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`ま

じめに

暴力の関係に悩むあなたヘ

人々はふつう、家庭は暴力とは無縁の場所だと信じているもので

す。ですから、この問題への対応にあたって “そんなはずはない"

と否認の態度をとりがちです。また被害者本人であっても、忘れよ

うと努力したり、隠そうとしてしまいます。家庭は常に親愛の情で

結ばれた最良の場だと信じたい人々にとって、この問題を直視する

のは気乗りのしないことでしょう。しかし問題の解決にはまず、起

こっている事実をそのまま見ることから始めねばなりません。身体

への暴力やひどく自尊心を傷つけられる行為を繰りかえし受けると

き、人は尊厳をもって生きる力を無くし、自分がつまらない人間で

あるかのように感じてふるまうようになります。家庭の中でおこる

夫から妻への暴力は、被害者と加害者だけの不幸にとどまらない広

範な社会問題そのものなのです。

これまで女性は、夫や恋人といった親密な関係にある男性からの

暴力にたいし、 “わたしさえ我慢すれば"と 寛容であり過ぎたので

はないでしょうか。社会もまた、こうした男性のふるまいを “プラ

イベートなことだから" “夫婦の間のことだから" “男ならときに

はハメをはずすことも"と 容認してきたのではないでしょうか。



世界の、そして日本の女性たちが、今、 “これは大変な問題だ"

と気づくようになり、解決に向け行動を起こすようになりました。

現状はすこしづつ良い方向に変化しています。もし、あなたが身近

な男性による暴力や虐待の被害者で、なんらかの支援をえたいとお

考えでしたら、このガイドを参考に行動してみて下さい。今までと

は違った生き方の選択は、あなたが想像するほどに困難な道ではな

いでしょう。このガイドブックを一緒に作ったのは、あなたと同じ

ような体験を持ったことのある女性たちなのですから。

AKK女性シェルター運営委員会
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PART I

暴力の関係について

波田あい子 (社会学・ AKK女性シェルター運営委員)

つヽ

で

で

他

や

と

ｏ

は

力

で

る

ま

題

し

妻

む

す

由

の

と

ふ

れ

問

も

が

済

で

理

女

こ

し

こ

た

ヽ

手

で

例

の

男

う

剛

す
ｏ

」

が

ヽ
相

神

琳

そ

置

い



7

そして日常の生活感覚として生きている “たいした問題ではな

い"と いう誤った態度は、次にあげるようないくつもの「神話」

(事実ではないが広く人々に信じられている話)に よって長いこと

維持されてきたのです。

事実 アメリカでも1960年代までは、まれなことだろうと考えら

れていましたが、その後被害女性のためのシェルターが数多く設け

られたり、調査や研究が行われるなどの対策が進んで、本当のこと

が明らかとなりました。全米すべての夫婦の2分の 1に暴力ざたが

起こっていて、その95%は夫から妻への暴力です。また、少なくと

も毎年100万人以上の女性が、夫 (恋人)に よる暴力がもとで医療

機関で治療を受けていると推計されています。

日本ではまだ正確な調査は行われていませんが、「 ドメスティッ

ク・バイオレンス (DV)調査研究会」が呼びかけたアンケート調

査 (92年 )には6カ 月の間に613人 もの女性から、夫 (恋人)か ら

の深刻な暴力被害状態を綴った回答が寄せられました。また、家庭

裁判所の「調停離婚申立て理由」 (妻による)に は統計が取られる

ようになって以来ずっと、夫による暴力や虐待は2～ 3番 目に多い

理由です。これら限られた資料からも、 “まれなケース"と はいえ

ないことがわかります。

ドメスティック・ バイオレンスについての “神話"対 “事実"

神話 1

夫による暴力はごくまれなケースだから、大きな問題ではない。



神話 2

暴力は貧 しい社会階層だけに起 こっていることだ。

事実 先の「DV調査研究会」のアンケート結果によると、被害

女性の夫 (恋人)は さまざまな職業、学歴、収入、年令にまたがっ

ていて一定の社会階層に偏るということはありませんでした。諸外

国の調査結果も、階層や人種に関係なくひろく見いだされる問題だ

ということが証明されています。

ただ、経済的に貧しい女性たちは、公的機関の援助を求めること

が多くなるなどで日につきやすく、中間層以上になると世間体を保

つためにいっそう隠されるという違いはあるようです。

事実 暴力はより強い者がより弱い者に行使する権力であり、し

ばしば当人の感情コントロールの失敗からひきおこされるもので

す。この神話は、男性は妻に対し監督権を持ち、従わないときは暴

力を行使する特権があるとする男性優位と暴力を是認する態度から

きています。暴力に訴える習慣をもつ人は、相手に関係なくさまざ

まな理由をつけ暴力を正当化します。繰 り返し暴力を振るう男性ほ

ど、この神話を強力に信じていて利用します。

夫が殴るのは、妻がそ うさせるようにふるようからだ。

神話 4

妻がそれでも別れないのは、マゾヒス トで殴られるのが好きだからだ。

事実 別れないのは、子連れで住むところも職もお金 もないとい
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う事情をはじめ、離婚に対して女性がいだく罪悪感や無力感、孤独

感まで、さまざまな理由の複合によるものです。殴られたいとか、

殴られるのが好きだという女性は実際には存在しません。この神話

の背景にはおそらく、女性がマゾヒストであることを期待したり、

殴る原因がその女性の側にあると考えたいという心理が働いている

でしょう。また、虐待を受けつづけた女性がときに示す感情麻痺の

症候 (た とえば、相手の暴力が始まりそうになるのを予感し、それ

を待つ時間の恐怖からあえて自分から相手を挑発するというものな

ど)は、ときに男性が抱く女性像 (「女性はマゾヒストだ」のよう

な)に うってつけだったのでしょう。

事実 アメリカの調査では、結婚している女性の50%以上が夫か

ら何らかの暴力を受けたことがあり、そのうちの3分の 1以上に毎

年繰 り返される暴力があるという結果が明らかにされています。

(全米 ドメステイック・バイオレンス阻止連合、1993年 )こ の数字

からも分かるように、妻に暴力をふるうのはアルコール依存症者や

薬物依存者に限ったことではありません。

ただし、暴力常習者に限定すれば、その50～ 80%にアルコール依

存症や薬物依存が見られるという推計があるように、暴力とアルコ

ール/薬物との関連はかなり高いものがあります。とはいえアルコ

ール依存症でも暴力はない人、依存症でなくとも暴力をはたらく人

神話 5

妻に暴力を振るうのは、アルコール依存や薬物依存の男性だけだ。
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が多くみられます。暴力問題とアルコール/薬物問題とを、いった

ん切り離して考えることが問題を正しく認識するために必要です。

ドメスティック・バイオレンスは大きな社会問題です

◆問題の広がり

夫や恋人といった親密な関係にある男性から女性への暴力が、わ

が国でどれくらい起こっているのか。その実態はまだほとんどわ

かっていません。それでも、いくつかの資料から問題はかなり潜在

して広がっているということができます。

1992年に「ドメステイック。バイオレンス調査研究会」が実施し

たアンケート調査には、613人が自身の被害体験を綴った回答を寄

せています。その内容は身体的、心理的、性的な暴力が重複 した重

篤なものが多く、事態の深刻さを示していました。表 1は彼女たち

が受けた身体的暴力がどんな内容であったかを語つています。回答

を寄せた被害女性たちの半数以上が、夫と同居を継続している人で

した。また、暴力被害は妻だけでなく子どもにも及んでいる場合

が、63.4%も ありました。

回答を寄せた被害女性たちは、表 2の ようにドメステイック・バ

イオレンスが個人的な解決を越える問題であることを訴えていて、

社会的な支援と対策を強く求めていました。



(表 1、 2 D.V。研究会 1992年アンケートより)

表 1 身体的暴力の実態

身体的暴力の内訳 械饉議劉険あり
467A(1∞。0)

いずれかの暴力あり
613(100.0)

顔や身体を平手うちされたり、

げんこつで殴られた

足でけられたり、突きとばされた

胸ぐらや肩をつかまれたり、

腕をつかんでねじりあげられた

物をなげつけられた

髪の毛をひっばられたり、つかんで

ひきずられた、髪の毛を切られた

首を絞められた (絞められそうになった)

バット、ゴルフクラブ、

ベルトなどで殴られた

刃物などを突きつけられたり、切られた

タバコの火を押しつけられた

外に締め出された (画封つ、状況的を含む)

耕 鵬

水 。飲料などをかけられた (他、醤油など)

物にぶつけられた、たたきつけられた、

押しつけられた

熱湯・お茶などをかけられた

椅子やソファごとひっくり返された

窒息させられそうになった (首紋め以外)

口をふさぐ、水に顔を突っ込まれた

車でひき殺されそうになった

階段などから突き落とされた

洗剤・薬品などをかけられた (漂白剤など)

(刃物以外の)凶器で脅かされた (主にbLl

その他

308 (85。 2)

(67.0

(1115)

(56.1)

″
　
寂

17(37.91

146(31.Э

62(130

61(13.1)

24(5。 1)

10伝 1)

9(19)

9(1.91

(1.7)

(091

(Q61

(061

(061

(041

(02)

(02)

に6)

３

３

２

１

１

３‐

工、9

51.4

431

427

289

238

10。 1

100

3.9

1.6

1.5

1.5

1.0

0,7

05

Q5

05

03

02

02

5。 1

上記のような経験はない

未記入

317

1



表 2 夫からの暴力を解決するために必要なこと (複数回答を含む) 総数796人

人 (%)

夫からの暴力の問題について社

`議

つ関心が高まること 545 (696)

被害を受けた女性に対する援助

被害を受けた女性のためのカウンセリングの充実

被害を受けた人が利用できるシェルターや駆け込みセンターなどの避難所の設置

ホットラインなどの電話による相言炎

被害を受けた女性たちのグルーブづくり (自助・サポートグルー7D

565(71.Ol

552(mO
407(51.1)

381にZ91

既存の諸機関・諸制度の改善

公共のオ臨炎機関の充実、相談機関についての情報の提供

家庭裁判所の適切な対応

夫からの暴力を取り締まる法制度の整備

病院・医療機関の適切な対応

暴力を振るった夫を警察が逮捕し、検察も刑事事件として起訴する

470(590

398(5001

373(輸91

300 (R,7)

297(37.3)

加害者に対するカウンセリング 42(5801

個人的解決

家族・親族 0友人が相談にのる

個人的 (プライベート)なことなので、本人たちにまかせておく

250(31.4)

19 (2.4)

そOfL(注 ) 93(11.7)

〔注)人権教育・男女平等教育・性教育 (16人)、 女性の経,舶勺自立を援助する施策 〔9人)

女性の意識改革 〔7人)、 男性の意識改革 (6人 )、 調査・研究がすすむこと (2人)な ど

◆女性の人権

夫であれば暴力も容認されるとすれば、家庭の中の女性の人権侵

害は容認されることになってしまいます。このような隠れた人権侵

害を是正すべく1993年 12月 20日 、「女性に対する暴力廃絶宣言」

が国連総会において全会一致で採択されました。宣言では女性への

暴力は、平等・開発・平和を阻害するものであり、国および国際社会

レベルでこの問題に対処する責任のあることを明確に述べています。

◆子どもたちへの影響

家庭の中の暴力や虐待は、世代を越え親から子へと学習されて永
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続化してしまいます。両親の間の暴力にさらされて育った子どもた

ちは、自分自身を誇りに思う心が小さくなってしまいます。そし

て、男の子であれば、攻撃的で怒りと暴力の行動を容易にとるよう

になる傾向があります。女の子であれば、人間関係に強すぎる執着

と依存傾向をもつようになります。最近のアメリカの調査では、妻

に暴力を振るう男性の60～ 80%は暴力のみられる家庭環境で育って

いて、この暴力的な男性をパートナーに選んだ女性の50%は同様な

家庭環境で生育していることが明らかにされています。

また、先の「 ドメステイック・バイオレンス調査研究会」の結果

(子 どもへの暴力も「有り」65%)に もあったように、妻虐待と子

ども虐待は相互に関連しています。妻に暴力をふるう夫の多くは子

どもにも暴力をふるいますし、夫に虐待や暴力を受けている母親が

さらに自分より弱い子どもにストレスを向けて虐待することもあり

ます。

ドメスティック・バイオレンスは繰り返され

常習化するという特徴をもっています

ただ一度の体験であっても、傷ついた心身の記憶は消えないもの

ですが、家庭という場で親密な関係にある者による暴力は、ある一

定のパターンで繰り返されるという特徴があります。繰り返しが長

期化すると、そこには「殴る人」「殴られる人」の綱引き戦争の悪

循環ができあがってしまいます。
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◆暴力の周期

ドメステイック・バイオレンスについて多くのことを明らかにした

先駆者、レノア・ウォニカーは繰り返され常習化する暴力の特徴を、

次の「暴力の周期」の図で説明しています。

暴力の周期は3つ の局面からなります。

〈第 1の局面〉 緊張が少しずつ蓄積され高まっていく時期

日常生活のなかの不満やちょっとした出来事がきっかけとなっ

て、ストレスと緊張がすこしずつ増大する。小さな暴力はここでも

見られる。期間は数日のこともあれば、数週間から数力月の場合も

CYCLE OF VIOLENCE
暴力の周期

緊張の蓄積
急性暴力期

身体的暴力

精神的暴カ

性的暴カ

経済的暴カ

懺悔と蜜月
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ある。

〈第2の局面〉 抑制のはずれた大きな暴力がみられる時期

暴力行為が爆発.こ の時点では、暴れ殴る男性は自分の内面に溜

まったス トレスを発散させているだけなので、殴られる女性の側は

なすすべがありません。

〈第3の局面〉 謝罪し、やさしく、愛情を示す行動をとる時期

暴れ殴った後には、 “もう三度としません"と いった誓約やブレ

ゼントをするなど、卑屈でおおげさな謝罪を示す。この時期は男性

は大変やさしく女性にとって誘惑的である。期間は数日のこともあ

れば、数週間から数力月の場合もある。

このように暴力男性は四六時中暴力を発散させているわけではな

く、「ジキル博士とハイド氏」のような人格の二面性という特徴を

もっています。女性は、やさしく誘惑的なときの男性を本当だと信

じたいと思うでしょうが、人格の二面性は表裏をなしたひとつのも

のですから、きちんと治療を受けて人格的な成長が遂げられない限

り、良い一面の方だけの人になることはないのです。

◆殴る男性の特徴

また、ウォーカーは「暴力の周期」を形成して常習化する場合

の、「殴る男性」の特徴と、この男性に執着して長年連れ添ってし

まう「殴られる女性」の特徴をそれぞれ指摘 しています。

殴る男性の特徴としては、「自己評価が低い」「殴る一殴られる関

係性́についての流布する神話をすべて信じている」「家族での男性優位と
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古めかしい男性役割を信じる伝統主義者である」「自分がやつた行いを

他人のせいにする」などがあげられています。

一方、殴られる女性の特徴は、「自己評価が低い」「殴る一殴られ

る関係陛についての流蒲する神話をすべて信じている」「家族の絆と古

めかしい規範としての女性役割を強く信じる伝統主義者である」

「男性の暴力行為の責任を (自分に否があつたと)弓 |き 受けてしまう」な

どをあげています。

男女両方の特徴を比較対照すると、よく似通っている部分とうま

くかみ合ってしまう部分のあることがわかります。このことが、殴

る一殴られる関係の悪循環を長引かせるひとつの理由になっている

といえます。被害者である女性のほうも、悪循環に巻き込まれやす

い自分に気づいくことが大切でしよう。

まずは、この問題、すなわちドメステイック・バイオレンスにつ

いてよく理解している人に、あなたの状況を話すことから始めてみ

て下さい。

BWAの「夫 (恋人)か らの虐待」チェックリス ト

1 なにかことがうまくいかないときに、あなたはののしられ、あなたの

せいにされたり、非難 されたりしますか。 (は い・ いいえ)

2 あなたのパー トナーが興味あることだけをするために、あなたの自由

な時間が制限されますか。 (は い・ いいえ)

3 お金を使うのを禁じられていて、あなた自身のために何かを買うこと

が決してないですか。 (は い・ いいえ)

4 嫉妬をかうので、家のそとで友だちと楽 しむことができないですか。

(は い・ いいえ)
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あなたのパー トナーは、 “ジキルとハイ ド"人格者ですか。

(は い ,いいえ)

あなたのパー トナーがとった行動のために、あなたがその責任をとっ

た り、言いわけをしたりしますか。 (は い・ いいえ)

7 お金になる仕事も、ならない仕事もふくめ、あなたは不公平に多く仕

事を分担していますか。 (は い・ いいえ)

なにかをするとき、あなたは許可を得 なければならないと感じますか。

(は い・ いいえ)

なにかをやりそこねたために、ときに懲らしめを受けますか。

(は い・いいえ)

10 あなたのパー トナーは、暴力的家族のなかで育った人ですか。

(は い・ いいえ)

あなたは屈辱的な冗談の “標的"に なっていますか。

(は い・ いいえ)

あなたは、反対意見を表明した場面が一度もありませんか。

(は い・ いいえ)

13 あなたは愛する人を恐れて暮 らしていますか。  (は い・ いいえ)

はいの数が 1～ 2 要注意。問題のある部分を改善するよう一緒に努力しま

しょう。

真剣に関係を再考、カウンセリングを受けましょう。

関係は壊れていて、虐待が起 こっています。結婚カウン

セリングは恐怖がなくなるまで適切ではないでしょう。

危機介入を必要としています。虐待問題に詳 しいカウン

セラーの個別援助を受けてください。集団療法はおすす

めできません。

12

3～ 4

5～ 6

7-13

Battered Women's Alternatives(P。 0。 BOX 6406,CA 94524)の マニュアル

より翻訳転載
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PART II

安全な場所で生活するために

AKk女性シェルタースタッフ

このパー トは、暴力をふるう夫や恋人から離れ、安全で自由な生活をは

じめた女性たちの体験にもとづ くア ドバイスをまとめました。逃げたい、家

を出ようと決意したとき、どんな準備をすればよいのか、どこに助けを求め

ればいいのかなど、参考にしてください。

1、 家 を出るまで

「お父さんのいびきが聞こえるから、もう安心して眠れるね」一―

lo歳の娘が夜中にこう言ったとき、「もういい、もうたくさんだ」

と、家を出る決意をしました。それまでも夜中に暴れる夫から、娘

と逃げ出したことは何度あったでしようか。いつでも家を飛び出せ

るように、娘とわたしの着替えをまとめた包み、通学カバン、わた

しのバッグを枕元に置かないで寝たことはありませんでした。
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眠れない夜を過ごした翌朝、娘に「明日、学校が終わったら、そ

のままおばさんの家に行きなさい」と言い、わたしは手荷物を駅の

コインロッカーに預けて出勤しました。そして叔母の家に数日いる

間にアパートを探 して別居、数年後には離婚もでき、現在娘と二人

の平和な生活を楽しんでいます。

その後、わたしはAKK(ア デイクション問題を考える会63P)

の活動を通 して、同じような体験をもつ女性たちと知 り合いまし

た。わたしの場合は安定した仕事をもっていたので、経済的な不安

はそれほど大きくはありませんでした。それでも家を出るまで、た

くさんの迷いや不安があり、一人で生きることを決意するまでに

は、長い時間がかかっています。まして専業主婦だった人たちは、

お金もなく、それだけに不安も大きかったようです。

暴力夫から離れるのは、簡単ではありません。それでも、家を出

て自分の自由な生き方をはじめているわたしの仲間たちは、みな元

気で生き生きしています。お金のこと、子どものこと、住みかのこ

と、仕事のこと……どれも大変ですが、ひとつひとつ取り組んでい

けば解決できる問題です。

わたしたちがどんな経過で、家を出たのか、まとめてみました。

<別 れることを迷っていた時期 >

わたしたちの多 くは、夫の暴力から、とるもとりあえず家を飛び

出すということを何度も経験 しています。でも暴力がおさまると、

こんなふうに考えて耐えることを続けました。
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◇きっと夫には、何かイライラするようなことがあったんだわ

◇わたしが夫の気に入るように行動できなかったから、夫は怒った

の よ

◇夫には、あれほどひどい暴力をふるわずにはいられないほどの理

由があったに違いない。夫のことを理解していないわたしの方が

悪いんだわ

◇わたしが′いから愛すれば、彼はきっと変わるに違いない

◇あの人以外に、わたしを愛してくれる人は、ほかにいないもの

暴力から逃げるということをくりかえしているうち、次第にこの

ままではどうにもならない、なんとかしなくては、と考えるように

なりました。

◇こんなことは、きっとこれが最後。三度とこんなことがないよう

にしよう

◇もう疲れた、わたしがどんなに頑張って夫の気にいるように行動

したって、だめなんだわ

◇もう、家を出るしかない。しばらく静かに過ごせるところに行き

たい

◇わたしが家を出たら、彼も考え直してくれるんじゃないかしら

<家を出るを決意したとき>

最終的に家を出る決意をするきっかけは、次のようなことでし

た。
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◇数日から数力月間、家を離れて夫のもとに戻り、しばらく静かな

日々が続いて、今度こそ大丈夫と思ったやさき、また暴力がはじ

まった

◇子どもにも暴力をふるうようになった

◇子どものようすがおかしい (乱暴なふるまいをする。いつも、ぼ

うっとしている。無表情で口をきかない。いつもイライラしてい

る。学校で問題をおこした。等)こ のまま夫のもとにいたら、子

どもたちにどんな悪い影響が出るか恐ろしい

◇これ以上、夫と生活していたら、わたしもおかしくなってしまい

そう

◇早く逃げ出さないと、事件がおきそう (夫 に殺されるか、わたし

が夫を殺すか)

<思い切って人に話す>

夫の暴力の問題はなかなか人に相談できません。自分でなんとか

しなくてはいけないとか、恥ずかしくて親 0き ょうだいにも話せな

いなどと思ってしまうからです。また、話しても「夫がちょっと殴

るくらいのことは、我慢しなさい」とか、「あなたが妻らしく、お

となしくしていないからだ」とお説教されてしまったという人もい

ます。

わたしの場合も、夫の暴力が烈しくなり、娘と家を出て別居する

まで誰にも相談できませんでした。わたしの力ではこれ以上どうに

もならないと思ったとき、ようやく親戚に話をしたのです。
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皆で話し合った結果、わたしの夫はお酒の問題もあるから、保健

所に電話をかけてみてはどうかという案が出ました。そのアドバイ

スにしたがって最寄りの保健所に電話したところ、たまたまそこで

はあまりよい対応が得られなかったので、電話番号帳の「保健所・

福祉」というベージにあった、精神保健センターに電話をしまし

た。そこで紹介された民間の相談室にすぐに出かけていき、約 1年

間通い続ける中で離婚の意志をかためることができたのです。

いま、夫の暴力で困っているなら、なるべく早く誰かに相談して

ください。親戚、友人以外にも、相談できるところはあります。パ

ートⅢの、公共 0民間の相談機関を参照してください。

2、 急場のとき・家出するとき、どこに行くか

<急場のときの行き先>

夜、夫が暴れ出し、着のみ着のまま飛び出したものの、行くとこ

ろがなく困ったという人はたくさんいます。わたしたちはこんな体

験をもっています。

◎交番に飛び込み、警官に助けを求める。夫の暴力がどんなにひど

く、家には戻れないということをよく説明し、一時保護施設 (61

P)に紹介してもらう。

◎とりあえず24時間営業のファミリー・レストランに入って、朝に

なるのを待ち、福祉事務所や保健所などに相談にいく。あるいは
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かくまってくれる友人・親戚の家にいく。

◎日頃から友人に事情を話して、夜中でも泊めてもらうよう頼んで

おく。

<か らだとこころを休ませる場所をさがす>

とりあえず逃げ出すことができたら、数日間安心して過ごせる場

所が必要になります。この先どうしたらよいかを考えるには、ま

ず、からだとこころをゆっくり休ませた方がいいからです。そのと

き、暴力に脅えずに夜を過ごせただけでも、どんなにかホッとした

でしょっか。

◎友人や親戚の家に泊めてもらう。夫が住所や電話番号を知らない

ところがよい。

◎ウイークリー・マンション、ビジネス・ホテル、旅館を利用する。

◎アパートを借りておく。 (夫 にわからないようにするには、親戚

や友人に頼んで間接的に借りた方が安全)

◎福祉事務所に相談して、婦人相談所の一時保護施設や、シェルタ

ー (パ ートⅢ参照)を紹介してもらう。

<計画的に家を出るなら>

わたしたちの経験では、いっとき家を出て夫から離れたい、ある

いは別居・離婚を考えて家を出るなら、冬よりは夏、寒い時期より

暖かい時期がいろいろな面で楽です。子どもがいるなら、学校が休

みの間が実行しやすいでしょう。
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◎夏は学校の休みが長いので、その間学校のことを手配したりする

ゆとりが持てます。また、夏は生活用品が少なくてすみ、衣服も

費用がかからないので、経済的にずいぶん助かります。

◎アパートを借りるなら多少狭くても、できるだけ明るい部屋を探

すことです。部屋の雰囲気はずいぶん気持ちに影響するもので、

少しでも光が入ると、あまり落ち込まずにすみます。北向きの部

屋しか借りることができなかったら、明るい色のカーテンを選ぶ

とか、天気のよい日は外に出て散歩するなどして、気分をひきた

て元気を出す工夫をしてください。

◎住宅金融公庫の資金を使って建てたアパートは、礼金をとっては

いけないことになっています。住宅情報誌などで、礼金なしのと

ころを探してみましょう。

単身女性、母子家庭にはなかなか部屋を貸してくれないというの

が、日本の現状です。アパート探しで困ったときは、婦人相談所や

福祉事務所に相談してみてください (パ ートⅢ参照)。 母子家庭で

あれば、母子寮を利用するという手段があります。

また親戚や友人・知人に保証人を頼むことも必要でしよう。

3、 これだけは準備しておこう

<お金をつくっておく>

緊急に飛び出すときも、計画的に家を出るときでも、まずお金が

必要です。仕事を持っているなら、自分名義の貯金をつくっておく

こと。通帳、保険証書などは友人・親戚などに預けておきます。
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いちばん困ってしまうのは、専業主婦で収入がなかったり、夫が

すべての収入を取 り上げてしまうという場合です。それでもいろい

ろな工夫ができます。

◎パート、アルバイト料を現金で受け取るようにし、一部を少しづ

つ貯めておく。

◎家計費からlo円でも20円でも貯めていき、ある程度まとまったら

貯金する。銀行や郵便局は1000円単位で通帳がつくれます。通帳

は友人や職場の知 り合いに預かってもらい、キャッシュカードを

隠しもっておきます。

◎家を飛び出さなければならないとき、最低でも電話代や交通費、

1～ 2泊分の宿泊費は必要です。 1～ 2万円くらいの現金をいつ

も身につけておくか、家の外に隠しておきます。 (夫の暴力から

逃れる女性が主人公の映画、 F愛がこわれるとき』の原作では、

主人公は現金を小ビンに隠し、家の外に埋めておきます)

<荷物を持ち出す>

私たちの多 くは、いつでも逃げられるようにと、毎晩、財布や着

替えをまとめた包みをすぐ手にとれるところに置いて寝ていまし

た。中には、裸足で飛び出すかもしれないからと、運動靴まで入れ

ていたという人もいます。計画的に家を出るなら、自分が大切にし

ていたものや、貴重品、健康保険書、年金証書なども忘れないよう

に持ち出すことです。
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◎衣類や子どもの学用品、生活用品などは段ボールやスーツケース

などに詰めて、宅急便で友人や親戚の家に送る。あるいは少しず

つ持ち出して、預けておく。

◎いったん家を出てから、夫のいないときに、必要なものを取 りに

行くときは、友人2～ 3人に立ち会ってもらうと心強い。

<情報を集めてお く>

家を出たあと、どこに住むか、仕事はどうするか、子どものこと

はどうするかなど、ある程度見通しをもつために、情報を集めてお

きしょう。パートⅢに、相談 0援助機関のリストがのっています。

電話をしたり、直接出向いて、相談してください。

<子 どもの学校 >

子どもが小学校 (中 学・高校)を卒業するまでは、と一年のばし

にしていたり、子どもの将来に悪い影響があってはいけないから

と、家出をためらった人は少なくありません。けれども、暴力の支

配する家で脅えながら暮らす日々を何年間も続けることと、一時的

に子どもに不自由な思いをさせることと、どちらが子どもにとって

悪いことでしょうか。とくに、子どもに暴力 (性的暴力のこともあ

る)が及んでいるなら、一日も早く出ることです。

◎あと少しで卒業だからと転校 しなかったため、夫が学校から変え

る子どもをまちぶせて、隠れ家がみつかってしまった経験をもつ

人がいます。通っていた学校と、新しい住所地の教育委員会に事
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情を話して、住民票の移動なしで仮入学 (転入)扱いにしてもら

います。もとの学校からは転校先へ、成績の記録その他の書類が

移動 します。もし、夫が転校先を問い合わせてきても、絶対に教

えないようによくお願いしておきます。

家で暴力をふるう夫も、一歩家を出ると、非常に感じよくふる

まって他人を信用させたり、あるいはひどく反省 しているような

態度をとって、相手の同情を引き出すのがたくみな人がいます。

とくに、相手が男性の場合は夫の言葉を簡単に信じてしまうこと

もありえます。日頃から学校の先生には事情をよく話しておいた

り、夫が暴れた後に家庭訪間にきてもらい、めちゃめちゃになっ

た部屋や、殴られた傷跡を見せるなどして、事態をよく理解して

もらう方法もあります。

◎制服を新しくそろえるのはお金がかかります。できればものいり

は避けたいときですから、新 しい学校にもとの学校の制服のまま

で受け入れてくれるように頼みましょう。学校によっては、制服

交換会などを開いており、卒業生のいらなくなった制服や、サイ

ズが会わなくなって着られなくなったものなどを、融通してもら

える場合もあります。

4、 離婚に備える

夫が簡単には離婚に応じない場合、弁護士をたのむ必要がありま

す。弁護士費用の用意がなければ、各地の法律扶助協会に電話し

て、弁護料の立て替え制度を利用できないかを相談してください。
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夫が離婚に簡単に同意しそうな場合でも、直接交渉は避けた方が安

全です。あるいは親戚や共通の知人で、あなたの立場をよく理解し

ている人に仲介者になってもらい手続きをすすめるとよいでしょ

う。裁判になることを見越して、次のような準備をした人たちもい

ます。

◎夫が暴れた後、夫がいないすきにめちゃめちゃに壊された室内を

写真にとっておいた。これは裁判のときに、おおいに役立った。

◎殴られてけがをしたり、鼓膜が破れたり、肋骨が折れるなどの障

害について、診断書を書いてもらった。これも裁判を有利にすす

めるのに役だった。

◎財産分与、慰謝料などが確定する前に、夫が全額を引き出してし

まったり、名義を書き換えてしまうのを防ぐため家の権利書、実

印、夫名義の通帳と登録印などを持って出た。正式に離婚が成立

するまでは「夫婦」だから、これは窃盗にはならない。心配な

ら、弁護士に相談を。

◎別居してから離婚が成立するまでの生活費は請求できる (「婚姻

費用の申立て」という。これは子どもがいる場合にはとくに重

要)。 夫婦の収入をそれぞれの必要に応じて分けるのが原則に

なっているようで、家裁が双方の事情を調査 して決定する。これ

には強制力があり、相手が従わない場合は給料の差押えなどもで

きる。手続きには、源泉徴収票や、自分名義の通帳のコピーなど

が必要。
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◎離婚調停のときは、弁護士に依頼して、家裁に同行 してもらう方

がよい。わからないことや、これからの見通 し、今後の作戦な

ど、一人で考えているより、待ち時間や行き帰 りなどに相談でき

るので、ずっと不安がやわらぐ。

5、 自立に向けて

新 しい生活になれるまで、しばらく時間がかかるものです。今後

の生活への不安もあるし、孤独感やうつ状態に悩まされたりもしま

す。でも、暴力に脅えるよりははるかによい暮らしだと、わたした

ちは心から実感しました。じっと閉じこもってくよくよしているよ

り、自分にできることから行動に移していく方が、希望もわいてく

るものです。

<住民票>

新しい住みかが決まっても、すぐには住民票を移さない方が安全

です。移すと、夫に新しい住所が知られる恐れがあるからです。

<就業準備>
いちばん不安なのは、生活費の問題だと思います。仕事はすぐに

みつかるだろうか、自分にどんな仕事ができるだろうか、子どもと

暮らしていけるだけの収入が得られるだろうか一-1人で悩んでい

ないで、福祉事務所や婦人相談所、各地の女性センターの相談窓口

にでかけていきましょう。 (パ ートⅢ参照)
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仕事をした経験があまりないなら、職業訓練校に行 くという手段

もあります。 (訓練期間中、生活費が支給される)地域の職安ある

いは福祉事務所に相談してください。

<仲 間と出会う>

夫の暴力に苦しめられた経験をもつ女性は、決して少なくありま

せん。同じ体験をもつ者同士であれば、安心して話ができるし、不

安や孤独、心の傷が理解しあえ、お互いを支えあうことができま

す。わたしたちも仲間と出会うことで、ずいぶんと支えられ勇気づ

けられてきました。暴力を受けた女性たちの自助グループがいくつ

かできています。どうぞでかけてきてください。仲間があなたを

待っています。 (パートⅢ参照)

<カ ウンセリングやセラピイを受けてみる>

不安や孤独感が強いとき、あるいは気持ちが混乱して整理がつか

ないとき、カウンセリングやセラピイを受けてみるという手段もあ

ります。暴力の問題がよくわかっているところ、どうしたら女性が

もっと自由に、のびのびと生きられるかを考えているところが最適

です。無料の機関と有料の機関があります。 (パ ートⅢ参照)

6、 役に立つ本

●家出後の生活について

『HOW丁0生活保護―一暮らしに困ったときの生活保護のすすめ』
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東京ソーシャルワーク編 現代書館 1545円

生活に困ったとき、わたしたちには福祉の制度を利用する権利が

あります。プロの福祉ケースワーカーたちが、生活保護の利用の仕

方を、具体例をあげながらアドバイスした本です。

『母子家庭にカンパイ !――離婚・非婚を子どもと共にいきるあ

なたへ』

しんぐるまざあず・ふぉ―らむ編著 現代書館 1648円

母子家庭はステキ ! 母子家庭を元気に生きる女性たちからの知

恵と情報がつまった本。

『社会福祉の手引』

東京都 170円

子ども、病気の人、障害のある人、高齢者、母子家庭、など、ど

のような福祉があるか、相談窓回の電話一覧などが載っています。

紀伊国屋、八重洲ブックセンターなど大型書店の政府刊行物コーナ

ー、都庁第 1本庁舎 3階都民情報ルーム刊行物販売コーナーで手に

入ります。通信販売でも入手できます。 (TEL03‐ 5388‐ 2276)

●気持ちの整理をしたいとき

『夫・恋人の暴力から自由になるために』

ジエー・ニッキャーシー&ス ー・ディビッドソン著

むらさき工房訳 現代書館 1800円

暴力を受けている女性に向けた、具体的な助言がたくさん書かれ

ています。自分の気持ちを見つめるのに役立つチェックリストつき。
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『愛 しすぎる女たち』 F愛 しすぎる女たちへの手紙』

ロピン・ノーウッド著 落合恵子訳 読売新聞社

パートナーを含めた人間関係に生き難さを感じ、どうしたらもっと

自由に、楽に生きられるのかと悩む女性たちに役立ちます.

●AKKの本 (ア デイクシヨン問題を考える会市民講座の記録 )

F愛 し過ぎる人たちへ』

『変えられるものが変わるとき』

『男らしさの病』

『女が怒るとき、男が泣 くとき』

『親と子の安全な関係』

AKK 各1200円

アルコール・薬物依存症、暴力の関係など、さまざまな家族の問

題についての体験談、シンポジウム、専門家の講演が収録 されてい

ます。購入についてはTEL03-3329-0122ま で。

λRこ  。
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6、 わたしの体験一一 L・ K

わたしは、アルコール依存、薬物依存、暴力、借金の問題をもつ

夫から逃げて、三歳の娘を連れて家を出ました。

夫の暴力は、ほんの小さいことから始まります。時計の時刻が 1

分遅れている、置き時計、テーブルが少し曲がっている、ドアを音

をたてて閉めた、返事の仕方が悪いなど、とにかく家ではいつも緊

張していて、やすまる時がありませんでした。夫は毎日、暴力をふ

るうわけではありませんが、年に3～ 4回は、大きい暴力をふるい

ました。泣いたり、抵抗すれば、もっとひどくやられるので、ただ

ひたすら謝り、夫の怒りがおさまるのを待ちました。すごく情けな

くて、後で一人になったとき泣こうと思いましたが、泣けませんで

した。涙が出てきませんでした。暴力を受けたとき、実家に帰ろう

と思いましたが、親の反対を押し切っての結婚でしたので、相談や

電話さえもできず、ただ自分が我慢すればいいと、夫のことは、他

の誰にも知られないように隠し続けました。

そのうち夫の暴力は娘にもおよび、機嫌がよいときは娘を猫かわ

いがりしましたが、そうでないときは、娘が何もしていないにもか

かわらず、殴ったり、けったり、髪をひっばって引きずったりする

ことがありました。そのため、娘は、夫に名前を呼ばれると顔をこ

わばらせて返事をしていました。それを見るたびに、このままでは

いけないと思いながらも、朝になり、何事もなかったように、いつ

もと変わらない状況にもどると、夜起きたことは夢だったんだと思
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い込む私になっていました。

しかし、家を出る 1カ 月前、夫は家で飼っていたインコを床に何

十回もうちつけて、娘と私の前で殺してしまいました。私はそのと

き、次には私と娘が殺されるのではないかと思いました。夫はその

頃から私に対 して、娘を連れて逃げたら、私をただではおかない、

殺してやる、私の親、姉妹も殺してやると脅迫し始めました。それ

に加え、夫は借金しても足りなくなり、私にサラ金に借金してお金

をつくるように強制してきました。どうしていいかわからず、初め

て他人に助けを求める行動を起こしました。

婦人相談センターに電話し、そこで教えられた福祉事務所で、今

までのことを打ち明け、相談し、家を出ました。家を出て3日 後に

あるシェルターに入ることができました。家を出てからは、夫に見

つかるのではないかという不安や、夫に対 して悪いことをしてし

まったという罪悪感が自分の心の中で大きくなっていました。また

娘と一緒にいることが苦痛でした。今まで娘に、夫に怒られるから

やめなさいと注意してきたため、今度、何と言って注意すればよい

か困りました。また娘から父親を奪ってしまったのではないか、で

も、これしか方法はなかったしと、混乱していました。娘から、ど

うして家を出たのか責められたらどうしよう、などと考えたりし

て、落ち着いたことはありませんでした。それに夫中心の生活だっ

たため、一日をどうやって過ごしてよいだろう、自分がしたいこと

をしろと言われても何をしたいかもわからず、安定することはあり

ませんでした。
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こんな状況でしたが、シェルターに入れたおかげで、いろいろな人

達に相談し、前向きな姿勢で進むことができました。私と同じ境遇

を通り越 してきた人達が相談にのってくれたことで心強かつたり、

自分が少しずつ見えてきたり、本当によかったと思います。また、

シェルターでの共同生活は、娘と二人だけの生活に閉じこもりがち

な私から開放し、同様の問題をもつ仲間と時間を気にせず、いろい

ろな話をする機会を与えてくれました。

今回、家を出てみて、私は娘と二人でこの社会を生きていくのは

大変なことだと痛感しました。それでも私の場合は、家出直後、福

祉につながったので、生活の面での心配はなく、自分の今までのこ

とや、今後の方向を考えることに専念できましたが、これが何の経

済的援助も得ることができなかったら、子供をつれてどうやって生

きていけばよいか、本当に途方に暮れたろうと思います。また、母

子家庭でアパートを探すということは困難なことで、家を出ても行

くところがなければ、夫のところにもどる人もいるだろうと感じま

した。私も、不動産屋で何回か断られた時は、もうどうでもいいや

と半分ヤケになったこともありました。しかし、どうにかアパート

に引っ越すことができ、自分は幸運だったと思います。もっと、社

会の援助がほしいと思います。

現在は娘と二人暮らしで少し寂しいときもありますが、気楽に生活して

います。娘を怒る回数も減りました。これからまだまだ、自分には解決す

べき問題がたくさんありますが、あせらず行動していきたいと思います。

今回、娘と二人で家を出られた自分をほめてあげたぃ気持ちで一杯です。
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PART IH

相談援助機関

1。 女性を対象 とする公的な相談機関

◇女性相談所

東京都女性相談センター

夫の暴力など夫婦の問題、子どもや親・きょうだいなどにかかわ

る家庭の問題、結婚などに関する男女の問題、そのほか生活・住

居・生き方・職業・健康に関する相談に応じます。また、自立に向

けての就業指導なども行っています。最近では、夫の暴力やア‐ルコ

ール問題にからむ相談も多いということです。

<緊急の保護、自立援助に関する相談>

〒162 東京都新宿区河田町10-lo
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TEL 03(3355)1551 FAX 03(3359)0923

立川出張所

〒190 東京都立川市柴崎町4-11‐ 16

TEL 0425(24)1048 FAX 0425(22)1097

<相談>

◇電話相談 午前9:oo～ 午後4:00

生活全般に関する相談を、電話相談員や婦人相談員が受けていま

す。相談の内容によっては特別相談員 (法律に関してなど)・ 心理

判定員・医師・看護婦・福祉指導員・保母などの専門家が対応しま

す。

相談専用電話 (セ ンター) o3(3355)3110

(立川出張所) o425(22)4232
*緊急のときは、夜間・祝休日でも受けつけています。o3(3355)1551

◇面接相談 (来所) 午前9:oo～午後5:00

利用者が希望した場合、電話より面接の方が効果的という場合、

婦人相談員・特別相談員・心理判定員が相談を受けます。原則とし

て電話・手紙での予約が必要です。

<一時保護>

緊急に保護が必要な女性や、自立のための援助を必要とする女性

と、その子どもを対象とします。原則として居住地の福祉事務所ま

たは警察に相談し、紹介を得る必要があります。

利用期間 原則として2週間以内

利用料 施設 0食事・寝具などは無料。医療費や嗜好品は自己負担。
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全国の婦人相談所連絡先

北海道女性援助センター  011‐ 661‐ 3099

青森県婦人相談所  0177-81-0708

秋田県婦人相談所  0188‐ 32-2534

岩手県婦人相談所  0196-24-48H

宮城県婦人相談所  022‐ 224-1491

山形県婦人相談所  0236‐ 22‐ 2543(総合福祉センター)

新潟県婦人相談所  025‐ 381‐ Hll

福島県婦人相談所  0245‐ 22-1010

栃木県婦人相談所  0286‐ 22‐ 8644

茨城県婦人相談所  0292‐ 21‐ 4166

群馬県女性相談所  0272‐61-7838

埼玉県女性サポート電話相談所 048‐ 864‐ 9910

千葉県婦人相談所  043-245-1719

東京都女性相談センター 03-3355‐3H0

同立川出張所    0425‐ 22‐ 4232

神奈川県婦人相談所  045¨ 502‐ 2800

山梨県婦人相談所  0552‐ 22‐ 6286

長野県婦人相談所  0262‐ 32‐ 3348

富山県婦人相談所  0764‐ 21‐ 6252

石川県婦人相談所  0762‐ 23‐ 9553

福井県婦人相談所  0776‐ 24‐ 6261(総合福祉センター)

岐阜県婦人相談所  0582‐74-7377

静岡県婦人相談所  054‐ 286‐ 9217

愛知県婦人相談所  052‐ 913-H01

三重県婦人相談所  0592-31‐ 5600

滋賀県婦人相談所  0775‐ 64‐7867
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京都府婦人相談所  075-441‐ 7590

奈良県婦人相談所  0742‐ 22‐ 4083

和歌山県婦人相談所 0734-45-0793

大阪府婦人相談所  o6‐725-8511

兵庫県女性相談センター  o78‐ 732-7700

鳥取県婦人相談所

岡山県婦人相談所

島根県女性相談センター  o852-21-5883

広島県婦人相談所

山口県女性相談所

香川県婦人相談所

徳島県婦人相談所

高知県女性相談所

愛媛県婦人相談所

福岡県婦人相談所

佐賀県婦人相談所

長崎県婦人相談所

熊本県婦人相談所

大分県婦人相談所

宮崎県婦人相談所

鹿児島県婦人相談所

沖縄県女性相談所

0857-27‐ 8630

086‐243-1711(社会福祉セ ンター )

082-255‐ 8801

0839-22‐ 2541

0878‐62-8738

0886‐ 52‐ 5503

0888‐ 22‐ 5520

0899‐ 41‐3490

092‐ 651‐ 4143

0952‐ 26‐ 1212

0958‐ 46‐0560

096‐ 381‐ 4411(福祉総合セ ンター )

0975‐ 44-3900

0985‐22-3858(中央福祉 セ ンター )

0992‐ 221467

0988‐ 54‐ 1172
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◇女性施設の相談部門

都道府県や市などの自治体の女性会館、女性センターなどの女性

の自立を応援する施設の多くには無料で利用できる相談部門が設け

られています。精神的サポートが中心ですがカウンセリングだけで

なく、福祉事務所、婦人相談所、母子寮、緊急一時保護施設、民間

の相談機関、医療機関などとネットワークをもっており、どこでど

んなサポートを受けられるのかを紹介してくれます。

また、弁護士による法律相談、精神科医師や産婦人科医師による

相談など、専門相談も受けられます。女性施設には相談コーナー以

外にも図書コーナーやミーテイングルーム、運動室などの設備があ

り、必要な情報を集めたり、からだほぐしをしたりといろいろに利

用できます。こうした施設を首都圏を中心に紹介します。

横浜女性フォーラム

〒244横浜市戸塚区上倉田町435-1

☆相談するには・・・

電話で受付。面接相談の予約をとる。面接相談は 1回 2時間程

度。必要に応じて面接頻度を決め、継続相談を行っている。

☆相談受付電話 045-871-8080

健康サロン相談電話 045-871-8820

C割寸:月 曜日9:30～ 12:00、 鋼 日13:00～ 17:00)

☆受付時間
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平日9:00～ 20:00(12:00～ 1300、 1700～ 18:00を 除く)

日・祝日9:30～ 16:00 木曜日と祝日の翌日は休館

☆専門相談

弁護士による法律相談、精神科と産婦人科医師による専門相談あ

り。からだについては「健康サロン」が設けられており、保健婦の

資格をもつ職員が相談にのっている。

☆その他

離婚経験者と離婚を迷っている人でつくっている自助グループの

“グループNORA"、 摂食障害者の自助グループ “横浜NAB
A"、 不登校の子供をもつ親の会の “かよう会"、 薬物依存者のた

めの自助グループ “横浜NA"の活動の場になっている。

再就職支援講座、パソコン 0ワ ープロ講座あり。

かながわ女性センター

〒251藤沢市江の島1-11-1

☆相談するには 000

電話で受付。必要な場合は面接を予約。

☆相談受付電話

0466-27‐ 6008

☆受付時間

9:00～ 12:00、 13:00～ 17:00 月曜日と祝日は休館

☆専門相談

弁護士による法律相談、精神科医師による精神保健相談、家裁調
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停委員による家事相談 (離婚等家事調停手続きなどについて)、 保

健婦による健康相談、仕事の紹介や仕事についての情報を提供する

労働相談、消費生活コンサルタントによるサラ金などについての生

活相談が利用できる。

☆その他

神奈川県には公営のシェルター (緊急一時保護施設)があり、婦

人相談員や母子相談員からの紹介で利用できる場合がある。

東京ウィメンズ・プラザ

〒150東京都渋谷区神宮前5053‐ 67

☆相談するには・ 00

まず電話で相談。必要があれば面接相談へ進む。面接は 1回 1時

間で継続する場合は 1週間から10日 に1回程度。土曜日、日曜日は

希望が多いので予約がとりにくい。

☆相談受付電話

03¨ 5467‐ 2455

☆受付時間

10:00～ 17:00、 日曜・祝 日は16:00ま で。月曜 日は休館

☆専門相談

弁護士による法律相談、精神科医師による精神保健相談あ り。

☆その他

東京都には緊急一時保護施設をもつ「東京都女性相談センター」

があるので、緊急の場合にはそちらへ紹介している。暴力を受けて
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いることに対する自責を取 り払うことが大切だと考えている。

全国から相談電話が飛び込んで くるので、その場合には地域の相

談窓口を紹介 している。

すみだ女性センター

〒131東京都墨田区押上2-12-7-111

女性のためのカウンセリング

☆相談するには 0。 ・

電話で予約。直接来館 しても空いていれば受け付けてくれる。

☆相談受付電話

03‐ 5608‐ 1772 月～金 9:oo～ 16:00

☆相談を行っている時間

毎週月曜、金曜10:00～ 16三 30

中野区女性会館

〒164東京都中野区中野2-13-14 JR中 野駅下車、徒歩10分

☆相談するには 0。 ・

電話で受付。電話だけでの相談はしておらず、面接相談が原則。

☆相談受付電話

03¨ 3380‐ 5885(女性の生 き方なんでも相談 )

☆受付時間

平日10:00～ 16:00 第 1土曜日のみ、午後に法律相談

日曜日は休館
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☆専門相談

弁護士による法律相談あり。弁護士の紹介も行っている。

☆その他

緊急の場合は東京都女性相談センターを紹介。

豊島区立男女平等推進センター (エ ボック10)

〒171東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザ10階

☆相談するには・・・

一般相談は予約なしでも空いていれば、直接来館で受ける。

☆相談受付電話

03-3980-7830

☆受付時間

9:00～ 17:00 水曜日、日曜日、祝日は休館

☆専門相談

法律相談、からだの相談、こころの相談の 3種類がある。専門相

談は必ず予約が必要。 1人 1回約 1時間。

☆その他

区民が対象になっているが、区民以外でも受け付けている。遠方

の場合はその地域の相談窓口を紹介しているが、ぜひという希望が

あれば (地元の機関では相談しづらいなど)受け付けている。ただ

し、専門相談で区民からの相談が入ると、区外の方は予約がずれる

こともある。
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練馬女性センター

〒177東京都練馬区石神井町8-1-10

☆相談するには 。・ 。

電話で受付。

☆相談受付電話

03-3996‐ 9050

☆受付時間

9:00～ 18:00、 祝日は17:00ま で 火曜日は休館

☆専門相談

法律相談と子育て相談あり。

日黒区女性情報センター

〒153東京都 目黒区中目黒2-10-13

☆相談するには・・・

なんでも相談 (一般相談)は予約な しでも空きがあれば直接来館

で受け付けてくれる。

継続の場合は、次回の来館予定を相談員と約束。

☆相談受付電話

03-5721‐ 8572

☆受付時間

10:00～ 16:00 月曜日は休館

☆専門相談

法律相談、からだの相談 (助産婦が担当)。 必ず予約が必要。予
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約はo3‐ 5721¨ 8570へ。専門相談は7月 、8月 、12月 、 1月 はお休

み。 (時期は若干ずれる可能性あり)

船橋市女性センター

〒273船橋市宮本2‐ 1‐4

女の生き方相談

☆相談をするには 000

電話で予約。面接は 1回 1時間。 1対 1の相談のほか、同じよう

な悩みできた 2～ 3人の人と相談員でのグループ相談も行ってい

る。継続相談も可。

☆相談受付電話

0474‐ 23-0757 9:00～ 17:00(水曜 0祝 日は休館)

☆相談を行っている日時時間

毎週火曜日と金曜日の10:00～ 16:00

☆専門相談

弁護士による法律相談あり。予約制。

毎月第 1木曜9:30～ 14:30 第3月 曜16:00～ 20:00

千葉ハーモニー相談室

〒260千葉市中央区4‐ 6‐3 市役所中央分室 lF

☆相談するには 000

電話で予約。電話相談も行っている。

☆相談受付電話
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047‐ 323‐ 1777

☆相談を行っている日時

毎週水曜日の10:00～ 16:00

市川市女性センター

〒272市川市市川 1-24-2

☆相談をするには 。00

電話で予約後に面接が原則だが、直接来館 しても受け付けている。

☆相談受付電話

047‐ 322‐6700

☆受付時間

平日10:00～ 16:00 土曜日、日曜日は12:00ま で

火曜日は休館

☆専門相談

弁護士による法律相談あり。法律相談は必ず予約が必要。

☆その他

緊急の場合は千葉県の施設 (婦人相談所)を紹介。

1994年 9月 から他の女性施設、相談機関の職員と同席してのネッ

トワーク研修会を始め、第 1回 は「女性に対する暴力」をテーマに

取り上げた。



48

★女性施設の相談で受けられるサービスは、

0気持ちの整理、何をしたいのかを言葉で表すことを手伝う。

・サポート情報の提供

・施設や他機関への紹介

・無料の専門相談

の4つ にまとめられます。利用できるのは原則としてその地域の在

住者です。 (在住、在勤、在学としているところもある。)た だ

し、緊急の場合には原則にこだわらずに対応してくれるところも少

なくありません。

宿泊できる緊急施設は備えていませんが、施設への紹介 (連絡先

を教えるだけはなく、相談員が多くの場合は婦人相談員経由で施設

に連絡を入れ、入所を依頼するなど)は行っています。市民利用施

設なので、日曜日、祝日にも開館し、相談を受けているところが多

いのも特徴です。休日で役所の担当部署が対応できない場合など、

施設に入所できるまで数日間滞在できる場所を確保するなど、工夫

しているところもあります。

女性施設は「国連婦人の10年」 (1976～ 1985)を契機に、各自治

体が策定した女性問題解決のための女性政策に基づいて作られ、わ

たしたちの税金で運営されている施設です。女性施設が 暴力を受け

ている女性をサポートする、地域のネットワークのコーデイネータ

ーの役割を果たしていつて欲しいものです。



の

相談業務 を行 ってい る全国の女性施 設

(名称)      (電 話)   (住所)

札幌市女性センター  oll‐621-517 0601L幌 市中央区大通西19丁目

エル0パーク仙台  o2墜郷出田∞ 蜘 台市青葉区一番町 4丁目11‐ 1

仙台141-5、 6階

秋田県婦人会館   o188-“卜7“0 010秋田市中通り2-3-8

郡山市婦人会館   o249-24-0900%鋸Б山市麓山2丁目9‐ 1

茨城県婦人会館    o32‐21-7195 31味戸市常磐町1-31

日立市婦人の家    ∝留瑠釧関И 316茨城県日立市鮎川町1-1-1

市川市女性センター  餌7322-6700272市川市市川1-142

旭市働く婦人の家   餌

“

75 280f葉県旭市2-2787-1

主婦会館      鰺 338111 102東京都千代田区6番町15

港区女性センター   o3-∞鋭-0581 105東京都港区芝浦3-147

すみだ女性センター  o35608-171 131墨 田区押止2-12-7-111

江東区女性センター      鉾1 1%東京都江東区扇般 22

澁谷女性センター “アイリス"

…
3956 151東京都渋谷区澁谷1-17-7全国婦人会館内

東京ウィメンズ・プラザ

∝巧67-Z“ 1“東京都渋谷区神宮前引田L67

新宿区女性開 センター

03"41-0801 160東京都新宿区荒木町16

調布市婦人会館   釧烈田1_762 182東京都調布市小島町2-路1

中野区女性会館    o33380-6945 1餌東京都中野区中野2-1314

世田谷区立せたがや女性センター “らぶらす"

0釧図783曖1 1“東京都世田谷区北沢烈H8
豊島区立男女平等推進センター “エポックlσ '

03‐5954-1015 171東 京都豊島区西池袋1‐ 11-1メ トロポリ
タンプラザ10F
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東京都北区女性センター

0年3913Ю 161 114東京都北区豊島1‐ 1牛12

杉並区立社会教育センター

昨

“

17-6631 1“ 東京都杉並区梅里 1丁目22-32セ ンシオ

ン杉並内

葛飾区女性センター  OHo932211 124東 京都葛飾区立石 5丁目27-1

文京区女性センター  03‐3814P61" 113東 京都文京    3
練馬区練馬女性センター

033996‐9005 17東京都練馬区石神井8-1-10

足立区   センター

00-3880-50 1郎足立区梅田7-得1

東京都目黒区女躙 センター

035721-3570 153東 京都目黒区中目黒 2丁目10m13

横浜市婦人会館    045‐7145911 2"横浜市南区南太田町 1丁目32-2

神奈川県婦人会館   043231-267 2雌市西区紅葉虚

フォーラム  o43862-5050244横浜市戸塚区上倉田町435-1

フォーラムよこはま  04324‐ 3101 220‐ 31横浜市西区みなとみらい2‐2‐ 1-1

ランドマークタワー13F

川崎市中小企業 0婦人会館

¨ -2525 211川崎市中原区新丸子東34732

神奈川県かながわ女性センター

04627‐2111 251藤沢市江ノ島1-11-1

厚木市婦人会館   0462-232500247剰 1瞑厚木市中町1-4P3

新潟女性センター   o25‐ 2467713 輔 市東万代31

静岡県女性総合センター

∝娼匹0-3107 辮 岡市馬淵1-17‐ 1

静岡市女性会館    o54‐248-7田0 婦 岡市東草深町田

浜松市青年婦人会館  ∝み4734501 佃 浜松市幸33-1

名古屋市女性会館   052-331-5288鶴 古屋市中区大井町7-25
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愛知県女出総合センター  052-962‐2511 460名古屋市東区上堅杉町1

大津市婦人センター 07527-0025 52い 本丸用350

滋賀県立婦人センター 0748-37-3751 滋賀県近江八幡市鷹飼HT80-4

京都府立婦人教育会館 073… 1 617長岡京市長法寺谷山131

大阪府大阪市立女性いきいきセンター北部館

昨 320L6300 大阪府大阪市東淀川区東淡路1421

枚方勤労者総合福祉センター女性フロアー

07    1 573大阪府枚方市新町2-1-5

豊中市立婦人会館   06-831-5300 獅 豊中市新千里西町2-7-1

吹田市立女性センター 鰺 388‐1451 獣 阪府吹田市出口町2‐ 1

兵庫県立女性センター 078-30-“ 51 
“

呻 戸市中央区東川崎町1-1-3

岸和田市立女性センター

神戸クリスタルタワー8階

0724‐ 41‐25% 596岸和田市加守町牛28‐25

宝塚市立女性センター “エル"

0797… 鰯 宝塚市逆瀬川2丁目2-8-B101

広島県女性総合センター “エソール広島"

082‐24烈圏隧 7∞広島市中区富士見町11-6

広島市婦人教育会館  082-248-3312 730広 島市中区大手日T5-6‐9

愛媛県女性総合センター

0899‐2)1633 研 山市山越町幡 地

福岡市立婦人会館   092-712‐262 81哺岡市中央区舞鶴1‐ 8‐2
福岡女性センター “アミカス"

092-型卜3755 81財冨岡市南区高台=H
長崎市女性センター  時 器 oo18 8∞長崎県長崎市魚のW5ol

熊本県婦人会館   o96(D馬
“

0“鯨疇本市水道町14‐21
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2。 福祉事務所

福祉事務所は生活保護をはじめ、福祉サービスを直接住民に提供

する福祉のセンターで、市や区には必ず設置されています。ここに

は、住民の相談にのり、問題解決のためにどんな福祉制度が利用で

きるかをア ドバイスをする面接員がいます。その場で申請手続きを

すると、ケースヮーカーと呼ばれる地区担当員が困っている状態を

調査 し、14日 以内に、申請を認可するかどうかの決定をします。利

用するには、まず受付窓口で、どんなことに困つているかを伝え、

面接員と相談してください。

☆面接員 Oケ ースワーカーについて

福祉事務所の面接員やケースワーカーの役割は、(1)さ まざまな事

情で経済的に困難な状況にある人々に経済給付(生活保護や医療費)

を給付 し、市民としての生活を最低限保証すること、(2)自 立のため

の助言・援助を行い、社会生活がうまくい くように協力すること、

です。

福祉ケースワーカーや面接員には、有能な事務取扱者であると同

時に、福祉の専門家としての技能や資格が要求されます。しか し、

実際には資格をもったスタッフをおいているところは少なく、昨日

まで税務課にいた人が辞令一枚で福祉ワーカーになるといったこと

が珍 しくありません。それも2～ 3年で他の課に移動する場合が多

く、ケースワーカーとして特別の教育・訓練を受けるというシステ

ムがないので、非常に熱意のある有能な人もいる一方、ワーカーと
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しては不適切と思われるスタッフも中にはいるのが現状です。

夫の暴力の問題や別居・離婚、その後の生活の問題で相談したと

き、その面接員またはケースヮーカーが、「それは夫婦間、家庭内

の問題だから扱えない」とか、「もう少し我慢しなさい」とお説教

したりするかもしれません。その場合は、落ち着いて「母子相談員

の方に会わせてください」と言って、福祉事務所とつきあいなおし

てみましょう。

母子相談員は、子育てに関してだけでなく、母親自身が抱える間

題、女性、子どもたちが抱える問題について相談にあたるのが仕事

です。それでもまだ、問題解決のてがかりが得にくいようであれ

ば、あきらめないで次の公的相談機関にあたってみましょう。

東京都社会福祉協議会 o3‐ 3268‐ 7171

いきいきライフ推進センター福祉よろず相談室 03‐ 3269‐ 4177

東京都内の福祉事務所連絡先一覧

*い くつかの番号は、区役所の代表番号になっています。福祉事務所につな

いでほしいと言つてください。

千代田区   (03)3264-0151  中央区      3543-0211
港区       3578o2111  新宿区      3209-1111

文京区      3812-7111  台東区      5246-1111

墨田区      5608-1111  江東区西     3645-3101

江東区東         3637-2701     品 l‖ 区           3777-1111

目黒区      3715-1111  大田区 0大森   3764-2521

大田区 0糀谷   3741-6521  大田区 0池上   3752-4301

大田区 0洗足   3728-0791  世田谷区 。世田谷 5232-1111

世田谷区 0北沢  5478-8012  世田谷区 0砧   3482-1321



54

世田谷区 0鳥山  3326-6111
渋谷区     3463-1211
杉並区 0東   3381-0111
杉並区 。南   3332-7221
豊島区 0西    3974-5531
北区・ラ榛羽      3903-4161
板橋区 。板橋  3964-1111
板橋区 0志村  3968-2331
練馬区 。石神井 3995-1111
足立区 0足立  3888-3141
足立区 。東部  3605-7105
足立区 01ヒ部    3883-6800

葛飾区・西   3695-1111
ノヽ王子市     0426‐ 26‐3111

武蔵野市   0422‐ 51‐5131

青梅市    0428-22‐ 1111

日召』誇アド       0425‐ 44-5111

町田市    0427-22‐ 3111
/jヽ平計T       0423-41‐ 1211

東村山市   0423-93-5111
国立市    0425-76-2111
保谷市       0424-21-2525
狛江市     3430-1111
清瀬市     0424-92-5111
武蔵村山市  0425‐65-1111

稲城市    0423-78‐ 2111

羽オ寸17       0425-55-1111

大島町役場  04992-2‐ 1441

ノヽ丈支庁     04996-2‐ 1111

世田谷区・玉川  3702‐ 1131

中野区      3389-1111
杉並区 。西        3398-9104

豊島区 0東     3946-2511
北区 0王子滝野川  3908-1111
荒サ|1区            3802-3111

板橋区 0赤塚   3938-5111
練馬区 0練馬   3993-1111
練馬区 0光が丘  5997-7713
足立区 0中部   3880-5880
足立区・西音5      3897-5011

葛飾区 0東     3607-2151
週El戸可‖区          3652-1151

立川市     0425-23-2111
三鷹市     0422‐ 45‐ 1151

府中市     0423‐64-4111

調布市     0424-81-7111
/1ヽ金井1市       0423-83-1111

日野T市        0425-85‐ 1111

国分寺市    0423-25-0111
田無市     0424-64-1311
福生市         0425-51-1511

東大禾口市       0425-63-2111

東久留米市   0424-73-5111
多摩市     0423-75-8111
秋 l‖ 〒打         0425-58-1111

西多摩合同庁舎 0428-22-1151
二宅支庁       04994‐2-1311
/1ヽ笠原支庁     04998‐ 2‐2121
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3。 保健所の相談サービス

保健所は、健康に関するさまざまな事業を行ってお り、乳幼児の

検診や予防接種以外にも家族の心身の健康についての相談を受けて

います。例えば夫のアルコール問題、暴力の問題についても無料で

相談することができます。

日本の国内どこにでも地区担当の保健婦がお り、相談を受けてい

ます。また、保健所には精神科医師など非常勤の専門スタッフもい

ます。保健婦は、保健所で行う面接相談以外に、家庭訪間を行った

り、必要に応じて医療機関や福祉事務所といった関係機関に出向い

たり、電話などで連絡を取り合ったりすることもできます。

精神保健に関しては、保健所の保健婦が中心になって相談をすす

めていますが、市町村によっては、市町村保健センター、あるいは

役場の保健婦が相談を受けている場合もあります。また、母子保

健、成人保健に関しては、市町村保健婦が中心に相談をすすめてい

ます。どこに相談すればいいのかわからないときは、とりあえず最

寄 りの保健所に相談してみましょう。保健所の業務は 9時から5時

までで、.土曜 。日曜・祝日は休みです。

☆保健所で行っている相談

精神保健に関する相談は、

すが、次のようなものがあり

・家族のアルコール問題・・

・家族などからの暴力 000

保健所によって名称や種類が異なりま

ます。

O O O酒害相談

・・ 0家族問題相談
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0子 どもの閉 じこもりなど・ 000思春期相談

0精神病など家族の心の病気・・・精神保健相談

0家族の痴呆症 00・ ・ 0・ ・・・高齢者精神保健相談

☆利用の方法

まず、最寄 りの保健所に電話をして、あなたの居住地域を担当し

ている保健婦 と相談日を約束します。原則として保健所での面接相

談になりますが、保健所まで出向けない事情があれば訪問してもら

うこともできます。

面接相談によって、保健婦による相談を続けるか、保健所での専

門相談 (医師などが担当)を利用するか、あるいは医療機関など他

の機関を利用するほうがよいのか方針を出していきます。保健婦 と

の相談は、「自分の気持ちを整理する」「今後の対応方式を考え

る」「見通しを持てるようになる」等に役立つでしょう。

紹介された他の機関での相談がうまくいかなかった場合は、その

ことを、あなたの担当の保健婦に伝えてください。保健婦は、あな

たが希望するなら、その機関との連絡・調整をはかったり、別の方

法をともに考えてくれるはずです。また、精神保健に関すること

で、保健所の対応が不十分と感じた場合は、都道府県でつくってい

る精神保健センターに相談してみましょう。
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保健 所・ 保健 相談所一覧 (東京都内 )

千代田区 麹町保健所   3221-1311 102千代田区平河町27-4

神田保健所   "91鋼
“

1 101千代田区神田錦町310

中央区  中央保健所   
“

415936 104中 央区明有HT12-1

日本橋保健所  
“

61-%15 103中 央区日本橋堀留町1-1-1

港区   芝保健所    釧

“

4701 108港 区三田1-4‐ 10

麻布保健所   帥腱046 106港区六-16-45
赤坂保健所  騨137022 107港区南青山1■卜15

新宿区  牛込保健所   90‐6231 162新宿区弁天町∞

四谷保健所   騒 1-5161 160新宿区四各 17

新宿保健所   909‐7151 160新宿区西癖 刊合同庁割

談所 3952-7161 161新 宿区中落冶27‐24

文京区  小石川保健所  381釧関

“

 112文京区春日1-9‐ 21

本郷保健所   3821-5106 113文京区千駄木320-18

台東区  下谷保健所   田四M01 110台東区下谷1-2-11

浅草保健所   3844‐8171 111台東区花川戸1‐ 14‐16

墨田区  向島保健所   ∽11-61% 131墨 田区東向島晨

“

貶

本所保健所   322-9137 130墨田区東駒形1-64

江東区  城東保健所   3m7‐621 1∞ 江東区大島31o3

深川保健所   
“

41‐1181 1%江東区白河39‐7‐101

南部保健相談所 5632-221 1%江 東区枝川1-8‐ 15‐102

品川区  品川鰤    瞬引20∞ 1囀 品川区北品川311-16

大井保健相談所   3772‐2G 140品川区大井2-27-20

荏原保健所        37882000 142品川区山中延1‐ 2‐8

目黒区  日黒保健所   5722-9502 1田 目黒区中目黒3‐1322

碑文谷保健所  3711-046 152日 黒区碑文谷416‐18

大田区  大森保健所   37〕望11 143大田区中央■困晰

雪谷保健所   3734145 145大田区     1-1
蒲田保健所   3738‐6121 144大田区蒲田328-9
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37434161

世田谷区 保健事務所  馴91-151

梅丘保健所  略 17釧

ヨ ‖鰤   3701-71釧

石占保健所    釧田Ю161

鳥山保健相談所

渋谷区  渋谷区保健所 得 1211

幡ヶ谷保健相談所 田7牛7"1

恵比寿保健相談所 M436251

中野区  中野保健所  田巴Ю∞1

南部保健相談所 田田晰関1

中野北保健所 389-401

鷺宮保健相談所 -7111
杉並区  西保健所   田91‐ 1994

上井草保健相談所 m94-1212

東鰤   ∞11-0116

和泉保健相談所
"13Ю

田1

豊島区  池袋保健所  39874171
3957-1191

北区   王子保健所  3919-3101

剌 鰤   3900‐ 6176

滝翻 1腺健所 3915Юl“

荒川区  荒川保健所  302-3111
尾久保健相談所 3894‐81馴

板橋区  板橋保健所  
“

刀曖121

上    目談所 3937-1側

394‐ 0511

計 寸側 勤  3900‐ 386

143 大田区大森南1‐20nll

l瞬 世田谷区若林422‐12

1“ 世田谷区松原鰯

158 世田谷区等々力4P19‐18

157 世田谷区祖師谷321-1

157 世田谷区北鳥山)11‐ 1

150 渋谷区宇田川町1-1{渋谷区役所)

151 渋谷区幡ヶ谷2-50-2

150 渋谷区恵比寿2‐ 27‐18

1“ 中野区中42‐ 17‐4

1餌 中野区弥生町21-2

1“  中野区江古田431-10

1“  中野区鷺宮318‐15

167 杉並区荻自%》1

167 杉並区上井草鎖H9

1∞ 杉並区高円寺南3415

168 杉並区高井戸東
=Ю

‐3

168 杉並区和

…170 豊島区東池袋1-39-2

171 豊島区師 Z

l14 北区東十条273
115 北区赤羽台3‐17-74

114 北区西ヶ原1-19-12

116 荒川区荒川1‐田卜20

116 荒り|1区西尾久4‐64

1■ 板周コ厠診61-7

174 板橋因脚 |1318‐6

175 板橋区赤塚1‐10m13

174



高島平保健相談所 n388621

練馬区  練馬保健所  3992-1181

北保健相談所 3931-1群 7

石神井保健所 39960田1

大泉保健相談所 3921-0217

関保険相談所 ∞困馬381

光が丘保健相談所 5997-7722

足立区  足立保健所  38b4151

江北保健相談所

東和保健相談所 ∝暖M171

中央本町保健相談所    1
葛飾区     所  ∝91-9631

小菅保健相談所

m/1t白ィ界晴建ォロ言炎司斤89e3781

謝 3672-81%

葛衛口И莉□所807-4141

水元保健相談所 3627-1911

江戸||1区  江戸サ|1保健所 W‐2151

葛西イ野講建丼目調所 388-0154

清綿明剥断目謝 38731221
/1ヽ杉ヽ111脳目詢 30Ⅸ}5531

/1嗜当保騒彗折   -171
瑞江保健相談所 ∞786“1

鹿骨保健相談所 ●78-8711

福生保健所

五日

秋川保健相談所

141

“

聞馬1-0811

∝器α2111

042X86001
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176 板橋区高島平312-18

176 練馬区豊玉上を22-15

1刀 練馬区北町32-11

17 練馬区石神井町7-328

178 練馬区大泉学園町観

17 練馬区関町北lo21o15

1刀 練馬区光が丘X周

121 足立区伊興町前沼1157-6

123 足立区山新井本町2脚
120 足立区千住仲町42
120 足立区東和田 2-9

12 足立区中央本町1-33

124 葛飾区†石318L6

124 葛飾区小菅2‐19-21

124 葛飾区西新ノ掲静貶1_12

1% 葛飾区諮 劉

1% 葛飾区金町牛18o19

15 葛飾区東水元1-7o3

12 江戸川区中央424‐1嚇合哺
1鉾 江戸川区中m2-8-3
1鉾 江戸川区清新町1-311

1鍵 'VT'|1困 l較川
"13 江戸川区東J嵯諄騒周

1鍵 江戸川区西瑞江3131
13 江戸川区鹿骨1‐54‐2

198青梅市東青梅じ19-6

197 福生市大字福生字武蔵野21213

190‐01 西多摩郡五日市町五日市ィlttL978

197 秋川市雨FE5257-1
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八王

西保健相談所

南大沢保健相談所

日蜜辞莉□所

多

稲城保健相談所

町田保健所

鶴川保健相談所

府中保健所

武蔵調布保健所

ら白返日瞬u建丼目言獅

小金井保健所

国分寺保健相談所

コヽ1降闘自研

本寸山偶曜酬臨獅

日召慶訓瞬謝建丼目言斯

国細 目談所

田

謝

東久留米保健所

,   言獅

ノjFP保鍛彗折

東村山保健所

東寿 岬 談所

島しょ鰤

大島出張所

三宅出張所

192 八王子市旭町13o18

192‐02 八王子市西寺方町7氾

192-08 八王子市南大沢217-5

1釧  日野市高幡308

206 多摩市氷山2-1-5

206 稲城市百村112-1

194 町田市中W2-133

1図
「
01 町田市大蔵町1981-4

183 府中市府中町1‐30‐1

182 調布市布田騨61

204 狛江市元和泉1-11-11

184 小金井市貫井北卜18-18

186 国分寺市光町田 320

190 立川市柴崎町31625

190‐12 武蔵村山市中央2-118

196 昭島市■l‖原町250-3

186 国立市富士見台321-1

180 武蔵野市西久保31‐22

181 三鷹市新川6路28

188 田無市本町牛17-14

202 保谷市中町1-1-5

200 東久留米市幸町鋼H5
204 清瀬市上清戸2く)10

187 小平市小川W2-132

189 東村山市野口町1-2)23

189 東大和市立野1-1∝準2

1鰺01 新宿区西新宿2-8-1

100-01 大島町元町字馬のF2石4
100-11 三宅村三宅伊豆1004

…

5111

囃 1-5321

04377-1511

噛 1-1151

唯 371-7661

殴 378-Wl

“

2-22‐67お

0427-路2870

…

23m

…

2123

0424‐880-椰 1

略 21-625

略 72‐82∞

171

1

…

7て引Эl

略 767181

曜 くシト2161

0422=製)3796

111

-畑
1

略 7牛711
い 1‐9070

0423イ 112‖ 41

…

3111

042)61-3781

翌 轍

04992-2-14Б

呼 2-0181
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八丈出張所 049962-121  100‐ 14 八丈町大字三根1950‐ 2

ノl斬出張所 04998-2-D51  100-21 ノl荘原村父島字清瀬

精神保健センター

東京都立中部総合保健センター  "曖_7711 156 世田谷区上北沢2-1‐7

東京都立精神保健センター    3842-0046 110 台東区下谷1-1-3

東京都立多摩精神保健センター  殴 376‐1111 206 多摩市落合

““

4.緊 急一時保護施設

い くつかの公的機関が、緊急一時保護施設 をもうけています。夜

中などに夫の暴力か らとりあえず逃げ出 して行 き先 に困つたとき、

とくに子 ども連れの ときは、最寄 りの警察、福祉事務所 に駆け込ん

で、次のようなところに保護 してほしい と求めましょう。

東京都女性相談センター

連絡先 :03‐ 3355‐ 1551

緊急の保護、または自立のための援助を必要とする女性、および

その人の子どもを対象に一時保護を行っています。ただし、次の項

目に該当する人は対象外となります。

・病気のため、医療機関に入院し、医療を受ける必要のある場合。

・心身の障害のため、常時介護を必要としている場合。

O他の法律または他の施策による保護や援助を受けることができる

場合。

・精神障害、薬物常用などにより、集団生活に支障をきたすおそれ
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のある場合。

O義務教育を終えた児童 (男 子)を同伴 している場合。

☆利用期間 0利用料など

定員 :45人

利用できる期間 :原則として 2週間以内です。

利用料 :施設・食事・寝具などは無料です。医療費、嗜好品など

は自己負担 となります。

部屋 :単身者は 2～ 4人の共同部屋 (6～ 9畳 )。 母子は原則 と

して 1世帯 1部屋。居室以外はいずれも共同使用です。

母子寮の緊急一時保護室

東京都内には、公立私立あわせて38の 母子寮があり、うち数力所

が、緊急に避難 してきた母子および単身の女性が利用できる緊急一

時保護室を備えています。施設によって条件は異なりますが、滞在

できる期間はおおむね 2週間、利用料は無料で、ほかに生活必需品

や食事が提供されます。ただし、入院治療の必要のある病気をもつ

人は利用できません。

滞在期間中、心身の安全が保障され、問題の解決と今後の生活に

ついて自己決定できるよう支援を得ることができます。

緊急一時保護室のある母子寮一覧 (都 内 )

荏原母子寮       3781-6754
東京都網代母子寮    0425-96-0121

母子寮久が原      3751-3346
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中野区さつき寮

厚生館母子寮

本所ベタニヤ母子寮

フタバハイム

大洋社大森寮

ナオミ母子寮

愛の家母子寮

北新宿母子寮

パルメゾン上北沢

荒川母子寮

葛飾区ふたば寮

白鳥寮

3386‐ 7379

3611‐ 0031

3631-0444

3466-8118

3741‐ 7644

3701-3481

3957-2853

3363-7521

3302-6620

3892‐ 5644

3601-4588

0423-68-3268

5。 民間の相談・援助期間

女性や子ども、外国人女性など、社会的に弱い立場にある人々の人

権擁護のために活動している女性団体や市民団体が、電話相談をもう

けています。ほとんどがボランティアによる電話相談で、無料で利用

できます。自分の抱えている問題に適していると思われるところに相

談してみましょう。

<電話相談>

AKK電 話相談 03o3329-0122

月～金午前lo:oo～ 午後4:00 ± 0日 ・祝休

主催しているのは、「AKKア デイクション問題を考える会」とい

う市民団体です。主に薬物・アルコール依存症、ギャンブル依存、買
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い物中毒、ワーカホリックなど、アディクション (嗜癖)と 呼ばれ

る問題を抱えた本人やその家族、保健婦やケースワーカー、精神科

医などの専門家が参加しています。

夫の暴力に関する相談は、年間を通 し200件 ほどあ ります。その

中にはアルコール問題と関連しているものも、していないものもあ

ります。暴力の被害を受け、現在は自立 している女性が電話相談を

担当し、体験にもとづくアドバイスを行っています。

女のホ ッ トライン 0422-71-0091

毎週金曜日夜7:00～ 10:00

今、苦 しんでいる、困っている、悩んでいる女たちに、私たちが

できることは何か ? 共に考えてい く女による女のための電話相談

です。性暴力やセクシュアル・ハラスメントの裁判支援などの活動

も行っています。

さまざまなサポー トスタッフ募集中。

国分寺市国分寺郵便局 私書箱32号 女のホットライン

みず ら相談室 045-451-0740

月～金午後2:00～ 5:00、 7:00～ 9:00 土午後2:00～ 5:

00 日・祝休み

暴力・離婚 0労働・セクシュアルハラスメント・心の悩みなど、

“おんなの24時間"にかかわるあらゆる相談に応 じる女による女の

ための電話相談です。必要に応 じて面接相談も行い、問題解決に向

けて具体的なア ドバイスを行っています。取材団体は「かながわ・



女のスペース “みずら"で、シェルター (緊急避難所)も 併設。

東京・ 強姦救援センター 03-3207-3692

毎週水午後6:00～ 10:00 土午後3時～6時

性暴力に関する、女性による女性のための相談を、日本で最初に

開設。夫婦間であろうと、恋人関係であろうと、女性が望まないす

べての性行為は強姦であるとして、電話相談などを行っています。

子 どもの虐待 110番  03-5374-2990

月～金午前10:Oo～午後5:00 土午前10:oo～午後1:00

日・祝休み

自分、あるいは夫が子 どもに暴力を振るっているという場合、暴

力をふるわれていると思われる子 どもを身近に見かけた場合、また

暴力を振るわれている子 ども自身からの相談を受け付けています。

主催は子どもの虐待防止センターで、相談の内容に応 じてケースワ

ーカーや訓練を受けた相談員が児童相談所や保健所など関連機関と

連絡を取 り、援助にあたります。

キ1

＼

一　
″

/舎 ‐

＼
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<シ ェルター (緊急避難所)>

暴力被害女性や困窮している外国人女性のための、民間のシェル

ターがいくつかあります。いずれも一般からの寄付や助成金などを

財源とし、女性たちが中心になって運営 しています。だたし、定員

に限 りがあり、満員のことが多 く、いつでも利用で きるとは限りま

せん。まず、電話で相談してください。 (AKK女性シェルターに

ついてはP72を参照)

どの施設においても、入所後は施設スタッフや専属のケースワー

カー、ボランティアの弁護士、医師などが有料/無料で利用者の相

談にあたり、問題解決の手がか りを一緒に考えた り、今後の生活や

自立の手段について、方針を決められるよう支援 してくれます。そ

の際、あくまでも利用者本人の希望と自己決定を重んじています。

<首都圏>

女性の家 HELP 03-3368-8855 東京都

主催団体 :日 本キリス ト教婦人嬌風会

・子どもづれの場合、男児は10歳以下です。また、看護医療設備が

ないため、病気の人は利用できません。

0滞在期間は原則として 2週間以内です。

O宿泊費は、一泊 (三食付き)3500円 (子 ども2500円 )です。た

だし、お金に困っている場合は、福祉事務所などに相談の上、利用

できます。
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ミカエラ寮 045-251-4023 横浜市

主催団体 三社会福祉法人礼拝会

定員12名。原則 として 1家族 1室。

・原則として福祉事務所の紹介により入所 します。

0子 どもづれの場合、男児は学齢期 (7歳)ま でです。

・滞在期間は原則 として 3か月以内。

O費用は入・退所 日も含め一日2000円 (三 食つき)、 子 どもは 0歳

550円 、5歳 まで700円 、11歳 までlooo円 、14歳 まで1350円、15歳

以上は2000円 。このほか冬期は、暖房費として一家族 1日 230円が

必要です。

かながわ・女のスペース “みずら" 045-451-0740 横浜市

居室 2。 原則として相部屋。

0子 どもづれの場合、男児は小学生までです。

0滞在期間は原則として 1か月。

・利用料は一泊1500円。食事材料が提供されます。

女性の家サーラー 045-901-3527 り‖崎市

外国人女性のための一時保護を目的としています。

O子 どもづれの場合、男児は10歳 くらいまで。

0滞在期間は必要に応 じて数日から2か月程度としています。

O宿泊は食事などの実費として 1泊 1000円です。事情によっては相

談に応 じます。
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<北海道>

女のスペース・おん 011-622-6404

<新潟>

女のスペース・ にいがた

<宇都宮>

ウィメンズ・ハ ウス 028-665-1652 PM。 5:00以 降

028-639-8044 PM。 9:00ま・で

028-656-1576 PM。 10:00以 降

<有料のカウンセ リング・ ルーム>

暴力の関係から自由になりたいけれども、夫や恋人から離れる決

意ができないとき、いったんは離れたり別居 したけれども、元に戻

るべ きかどうか悩んでいるとき、暴力の関係によって受けた心の

傷、心理的な混乱を整理 し、自分を見つめなおしたいとき、カウン

セリングがあなたの立つことがあ ります。ここでは、暴力の問題に

経験 と実績があ り、女性のセラビス トやケースワーカーがフェミニ

ズムの視点でカウンセリングを展開しているところを中心に紹介 し

ます。いずれも有料で、電話予約が必要です。

原宿相談室   03-3497-9625～ 6

受付時間10:00～ 18:00(祝 日を除 く)

東京都渋谷区神宮前4‐ 30‐2 原宿ノリオビル
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・費用 個人面接初回7,500円 、以後 1回毎6,000円

グループ・セラピイ 1回 3,000円

東京 フェミニス ト・ セラピィ・ センター 03-5608-0127

東京都墨田区太平 2‐ 3‐ 1 第 3寺田ビル4F
・費用 個人面接一回毎8,000円

グループ・セラピイ2時間3,000円

おふくろ塾カウンセリングルーム o3-3859-4814

受付時間 午後2:00～ 21:00

東京都足立区竹の塚 5‐ 7‐ 18 清水ビル lF

・費用 個人面接初回8000円 以後 1回毎5000円

ウィメンズセンター大阪 フェミニス トカウンセリング部門

06-933-7001

月～土午前10:00～ 午後5:00(受付)

大阪市城東区蒲生 1… 3‐ 23

0費用 1回 1時間5000円

<自 助グループ>

暴力被害女性のための自助グループでは、同じような体験をもつ

女性たちと出会うことができます。グループで語られたことは他に

はもらさないことをルールとしています。この中では他の人にはな

かなか言えなかった悩みや迷いも、遠慮なく口にし、共感を得るこ
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とができるで しょう。話をする中で励ましやなぐさめ、勇気を得た

り、少しずつ心の整理をすることができます。

BWA(バ ター ド・ウイメンズ・アノニマス)毎 月 1回

暴力被害女性のためのクローズ ド・ミーテイング

問合わせ 03‐ 3329‐0122(AKK事 務局) 月～土 午前10:00

～午後4:00

LA(レ デイーズ・アノニマス) 毎週火曜日

生き難さを感 じている女性たちの自助グループ

問合わせ 03‐ 3329‐0122(AKK事務局内)10:00～ 18:00

AKK上 野相談例会 毎月第 3月 曜夜6:30～ 8:30

薬物・アルコール依存症など、家族病理を抱えている人々のための

自助グループ

問合わせ 03‐ 3329‐0122(AKK事 務局)03‐ 3329‐0122 月～金

午前10:00～午後4:00

<法律相談>

離婚・子どもの親権・財産などについて法律的な助言が必要にな

ることもあります。どんな場合に弁護士さんが必要になるのか、依

頼するときはどうすればよいのか、費用がないときはどうすればよ

いのかなどを知 りたいとき、次のところに相談 してみましょう。

法律扶助協会東京都支部 新宿法律援助センター

03-5381-2851
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新宿区西新宿 1‐ 18‐8

弁護士を依頼する費用がない人に対 して、弁護費用を立て替える

「法律扶助制度」があ ります。利用の条件や方法について、詳 しく

は電話で問い合わせてください。

・無料法律相談 月～金lo:oo～ 14:30 ±10:oo～ lo三 30

離婚などに関して無料で相談できます。

東京第 2弁護士会

・離婚などに関 して (有料

03-3592-1855

0セ クシュアルハラスメン

03-3581-2255 第 1 0

・予約制 0面接相談)

卜や暴力に関して

第 3土曜 lo:oo～ 12:00

以上のほか、各地の女性センターなどの相談コーナーで、弁護士

さんによる専門相談を設けているところがあ り、無料で相談できま

す。詳 しくはP40を 参照 してください。
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PART Ⅳ

AKK女 性シェルターについて

AKK女 性シェルター運営委員会

♀なりたち

AKK女性シェルターは、家族 (主に夫)か らの暴力を受けてい

る女性たちのための避難所で、AKK(ア デイクシヨン問題を考え

る会)と いう市民の会の女性メンバーが中心となって設立されまし

た。AKKは アルコール・薬物依存症や摂食障害、ギヤンブル中毒

など、本人のみならず家族の生活や人間関係まで破壊してしまうよ

うな嗜癖 (しへき)問題について社会に知らせたり、回復援助など

の活動を行っています。会員の中には、アルコール依存症の夫の暴

力から逃れて自立し、AKKの活動に参加することによつて傷つい

た心を癒してきた女性が少なくありません。そのような自分たちの

体験から、いまだに暴力を受け続けている女性たちへの具体的援助

として、1993年 4月 にシェルターを設立しました。
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♀主な活動

1、 電話相談 月曜ミ金曜 午前lo時 ヽ午後 4時 03-3329-0122

2、 シェルター運営

3、 社会問題として「女性に対する暴力」を広 く知 らせて行 くこと

ニューズレターの発行/講座/報告会/資料・小冊子の発行

♀シェルターでの援助

1、 暴力被害の体験をもつスタッフ数名が、生活全般、悩み、心配

事についての相談にのります。

2、 情報の提供

自助グループの紹介/福祉事務所、保健所など利用できる相談

場所の紹介/カ ウンセリングやセラピイの紹介

3、 専門相談

スタッフには、カウンセラーや保健婦、弁護士などがおり、必

要に応 じて助言を求めることができます。

パー トナーのもとに戻るにしても、離れて自立するにしても、自

分の生 き方を決めることができるのは自分だけです。 しか し、自分

の気持ちを整理 し、決断をしてい くには、多 くの不安がつ きまとい

ます。その不安と向き合い、乗り越えていくために、同じような体

験をもつ仲間たちと出会い、「こんな思いをしているのはわたし一

人ではない。わたしを支えてくれる人がいる」という思いを実感す

ることがとても力になります。そのためにも、わたしたちは、自助

グループヘの参加やカウンセリングの利用をすすめています。
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♀利用するには

1 直接、電話 (TEL03-3329‐ 0122)で相談するか、福祉事務所の

紹介を受けます。

2 担当者が電話で事情をお聞きし、必要であれば、直接お会いし

ます。

3 利用が決まったら、キ帯在期間の一応の目安、利用料、シェルタ

ーの利用のルールなどをご説明します。

4 スタッフがシェルターまでお連れするか、最寄りの駅で待ち合

わせてご案内します。ただし、シェルターが満員のときは、部

屋が空くまでお待ちいただかなくてはなりません。

5 シェルターの管理人が、シェルターでの暮らし方や決まり、援

助内容についてご説明します。

6 最初の数日間はとりあえずほっとし、からだとこころを休めて

ください。

7 2～ 6の いずれかの段階で、顧間の精神科医師が面接し、困っ

ていることについてお話をうかがい、助言します。

8 ボランテイア・スタッフ (運営委員)が、今後の方針や生活に

ついてご相談に応じます。

♀滞在できる期間

原則として3か月間です。

最初の 1か月は心身を休め、不安や心配事を整理する期間です。

自助グループや専門のカウンセリング機関 (減免制度があります)
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を利用してください。必要な場合は弁護士をご紹介します。

2か月めは、今後の方針を決めて行く時期です。自立のためのア

パート探しや職探 しを始めましょう。

3か月め、新しい生活に向けて準備 します。

♀利用料

原則として 1日 2000円 。当座のお金がない場合は、減免制度もあ

ります。ご相談ください。

食事は各自で作っていただきます。ただし、調味料や調理器具、

食器、寝具など、その他の生活用具はシェルターの備品をご利用 く

ださい。

♀同伴できる子ども

男の子の場合は小学生までです。女の子は年齢を問いません。

♀シェルターの決まり

1 あなた自身と他の利用者の安全のため、シェルターの所在地は

誰にも言わないこと。

2 電話はかけることができますが、受信はできません。家族や友

人など、どうしても連絡が必要になったときは、電話相談担当

者を通してください。

3 シェルター滞在中は、暴力をふるう相手 (夫・恋人・家族)と

連絡をとらないこと。
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シェルター内では飲酒や、依存性のある薬物の使用はできませ

ん。

5 共同生活になりますので、入浴、調理、洗濯、掃除などは、お

互いに協力 し合ってください。

6 シェルター滞在期間を有効に使っていただ くため、自助グルー

プにはぜひ参加 してください。

以上のうち、 1～ 4の決まりを守れないときは、他の入居者の安

全のために、シェルターを出ていただかなくてはならない場合があ

ります。

ヽRこ
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: シェルターを維持」l(男瓦鷹襄∫百万襲援活動を充実させる:

には、かなりの資金が必要です。私たちは行政や民間基金の助
:

成金を申請 したり、バザー、講座や小冊子の販売 を企画するな :

ど、資金 をつくる努力を続けてぃます。AKK女 性 シェルター :

活動の意義を理解 し、賛同 してくださる方に、ぜひ後援会員に
:

なっていただきたく心よりお願い申し上げます。

会費 1回 100o円 (何口でも)

送金方法 郵便振替 (加入者名)AKKシ ェルター

(番号)00130-3-564977

銀行振込 第一勧業銀行三ノ輪支店

普通口座1440700

名義 AKKシ ェルター野本律子

AKK事務局シェルター係 03-3329-0122f 合わせ先
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助言

「危険な場所」から「安全な場所」ヘ

斎藤 学 (精神科医・ AKK女 性 シェルター顧間医 )

例えば夫からの繰り返される暴力の中で長期間生活をしている

と、妻はもっと健全な生活というものをイメージできなくなくなり

がちです。そういう人たちに別の生き方があるということを知らせ

てあげるのが、こういう問題にかかわつている専門家の役割だと

思っています。

ただ、別の生活といっても、夫の側に変化を求めても、これは非

常に難しい。そのときに実現可能な選択というのは、やはり危険な

場所 (暴力をふるう夫や恋人との生活)か らとりあえず離れるとい

うことでしょう。しかし、第三者からは簡単そうに見えても、当事

者にとっては離れることが難しい理由がいろいろあるわけです。で

すから相談をうけた専門家としては、その人が安全な場所を求めた

ときには、そのこと自体をいい方向への変化ととらえて、逃げるこ

とを積極的に支持するのが最適の援助と思います。

ではどこに逃げるかといったときに、行き場のない女性もいるわ

けで、そのような場合、かつては公的な一時保護施設を紹介した

り、専門家が個人的に私的な場所を提供したりしてきました。それ
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がいま、暴力を受けた経験をもつ女性たちが、自分たちの手でシェ

ルターをつくって、女性たちを援助を始めたのは非常に素晴らしい

ことだと思います。

家庭内の暴力は昔からさまざまな形であり、いろいろな援助も

あったと思いますが、こういった問題というのは、名前をつけるこ

とによって、そのすがたが明らかになってくるということがありま

す。今まで個々バラバラに見えていたことが、「ドメステイック・

バイオレンス」なり、「対女性暴力」、あるいは「女性虐待」と

いった名前で呼ばれることにより、一つのまとまった問題として見

えてくるわけです。

女性に対する暴力・虐待というのは、単に夫が妻を殴ったという

個人的な出来事ではなく、権力を持つ者が持たない者に、無制限に

力を行使するという構造をもっています。これは子どもの虐待な

ど、あらゆる虐待に共通の構造です。それに対して、個人の努力だ

けでできることはたいしてありません。暴力をふるわれて困ってい

る人は、誰かに相談して、とりあえず安全な場所に逃げて、自分の

おかれた状況を変えることでしょう。その相談に応じる専門家も、

相談してきた人の状況を「治療」という名日で変えようとするので

なく、その人を支持するというのが第一の役日でしょう。つまり、

自分の力をあまり過大視しない方がよいということです。

同時に、社会全体の枠組みの中で、この問題がどのようなメカニ

ズムで起きているのかを考えていくという作業が必要です。とくに

当事者であるシェルターにかかわる女性たちが、この問題を社会に
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アナウンスしていくということはとても大事だと思います。

かつて暴力を受けた女性たちが逃げ込むところは “駆け込み寺"

と呼ばれ、そこにくる人たちは、「気の毒な、助けてあげなければ

ならない人たち」と思われていました。しかし、1970年代にアメリ

カで女性たちによるシェルター運動が起こり、それによって、家族

と暴力の関係というものをひとつの大きな社会問題としてとらえる

視点が広がりました。そうしていま、婚姻制度というものを土台に

なりたつている家族のもつ暗黒面が、白日のもとにさらされつつあ

ります。そういう意味でドメステイック・バイオレンスは、決して

「気の毒な人たち」の問題ではないし、シェルター運動は単なる福

祉活動ではない。そこのところが重要だと思います。

こうしたシェルター運動が、日本の男女関係を変えていくきっか

けになるといいと思います。



暴 力の 関係 に悩 むあ な たヘ

ドメスティック・パイオレンス情報ハンドブック

～暴力被害女性を支援するために～

AKK女 性シェルター運営委員会 編

発行 1995年 4月 1日

第 3刷発行 1997年 6月 1日

この小冊子をご希望の方は、 1000円 (カ ンノ⇒ +郵送料 (1冊の場合240円 )

を郵便振替にてお送りください。

郵便振替 (番号)00130-3-564977(加 入者名)AKKシ ェルター

振替用紙の通信蘭に「シェルターの本 冊希望」とお書きください。



このハンドブックは東京女性財団の助成を受けて作成されました


