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えがおの世紀に
理事長

渥 美

雅 子

２１世紀は「えがおの世紀」である。とはいえこの２０年を顧みると、地震はある、火山の噴火はあ
る、戦争はある、病気の流行はある、困った事や不幸な事が次々と起きてきた。無論良い事が無かった
訳ではない。オリンピックもあったし、パラリンピックもあった。そして
忘れてはならないのは日常的な小さな暴力や家庭内で起る虐待が社会問題
として、クローズ・アップされ、対策が考え始められたことだ。平和な社
会を築く為には、まず身近なところから平和を築いて笑顔を当り前にして
いかなければならない。「DⅤ被害者支援活動促進のための基金」もそんな
気づきから出発した。微力ながら２１世紀を「えがおの世紀」にする為に
今後も頑張っていきたい。

「DV の根絶」をめざして
千葉市長

神 谷

俊 一

「特定非営利活動法人ＤＶ被害者支援活動促進のための基金」が設立２０周年を迎
えられましたこと、心からお喜び申し上げます。貴法人は、ＤＶ防止のための啓発
活動や団体支援などに精力的に取り組まれ、ＤＶ被害者支援活動の活性化にご尽力
してこられました。これまでの皆様のご貢献に対し、敬意と感謝の意を表します。
本市においては、「ＤＶの根絶」を目指し、「千葉市ＤＶ防止・被害者支援基本計画」を策定し、ＤＶ
防止、被害者のケア、自立支援などの総合的なＤＶ対策を推進しています。すべての市民が、暴力の無
い安心した生活を送れる社会をつくるため、これからも全力で取り組んでまいります。
皆様におかれましては、これまで培ってこられた経験を活かし、本市のＤＶ被害者支援の推進にあた
り、より一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

20 周年記念演劇公演

二度と見られぬ女と男と動物たちのコメディ

DV 村の女たち

友情出演！

堂本暁子さん（元千葉県知事）
鹿嶋敬さん（社会学者）

講演：ハーブについて
日 時

笠原良二さん（株式会社ツムラ）

令和 4 年 7 月 8 日（金）13:00 開演（12:30 開場）

場 所
千葉市文化センターアートホール 3 階
入場料 無料
出 演
シニア劇団 PPK４８と DV 基金のメンバー
主 催
認定 NPO 法人 DV 被害者支援活動促進のための基金
申し込み・専用携帯 : 090 7907 7339 メール : dvkikinn@nifty.com

【DV 基金の 20 周年にあたり】
DV 基金設立当時、家庭内暴力は、男女平等と並行し、児童虐待や性犯罪問題と境
界を接した解決を要する優先度の高い社会問題として国を挙げての取り組みが始め
られた。千葉県は、暴力に係わる相談件数が全国ワースト 2 位であり、県はこの対策
を喫緊の課題とし、2002 年 9 月、県主催の「男女共同参画社会づくりネットワーク
会議」において『DV 被害者支援活動促進のための基金』設立が提案された。県内の DV 被害者支援を行
う民間諸団体に活動資金と必要な情報を提供し、その自発的な活動を活性化し、社会に向けた広報・啓蒙
により DV 問題への認識を高めようというものであった。こうして 2002 年 11 月当基金が設立され、行
政による DV 対策も進められる中、この 20 年当基金はその目標を堅持して活動。そして設立時の熱い思
いを引き続き絶やすことなく、社会の一隅を見守ってゆく組織であり続けようとしている。
年代

国内・千葉県の DV 対策等の推移

DV 基金の 20 年

1985

国連 女子差別撤廃条約

1995

北京会議

2001

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV

日本批准

（世界女性会議）

防止法）の公布、ストーカー行為等の規制に関わる法律の公布
児童虐待の防止等に関する法律の公布

2002.11

2002

男女共同参画社会基本法

DV 被害者支援活動促進のた

2003

第 1 次男女共同参画基計画

めの基金設立

千葉県 DV 防止・被害者支援基本計画（第 1 次）

基金設立呼びかけ人：

堂本暁子氏が千葉県知事に就任（女性知事全国史上 7 人目）

個人 159 名と 23 団体で発足

「県民一人ひとりがいきいきとする暮らしの創造」

事務所を千葉市中央区中央 3

「男女共同参画社会の実現」

丁目に置き、特定非営利活動

2005

2010

2015

配偶者暴力相談支援センター「千葉県女性サポートセンター」

法人(NPO)を取得

開設。DV 相談件数は千葉県 540 件

会員：個人 244 名と 12 団体

東京に次ぐワースト 2 位

第 2 次男女共同参画基本計画

●主に千葉県内で活動する

千葉県 DV 防止・被害者支援基本計画（第 2 次）

DV 被害者支援団体を毎年

千葉県保護命令発動認容 23 件

総額 50 万円で助成

大阪に次ぐ第 2 位の多さ

DV 防止法改正

精神的暴力や性暴力を含む。

（1 団体上限 20 万円）

DV 防止法改正

対象者が被害者の子ども・親族にも拡張。

2008.6

第 3 次男女共同参画基本計画

●専門相談員による DV 無料

千葉県 DV 防止・被害者支援基本計画（第 3 次）学校教育重点

相談を設置

長崎ストーカー事件発生による対策強化

2012

DV 担当が男女共同参画課から家庭支援課となる

所轄庁が千葉県から政令指定

第 4 次男女共同参画基本計画

都市千葉市に移る

千葉県 DV 防止・被害者支援基本計画（第 4 次）

2014.7

NPO 法人千葉性暴力被害支援センターちさと設立

認定特定非営利活動法人

野田事件発生による対策強化

（認定 NPO）を取得

県内の全市町村に DV 担当課や相談窓口設置
2020

第 5 次男女共同参画基本計画 児童虐待「面前 DV」対策強化

2022.3.31 組織概況

千葉県 DV 相談 14，970 件に急増

会員：個人 91 名と 10 団体

コロナ禍による家庭環境

堂本知事就任 2 年目、女性サポ
ートセンター開所。初代所長の私
は、DV 対策全くの素人。民間支援
活動に

基金が必要と知事の一声。

渥美代表はじめ関係者の
に感謝です。戸谷久子

御尽力

／20 年間、

たくさんのご支援ありがとうござ
いました。“授ける人を授ける”
大事な視点でのご活躍により、今後も多くの活動が活性化されて行きますように。「FAH こすもす」花崎みさを

／

DV 防止法成立以来、千葉県も公的支援に取り組んでいるものの、民間の活動は不可欠で、間を埋める応援・兼見張
り役として重要な活動です。渥美代表ほか、頼りにしています。大川玲子

／よく 20 年間続いたと思います。DV

を無くしたいと願う方々の支えがあったからこそです。寄付だけで賄う NPO を維持し、世の中に影響が及ぶようこ
れからもよろしくお願いいたします。国松実枝子

／あっというまの 20 年です。20 年間に支援をした方のその後

の人生のお手伝いが少しできたこと、
うれしく思います。
これからも DV 基金を頼りにしてください。清田乃り子

／

“ストップ！DV”を目指して、活動を始めて 10 年。DV 基金のご支援により、リーフレットを作成できました。今
後とも、末永く活動され益々発展されますように。ウィル市川

／20 周年を迎えますことすばらしい喜びでござい

ます。DV は家庭内の問題として片付けられていましたが人権侵害であり犯罪となります。飯田禮子

／被害者へ…

あなたには幸せに生きる権利はあります、前を見て正々堂々と生きてください。加害者へ…いつまでもそんなこと
していると、お天道様が黙っちゃいませんよ！小出健太郎

／渥美先生との出会いは今から約 48 年前、1974 年婦

人大学セミナー“法律の部”に参加した折以来で、お勉強会を続けて参りました。「DV 被害者支援活動～」は特に
女性にとってうれしい活動です。嶋田照子

／この基金の会は渥美先生の熱意と DV 被害者を思う優しい心が、我々

会員の心を打ち、アッという間に 20 年の歳月を迎えております。高山尚士

／ひとりで苦しまないで、私が悪いか

らと思わないで。あなたがあなたらしく生きることを大切にしてください。心が苦しいと感じたら電話で話してく
ださい。新しい人生の扉が開きます。滝川まち子

／会を継続することは困難を伴います。しかし DV 被害者はまだ

多くおりますので、本会の今後の活動を微力ながら支援してゆきたいと考えております。松田敏子

／基金の立ち

上げに少し関わらせていただきました。この基金が継続していることに感謝と、逆にまだ必要としていることに対
する残念な気持ちと両方あります。早く必要がなくなることを祈っています。この基金が被害者の明日への希望と
なりますように。柳川眞佐子

／DV は人権侵害の最たるもの、人権を理解していないと自分の暴力による相手への

人権侵害に気づかず正当化します。被害者も自身の人権について理解してほしいです。小林久子 ／全てを捨て
て逃げざるを得ない被害者の支援はもとより、加害者に焦点を当て、矯正と DV とは何かの周知による DV 防止
のための啓発活動が重要と考えております。金田 真美

／子ども達の将来のために未成年の DV 教育の拡充や

DV 被害者・加害者が再生・自立できるような対策が図られるような活動を微力ながら続けていければと思っ
ています。佐藤苗穂子 ／調停委員をやりながら夫婦関係・女性の人権・DV 等について考えさせられ、何か
お役に立ちたいと思うようになりました。素晴らしいメンバーの方達と活動できますこと、大変嬉しく
思っています。丸山陽子

／DV を受けて離れる人、なんとかしのいで一緒にくらす人、様々ですが、

DV 基金の相談がセイフティネットの一つになればと願っています。長谷川喜美子・山本多喜子
イラスト： 大島史子
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