
施策コード 1

施　策　名

担　当　課

１　事業の概要
基本目標 1 基本的な課題 1 施策の方向

事業の概要・
目的

指標名等

目標 実績
71.7％

（H21年度調査）

２　事業実績・評価等
 (1)施策の実施結果

 (2)評価

当初予算額（千円） 537 決算額(千円) 488

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第3次）》

                    平成26年度施策　評価シート

①平成22年度に内閣府が行った「パープルダイヤル」において相談の多かった20歳代から40歳代を対象に、そ
の年代が多く集まると思われる新規オープンしたショッピングモールで街頭キャンペーンを実施した。家族連
れも多く、想定していた年代の人たちに啓発物資を配布することができた。また、啓発チラシの回覧について
は、ＤＶが社会問題化していることもあり、より多くの枚数を市町村に配布することができた。

ＤＶ防止啓発活動の実施

男女共同参画課

ＤＶの根絶に向けた啓発の充実

①県民に対しＤＶに対する理解と認識を深めてもらうことを目的に、11月12日から25日の「女性
に対する暴力をなくす運動」期間中に関係機関等と協働し、ＤＶ防止を呼び掛ける街頭キャン
ペーンを行うとともに、各市町村と連携して自治会の回覧板を活用した啓発チラシの供覧配布な
どを行う。

②加害者が早い段階で自ら行っている行為がＤＶであり重大な人権侵害であることを認識し、改
善につなげていけるよう、加害者対策に関する国や他県の動向について情報収集を行う。

数値目標など
ＤＶが人権侵害であると認識する人の割合

100％に限りなく近づける

①ＤＶ防止を呼びかける街頭キャンペーンを11月12日（水）にイオンモール幕張新都心で実施した。当日は、
警察音楽隊の演奏をはじめ、「チーバくん」、県警のマスコットキャラクター「シーポック」や千葉市のマス
コットキャラクター「かそりーぬ」と触れあう機会を作り、約2,000名に啓発物資の配布を行うことができた。
さらに、市町村を通じて、自治会の回覧板を活用した「チラシ回覧キャンペーン」を実施し、ＤＶ防止啓発
リーフレット94,000枚を供覧、配布した。
②男女共同参画センターで実施する男性専門相談においては、被害者からの相談に限定せず、加害者からの相
談にも対応した。



３　課題及び改善すべき点はあるか、ある場合、今後どのように対応していくのか。

４　委員意見

＜課題・改善すべき点＞
①昨年度は、キャンペーンの対象を20歳代から40歳代にするとの目的で、家族連れの集客が見込めるショッピ
ングモールで平日に実施したところであるが、今年度の実施に向けより広報効果をあげるため、曜日、場所や
対象者の選定など検討が必要と考えている。
またＤＶと児童虐待には密接な関連性があることから、家庭における暴力防止への理解促進を図るため、小学
生の子どもをもつ保護者向け啓発パンフレットを作成配布しているところであるが、キャンペーンの共催につ
いては関係部局に提示しているが開催に至っていないため実現に向けて検討していく必要がある。
②加害者対策は国の動向が不透明であり、県としても独自の方策が検討しにくい状況にある。

＜今後の方針＞
①街頭キャンペーンに参加した民間支援団体等に意見を聞くとともに、課内においても反省点や改善点を洗い
出し、開催方法や回数なども含め、より効果的に実施できるよう検討していく。
児童虐待担当課と共催によるキャンペーン等を実施するための検討を行う。
②加害者対策は、国の動向を把握し対応していく。

１　回覧板による啓発活動の効果を高めるために、自治会連合会のトップに対してのアプローチ等を実施して
はいかがか。
２　被害者向けの対策だけでなく、加害者に対する気づき、自覚のパンフレット等も期待したい。
３　企業へのアプローチ（パンフ配布など）の開拓をしてはどうか。
４　児童虐待担当課等との連携の必要性を強く感じる。



施策コード 2

施　策　名

担　当　課

１　事業の概要
基本目標 1 基本的な課題 1 施策の方向

事業の概要・
目的

指標名等

目標 実績

２　事業実績・評価等
 (1)施策の実施結果

３　課題及び改善すべき点はあるか、ある場合、今後どのように対応していくのか。

ＤＶの根絶に向けた啓発の充実

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第3次）》

                    平成26年度施策　評価シート

市町村・ＮＰＯ等との連携による講座・講演会等の開催

男女共同参画センター

＜課題・改善すべき点＞

当初予算額（千円） 1,707の一部 決算額(千円) 1,204の一部

③県男女センターの既存の事業等を活用し、広く県民に向けたＤＶ防止に係る啓発の実施
を検討する。

数値目標など
ＤＶが人権であると認識する人の割合

１００％に限りなく近づける

③市町村及び地域推進員と連携し、地域推進事業として２地域で講座等を開催した。
　○東上総地域推進員事業「生徒とともに身近な男女共同参画を考える」
　　御宿町立御宿中学校　　参加者140人（男70人、女70人）
　　長生村立長生中学校　　参加者125人（男55人、女70人）
　○南房総地域推進員事業「生徒とともに身近な男女共同参画を考える」
　　木更津市立岩根中学校　参加者247人（男135人、女112人）
　
　男女共同参画センターフェスティバル2014＆ネットワーク会議において、ＤＶ被害者支援団体と連携し
て、ＤＶに関するパネル展示を実施した。

 (2) 評価

③地域推進員事業では、昨年度よりも１校多い県内３カ所の中学校において地域推進員による寸劇を上演
し、その中でデートＤＶについても取り上げた。上演後は地域推進員による解説を行い、さらに理解を深
めてもらった。アンケート結果を見ると「これからこういう場面があるかもしれない」等の意見があり、
生徒自身が身近に起こり得る問題であることに気づき、被害に遭った場合の対処方法について学ぶことが
できたと思われる。
また、センターフェスティバルでは、ＤＶ被害者支援団体が用意した掲示物でその活動を紹介するととも
に県が所有するＤＶに関するパネルを掲出し、来場した方々に広くＤＶについて知っていただくことがで
きた。

③さらに多くの県民や若い人たちにＤＶについて正しく理解してもらうため、県民向けの講座等の実施を
検討するとともに、開催場所についても様々な市町村で実施できるように引き続き検討する必要がある。

＜今後の方針＞
③引き続き県男女センターの事業を企画する際にはＤＶ防止啓発を含めて検討し、地域推進員事業におい
てもＤＶ防止啓発が実施内容に盛り込まれるよう働きかけをしていく。
また、ＤＶ防止啓発に関する事業を実施することとなった場合には、市町村や地域推進員、ＮＰＯとの連
携により、より多くの県民に関心をもってもらえるように事業の企画・運営にあたっていく。



４　委員意見
１　新しいNPO、団体を増やして育ててもらいたい。
２　若い世代に興味・関心をもってもらうための工夫が必要、IT機器の活用等も求められる。



施策コード 3

施　策　名

担　当　課

１　事業の概要

基本目標 1 基本的な課題 2 施策の方向

事業の概要・
目的

指標名等

目標 実績 ２０９回

２　事業実績・評価等
 (1)施策の実施結果

④⑤⑦様々な機会を捉えて、セミナーに関する積極的な広報を推進できた。また、セミナーを開催することで、
ＤＶやデートＤＶに関する知識等の情報提供や、対等な人間関係を築くことの重要性を生徒が認識することがで
きた。また、学校の通常授業の中で実施するため、生徒だけではなく、教員に対するＤＶ防止啓発を行い、相談
窓口の周知を図ることができた。
⑥デートＤＶ相談カードの配布によって、ＤＶ予防セミナーを受講していない生徒などにも幅広く予防啓発を行
い、相談窓口の周知を図ることができた。
⑦デートＤＶの実態、若年層からの啓蒙の必要性について周知することができた。

若者を対象とした予防啓発

男女共同参画課

若者を対象とした予防施策の充実

 (2) 評価

④若者がＤＶや暴力等について考え、夫婦や恋人等親しい間柄にある相手の人権を尊重し、互い
に尊敬しあえる関係を築いていくことの大切さを学べるよう、高等学校等に講師を派遣しＤＶ予
防セミナーを実施する。
⑤大学にＤＶ予防セミナーの開催を働きかける。
⑥異性との交際を始め、交友関係が広がる高校生に対して、デートＤＶについての知識を持てる
よう、身近に携帯しやすい啓発資料を作成配布し、ＤＶや暴力等について考える機会を提供す
る。
⑦教員に対して、ＤＶやデートＤＶに関する理解を深め、デートＤＶ等に対する適切な対応を可
能とするための研修を実施するとともに、研修を通して教員自らがデートＤＶの予防に関する授
業等ができるよう働きかける。

数値目標など
ＤＶ予防セミナー開催数（累計）

３００回

④教育庁等関係各課と連携してセミナーへの参加を呼びかけ、応募してきた高等学校に対してセミナーを開催し
た。（高等学校：38回,大学：2回）教育庁主催の会議等において、セミナーに関する広報を積極的に行った。生
徒への事後アンケートでは、「体への暴力だけが暴力ではない」「交際相手と対等な関係を築くことの大切さを
実感した」等の感想が多数あった。
⑤県内の大学にＤＶ予防セミナーの開催を働きかけ、大学関係者の理解を得て通常授業の中で2回実施した。
⑥デートＤＶ相談カードを作成し、教育庁の協力も得て、県内の高等学校に在籍する高校1年生の生徒に配布し
た。（65,000枚配布）
⑦児童家庭課と連携し、学校職員等に対してＤＶ・子ども虐待対応研修を年2回実施した。
  （8/4･8、参加者数：97名）

当初予算額（千円） 1,760 決算額(千円) 1,656

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第3次）》
                    平成26年度施策　評価シート



３　課題及び改善すべき点はあるか、ある場合、今後どのように対応していくのか。

４　委員意見

＜課題・改善すべき点＞
④毎年セミナーを実施する学校がある一方で、未だ実施していない学校があるなど、学校によって偏りが生じて
いる。
⑦学校が自らデートＤＶの予防啓発に関する授業を行うためには、教員がＤＶやデートＤＶに関する正しい知識
を習得する必要があるが、これらの正しい知識をもっている教員は、未だ少ないのが現状である。

＜今後の方針＞
④教育庁主催の高等学校の教員向け会議や市町村への情報提供など様々な機会を捉えて、セミナーの実施を積極
的に働きかけていく。
⑦引き続き教員に対するＤＶやデートＤＶに関する研修等を実施する中で、教員自らが予防啓発を授業等に取り
入れられるよう働きかけていく。

１　セミナーの開催について、企業や専門学校での開催を期待したい。
２　セミナーは、講師に全面依頼することなく、プログラムの把握と検証をしてもらいたい。
３　学校でのセミナーについて、新規校の開拓を教育庁と相談して進めていくとよいと思う。数年間ですべての
学校で実施するとか新規校何校という数値目標はあってもよいのではないか。
４　若者への広報・啓発は、重要である。将来大人になっときにパートナーと対等な関係を築ける人間になれる
よう今後も啓発・教育プログラムを実施していただきたい。
　　広報啓発冊子の作成やＩＴ機器などの活用により、楽に学べる方法等も企画してもらいたい。



施策コード 4

施　策　名

担　当　課

１　事業の概要
基本目標 1 基本的な課題 2 施策の方向

事業の概要・
目的

指標名等

目標 実績 ―

２　事業実績・評価等
 (1)施策の実施結果

若者を対象とした予防施策の充実

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第3次）》

                    平成26年度施策　評価シート

家庭教育に向けた働きかけ

男女共同参画課・男女共同参画センター

当初予算額（千円） 3,174の一部 決算額(千円) 2,043の一部
⑧ＤＶと児童虐待の関連性を鑑み、家庭における暴力防止への理解促進を図るため、保護者に関するＤ
Ｖ防止啓発方法を検討する。
⑨県男女センターの既存の事業等を活用し、広く県民に向けたＤＶ防止に係る啓発の実施を検討する。

数値目標など
―

―

⑧家庭における暴力防止啓発パンフレットを作成し、就学時健診の際に、その保護者へ配布した。
⑨市町村及び地域推進員と連携し、地域推進事業として２地域で講座等を開催した。
　○東上総地域推進員事業「生徒とともに身近な男女共同参画を考える」
　　御宿町立御宿中学校　　参加者140人（男70人、女70人）
　　長生村立長生中学校　　参加者125人（男55人、女70人）
　○南房総地域推進員事業「生徒とともに身近な男女共同参画を考える」
　　木更津市立岩根中学校　参加者247人（男135人、女112人）
⑨男女共同参画センターフェスティバル2014＆ネットワーク会議において、ＤＶ被害者支援団体と連携して、ＤＶに関
するパネル展示を実施した。

 (2) 評価

⑧小学生の子どもをもつ保護者とＤＶ被害者が多い年齢層（20～40代）が重なっているため、パンフレットの配布によ
りその年齢層に向けたＤＶ予防啓発を進められることが期待される。
⑨地域推進員事業では、昨年度よりも１校多い県内３カ所の中学校において地域推進員による寸劇を上演し、その中で
デートＤＶについても取り上げた。上演後は地域推進員による解説を行い、さらに理解を深めてもらった。アンケート
結果を見ると「これからこういう場面があるかもしれない」等の意見があり、生徒自身が身近に起こり得る問題である
ことに気づき、被害に遭った場合の対処方法について学ぶことができたと思われる。
また、センターフェスティバルでは、ＤＶ被害者支援団体が用意した掲示物でその活動を紹介するとともに県が所有す
るＤＶに関するパネルを掲出し、来場した方々に広くＤＶについて知っていただくことができた。



３　課題及び改善すべき点はあるか、ある場合、今後どのように対応していくのか。

４　委員意見

＜課題・改善すべき点＞
⑨さらに多くの県民や若い人たちにＤＶについて正しく理解してもらうため、県民向けの事業等の実施を検討するとと
もに、開催場所についても様々な市町村で実施できるように引き続き検討する必要がある。

＜今後の方針＞
⑧家庭における暴力防止啓発パンフレットの配布範囲を拡大し、就学前健診時とともに、１歳半健診時に配布して、よ
り幅広い世代にＤＶの予防啓発を行う。
⑨引き続き県男女センターの事業を企画する際には、若い人たちへの啓発や家庭における暴力防止のための啓発事業を
含めて検討し、地域推進員事業においても寸劇のような啓発事業の実施や、開催地域の拡大に向けて働きかけをしてい
く。
また、ＤＶ防止啓発に関する事業を実施することとなった場合には、市町村や地域推進員、ＮＰＯとの連携により、よ
り多くの県民に関心をもってもらえるように事業の企画・運営にあたっていく。

１　パンフレットの更なる有効活用として、就学時健診のタイミング以外でも、市町村相談窓口や家庭裁判所、幼稚園
や保育所、児童図書館等配布先の拡大を検討していただきたい。
　　また、各部署との連携でもっと広がる工夫をしてもらいたい。
２　地域推進員の活動が、今後も継続的に生徒へアプローチすることで、家庭や地域に変化をもたらすことを期待した
い。
３　家庭教育学級等を活用して、啓発することも有効と考える。



施策コード 5

施　策　名

担　当　課

１　事業の概要
基本目標 3 基本的な課題 1 施策の方向

事業の概要・
目的

指標名等

目標 実績

２　事業実績・評価等
 (1)施策の実施結果

３　課題及び改善すべき点はあるか、ある場合、今後どのように対応していくのか。

４　委員意見

当初予算額（千円） 1,110 決算額(千円) 861

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第3次）》

                    平成26年度施策　評価シート

１　本来は、もっと必要とされる事業であるので、より円滑に、より積極的に実施してもらいたい。
２　退所後も、女性サポートセンターからの（DV被害者への）積極的なアプローチが必要と思う。
３　支援を受けた方にアンケートを実施するなどして、フィードバックし、より充実した事業としてもらいた
い。

　

⑩
・退所日の転宅先までの同行支援も対象とするよう、ＤＶ被害者支援生活再建事業実施要領の改正を行った。
・ＤＶ被害者生活再建支援サポーター研修において、同行支援を担当したコーディネーター及びサポーターによ
る報告会を実施し、実際の事例をもとに研修を実施するなど被害者の視点に立った支援ができるよう留意した。

ＤＶ被害者生活再建支援事業の実施

男女共同参画課

ＤＶ被害者の生活の安定に向けた支援の充実

 (2) 評価

⑩自身では生活再建の見通しを立てにくい一時保護所退所後のＤＶ被害者に対し、支援のノウハウ
を持つ民間団体と連携して、裁判所や役所、病院等への同行支援や、生活環境整備の支援を実施す
ることで、ＤＶ被害者の社会的自立を促進する。

数値目標など

⑩
・コーディネート業務　４件
・同行支援　４回
・ＤＶ被害者生活再建支援サポーター研修　１回

＜課題・改善すべき点＞
⑩
・転宅が決まるとすぐに退所するケースが多く、支援内容をコーディネートする余裕がないこと等により、事業
実績が少なかった。
・市町村においても同様の支援が広がるよう検討が必要である。

＜今後の方針＞

⑩
・早い段階から委託先のコーディネ―ターにつなぐこととし、個々の事情に即した支援を実施する。
・市町村会議において、本事業の周知を図るとともに事業への協力を依頼する。また、事例報告する場を設けて
被害者支援の意識を高める。



施策コード 6

施　策　名

担　当　課

１　事業の概要
基本目標 3 基本的な課題 1 施策の方向

事業の概要・
目的

指標名等

目標 実績 12

２　事業実績・評価等
 (1)施策の実施結果

３　課題及び改善すべき点はあるか、ある場合、今後どのように対応していくのか。

⑪参加者を多く集めることを目的とした講座ではないが、申込み人数も少なく、当日キャンセル等も多
かった。ＤＶ被害者が少しでも参加しやすい講座になるよう実施内容等を検討する必要がある。また、相
談窓口での案内件数も少なく、相談員が本講座の内容をよく知らないことがその一因になっていると思わ
れる。

＜今後の方針＞
⑪昨年度の参加者アンケートの結果等を踏まえて実施内容及び実施場所について再度検討を行い、より参
加しやすく、参加者自身が知識を身につけたり新たな気づきを得られるようにする。
また、各配偶者暴力相談支援センターの相談員、市町村のＤＶ相談担当に講座の内容が伝わるような機会
を設け、参加者の掘り起こしを行いたい。

＜課題・改善すべき点＞

当初予算額（千円） 652 決算額(千円) 393

⑪ＤＶ被害者を対象にした自立支援講座を前期・後期あわせて計14回開催する。
【前期】計7回（講座等5回、グループワーク2回）
【後期】計7回（講座等5回、グループワーク2回）

数値目標など
生活の安定に向けた支援講座開催数

14

⑪ＤＶ被害者を対象にした自立支援講座を計12回開催した。（年間参加者数 延べ45人）。
【前期】参加者数 延べ24人
　ＤＶについて・法律講座・子どもへの影響・就職講座・モラルハラスメント（計5回）
　グループワーク（1回）
【後期】参加者数 延べ21人
　ＤＶについて・法律講座・子どもへの影響・就職講座・モラルハラスメント（計5回）
　グループワーク（1回）

 (2) 評価

⑪ＤＶ被害者の安全確保の観点から、広く外部に向けて募集することはできないが、講座を必要としてい
るＤＶ被害者に情報が届くように、配偶者暴力相談支援センターの相談窓口に加えて市町村のＤＶ相談窓
口においても講座を案内できるようにした。また、東葛地域から参加しやすくするため、ＪＲ船橋駅前に
ある葛南地域振興事務所で２回実施した。

ＤＶ被害者の生活の安定に向けた支援の充実

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第3次）》

                    平成26年度施策　評価シート

ＤＶ被害者自立支援講座の実施

男女共同参画センター



４　委員意見
１　参加者の募集についての工夫、研修内容の検討等努力していることは評価できる。被害者の自立に向
けて大切な事業であるので、今後の継続と工夫に期待したい。
２　DV被害者が何を求め、何を必要としているのかの現場の声を吸い上げてもらいたい。



施策コード 7

施　策　名

担　当　課

１　事業の概要
基本目標 3 基本的な課題 1 施策の方向

事業の概
要・
目的

指標名等

目標 実績 ―

２　事業実績・評価等
 (1)施策の実施結果

３　課題及び改善すべき点はあるか、ある場合、今後どのように対応していくのか。

当初予算額（千円） - 決算額(千円) -

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第3次）》

                    平成26年度施策　評価シート

＜課題・改善すべき点＞
⑫相談件数は増加傾向にあり、相談内容も複雑多様化していることから、相談業務に携わる職員の更なる資
質向上を図る必要がある。

⑬被害者支援は長期にわたり多種多様な支援が必要となることから、支援に携わる担当部局も多種多様とな
る。そのため、市町村の担当部局間の情報共有と連携体制を構築する必要がある。

⑫相談等の現場のニーズにあった内容の研修を開催し、相談員等の資質向上を図ることで、被害者の個々の
状況に応じた情報提供を充実させていく。

⑬各種会議等を通じて、引き続き各種制度の周知を図るとともに、「市町村応援マニュアル」を活用して、
ＤＶ被害者支援の市町村の担当部局間の連携に向けた体制づくりを働きかける。

＜今後の方針＞

⑫配偶者暴力相談支援センターの相談及び一時保護において、各種制度についての情報提供を行い、被害者
の個々の状況に応じて市町村と連携して支援が行われた。

⑬市町村において、ＤＶ被害者支援が確実に行われるよう、各種会議等で制度等の情報提供を行った。

相談等における各種制度等の情報提供

男女共同参画課（女性サポートセンター等）

ＤＶ被害者の生活の安定に向けた支援の充実

 (2) 評価

⑫配偶者暴力相談支援センターでは、被害者に対し、生活保護や児童扶養手当などの福祉制度
についての情報提供を行う。併せて、各種手続きがスムーズに行われるよう、市町村に働きか
けを行う。

⑬ＤＶ被害者支援の手引書として市町村等の相談担当部局などに配布しているマニュアルにつ
いて、被害者窓口等の掲載情報の更新を行う

数値目標など
―

―

⑫配偶者暴力相談支援センターの相談及び一時保護事業において、被害者の意向に基づき、生活保護や児童
扶養手当などの福祉制度についての情報提供を行うとともに、各種手続きがスムーズに行われるよう、必要
に応じ市町村に働きかけを行い、連携して支援にあたった。

⑬ＤＶ被害者支援の手引書として市町村等の相談担当部局などに配布しているマニュアルについて、被害者
窓口等の掲載情報の更新を行うにあたり、情報を収集することができた。



４　委員意見

１　DV被害の当事者がいつでもどこでも正しい情報を得ることが大切であり、県が市町村に働きかけて、手
続方法等情報の更新に今後も努めるとともに、相談窓口への情報提供の徹底をお願いしたい。
２　情報の更新とマニュアルを十分に駆使して被害者に情報を届けるためには、相談員の資質向上が重要で
ある。
３　各種支援制度について、被害者が情報を知ることができるように「制度一覧」のようなパンフレットの
作成を検討してもらいたい。ただし、危険回避のために記載方法、配布方法には特段の配慮が必要だと思
う。



施策コード 8

施　策　名

担　当　課

１　事業の概要

基本目標 4 基本的な課題 2 施策の方向

事業の概要・
目的

指標名等

目標 実績 19

２　事業実績・評価等
 (1)施策の実施結果

当初予算額（千円） 0 決算額(千円) 0

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第3次）》

                    平成26年度施策　評価シート

⑭各種会議を開催し、被害者支援に関するＤＶ施策の取組について情報共有し、連携が重要であることの理解が促進さ
れた。
⑮各種会議において市町村応援マニュアルを活用し、市町村ＤＶ防止基本計画の策定及び配暴センター整備について、
働きかけを行った結果、基本計画策定市町村が２市増え合計１９市となった。また配暴センターは前年度末と同様３市
であった。
⑯習志野健康福祉センターが管内の市と担当者会議を開催し、困難事例の検討を行うなど、被害者支援に関する情報共
有を図った。

市町村における支援体制の強化支援及び連携強化

男女共同参画課

切れ目のない支援体制に向けた市町村との
連携強化

 (2) 評価

⑭地域別の市町村ＤＶ対策担当課長会議等を開催し、先進的な取組を紹介するなど市町村との連携強化
を図る。

⑮地域における継続的な生活再建支援を実施するための支援体制整備に向けた働きかけについて検討す
る。

⑯市町村間における情報共有や支援方法の検討会などが実施できる連携体制の構築について働きかけ
る。

数値目標など
市町村基本計画策定数（累計）

２５市町村

⑭市町村担当課長会議、県内を4地域に分けた地域別市町村ＤＶ対策担当課長及び担当者会議を開催し、被害者支援に
向けた意見交換を行うなど、市町村との連携強化を図った。
⑮「市町村応援マニュアル」を配布し、地域における継続的な生活再建支援を実施するために重要となる、市町村ＤＶ
基本計画の策定や配暴センター機能整備、関係機関等とのネットワークの構築を市町村に働きかけた。
⑯地域別市町村ＤＶ対策担当課長会議等を開催するとともに、健康福祉センターが主体となった地域におけるＤＶ対策
会議の開催を働きかけた。



３　課題及び改善すべき点はあるか、ある場合、今後どのように対応していくのか。

４　委員意見

＜課題・改善すべき点＞
⑭相談件数や被害者支援の件数が比較的少ない地域におけるＤＶ施策の取組が活発でない。
⑮市町村のＤＶ防止基本計画は増えつつあるも、配暴センターの整備が進まない。
⑯市町村間の連携強化が図られる一方、市町村主体の地域別会議が開催されない。

＜今後の方針＞
⑭被害者支援に地域格差が生じることがないよう、引き続き、市町村との連携強化を図る。
⑮証明書が自ら発行できることでワンストップサービスが実現されることなど、被害者にとってメリットとなることを
市町村に説明し、配暴センターの整備について働きかけを行う。
⑯引き続き、市町村の役割の重要性を伝え、各市町村が地域で主体となって情報共有等ができるように働きかけを行
う。

１　計画策定が予定されている市町に対しては、特にその実現に向けて県は強力に応援してもらいたい。同時に、地域
格差が出ないように、計画の数値目標達成に向けて今後も市町村への働きかけを継続することを期待したい。
２　郡部等でも潜在的なDV事例は決して少なくないはずであり、むしろこういった地域ほど啓発を含めたDV施策に積極
的に取り組んでほしい。そのために県がイニシアチブをとるべきと考える。


