
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％

（21年度調査）

２　事業実績・評価等
 (1)施策の実施結果

 (2)評価（別紙視点参照）

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17日（土）にイオンモール八千代緑が丘で実施した。当
日は、警察音楽隊の演奏をはじめ、「チーバくん」や県警のマスコットキャラクター「シーポック」と触
れあう機会を作り、約3,000名に啓発物資の配布を行うことができた。また、12月4日（火）には、第64回
人権週間「ちばハートフル・ヒューマンフェスタ2012」と連携して、約1,000名に啓発物資の配布を行っ
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約84,000枚を配布、供覧した。

②男女共同参画センターにおいて、男性及び女性の相談窓口を設置し、加害者からの相談も含め、様々な
悩みや相談に対応した。

当初予算額（千円） 1,259の一部 決算額(千円) 549

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、改善に繋げていけるよう、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。

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第3次）》
                   平成24年度施策　評価シート

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平成22年度に内閣府が行った「パープルダイヤル」で相談の多かった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ショッピングモールで、土曜日の午後に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やストーカーによる事件が大きく報道された影響もあり、ＤＶの問題が認識されやすく
なったことで市町村からの配布希望が増え、より多くの家庭に回覧することができた。

②加害者対策については、ＤＶ防止啓発リーフレット等の配布により加害者自身にＤＶに対する気づきを
促していくことと、男性相談の利用時間を夜間に設定したり、カウンセリングには男性のカウンセラーが
応じるなどの工夫に努めている。



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＞
①ＤＶ防止街頭キャンペーンについては、より効果的な実施に向けて、配布対象者や実施場所の選定など
の検討が必要と考えている。

②加害者更生に係る法的な仕組みがない中で、県独自の加害者対策を講じることは難しい状況にある。

＜今後の方針＞
①課内において反省点や改善点を洗い出すととともに、街頭キャンペーンに協力いただいた機関等からも
意見を伺い、25年度の開催場所や回数なども含め、より効果的に実施できるよう検討していく。

②今後とも国の動向を注視するとともに、加害者が自らのＤＶに気づいて行動の改善につなげられるよ
う、ＤＶに関する啓発を積極的に行っていく。

　キャンペーンの対象を家族連れに広げたり、土曜日の開催にしたことは評価できる。
　今後もインターネットを活用した広報啓発の充実、市町村単位でのＤＶ防止キャンペーン実施の働きか
けなど、ＤＶが人権侵害であると認識する人の割合が１００％になるよう広報啓発に創意工夫していただ
きたい。
　また、２４年度に配布したパンフレットは、文章や色彩が若干固く暗いイメージで、「犯罪」を強調し
すぎているような印象を受けるので、内容を検討するとともに、配布については、キャンペーン以外で
も、小規模でもよいので、いろいろな所に頻繁に行ってほしい。

　男性加害者に対するアプローチは、国の動きを待つだけでなく、県としてもっと積極的に、あらゆる機
会を通して実施していただきたい。
　広報紙等の啓発において、加害者に「自分の行為がＤＶである」と自覚させるような工夫をすることも
有効と思われるので、加害者対策により力を入れていただきたい。



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ＤＶが人権侵害であると認識する人の割合

目標 100％に限りなく近づける 実績
71.7％

(21年度調査)

２　事業実績・評価等
 (1)施策の実施結果

当初予算額（千円） - 決算額(千円) -

③県民一人ひとりがＤＶを正しく認識し、ＤＶ被害者の心情を理解できるよう、ＤＶを
テーマとした県民向けの講座を開催する。

数値目標など

③県民向け講座の開催
　平成２４年度は、地域推進員事業として4地域で講座等を開催した。（施策４で再掲）
○東葛飾地域推進員事業「デートDV・啓発プログラム講習（大切な人をデートＤＶから守るため）」
　参加者43人（男11、女32）
○海匝・山武地域推進員事業「横芝敬愛高校でのデートＤＶ意見交換会」
　参加者23人（男2、女21）
○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」
　茂原市立西陵中　参加者123人（男59人、女64人）
　一宮町立一宮中　参加者260人（男134人、女126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」
　袖ケ浦市立平川中　参加者317人（男166人、女151人）

 (2) 評価（別紙視点参照）

③地域推進員事業においては、保護者を交えて意見交換会を行うなど、生徒だけではなく保護者も含めた
形での啓発活動を行ったり、生徒に分かりやすくデートＤＶを理解してもらえるよう、地域推進員による
寸劇を取り入れるなど、地域推進員・市町村・男女共同参画センターが連携し、地域特性を踏まえた事業
を展開することができた。

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24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

男女共同参画課・男女共同参画センター



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

③男女共同参画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し
ていく。

　市町村やＮＰＯ等との連携による講座等の開催は、県民にとって大切な事業であり、広報啓発事業の大
きな柱の一つなので、庁内や市町村のイベントの活用やＤＶに関連した大きな事件を取り上げるなど内容
を検討し、県民への周知に一層の努力を期待したい。
　また、中・高校生等の若者をターゲットにするなど、対象を絞り込んだ方が効果的ではないか。
　特に、中学生を対象とした講座は、子どもを通して、その保護者に対してもＤＶを気付かせるという効
果が期待できるので、充実してほしい。

＜今後の方針＞

＜課題・改善すべき点＞
③ＤＶ対策は男女共同参画施策の重要な課題の一つであることから、男女共同参画センターを活用し、県
民向けの講座等を開催するなど、より効果的な啓発方法を検討する必要がある。



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 １７０回

２　事業実績・評価等
 (1)施策の実施結果

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ＤＶ予防セミナーへの参加を呼びかけ、応募してきた県内公私立高等学校
に対してセミナーを開催した（高等学校：34校のべ39回）。また、教育庁主催の会議において、セミナー
に関する広報を行い、セミナーについて周知を図った。

⑤県内の大学にＤＶ予防セミナーの開催を働きかけ、1大学において通常授業の中で１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。（60,000枚配布）

⑦児童虐待を取り扱う部署と連携し、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。
（8/2･24、講師：有馬和子（ちば女性と子どものサポートセンター代表)、参加者数：107名）
また、男女共同参画センターでは、主に若者と直接関わる教職員や県・市町村の関係職員を対象に「支援
者のためのデートＤＶ予防セミナー」を開催した。
　（8/29、講師：山中多民子(ＤＶ虐待予防研究会代表)、参加者数：20名）

数値目標など

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第3次）》

                    平成24年度施策　評価シート

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

当初予算額（千円） 1,714 決算額(千円) 1,632

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。



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

 (2) 評価（別紙視点参照）

④⑤セミナー実施後の生徒アンケートでは、「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」等の感想が多数寄せられるなど、セミナーの開催によりＤＶやデートＤ
Ｖに関する知識や、対等な人間関係を築くことの重要性を生徒自ら考える機会を提供することができた。
また、学校教育の中でセミナーを実施することにより、教員に対するＤＶ防止啓発にもつながっている。

⑥デートＤＶ相談カードの配布により、セミナーを受講していない生徒にも幅広く予防啓発を行うことが
できた。

⑦ＤＶ・子ども虐待対応研修の中で、デートＤＶに関する基本的な知識についての情報提供を行うことは
できたが、教員自らが授業を行えるような内容まで盛り込むことはできなかった。

＜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。

⑤大学におけるセミナーの実施回数が少ない。

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。

⑤医療看護、教育系の大学のうち、特に未実施の大学を中心にセミナーの実施を働きかけていく。

⑦教員に対するＤＶやデートＤＶに関する研修等を引き続き実施する中で、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。

　他課との連携で、セミナーの実施校が増えていることは評価できる。しかし、若者への予防啓発は、啓
発のみではなく、ＤＶ関係に気付いた時の学校としての対応、対策も必要になるので、今後は、啓発と対
応をセットで考えてほしい。
　また、福祉系大学等へのアプローチも検討してほしい。
　
　デートＤＶ相談カードの配布は、効果的に活用されており、内容も良いと思うので、継続した配布を希
望する。
　カードには、安心して相談してもらえるように「相談することが加害者のためにもなる」、「秘密は守
ります」などのメッセージも盛り込んではどうか。

　教育現場はＤＶを発見しやすい場所であり、加害生徒へのアプローチなど生徒指導面からも必要と考え
るので、教員に対する研修に積極的に取り組むとともに、教育現場との協議・連携を進めてほしい。



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

当初予算額（千円） 1,819の一部 決算額(千円) 1,246の一部

⑧ＤＶと児童虐待の関連性に鑑み、家庭における暴力防止への理解促進を図るため、保護
者に対するＤＶ防止の啓発方法を検討する。

⑨男女共同参画地域推進員の活動を通して、家庭における暴力防止の啓発を行う。

数値目標など
―

―

⑧ＤＶと児童虐待の関連性に鑑み、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
つ保護者に向けたＤＶ防止啓発パンフレットを作成することとし、25年度にその内容を検討する。パンフ
レット作成にあたっては、ＤＶ・児童虐待・教育各分野の関係各課職員による庁内ワーキンググループに
おいて内容を検討することとし、24年度はワーキンググループを立ち上げた。

⑨ＤＶに関する地域推進員事業として4地域で講座等を開催した。(施策１を再掲）
　○東葛飾地域推進員事業「デートDV・啓発プログラム講習（大切な人をデートDVから守るため）
　　参加者43人（男11、女32）
　○海匝・山武地域推進員事業「横芝敬愛高校でのデートDV意見交換会」
　　参加者23人（男2、女21）
　○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」
　　茂原市立西陵中　参加者123人（男59人、女64人）
　　一宮町立一宮中　参加者260人（男134人、女126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」
　　袖ケ浦市立平川中　参加者317人（男166人、女151人）

 (2) 評価（別紙視点参照）

⑧ＤＶ防止啓発パンフレットについては、子どもの目に触れる可能性もあることから、ＤＶ・児童虐待の
担当以外に教育の関係課を入れた庁内ワーキンググループにおいて検討するとともに、各分野の有識者か
らの意見も聞きながら作成することとした。

⑨地域推進員事業においては、保護者を交えて意見交換会を行うなど、生徒だけではなく保護者も含めた
形での啓発活動を行ったり、生徒に分かりやすくデートＤＶを理解してもらえるよう、地域推進員による
寸劇を取り入れるなど、地域推進員・市町村・男女共同参画センターが連携し、地域特性を踏まえた事業
を展開することができた。

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24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



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

⑧子どもの目に触れる可能性等を考慮し、効果的な配布方法の検討が必要である。

⑨女性の参加者の割合が高いことから、男性の参加を一層促すとともに、より若い世代に参加してもらえ
るような工夫が必要である。

＜今後の方針＞
⑧25年度中にパンフレットの内容を検討し、26年度に印刷・配布する予定である。なお、パンフレットの
内容を検討するにあたっては、ＤＶ・児童虐待・教育各分野の有識者や男女共同参画推進懇話会委員など
からも適宜意見を伺っていく。

⑨地域推進員事業は、各地域において地域推進員が自主的に事業を展開していくため、ＤＶに関する事業
を実施する場合には、地域推進員・市町村・男女共同参画センターが協働して、より多くの県民に興味を
持って参加してもらえるような事業の企画・運営にあたっていく。

　保護者向けパンフレットの作成について、ワーキンググループでの検討など、平成２６年度の配布に向
けて慎重に作業を進めており期待できるが、できれば、配布までの期間をスピードアップできるとよい。
　ＤＶによって子どもがひどく傷つくということをＤＶ被害者及び加害者に気付かせることは大変重要で
ある。また、パンフレットの内容は、家庭教育という大きな視点の中でＤＶや児童虐待にふれてほしい。
　子育てには夫婦関係、家族関係の安定が一番必要な環境であるため、教育庁、学校、ＰＴＡ連絡協議会
等とも連携し、継続的に進めていただきたい。

　地域推進員活動を通じた講座等の開催による啓発は、チラシを読みやすい内容にするなど、もっと多く
の県民に参加してもらえるような工夫が必要である。
　中学校での活動は、効果的であると思うので、拡大を期待する。

＜課題・改善すべき点＞



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

⑩県外転宅の被害者が増加傾向にあること等により、事業実績が少なかった。
なお、生活再建支援は市町村の協力が必要不可欠であることから、同行支援への理解を深め、市町村にお
いて同様の支援が広がるような働きかけが必要である。

＜今後の方針＞
⑩入所中の転宅先の選定にかかる同行支援を新たに実施する。また、地域別市町村ＤＶ対策担当課長会議
等において、本事業の周知を図るとともに、事例報告する場を設けて被害者支援の意識を高める。

　ＤＶ被害者の生活再建のための同行支援について、その対象を県外転居や一時保護所入所中の被害者に
広げたことは評価できる。さらに、アパート転宅のみでなく、実家に戻る人や県外転宅後、離婚調停や裁
判で県内に来る人も対象にできるよう検討していただきたい。
　この事業は大変重要なので、できるだけ制約をなくし、伴走型の支援となるよう期待する。
　なお、同行支援を実施する上で、市町村との連携は大事であるが、他県との連携も今後の課題である。

＜課題・改善すべき点＞

当初予算額（千円） 1,620 決算額(千円) 731
⑩自分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　５件
　・同行支援　６回
　・ＤＶ被害者生活再建支援サポーター研修　２回

 (2) 評価（別紙視点参照）

⑩ＤＶ被害者生活再建支援サポーター研修では、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
よる報告会等を実施し、実際の事例をもとに被害者の視点に立った支援ができるような研修内容とするこ
とができた。

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24年度施策　評価シート

ＤＶ被害者生活再建支援事業の実施

男女共同参画課



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 ５回

２　事業実績・評価等
 (1)施策の実施結果

当初予算額（千円） 710 決算額(千円) 214

⑪ＤＶ被害者が心の回復を図るとともに、自分らしい生活を取り戻すことができるよう、
同じような体験をしたＤＶ被害者や支援者との交流の場を提供するとともに、法律や就職
準備講座などを通じて、ＤＶ被害者の自立に必要な情報を提供する。

数値目標など
生活の安定に向けた支援講座開催数

１５回

⑪ＤＶ被害者を対象にした自立支援講座を年5回開催した。
　「ＤＶとは」・「法律講座」・「子どもへの影響」・「就職準備講座」・「グループワーク」各1回
　参加者数延べ15人

 (2) 評価（別紙視点参照）

⑪募集の段階において、安全上の観点から広く公に広報するのではなく、配暴センターの相談員が相談業
務を通じて講座への参加が適当と判断した相談者へのみ、直接チラシを手渡しするという方法で募集を
行った。
また、男性職員が配置されているなどの安全上の観点に加え、講座受講者にとって実施会場を１箇所に固
定した方が安心感が得られやすいという考えから男女共同参画センターのみでの実施とした。
講座については、ＤＶの基礎知識に始まり、法律講座・就職準備講座等、ＤＶ被害者が今後の生活で具体
的に役立てていけるような内容を取り入れた。
これらの取組みにより、参加者からは、「講師自身の体験談を聞けてよかった」、「テーマ別の講座があ
り、総合的な知識が増える」等の意見が聞かれた。

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24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



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

⑪参加者を多く集める事業ではないが、昨年度の１回あたりの参加者数が最大４人と、参加者数の定員に
は余裕があるため、より参加を促せるような企画が必要と考える。また、グループワークへの参加が２名
と少なかったことから、対象者へグループワークの趣旨などを伝え、参加を促すことが必要である。

＜今後の方針＞
⑪従前の講座内容に加え、就職に関係する講座を就職講座と就職準備講座の２種類へ増やしたり、リラク
ゼーションの講座を追加したりすることにより、参加者にとってより満足度の高い、かつこれからの実生
活において役立ててもらえるような講座の開催を検討していく。また、各配暴センターとの連携を深め、
参加者の掘り起こしを行う。

　参加者の人数を評価の対象とすべきでなく、被害者の自立にとってどのようなプログラムが役立つのか
という視点が重要である
　プログラムの構成は、県だからこそできるもの、かつ、被害者の方々が必要としているものを選択する
よう検討を重ねてほしい。

　実施場所については、いろいろな制約があることは理解できるが、被害者の利便性に配慮し、シェル
ターでの開催も含めて県内の２～３か所に拡大することも必要である。安全上の問題を重要視しすぎる
と、事業としての広がりが望めないと思われる。講座の周知について、必要としている人に情報が届くよ
うな方策をさらに検討していただきたい。

＜課題・改善すべき点＞



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

当初予算額（千円） - 決算額(千円) -

⑫配暴センターでは、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。

⑬住民基本台帳の閲覧制限や健康保険の加入などの申し出があった場合、被害者の安全確
保のための情報保護の周知徹底が図られるよう市町村に働きかけを行う。

数値目標など
―

―

⑫配暴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「ＤＶ関係機関対応マニュ
アルⅠ～配偶者等からの暴力を受けている女性を支援するために～」について、被害者窓口等の掲載情報
の更新を行った。また、「ＤＶ関係機関対応マニュアルⅢ～追及者から被害者を守るために～」につい
て、根拠法令の改正や事例の追加を行い、配布した。
更に、国(内閣府・総務省・厚生労働省等）からの被害者支援に係る制度等の関係通知を市町村へ情報提
供した。

 (2) 評価（別紙視点参照）

⑫各配暴センターの電話相談において、一部の相談者から苦情が寄せられるなど、電話における短時間で
のコミュニケーションには難しい面がある。一時保護については、被害者の個々の状況に応じた支援が行
われた。

⑬市町村において、ＤＶ被害者支援が円滑に行えるよう、各種会議で制度改正に係る情報提供を実施する
とともに、関係機関対応マニュアルの更新を行った。

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24年度施策　評価シート

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）



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

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。

＜今後の方針＞
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。

　被害者支援に係る制度や情報は、すべて被害者のためにあるものである。県の相談、一時保護等を利用
した人も、自力で解決しようとしている人も、平等に情報や制度がいきわたるよう、引き続き努力してい
ただきたい。

　相談業務は、電話相談から面接へつなげることも重要なので、引き続き、相談担当者の資質向上に取り
組んでほしい。

＜課題・改善すべき点＞



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 ―

２　事業実績・評価等
 (1)施策の実施結果

当初予算額（千円） - 決算額(千円) -

⑭地域別の市町村ＤＶ対策担当課長会議等を開催し、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
―

―

⑭各種会議を開催し、先進的な取組の紹介や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
化を図るとともに、市町村ＤＶ基本計画の策定、配暴センターの機能整備及び関係機関等のネットワーク
の構築による支援体制の整備等について働きかけた。
　・市町村男女共同参画及びＤＶ対策担当課長会議　　　　　50市町村、75名参加
　・地域別市町村ＤＶ対策担当課長及び担当者会議（4地域） 48市町村、89名参加
　・安房地域担当者連絡会議　　　　　　　　　　 　　　　　4市町、13名参加

⑮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るための「市町村応援マニュア
ル」を作成・配布した。

⑯地域別市町村担当課長会議等を開催し、被害者支援に関する意見交換を行った。

 (2) 評価（別紙視点参照）

⑭各種会議の開催を通じ、先進的な取組の紹介や情報交換等を行うことにより、市町村との連携強化を図
ることができた。また、24年度は新たに、ＤＶの案件が比較的少ない地域を対象に、被害者支援の円滑化
に向けた担当者連絡会議を開催し、一時保護の際の手順などを確認し合うことができた。

⑮｢市町村応援マニュアル｣の作成にあたっては、市町村の担当職員を交えた検討会を開催することで、市
町村の実情等を反映させることができた。

⑯地域別市町村ＤＶ対策担当課長会議等においては、各市町村の先進的な取組事例等の説明を行うこと
で、連携体制を構築する際のノウハウを学ぶことができた。

切れ目のない支援体制に向けた市町村
との連携強化

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第3次）》

                    平成24年度施策　評価シート

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



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

⑮県のＤＶ基本計画では、地域における継続的な生活再建支援を実施するため、ＤＶ被害者生活再建支援
事業のサポーターによる研修を行うことで、市町村の支援体制の整備を働きかけることとしているが、24
年度はマニュアルの作成のみにとどまっている。

⑯県のＤＶ基本計画では、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
築に努めるものであるが、県の開催する会議等での情報共有や意見交換のみにとどまっている。

＜今後の方針＞
⑮25年度は地域別市町村ＤＶ対策担当課長会議等でＤＶ被害者生活再建支援事業のサポーターとしても活
動しているコーディネーターから、同事業の同行支援の現状を説明してもらうことで、支援の実態を把握
してもらう。また、市町村応援マニュアルを活用して、引き続き支援体制の整備に向けた働きかけを行
う。

⑯引き続き各種会議において、情報共有や意見交換を実施していく中で、市町村どおしで連携体制を構築
していけるよう働きかけていく。

　市町村によって被害者支援に格差が生じることがないよう、県としても引き続き、市町村との連携に努
力していただきたい。
　市町村との連携を深めるためには、会議だけでなく、事例検討や意見交換が有効と考える。市町村が積
極的に被害者支援に取り組める体制づくりを期待する。

＜課題・改善すべき点＞


