
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
76.5％

（H26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）

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。

①
・女性や家族連れの利用が多いと予想される大型ショッピングモール、休日に主要駅前のそごう千葉店前
広場にて街頭キャンペーンを実施することで、様々な年代の女性、家族連れなど多く県民に啓発物資を配
布することができた。
・サッカー、バスケットボールという若者に人気の高いスポーツの試合会場で広報を行うことで、多くの
若者に対して広報することができた。
・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、市町村からの配布希望も多く予
想より多くの市町村に配布することができた。
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
の相談にも対応しており、キャンペーンや自治会の回覧板により配布したチラシにも男性相談電話番号を
記載し、周知を図った。

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、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

①
・11月12日（土）イオンモール木更津、11月16日（水）そごう千葉店前において、県警、市、ＤＶ被害者
支援団体などの協力を得て街頭キャンペーンを実施した。両会場ともにチーバくんなどのキャラクターの
出演、また、木更津会場では女性警察官による護身術の模範演技、千葉会場では県警音楽隊の演奏会を行
い、約4,000名に啓発物資の配布を行った。
・アパホテル東京ベイ幕張の協力を得て、客室窓の照明を利用した「ＮＯ！ＤＶ」の文字を表示する広報
（パープルライトアップ）を実施し、ホテルロビーにおいて啓発チラシを配布した。
・サッカーＪリーグジェフユナイテッド市原・千葉、バスケットボールＢリーグ千葉ジェッツの協力を得
て運動期間中に行われたリーグ戦のホームゲームにおいてオーロラビジョンにＤＶ防止の画像を流す広報
を行った。
・一般県民及び支援者向けにＤＶ防止セミナーを実施した。
・市町村を通じて啓発チラシ９万枚を自治会の回覧板を活用し供覧、配布した。
②広報啓発用ポスターやデートＤＶ相談カードなどに男性相談電話番号を記載して周知を図り、男性から
の相談に対応した。

＜課題・改善すべき点＞
①ターミナル駅前や家族連れの集客が見込めるショッピングモールでキャンペーンをすることで広報の効
果が高まることから、今後も、場所、曜日、時間帯を勘案してキャンペーンを実施する。
　家族連れの方も多く集まる街頭キャンペーンは、ＤＶと密接な関係にある児童虐待についても一緒に広
報する好機であったが児童虐待の広報を併せて実施することはしなかった。
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＞
①ＤＶと児童虐待は密接な関係にあることから、キャンペーンにおいてはＤＶだけではなく児童
虐待防止の啓発物資を一緒に配布する。
②国の加害者対策の動向を注視していくとともに、男性向けの相談窓口の広報を継続して行う。

当初予算額（千円） 1,066 決算額(千円) 813

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第３次）》

                    平成２８年度施策　評価シート



４　委員意見
　地域を変えて街頭キャンペーンを実施し、前年度よりも多くの啓発物資を配布したこと等の活動は、加
害者への抑止力や被害者への気づき等につながることから評価したい。
　しかし、児童虐待防止と合わせた広報活動が実現しなかったのは残念であり、２９年度は児童虐待防止
担当部署と連携して実施されることを期待したい。
　今後の取り組みとして、ITを活用した広報や、入学式や卒業式での啓発物資の配付等の方法を検討し、
より多くの県民にゆきわたる広報活動を期待したい。
　加害者対策については、労働局や事業所等の協力を得て、男性への広報活動の実施等を検討してほし
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

目標 実績
76.5%

（H26年度調査）

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） 1,698 決算額(千円) 1,245

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第３次）》

                    平成２８年度施策　評価シート

＜課題・改善すべき点＞
　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＞
　引き続き男女共同参画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、地域推進委員事
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になった場合には、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。

　地域推進員事業では、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Ｄ
Ｖ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。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、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。

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

ＤＶの根絶に向けた啓発の充実

 (2) 評価（別紙視点参照）

②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が人権侵害であると認識する人の割合

100%に限りなく近づける

　地域推進員及び市町村と連携し、地域推進員事業として２地域で３事業を開催した。
○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」
茂原市立冨士見中学校　　参加者403人（男205人、女196人、不明2人）
いすみ市立国吉中学校　　参加者167人（男76人、女91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」
鋸南町立鋸南中学校　　参加者179人（男93人、女86人）
　また、男女共同参画センターフェスティバル2016＆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。



４　委員意見
　広報啓発の対象が若者に偏っており、高齢者への広報として、高齢者に関わる市町村の担当者等への広
報啓発が必要である。なお、中学校での地域推進員事業は東葛飾地域等での実施も検討してほしい。
　多様なＮＰＯ等との連携については、具体的な形として見えることを期待したい。
　また、各種講座、講演会等の開催に当たっては、ＤＶに特化した講座の開催だけでなく、生活困窮者自
立支援事業等の研修の一コマにＤＶのプログラムを組み込んでもらう等の工夫も必要である。



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 329回

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） 1,708 決算額(千円) 1,589

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第３次）》

                    平成２８年度施策　評価シート

＜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私立高校事務長会議、市町村への情報提供等の機会を捉えて、
セミナーの実施を積極的に働きかけていく。
⑦学校職員等に対する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、引き続き教育庁で行う各種会議、養護教諭の研修会等において積極的な研修参加の
呼びかけを行う。

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（別紙視点参照）

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：35回、大学：5回）。また、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」「ＤＶは夫婦間だ
けでなく交際相手からもありうると聞いて身近に感じた」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５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。
　（8/5･8/23、参加者数：123名）



４　委員意見
　若者を対象としたＤＶ予防セミナーの開催は有意義であり、開催数の目標を達成したことや、大学にお
ける開催数が増加したことは評価したい。
　しかし、実施校と未実施校の温度差が出てきたことは課題であることから、実施校の募集を前年度内に
通知すること等により未実施校へのアプローチを強化するとともに、管理職対象のセミナーの実施や高校
の主権者教育の機会の活用も期待したい。
　また、中学生や高校生のスマートフォンの利用率を考慮し、アプリの活用や、教育庁生涯学習課と連携
した保護者や生徒、教職員への広報啓発を検討してほしい。



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

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） 1,698 決算額(千円) 1,245

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第３次）》

                    平成２８年度施策　評価シート

＜課題・改善すべき点＞
⑧さらなる予防啓発のため、配布・配架先を検討する必要がある。
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＞
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、1歳半検診や小学校入学前の就学時健診
以外でも配布してより幅広い世代にＤＶの予防啓発を行う。
⑨引き続き男女共同参画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になった場合には、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。

⑧幼い子どもをもつ保護者とＤＶ被害者が多い層（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予防啓発を行うことができた。また、県立図書館での配架や、一歳半健診
での配布により、さらなる予防啓発を進められた。
⑨地域推進員事業では、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Ｄ
Ｖ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。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、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Ｄ
Ｖについて知っていただくことができた。

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

若者を対象とした予防施策の充実

 (2) 評価（別紙視点参照）

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ＤＶ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、就学時健診及び一歳半健診の際に、その保護者へ配
布した。また、県立図書館での配架を行った。
⑨地域推進員及び市町村と連携し、地域推進員事業として２地域で３事業を開催した。
○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」
茂原市立冨士見中学校　　参加者403人（男205人、女196人、不明2人）
いすみ市立国吉中学校　　参加者167人（男76人、女91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」
鋸南町立鋸南中学校　　参加者179人（男93人、女86人）
また、男女共同参画センターフェスティバル2016＆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。



４　委員意見
　ＤＶの子供への影響は思春期頃から見られることが多いと言われていることや、ＤＶへの抑止力を考慮
すると、両親や祖父母が参加する小学校の卒業式や中学校の入学式等でのパンフレットの配布も効果的で
ある。配布先として図書館を含め、より効果的な場所の確保や、保育園や幼稚園を通した保護者へのアプ
ローチも検討してほしい。
　また、配偶者暴力相談支援センターの機能を整備している健康福祉センターの活用も期待したい。具体
的には、検診や予防注射、育児相談、各種講座等の際にＤＶと児童虐待に関連した啓発物資を配布してほ
しい。
　また、教育庁生涯学習課との連携も必要であり、課の事業にＤＶと児童虐待についての項目を組み込ん
でもらう等の工夫も必要である。



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。

当初予算額（千円） 1,095 決算額(千円) 778

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第３次）》

                    平成２８年度施策　評価シート

＜課題・改善すべき点＞
　一時保護所入所者数の減少等により当事業の対象者数が少なかった。また、複数回に渡る利用者がいな
かった。

＜今後の方針＞
　ＤＶ被害者生活再建支援事業実施要領を改正し、次年度より退所日の県外の転宅先における生活環境整
備の支援も対象としたことを契機として、当事業の一時保護所入所者への周知を進め、利用回数の増加を
図る。また、同行支援の経験者による事例報告の場を設けることにより、コーディネーター及びサポー
ターの被害者支援への意識を高める。

　次年度以降の当事業の振興に向け、退所日の県外の転宅先における生活環境整備の支援も対象とするた
め、ＤＶ被害者生活再建支援事業実施要領の改正を行った。
　また、ＤＶ被害者生活再建支援サポーター研修において、ＤＶ被害者による講演、コーディネーター及
びサポーターによる同行支援の報告会を実施し、実際の事例を基に被害者の視点に立った支援が可能とな
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（別紙視点参照）

⑩自身では生活再建の見通しを立てにくい一時保護所入所中または退所後の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、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により、ＤＶ被害者の社会的自立を促進する。

数値目標など

　コーディネート業務　　　　　　　　　　２件
　同行支援　　　　　　　　　　　　　　　２回
　ＤＶ被害者生活再建支援サポーター研修　１回



４　委員意見
　サポーターの同行支援は被害者にとって心強いものである。引き続きＤＶ被害者に寄り添った支援を実
施してほしい。



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 58回

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、県内各地域からの参加をしやすくするため、男女共同参画センター、ＪＲ我孫子駅前のけやきプ
ラザ、ＪＲ南船橋駅周辺にある県消費者センターの3会場に分散して実施した。

ＤＶ被害者自立支援講座の実施

男女共同参画センター・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（別紙視点参照）

⑪ＤＶ被害者を対象とした自立支援講座を前期・後期あわせて計9回開催する。

数値目標など
生活の安定に向けた支援講座開催数（累計）

15回

　ＤＶ被害者を対象にした自立支援講座を計9回実施した。（年間参加者数延べ　13人）
　【内容】ＤＶについて、子どもへの影響①、法律講座、子どもへの影響②、ＤＶについて、就職講座
（講座6回・グループトーク3回）

＜課題・改善すべき点＞
　参加者を多く集めることを目的とした講座ではないが、申込人数が少なく、当日になってのキャンセル
等も多かった。ＤＶ被害者が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、受け付ける相談員が講座内容を把握し、適切に案内できるよう工夫する必要がある。

＜今後の方針＞
　実施内容及び実施場所について再検討を行うとともに、講座のタイトルや案内チラシを工夫し、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。

当初予算額（千円） 312 決算額(千円) 239

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第３次）》

                    平成２８年度施策　評価シート



４　委員意見
　自立支援講座は多くの参加者数を見込んだ事業ではないが、相談件数が増大しているにもかかわらず、
参加者数が少ない。
　参加対象が非常に限られていることや、情報提供者を相談員に限定していること、会場が市民にとって
なじみのない場所もあること、被害者が外出の困難な状況にあること等も課題になっていると考えられる
ので、実施方法の工夫を期待したい。
　案内チラシについては、表記についても工夫するとともに、過去のアンケート結果等を踏まえて講師と
ともに参加者にとってより意義のある内容になるように工夫してほしい。



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２８年度施策　評価シート

＜課題・改善すべき点＞
⑫相談件数は高止まりであるとともに、相談内容も複雑化・多様化していることから、よりきめ細やかな
支援が求められており、相談業務に携わる職員の専門知識の習得、資質向上を継続して図っていく必要が
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基本的知識に関する研修を継続するとともに、現場のニーズにあった専門的知識に関する研修を開催
し、相談員の資質向上を図ることで、困難事例や被害者の個々の状況に適切に対応できる体制を充実させ
ていく。

⑬市町村職員のＤＶの問題に対する理解を深めるとともに、相談員の力量の違いにより被害者への情報提
供等のサービスに格差が生じることのないよう、ＤＶ被害者が利用可能な各種制度等を網羅したハンド
ブックを作成・配布し、被害者への情報提供の充実を図る。

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（別紙視点参照）

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は、被害者の意向に基づき、生活保護や
児童扶養手当などの被害者に必要な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や助言を行うなど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
者支援の窓口等の掲載情報の更新を行い、改訂版を配布することができた。



４　委員意見
　ハンドブックを２９年度中に作成し、その後の定期的な見直しを行う必要がある。相談員はマニュアル
にない実情等を把握していることから、マニュアルの作成や改正の際に定期的に相談員からの「解決困難
事例」を引き出し、制度の見直しやマニュアルの改正に反映してほしい。



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 35市町

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２８年度施策　評価シート

＜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健康福祉センター管内での会議は増えつつあるが、県内全域まで拡がらない。

＜今後の方針＞
⑭被害者支援に地域間での格差や、相談員間での格差が生じないように、ＤＶ被害者が利用可能な各種制
度等を網羅したハンドブックを作成・配布し、被害者への情報提供の充実を図る。
⑮証明書を自らが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。
　また、ＤＶ防止基本計画及び配暴センターの整備等を促進するため、市町村の意見を聞きながら市町村
応援マニュアルの内容の充実を図る。
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。

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7市町増え合計35市町となった。また配暴セン
ターは前年度末と同様3市であった。
⑯安房健康福祉センターほか3つの健康福祉センター管内で担当者会議が開催され、緊急一時避難事業な
どについて情報交換等を行った。

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（別紙視点参照）

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。



４　委員意見
  市町村計画の策定数が目標を大幅に上回る結果となったことは評価したい。
　ＤＶ被害者の転入・転出は全国で起きるため、小規模の市町村においても支援体制が必要である。市町
村応援マニュアルの定期的な確認や見直しを行うとともに、計画未策定の市町村にアドバイザーを派遣す
る他、市町村への個別訪問を強化して根気強く働きかけてほしい。
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