
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（別紙視点参照）

２月補正予算額（千円） 398 決算額(千円) 461

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第3次）》

                    平成25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防止を呼びかける街頭キャン
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。

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16日（土）、11月23日（土）にイオンモール船橋、京成千葉
駅前で実施した。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4,000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88,000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＞
①ＤＶと児童虐待の密接な関連性を鑑み、男女共同参画課から共催案を提示するが、開催に至っていないた
め、実現に向けて検討して行く必要がある。
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。

　啓発活動への取組、努力の姿勢については評価できる。
　なお、チラシは相談窓口や解決方法の情報を前面に出すようなレイアウトとするなど、DV被害者にターゲッ
トを絞った啓発活動に努めてほしい。

　DVは児童虐待と関係が深いので、チラシの中に児童虐待について表記するなど、児童虐待防止の啓発活動と
連携して実施することも検討してほしい。

　男性からの相談については、男性が利用しやすい時間帯等の検討も必要。



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 71.7％
（H21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） 1,796の一部 決算額(千円) 1,207の一部
③県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

平成２５年度は、市町村及び地域推進員と連携し、地域推進員事業として３地域で講座等を開催した。
○北総地域推進員事業「あなたの未来のために今伝えたいこと」
　多古町コミュニティプラザ文化ホール　参加者461人（男249人、女212人）
○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」
　勝浦市立興津中学校　参加者96人（男37人、女59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」
　君津市立周西南中学校　参加者346人（男168人、女178人）

北総地域では、県立多古高等学校の生徒を対象に、デートＤＶに関するＤＶＤ視聴後、かとり助産院院長の齋藤葉子さ
んによる講演会を行った。また、東上総及び南房総地域では、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上演し、上演後、更に生徒への理解を深めるために地域推進員による解説を行った。
これらのアンケート結果を見ると、「身近な問題に感じた」等の意見が聞かれ、デートＤＶは決して他人事ではなく、
生徒自身にも起こり得る身近な問題であること、また、自分自身が被害に遭った場合の対処方法について学んでもらう
ことができたと思われる。

ＤＶの根絶に向けた啓発の充実

 (2) 評価（別紙視点参照）

《千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第3次）》

                    平成25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・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

＜今後の方針＞
県民向けの講座を企画する際に、ＤＶに係る講座の開催も含めて検討する。地域推進員事業については、各地域で月１
回開催される地域推進員会議において事業内容を決定していることから、今後もＤＶ対策も盛り込んでもらうよう働き
かけていく。また、ＤＶに関する事業を行うことが決定された場合は、地域推進員と市町村、当センターで協働して、
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。

　地元市町村、学校等との連携による男女共同参画地域推進員事業が定着してきたことは評価できる。
　中高生を対象とした講座は、男女共同参画の視点からDVを考える機会を提供することになるので、今後も男女共同
参画地域推進員の事業として取り上げていくことを期待する。

　NPOや男女共同参画地域推進員などが、地域の学校等と連携することで活躍できれば、学校や行政とは別の視点から
事業を実施できる。

　民間のDV被害者支援団体は意欲的、協力的な団体が多いので、啓発事業等で千葉県と連携して実施することも期待
したい。

ＤＶ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、ＤＶの正しい理解を促す県民向けの講座を検討する
必要がある。また、地域推進員事業としてＤＶの啓発にかかる事業を実施する場合は、より広い地域で啓発できるよ
う、開催場所となる市町村が偏ることなく、様々な市町村において実施できるよう検討する。

＜課題・改善すべき点＞



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

当初予算額（千円） 1,635 決算額(千円) 1,602

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。

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：37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。（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。
  （8/16･26、参加者数：107名）

 (2) 評価（別紙視点参照）

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。

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25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



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

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。

　DV予防セミナー実施対象を専門学校等にも広げることを検討していただきたい。

　今後は、講座を全面的に講師に依頼するのではなく、セミナーに参加した学校と連携してＤＶ予防対策の
実践例を広く紹介したり、千葉県が若者のDV防止プログラムを提供すること等により、教員自らがDV予防啓
発の授業に積極的に取り組めるような体制を整えていただきたい。

　若者への予防啓発は、ＤＶ関係に気づいた時の学校としての対応や対策も必要になるので、今後は、予防
啓発とともに学校が生徒指導等の対応ができるよう働きかけを検討していただきたい。

　デートＤＶ相談カードの配布は、手にとって見てもらいやすく、内容も良いと思うので、引き続き、県内
の高校１年生全員への配布を希望する。

＜課題・改善すべき点＞



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） 1,931の一部 決算額(千円) 1,319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
討する。

数値目標など
―

―

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、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にあたり、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
ググループを構成し、その内容を検討した。
⑨平成２５年度は、市町村及び地域推進員と連携し、地域推進員事業として３地域で講座等を開催した。
○北総地域推進員事業「あなたの未来のために今伝えたいこと」
　多古町コミュニティプラザ文化ホール　参加者461人（男249人、女212人）
○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」
　勝浦市立興津中学校　参加者96人（男37人、女59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」
　君津市立周西南中学校　参加者346人（男168人、女178人）

 (2) 評価（別紙視点参照）

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北総地域では、県立多古高等学校の生徒を対象に、デートＤＶに関するＤＶＤ視聴後、かとり助産院院長の齋藤葉子
さんによる講演会を行った。また、東上総及び南房総地域では、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上演し、上演後、更に生徒への理解を深めるために地域推進員による解説を行った。
これらのアンケート結果を見ると、「身近な問題に感じた」等の意見が聞かれ、デートＤＶは決して他人事ではなく、
生徒自身にも起こり得る身近な問題であること、また、自分自身が被害に遭った場合の対処方法について学んでもらう
ことができたと思われる。

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25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

⑨地域推進員事業としてＤＶの啓発にかかる事業を実施する場合は、より広い地域で啓発できるよう、開催場所となる
市町村が偏ることなく、様々な市町村において実施できるよう検討する。

＜今後の方針＞
⑧就学前健診時に配布する。
⑨引き続き、生徒を対象とした啓発活動を実施する。地域推進員事業については、各地域で月１回開催される地域推進
員会議において事業内容を決定していることから、今後もＤＶ対策も盛り込んでもらうよう働きかけていく。また、Ｄ
Ｖに関する事業を行うことが決定された場合は、地域推進員と市町村、当センターで協働して、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。

　ＤＶの子どもへの影響を考えると、就学前の子どもを持つ親へのパンフレットの配布は貴重な機会なので、配布時に
説明を加える等適切に情報が伝わるよう工夫することを期待したい。

　また、保護者対象のＤＶ防止啓発は、教育庁生涯学習課の家庭教育に関する取組と積極的に連携しながら進める
ことも検討してほしい。

　

＜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。
・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
・入所中の転宅先選定及び退所日の同行支援について、県外への同行支援を新たに実施する。
・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。

　
　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。

　できるだけ制限をなくし、伴走型の支援となるよう期待する。

＜課題・改善すべき点＞

当初予算額（千円） 1,241 決算額(千円) 966

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　９件
・同行支援　８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）

⑩
・県外転宅にかかる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25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 １８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。

４　委員意見

⑪
参加者を多く集めることを目的とした事業ではないが、当日キャンセル等も多く、見込んでいた参加者数より実
際の参加人数が少ないケースがあった。
また、アンケート結果や実際に参加者の募集にあたっている各配偶者暴力相談支援センターの相談員から、「男
女共同参画センターだけでなく、他の地域でも講座を開催してほしい」といった要望の声が聞かれたため、安全
性の確保を考慮の上、開催場所について再度検討を行う。
＜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、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付けたり新たな気付きを得られるような事業を行う。あわせて、引き続き各配偶者
暴力相談支援センターとの連携を深め、参加者の掘り起こしを行う。

自立支援講座を必要とする方々にできるだけ情報が伝わるように工夫していただきたい。

＜課題・改善すべき点＞

当初予算額（千円） 710 決算額(千円) 509

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

１８回

⑪
ＤＶ被害者を対象にした自立支援講座を年9日間（1日2講座、計18講座）開催した（年間参加者数延べ50人）。
【前期】参加者数延べ26人
「ＤＶについて」、「法律講座」、「子どもへの影響」、「就職講座」、「リラクゼーション（気功を用いたス
トレッチ）」各1回、「グループワーク①～③」
【後期】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」、「就職準備講座」、「精神的暴力（モ
ラルハラスメント）」、「リラクゼーション（アートセラピー）」各1回、「グループワーク③～⑥」

 (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、配偶者暴力相談支援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、必要に応じて男性職員の配置を行う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を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・就職講座等、ＤＶ被害当事者が今後の生活で具体的に役
立てて行けるような内容を取り入れた。参加者からは、「新たな気付きを得ることができた」、「自分の気持ち
を共感してもらえて励みになった」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25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



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。

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。

＜課題・改善すべき点＞

当初予算額（千円） - 決算額(千円) -
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。

⑬住民基本台帳の閲覧制限や健康保険の加入などの申出があった場合、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。

 (2) 評価（別紙視点参照）

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た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25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）



４　委員意見

　相談業務において、相談員の資質の向上は最も重要な課題である。相談員は県の相談業務マニュアル等を
熟知し、最新の情報を正しく被害者に提供しなければならない。県は相談員の資質向上を図るために具体的
な働きかけをするなど、確実に情報や制度がいきわたるよう努力していただきたい。

　特に、被害者の安全確保のために、関係機関への個人情報保護の周知徹底を図っていただきたい。



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 17

２　事業実績・評価等
 (1)施策の実施結果
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、ＤＶ案件の比較的少ない香取地域において担当者連絡会
議を開催し、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５市増え合計１７市となり、また配暴センターが１市整備され計３市と
なった。
⑯香取地域担当者会議においては困難事例の検討を行うなど、被害者支援に関する市町村の役割の重要性を学んでも
らった。

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25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

当初予算額（千円） 0 決算額(千円) 0
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



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

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会議を開催されるよう働きかけを行う。

　２５年度に新たにＤＶ被害者支援計画を策定した市町村が増加したことは評価できる。

　市町村職員の意識を高めるためにもＤＶ基本計画は有効と思われるので、未策定の市町村に対し計画策定を働き
かけるなど、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。

　ＤＶ被害者支援に積極的に取り組んでいる市町村の実施状況を広く広報することで、市町村の被害者支援の取組み
が進むような環境づくりを進めていただきたい。

＜課題・改善すべき点＞


