
千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第3次）施策進行管理票

基本目標１　ＤＶを許さない社会に向けた啓発・教育の推進

基本的な課題１　多様な主体に向けた広報啓発の推進

施策の実施予定
当初予算額
（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

施策の実施予定
当初予算
額（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

◇ＤＶの根絶に向けた啓発の充実

②加害者対策について情報収集を行う。 0 ②加害者対策に関する国や他県の動きは特になかった。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。

0 ②加害者対策に関する国等の動向を注視すると
ともに、加害者が自らの暴力に気付き、行動の改
善につなげられるよう、ＤＶに関する啓発を積極
的に行う。

0 男女課

③DVをテーマとした県民向けの講座を開催
する。

1,819
の一部

③地域推進員事業として4地域で講座等を開催した。【１‐２にも記載】
○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名（男11名、女32名）
○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名（男2名、女21名）
○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名（男59名、女64名）
　一宮町立一宮中　参加者260名（男134名、女126名）
○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名（男166名、女151名）

1,246
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。

1,796
の一部

男女課
男女センター

◇ＤＶ被害者等に向けた情報提供の充
実

②外国人のＤＶ被害者向けの情報提供の方
法を検討する。

0 ②外国人ＤＶ被害者向けのリーフレット作成のため、国際交流センターに
協力を依頼し、２５年度の作成に向けて予算措置を行った。

0 ②外国人向けリーフレットを作成し、ＤＶや相談窓
口等の周知を図る。

315 男女課

③男性の相談窓口について、県の広報誌等
への掲載を行う。

0 ③県男女センターが実施している「男性のための総合相談」について、同
センターが発行する「千葉県男女共同参画センター利用案内」を各種会
議等で配布するとともに県のホームページにおいて男性の相談窓口の周
知を図った。

0 ③男性の相談窓口について、県の広報誌等への
掲載を行うとともに、男性相談窓口を掲載した
カードを作成・配布する。

0 男女センター

④「女性に対する暴力をなくす運動」期間中
に、ＤＶ防止街頭キャンペーンを企業・団体・
市町村の協力を得て実施する。

0 ④「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に、ＤＶ防止街頭キャンペー
ンを企業・団体（県内で活動するＤＶ被害者支援団体5団体）・市町村の
協力を得て実施し、啓発物資等を約4,000人に配布した。（11/17イオン
モール八千代緑が丘、12/4千葉県文化会館）

0 ④「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に、Ｄ
Ｖ防止街頭キャンペーンを企業・団体・市町村の
協力を得て実施する。

0 男女課

◇企業・団体等に対するＤＶへの理解
の促進

②千葉県男女共同参画推進連携会議（71団
体）を通じて、ＤＶ防止啓発やデートＤＶに関
するチラシの配布等を行う。

0 ②千葉県男女共同参画推進連携会議（71団体）を通じて、ＤＶ防止啓発
やデートＤＶに関するチラシの配布等を行い、企業等にＤＶやデートＤＶ
に関する正しい情報の提供に努めた。

0 ②千葉県男女共同参画推進連携会議（71団体）
を通じて、ＤＶ防止啓発やデートＤＶに関するチラ
シの配布等を行う。

0 男女課

◇ＤＶ被害の早期発見体制の充実

②医療関係者のためのＤＶ発見対応マニュ
アルを更新し、県内の医師会や歯科医師会
を通じて配布を行う。

0 ②医療関係者向けのＤＶ・虐待マニュアルの作成に向け、庁内関係各課
に協力を依頼し、25年度の作成に向けて予算措置を行った。

0 ②医療関係者向けのＤＶ・虐待防止マニュアル等
を作成し、県内の医師会や歯科医師会等を通じ
て配布を行う。

1,050 男女課

③保育所職員への研修の機会をとらえて、Ｄ
Ｖに関する理解の促進を図る。

0 ③保育士の研修において、ＤＶや児童虐待に関する視点を取り入れた講
義を行ってもらうよう、児童家庭課に依頼した。

0 ③保育所職員へＤＶに関する理解の促進を図る。 0 男女課

◇メディアにおける女性や子どもの人
権への配慮

①サイバーパトロールや相談等による違法・
有害な情報を早期把握する。

0 ①サイバーパトロールや相談等による違法・有害な情報を早期把握した。 0 ①　サイバーパトロールや相談等により違法・有害
な情報を早期把握する。

0 警察本部

②学校、企業、自治体等を対象にしたネット
教室を積極的に開催する。

0 ②学校等を対象としたネット安全教室を679回実施した。 0 ②学校、企業、自治体等を対象にしたネット教室
を積極的に開催する。

0 警察本部

③有害サイトへのアクセス制限機能である
フィルタリングの普及促進に向けた広報啓発
を行う。

0 ③平成２４年中、県内の携帯電話販売店２３９店舗に対してフィルタリング
の普及に関する協力要請を行った。　また、小・中学校で開催した非行防
止教室や保護者説明会、その他イベント等を通して携帯電話に係る児童
生徒の犯罪被害の実態やインターネットの危険性、適切なフィルタリング
の利用は保護者の責務であることなどを直接説明し、広報啓発を行った。

0 ③有害サイトへのアクセス制限機能であるフィルタ
リングの普及促進に向けた広報啓発を行う。

0 警察本部

④各教科等の指導において、情報活用能力
を育成する。

0 ④様々な機会を通して、学習指導要領に基づき、各教科・科目等の指導
に当たり、生徒の情報活用能力を育成するための学習活動を充実するよ
う指導した。

0 ④各教科等の指導において、情報活用能力を育
成する。

0 教育庁指導
課

男女課①県が発信するメールマガジン（月2回定期発行）
を活用した広報を行う。

①県が発信するメールマガジンに、ＤＶに関連する講座等の情報を掲載
するとともに、企業・団体等に対してメルマガ登録を呼びかけた。

施策
担当課

男女課

男女課

施策の方向 重点

①ＤＶ相談カードの常時設置（市町村の窓
口、金融機関等）及びＤＶ相談ステッカーの
配布を行う。

①「女性に対する暴力をなくす運動」期間中
に、ＤＶ防止啓発チラシ等の作成、配布を行
う。

・ＤＶ被害者の生活再建に向けた理解の
促進
・企業・団体等と連携した広報啓発

平成２４年度

○

①県が発信するメールマガジン（月2回定期
発行）を活用した広報を行う。

00

345
の一部

平成２５年度

400①「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に、Ｄ
Ｖ防止街頭キャンペーンを実施するとともに、ＤＶ
防止啓発リーフレット等の作成、配布を行う。

①ＤＶ相談カードの常時設置（市町村の窓口、金
融機関等）及びＤＶ相談ステッカーの配布を行う。

345

0

男女課

・インターネット上の違法情報に関する
取締りの強化
・情報活用能力の学習機会の充実

①県内の医師会や歯科医師会を通じて、Ｄ
Ｖ相談カードの常置設置やＤＶ相談ステッ
カーの配布を行う。

①県内の医師会や歯科医師会を通じて、ＤＶ相
談カード等の常置設置を依頼する。

・多様な広報媒体を活用した効果的な広
報啓発の充実
・加害者を生まないための対策
・市町村､NPO等との連携による講座・講
演会の開催

・ＤＶ相談窓口の周知徹底及び積極的
な情報提供
・外国人のＤＶ被害者に対する支援
・男性向け相談窓口の周知

1,259
の一部

345
の一部

①県内の医師会や歯科医師会を通じて、ＤＶ相談カードの常置設置を依
頼した。また、ステッカーについては、病院等からの要望に応じて随時配
布した。（医師会：154,350枚、歯科医師会：127,500枚）

345

549①「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に、ＤＶ防止啓発リーフレット
を作成し、県内市町村と連携して自治会の回覧板を活用して配布・供覧
した。（約84,000枚）
　また、　ＤＶ防止街頭キャンペーンを企業・団体・市町村の協力を得て実
施し、啓発物資等を約4,000人に配布した。（11/17イオンモール八千代
緑が丘、12/4千葉県文化会館）

235

235
の一部

①ＤＶ相談カードの常時配置（県内市町村・運転免許センター・地域振興
事務所・健康福祉センター・児童相談所等の県機関、郵便局、金融機関
等、計7,300箇所）及びDV相談ステッカーの配布（スーパーマーケット等、
5,000枚）を行った。

・保健・医療機関に対する広報啓発
・教育機関等に対する意識啓発



基本目標１　ＤＶを許さない社会に向けた啓発・教育の推進

基本的な課題２　ＤＶ予防教育の推進

施策の実施予定
当初予算額
（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

施策の実施予定
当初予算
額（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

◇人権教育の充実

②公立小・中・高校及び特別支援学校において、「い
のちを大切にするキャンペーン」、公立高校におい
て、「豊かな心の育成に係るＬＨＲ（ロングホームルー
ム）」、「マナーキャンペーン」を実施し、いじめ・暴力
行為・児童虐待等をなくすため、人権意識の啓発に
向けた取組を実施する。

0 ②公立小・中・高校及び特別支援学校において、「いのちを大切にするキャ
ンペーン」、公立高校において、「豊かな心の育成に係るＬＨＲ（ロングホー
ムルーム）」、「マナーキャンペーン」を実施した。いじめ・暴力行為・児童虐
待等をなくすため、人権意識の啓発に向けた取組を実施することができた。

0 ②公立小・中・高校及び特別支援学校において、「い
のちを大切にするキャンペーン」、公立高校において、
「マナーキャンペーン」を実施し、いじめ・暴力行為・児
童虐待等をなくすため、人権意識の啓発に向けた取組
を実施する。

0 教育庁指導
課

③学校人権教育指導資料を作成し、市町村教育委
員会、学校等に配布する。（3,500部）

925 ③学校人権教育指導資料集第33集を作成し、市町村教育委員会、学校等
に配布した。(3,500部)

601 ③学校人権教育指導資料集第34集を作成し、市町村
教育委員会、学校等に配布する。(3,500部)

743 教育庁指導
課

④社会人権教育指導資料を作成し、市町村教育委
員会等へ配布する。　（1,500部）

629 ④社会人権教育委指導資料を作成し、市町村教育委員会等に配布した。
(1,500部)

489 ④社会人権教育委指導資料を作成し、市町村教育委
員会等に配布する。(10,000部)

490 教育庁指導
課

◇道徳教育の充実 891

②道徳教育推進委員会会議の開催 1,160 ②推進委員会３回、ワーキンググループを１０回開催した。 556 ②高校生用映像教材の作成・配布
配布先：高・特支

16,911 教育庁指導
課

③小学校用・中学校用映像教材の作成 16,000 ③いじめを題材にした映像教材を作成・配布した。 15,928 ③小・中学生用掲示資料の作成・配布
配布先：小・中・特支

3,369 教育庁指導
課

④高等学校用読み物教材の作成 9,610 ④高等学校読み物教材集「明日への扉」を作成・配布した。 7,588 教育庁指導
課

◇若者を対象とした予防施策の充実

②大学にＤＶ予防セミナーの開催を働きかける。
（高等学校と合わせて計40回実施予定）

②大学にDV予防セミナーの開催を働きかけ、1校で1回実施した。 ②大学にＤＶ予防セミナーの開催を働きかける。
（高等学校と合わせて計40回実施）

③デートＤＶ相談カードを作成し、高等学校の生徒に
配布する。

514 ③ＤＶ予防セミナーを受講していない生徒に対してもデートＤＶに関する情
報提供を行うため、デートDV相談カードを作成し、県内の高校1年生に配布
した。（60,000枚）

432 ③デートDV相談カードを作成し、高等学校の生徒に配
布する。

435 男女課

④教員に対して、予防啓発に関する研修等の情報提
供を行う。

0 ④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。【後段、３－２にも記載】
　　（8/2･24、参加者数：107名）
また、県男女センターでは、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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【後段、３－２にも記載】
　　（8/29、参加者数：20名）

0 ④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。

男女課

⑤保護者に対するＤＶやデートＤＶの啓発方法を検
討する。

0 ⑤保護者に対するＤＶ等の啓発方法を検討し、平成25年度及び26年度に
家庭向けＤＶ防止啓発パンフレットを作成・配布するための予算措置を行う
とともに、パンフレットの内容等を検討するため、庁内関係各課によるワーキ
ンググループを立ち上げた。

0 ⑤家庭向けDV防止啓発パンフレットを作成するにあた
り、庁内ワーキンググループで内容等の検討を行うとと
もに、有識者や男女共同参画推進懇話会委員から意
見を伺う機会をつくる。

135 男女課

⑥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。

1,819
の一部

⑥地域推進員事業　【１－１にも記載】
○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名（男11名、女32名）
○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名（男2名、女21名）
○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名（男59名、女64名）
　一宮町立一宮中　参加者260名（男134名、女126名）
○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名（男166名、女151名）

1,246
の一部

①　サイバーパトロールや相談等により違法・有害な情
報を早期把握する。

1,796
の一部

男女センター

◇教育機関等の職員に対する研修の
充実

②学校職員等に対するＤＶ・子ども虐待対応研修を
実施する。（8/2,8/24）

60 ②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。【上段、３－２にも記載】
　　（8/2･24、参加者数：107名）
また、県男女センターでは、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。
【上段、３－２にも記載】　　（8/29、参加者数：20名）

60 ②学校職員等に対するＤＶ・子ども虐待対応研修を実
施する。（8/16,8/26）

60 男女課

③研修等の機会をとらえて、デートＤＶに関するチラ
シの作成、配布を行う。

0 ③児童家庭課と共催の教職員向け研修や教育庁主催の会議において、
デートＤＶ予防啓発チラシを配布した。

0 ③研修等の機会をとらえて、デートＤＶに関するチラシ
を配布する。

0 男女課

0 教育庁総合
教育センター

・教育機関等の職員に対する研修の充
実

①各種研修会において、児童虐待・ＤＶに関する研
修を実施する。
・小学校初任者研修（7/30)
・学校人権教育指導者研修(6/13)
・幼稚園等初任者研修(8/28)
・中学校初任者研修(8/6)
・特別支援学校初任者研修(8/3)
・新規採用養護教員研修(6/6)
・高等学校初任者研修(10/16)

0 ①各種研修会において、児童虐待・ＤＶに関する研修を実施した。
　講話・協議「学校人権教育の推進」　506名
　講話「子どもの人権を考える～児童虐待の実態と対応～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              小中学校教諭40名
　講話「幼児虐待への対応」　　205名
　講話・演習「学校人権教育の推進～ＤＶ防止・男女共同参画社会～」
                                                                                    28名
　講話・演習「児童生徒への虐待の現状と教員の役割」　170名
　講話「児童虐待の現状と養護教員の役割」　40名
　講話・演習「児童生徒への虐待の現状と教員の役割」　230名

0 ①各種研修会において、児童虐待・ＤＶに関する研修
を実施する。
・小学校初任者研修（7/29)
・学校人権教育指導者研修(6/19)
・幼稚園等初任者研修(8/28)
・中学校初任者研修(8/5)
・特別支援学校初任者研修(8/2)
・新規採用養護教員研修(5/15)
・高等学校初任者研修(10/19)

男女課・ＤＶ予防セミナーの推進
・若者を対象とした広報啓発の推進
・大学と連携した広報啓発の実施
・学校の主体的な予防教育の促進
・家庭教育に向けた働きかけ

教育庁指導
課

・学校における道徳教育の推進
・道徳の時間の充実

○ ①高等学校を中心に若者のためのＤＶ予防セミナー
を開催する。

1,200

①高校生を対象に若者のためのDV予防セミナーを開催した（34校のべ39
回実施）。

1,200

①高等学校を中心に若者のためのDV予防セミナーを
開催する。

1,200

1,378

健康福祉政
策課

・人権教育の推進
・学校における人権教育の推進

①心の教育推進キャンペーンの実施(道徳の授業公
開、啓発ポスターの作成）

①全校種（幼・小・中・高・特支）２８校による道徳の授業公開を実施した。啓
発ポスターは、県内（千葉市は除く）の全校種の公立学校に配布した。

①心の教育推進キャンペーンの実施(道徳の授業公
開、啓発ポスターの作成）　　　配布先：全校種

997

12,246 16,290①新聞・雑誌等のメディアや、県HPを利用し、また人
権啓発パンフレットを作成して、関係団体に配布する
など、広報・啓発に努める。

①新聞・雑誌等のメディアや、県HPを利用し、また人権啓発パンフレットを作
成して、関係団体に配布するなど、広報・啓発に努めた。

①新聞・雑誌等のメディアや、県HPを利用し、また人権
啓発パンフレットを作成して、関係団体に配布するな
ど、広報・啓発に努める。

16,290

施策の方向 重点
平成２４年度 平成２５年度

施策
担当課



基本目標２　安全で安心できる相談・一時保護体制の充実

基本的な課題１　相談体制の充実

施策の実施予定
当初予算額
（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

施策の実施予定
当初予算
額（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

◇配偶者暴力相談支援センターの機能
強化

②配暴センター連絡会議を開催し、ＤＶ被害者支
援に関する情報提供や助言を行うなど、機能強
化を図る。

0 ②配暴センター連絡会議を開催し、ＤＶ被害者支援に関する情報提
供や助言を行うなど、機能強化を図った。　【２－３にも記載】
　7/12、7/26

0 ②配暴センター連絡会議を開催し、ＤＶ被害者支
援に関する情報提供や助言を行うなど、機能強
化を図る。

0 女サポ

③ＤＶ職務関係者の研修や市町村等への講師派
遣を実施する。

0 ③ＤＶ職務関係者の研修や市町村等への講師派遣を実施した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【２－３にも記載】
　市町村関係　7回、その他関係機関　4回

0 ③ＤＶ職務関係者の研修や市町村等への講師派
遣を実施する。

0 女サポ

④弁護士による法律相談(月2回）、精神科医によ
る心とからだの健康相談(月1回）を実施する。
また、外国籍のDV被害者の相談に対応するた
め、6カ国語による通訳委託を実施する。（英語、
タイ語、タガログ語、中国語、スペイン語、韓国語）

1,210 ④弁護士による法律相談(月2回）、精神科医による心とからだの健
康相談(月1回）を実施した。
　 法律相談76件、心とからだの健康相談8件
外国籍のDV被害者の相談に対応するため、6カ国語による通訳委
託を実施した。
　 通訳：英語1件、タガログ語2件、スペイン語1件、中国語1件

900 ④弁護士による法律相談(月2回）、精神科医によ
る心とからだの健康相談(月1回）を実施する。
また、外国籍のDV被害者の相談に対応するた
め、6カ国語による通訳委託を実施する。（英語、
タイ語、タガログ語、中国語、スペイン語、韓国語）

1210 女サポ

⑤女性のための一般相談及びカウンセリング、法
律相談（月1回）、こころの相談（月1回）を実施す
る。

19,065 ⑤女性のための一般相談（852件）及びカウンセリング（292件）、法
律相談（月1回、35件）、こころの相談（月1回、16件）を実施した。

18,847 20,066 男女センター

男性のための一般相談及びカウンセリングを実施
する。

3,340 また、男性のための一般相談（36件）及びカウンセリング（45件）を実
施した。

3,326

⑥ＤＶ被害者が自分らしい生活を取り戻せるよう
生活の安定に向けた支援講座を実施する。

710 ⑥DV被害者を対象にした自立支援講座を年5回開催した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【３－１にも記載】
　「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

214 ⑥DV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18回開催する。
【前期】
　計8回（講座等5回、グループワーク3回）
【後期】
　計10回（講座等7回、グループワーク3回）

710 男女センター

⑦被害者の状況に応じて必要な情報提供ができ
るよう、各相談員に対し、研修等への積極的な参
加を促す。（内閣府主催の研修等）

0 ⑦内閣府主催の「配偶者からの暴力被害者支援のための官官・官
民連携促進ワークショップ事業」（相談員向けワークショップ）に県内
の配暴センター及び民間支援団体の相談員等１１名が参加した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【２－３、４－１にも記載】

0 ⑦被害者の状況に応じて必要な情報提供ができ
るよう、各相談員に対し、研修等への積極的な参
加を促す。（内閣府主催の研修等）

0 男女課

◇市町村配偶者暴力相談支援センター
の設置促進　≪４－２再掲≫

・市町村配偶者暴力相談支援センター
設置に向けた働きかけ

◇警察による支援の充実

②被害者の心情に配意した相談体制の確立に努
める。

②各警察署の相談部門に女性警察官を配置するなど、ＤＶ被害者
が相談しやすい環境を整えた。

②被害者の心情に配意した相談体制の確立に努
める。

◇苦情処理体制の充実

・苦情処理制度の周知、適切な運用

男女課0 ①市町村応援マニュアルの概要版を活用し、市
町村担当課長、担当者会議等や市町村の個別
訪問において、市町村基本計画及び配暴セン
ター機能整備に向けた働きかけを行う。

0

県警本部

①　110番通報等による速やかな現場臨場、暴力
の制止や加害者への指導警告、被害者への一時
保護や保護命令制度についての情報提供、被害
を自ら防止するための援助等を適切に実施する。

①「千葉県男女共同参画苦情処理委員制度」の
周知を図り、苦情処理を行う。

①リーフレット「千葉県男女共同参画苦情処理委員制度利用のご案
内」により各種会議、研修会等で周知した。
平成２４年度は、苦情の申し出はなかった。

①「千葉県男女共同参画苦情処理委員制度」の
周知を図り、苦情処理を行う。

　　　　987
（ストーカー

予算を含む）

281 0 男女課257

施策
担当課

女サポ①地域配暴センターに所属するＤＶ専門相談員、
婦人相談員等を対象に実務研修を実施する。

0 ①地域配暴センターに所属するＤＶ専門相談員、婦人相談員等を
対象に実務研修を実施した。　 【２－３にも記載】
   電話相談研修：6日間 （6名）
　 来所相談研修：6日間 （6名）
   一時保護研修：1日間 （1名）

0 ①地域配暴センターに所属するＤＶ専門相談員、
婦人相談員等を対象に実務研修を実施する。

0

⑤女性のための一般相談及びカウンセリング、法
律相談（月1回）、こころの相談（月1回）を実施す
る。　また、男性のための一般相談及びカウンセリ
ングを実施する。

・相談・通報への迅速かつ適切な対応
・援助の申出に対する適切な対応
・相談しやすい環境の整備

施策の方向 重点

平成２４年度 平成２５年度

・女性サポートセンターの中核的機能の
強化　≪２－３再掲≫
・情報提供の充実
・多様なケースに応じた相談の対応
・外国人・高齢者等への配慮
・生活の安定に向けた支援講座の実施
　　　　　　　　　　　　　　≪３－１再掲≫

①各市町村に対し、配暴センターの設置や、庁内
の調整機能の充実に向けた取組が図られよう情
報提供を行うとともに、センター設置・運営マニュ
アルの作成について検討する。

0 ①市町村基本計画策定編、配暴センター機能整備編及び関係機
関との連携を促進するネットワーク編等からなる「市町村応援マニュ
アル」を配布するとともに、会議等の説明用として概要版を作成し
た。　また、７市への個別訪問等による働きかけを行った。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【４－２にも記載】

①110番通報等による速やかな現場臨場、暴力の
制止や加害者への指導警告、被害者への一時保
護や保護命令制度についての情報提供、被害を
自ら防止するための援助等を適切に実施する。

　　　　　589
（ストーカー

予算を含む）

①１１０番等の通報時には速やかに臨場し、暴力の防止や加害者へ
の警告、被害者の一時保護支援、各種制度教示を実施し、被害者
から申出があった場合には必要に応じた援助を実施した。

　　　　583
（ストーカー

予算を含む）



基本目標２　安全で安心できる相談・一時保護体制の充実

基本的な課題２　安全確保と一時保護体制の充実

施策の実施予定
当初予算額
（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

施策の実施予定
当初予算
額（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

◇緊急時における安全の確保
　　　　　　　　　　　≪4―２再掲≫

②地域別に市町村や警察等関係機関との会議を
開催し、連携体制の強化を図る。

345 ②地域別にＤＶ被害者支援連絡会議を４地域で開催し、被害者の
安全確保のための役割分担等の確認を行い、連携体制の強化を
図った。【４－１、４－２にも記載】
　(2/19、22(2地域)、28）

120 ②地域別に市町村や警察等関係機関との会議を
開催し、連携体制の強化を図る。

345 女サポ

◇一人ひとりのケースに応じた保護体
制の充実

①DV被害者の状況に応じた適切な一時保護を
実施する。

19,179 ①DV被害者の状況に応じた適切な一時保護を実施した。
　(保護件数　130件)

15,737 ①DV被害者の状況に応じた適切な一時保護を
実施する。

18,979 女サポ

②内科小児科、精神科嘱託医による健康相談、
看護師によるケアを実施し、また心理学的個人カ
ウンセリング及びグループカウンセリングの充実を
図る。

0 ②内科小児科、精神科嘱託医による健康相談、看護師によるケアを
実施し、また一人ひとりの状況に応じてきめ細やかな心理学的カウ
ンセリングを実施した。

0 ②内科小児科、精神科嘱託医による健康相談、
看護師によるケアを実施し、また心理学的個人カ
ウンセリング及びグループカウンセリングの充実を
図る。

0 女サポ

③入所中は、DV被害者一人ひとりの状況に応じ
て、医療機関や裁判所への同行支援を実施す
る。

0 ③入所中は、DV被害者一人ひとりの状況に応じて、医療機関や裁
判所への同行支援を実施した。

0 ③入所中は、DV被害者一人ひとりの状況に応じ
て、医療機関や裁判所への同行支援を実施す
る。

0 女サポ

④ＤＶ被害者の様々な状況や安全確保に対応す
るために、社会福祉施設や民間シェルター等と一
時保護委託契約を結び、必要に応じた一時保護
委託が行えるよう、連携強化を図る。

5,200 ④ＤＶ被害者の様々な状況や安全確保に対応するために、社会福
祉施設や民間シェルター等と一時保護委託契約を結び、必要に応
じた一時保護委託が行えるよう、連携強化を図った。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【4－1にも記載】

5753 ④ＤＶ被害者の様々な状況や安全確保に対応す
るために、社会福祉施設や民間シェルター等と一
時保護委託契約を結び、必要に応じた一時保護
委託が行えるよう、連携強化を図る。

10,637 女サポ

⑤外国人に対して、必要に応じて、委託による通
訳で対応するとともに、関係機関と連携して、支援
の充実を図る。

252 ⑤外国人に対して、必要に応じて、委託による通訳で対応するととも
に、関係機関と連携して、支援の充実を図った。
　通訳：英語1件、タガログ語2件、スペイン語1件、中国語1件

101 ⑤外国人に対して、必要に応じて、委託による通
訳で対応するとともに、関係機関と連携して、支援
の充実を図る。

252 女サポ

◇同伴児への支援の充実 0

②保育士や学習指導員と連携しながら、心理判
定員によるカウンセリングを実施するなど、同伴児
の心理的ケアの充実を図る。

0 ②保育士や学習指導員と連携しながら、心理判定員によるカウンセ
リングを実施するなど、同伴児の心理的ケアの充実を図った。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【３－２にも記載】

0 ②保育士や学習指導員と連携しながら、心理判
定員によるカウンセリングを実施するなど、同伴児
の心理的ケアの充実を図る。

0 女サポ

◇安全確保のための取組 0 0 0 男女課

・安全確保のための関係機関との連携
・保護命令に対する対応強化
・危機管理体制の充実

②保護命令を申し立てた被害者に危害を防止す
るための留意事項等を教示するほか、加害者へ
の命令遵守の指導、違反行為時の速やかな検挙
に努める。

0 ②避難等が必要な被害者については市町村等と連携の上、一時保
護対策を講じた。
・警察における各種援助や保護命令制度を教示し、保護命令が発
令時、被害者には防犯指導、加害者には指導・認識確認を実施し
た。
・保護命令違反行為のみならず、傷害や暴行等についても積極的
に事件化し、被害者の保護を図った。
・被害者が避難した際、避難先を管轄する警察署（又は県警本部）
に引継をし、継続した保護対策を図った。

0 ②保護命令を申し立てた被害者に危害を防止す
るための留意事項等を教示するほか、加害者へ
の命令遵守の指導、違反行為時の速やかな検挙
に努める。
・　避難先警察署への引継や情報提供等、必要
に応じた保護対策に努める。

0 警察本部

③危機管理体制を強化するため、危機管理マ
ニュアルに基づき、日常的な対応を含め、防災及
び不審者侵入を想定した訓練を実施する。

5,683 ③危機管理体制を強化するため、危機管理マニュアルに基づき、日
常的な対応を含め、防災及び不審者侵入を想定した訓練を実施し
た。

4,039 ③危機管理体制を強化するため、危機管理マ
ニュアルに基づき、日常的な対応を含め、防災及
び不審者侵入を想定した訓練を実施する。

5,672 女サポ

0 男女課①地域の実情に合わせた支援体制の強化や市
町村で行っている緊急避難支援の活用が図られ
るよう、市町村に対し働きかけを行う。

①市町村担当課長会議、県内を4地域に分けての地域別市町村Ｄ
Ｖ対策担当課長及び担当者会議を開催するとともに、ＤＶ案件の比
較的少ない安房地域において担当者連絡会議を開催した。会議で
は、先進的な取組の紹介や事例検討、情報交換を行うなど市町村と
の連携強化を図るとともに、被害者支援の円滑化に向けた一時保護
の際の手順などを確認した。　　【４－２にも記載】
なお、ネットワークの構築を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。

①市町村を対象とした会議等において、支援体
制の強化や支援施策の拡充について働きかけ
る。・緊急時における移送手段、避難場所の

確保

①被害者の安全確保のため、警察に必要な情報
提供をするとともに裁判所に対しては、保護命令
の迅速な処理や調停時における被害者への配慮
について引き続き働きかけていく。

①被害者の安全確保のため、警察に必要な情報提供をするととも
に、裁判所担当者出席の会議の席で保護命令の迅速な処理や調
停時における被害者への配慮に関する意見交換を行った。
　家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議
　　　12/18　33機関参加

①被害者の安全確保のため、警察に必要な情報
提供をするとともに裁判所に対しては、保護命令
の迅速な処理や調停時における被害者への配慮
について引き続き働きかけていく。

①保育士が集団保育や個別保育を実施するとと
もに、養育相談に対応し、また、教員資格を有す
る学習指導員が学齢児の学習指導や学習相談を
実施するなど、保育・教育体制の充実を図る。

①保育士が集団保育や個別保育を実施するとともに、養育相談に
対応し、また、教員資格を有する学習指導員が学齢児の学習指導
や学習相談を実施するなど、保育・教育体制の充実を図った。

①保育士が集団保育や個別保育を実施するとと
もに、養育相談に対応し、また、教員資格を有す
る学習指導員が学齢児の学習指導や学習相談を
実施するなど、保育・教育体制の充実を図る。

・多様なケースに応じた一時保護
・医学的ケア・心理学的ケアの充実
・ケースワーカーによる同行支援の実施
・一時保護委託先との連携の強化
・外国人への配慮

・保育・教育体制の充実
・心理的ケアの充実

0 0

施策の方向 重点

平成２４年度 平成２５年度
施策
担当課

00 女サポ



基本目標２　安全で安心できる相談・一時保護体制の充実

基本的な課題３　職務関係者の資質向上

施策の実施予定
当初予算額
（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

施策の実施予定
当初予算
額（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

◇ＤＶ職務関係者研修等の充実 360 187 328 男女課

②ＤＶ被害者生活再建支援サポーター研修を実
施する。

1,620
の一部

②ＤＶ被害者生活再建支援サポーター研修を２回実施した。
　　9/20  22名参加　　3/4    24名参加

731
の一部

②ＤＶ被害者生活再建支援サポーター研修を実
施する。

1,241
の一部

男女課

配暴センターに所属するＤＶ専門相談員等に対し、男性相談対応
のための勉強会を実施した。　【後段にも記載】
　10/16　24名参加

0 ③配暴センターに所属するＤＶ専門相談員を対
象に勉強会を実施する。

0 男女課

③地域配暴センターに所属するＤＶ専門相談員、
婦人相談員等を対象に実務研修を実施する。

0 ③地域配暴センターに所属するDV専門相談員、婦人相談員等を対
象に実務研修を実施した。　 【２－１、後段にも記載】
   電話相談研修：6日間 （6名）
　 来所相談研修：6日間 （6名）
   一時保護研修：1日間 （1名）

0 ④地域配暴センターに所属するＤＶ専門相談員、
婦人相談員等を対象に実務研修を実施する。

0 女サポ

④ＤＶ職務関係者の研修や市町村等への講師派
遣を実施する。

0 ④ＤＶ職務関係者の研修や市町村等への講師派遣を実施した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【２－１、後段にも記載】
　市町村関係　7回、その他関係機関　4回

0 ⑤ＤＶ職務関係者の研修や市町村等への講師派
遣を実施する。

0 女サポ

⑤市町村が開催する職員を対象とした研修に男
女共同参画課の職員を講師として派遣する。

0 ⑤男女共同参画講師派遣事業において、市町村職員を対象にＤＶ
に係る研修講師を派遣した。　【４－２にも記載】
 　4/27 香取広域市町村圏事務組合　新採職員対象25名参加
　 7/20 君津郡市広域市町村圏事務組合　中級職員対象82名参加

0 ⑤市町村が開催する職員を対象とした研修に男
女共同参画課の職員を講師として派遣する。

0 男女課

⑥被害者の状況に応じて必要な情報提供ができ
るよう、各相談員に対し、研修等への積極的な参
加を促す。（内閣府主催の研修等）

0 ⑥内閣府主催の「配偶者からの暴力被害者支援のための官官・官
民連携促進ワークショップ事業」（相談員向けワークショップ）に県内
の配暴センター及び民間支援団体の相談員等１１名が参加した。
【２－１、４－１にも記載】

0 ⑦被害者の状況に応じて必要な情報提供ができ
るよう、各相談員に対し、研修等への積極的な参
加を促す。（内閣府主催の研修等）

0 男女課

◇専門性の向上に向けた取組

・女性サポートセンターの中核的機能の
強化≪２－１再掲≫
・男性相談対応のための勉強会等の実
施

②配暴センター連絡会議を開催し、ＤＶ被害者支
援に関する情報提供や助言を行うなど、機能強
化を図る。

0 ②配暴センター連絡会議を開催し、ＤＶ被害者支援に関する情報提
供や助言を行うなど、機能強化を図った。 【２－１にも記載】
　7/12、7/26

0 ②配暴センター連絡会議を開催し、ＤＶ被害者支
援に関する情報提供や助言を行うなど、機能強
化を図る。

0 女サポ

③ＤＶ職務関係者の研修や市町村等への講師派
遣を実施する。

0 ③ＤＶ職務関係者の研修や市町村等への講師派遣を実施した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【２－１、上段にも記載】
　市町村関係　7回、その他関係機関　4回

0 ③ＤＶ職務関係者の研修や市町村等への講師派
遣を実施する。

0 女サポ

④配暴センターに所属するDV専門相談員に対
し、男性相談対応のための勉強会を実施する。

0 ④配暴センターに所属するDV専門相談員等に対し、男性相談対応
のための勉強会を実施した。　　【上段にも記載】
　10/16、24名参加

0 男女課

◇相談員等のための心身のセルフケア 430

②職員向けのこころの相談室を活用するなど、相
談員のための心身のセルフケアに配慮する。

0 ②ＤＶ関係機関対応マニュアルⅡ「ＤＶ被害者への具体的な対応と
支援する側のセルフケア」を相談員等に適宜配布した。また、相談
員等から相談があったときは、「こころの相談室」の活用を含め、相談
員の健康やプライバシーに配慮するよう努めた。

0 ②職員向けのこころの相談室を活用するなど、相
談員のための心身のセルフケアに配慮する。

0 男女課

①連携する関係機関の相談員等の資質の向上を
図るため、相談事例の対応方法について外部の
専門家からの助言・指導を受けるスーパービジョ
ンを実施する。

①外部の専門家を招き、スーパービジョンを年10回実施した（月1
回・5月～翌2月の第3水曜日）
　参加者数延べ163名　（男性0名、女性163名）

①外部の専門家を招き、スーパービジョンを年10
回実施する（月1回・5月～翌2月の第3水曜日）

・スーパービジョンの実施
・セルフケアのための環境づくり

施策
担当課

①ＤＶ・児童虐待職務関係者研修を実施する。
（基本・応用・経験者）

①市町村、県及び関係機関職員を対象としたＤＶ・児童虐待職務関
係者研修を実施した。　　【３－２にも記載】
　　新任職員研修（基本）　　4/23,5/7　 154名参加
　　新任職員研修（応用）　　6/29,7/5　 123名参加
　　担当職員研修（経験者） 9/28       　 109名参加

①市町村、県及び関係機関職員を対象としたＤ
Ｖ・児童虐待職務関係者研修を実施する。（基
本・応用・経験者）

①地域配暴センターに所属するＤＶ専門相談員、
婦人相談員等を対象に実務研修を実施する。

①地域配暴センターに所属するＤＶ専門相談員、婦人相談員等を
対象に実務研修を実施した。　  【２－１、上段にも記載】
   電話相談研修：6日間 （6名）
　 来所相談研修：6日間 （6名）
   一時保護研修：1日間 （1名）

①地域配暴センターに所属するＤＶ専門相談員、
婦人相談員等を対象に実務研修を実施する。

施策の方向 重点

平成２４年度 平成２５年度

・ＤＶ職務関係者研修の充実
・市町村、関係機関への講師派遣
・ＤＶ被害者本人の参画による研修の実
施
・国で主催する研修への参加
　　　　　　　　　　　　　　≪４－１再掲≫

0 女サポ0 0

415 430 男女センター



基本目標３　被害者の視点に立った生活再建支援

基本的な課題１　ＤＶ被害者の生活再建支援の推進

施策の実施予定
当初予算額
（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

施策の実施予定
当初予算
額（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

◇総合的な支援体制の整備 0 0 0

・生活再建につなげる支援
・司法手続きに関する支援

②配暴センターでは、必要に応じて被害者に対
し、保護命令や離婚調停などの法的支援につい
ての情報提供を行う。

0 ②配暴センターにおいて、被害者の意向に基づき、必要に応じて保
護命令や離婚調停などの法的支援についての情報提供を行った。

0 ②配暴センターにおいて、被害者の意向に基づ
き、必要に応じて保護命令や離婚調停などの法
的支援についての情報提供を行う。

0 男女センター
女サポ
各健康福祉
センター

◇地域でのサポート体制の整備
　　　　　　　　　　　　≪４－２再掲≫

②ＤＶ被害者支援が円滑に進むよう、既存のネッ
トワーク会議など地域の社会資源を活用するよう
情報提供を行う。

0 ②ＤＶ被害者支援が円滑に進むよう、既存のネットワーク会議など地
域の社会資源を活用するよう地域別ＤＶ被害者支援連絡会議（4地
域で開催）や地域別市町村ＤＶ対策担当課長及び担当者会議（4地
域で開催）等において情報提供を行った。　【４－２にも記載】

0 ②市町村応援マニュアルを活用し、既存のネット
ワーク会議など地域の社会資源も活用してＤＶ被
害者支援を円滑に進めるための体制整備を働き
かける。

0 男女課
女サポ

◇ＤＶ被害者の生活の安定に向けた支
援の充実

②ＤＶ被害者等が自分らしい生活を取り戻せるよ
う生活の安定に向けた支援講座を実施する。

710 ②DV被害者等を対象にした自立支援講座を年5回開催した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　【２－１、後段にも記載】
　「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

214 ②DV被害者等を対象にした自立支援講座を前
期・後期あわせて計18回開催する。
【前期】
　計8回（講座等5回、グループワーク3回）
【後期】
　計10回（講座等7回、グループワーク3回）

710 男女センター

③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。

0 ③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、必要に応じて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。

0 ③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。

0 男女センター
女サポ
各健康福祉
センター

④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。

0 ④ＤＶ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。

0 ④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。

0 男女課

◇住宅の確保

②各市町村の実情に応じて、優先入居の取扱い
を促進するよう働きかける。

0 ②ＤＶ関係機関対応マニュアルⅠで、県や各市町村が独自に実施
している公営住宅の入居状況緩和など、｢被害者の自立に向けた助
成制度や取り組み」を紹介し、その掲載内容を毎年更新することで、
他自治体の取組みを参考にしてもらうよう働きかけた。

0 ②各市町村の実情に応じて、優先入居の取扱い
を促進するよう働きかける。

0 男女課

・住宅の確保

・地域でのサポート体制の整備
・地域におけるネットワーク会議の活用

・生活再建支援事業等の充実
・生活の安定に向けた支援講座の実施
≪２－１再掲≫
・福祉制度等の活用
・住民基本台帳の閲覧制限
・健康保険の加入
・福祉制度等の活用
・住民基本台帳の閲覧制限
・健康保険の加入

男女課

0

男女課1,241

住宅課

施策
担当課

①ＤＶ被害者の生活再建に向け、本人の意思や
状況に応じた情報を提供し、市町村や関係機関
に繋げていく。

○

①市町村に対し、窓口の一元化や、庁内ネット
ワーク会議の設置、児童虐待防止ネットワーク等
との連携を働きかける。

0 ①市町村を対象とした会議等で関係機関が連携した被害者支援の
重要性について説明した。また、ネットワークの構築を働きかけるた
めの市町村応援マニュアルを作成・配布した。　【４－２にも記載】

①ＤＶ被害者生活再建支援事業について、民間
支援団体に委託する。なお、サポーター研修は
県が直営で行う。

731①ＤＶ被害者生活再建支援事業及び生活再建支援サポーターに対
する研修を民間支援団体に委託して実施した。　【４－１にも記載】
　　コーディネート業務　5件、同行支援　6回、サポーター研修2回

①ＤＶ被害者生活再建支援事業を、民間支援団
体に委託して実施するとともに、生活再建支援サ
ポーターに対する研修も併せて委託する。

1,620

施策の方向 重点
平成２４年度 平成２５年度

①相談及び一時保護事業において、ＤＶ被害者の生活再建に向
け、本人の意思や状況に応じた情報を提供し、市町村や関係機関
に繋げていった。また、必要に応じて被害者に対し、保護命令や離
婚調停などの法的支援についての情報提供を行った。

①ＤＶ被害者の生活再建に向け、本人の意思や
状況に応じた情報を提供し、市町村や関係機関
に繋げていく。

男女センター
女サポ
各健康福祉
センター

0 ①市町村を対象とした会議等において、市町村
応援マニュアルを活用し、窓口の一元化や、庁内
ネットワーク会議の設置等を働きかける。

0

①単身のＤＶ被害者を含め、抽選の際、当選確
率を引き上げる措置を実施する。

0 ①単身のDV被害者を含め、抽選の際、当選確率を引き上げる優遇
措置を実施した。

0 ①単身のＤＶ被害者を含め、抽選の際、当選確
率を引き上げる優遇措置を実施する。



基本目標３　被害者の視点に立った生活再建支援

基本的な課題１　ＤＶ被害者の生活再建支援の推進

施策の実施予定
当初予算額
（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

施策の実施予定
当初予算
額（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

◇就労の支援

・職業訓練及び各種セミナーの実施

②（仮称）千葉県生活・就業支援センターにおい
て、子育て中の女性を対象とした就労や生活に
関する相談を実施するとともに、市町村等と共催
で再就職に向けたセミナー等を開催する。
また、県男女センターで定期的に出張セミナーを
実施する。

42,966
の一部

②「千葉県ジョブサポートセンター」において、子育て中の女性を対
象とした就労や生活に関する相談を実施するとともに、市町村等と
共催で女性向け再就職セミナーを開催した（14市において計23回
実施、参加者196名）。
また、県男女センターで定期的に出張セミナーを実施した（14回開
催、参加者201名）。

52,253
の一部

②「千葉県ジョブサポートセンター」において、子
育て中の女性を対象とした就労や生活に関する
相談を実施するとともに、市町村等と共催で再就
職に向けたセミナー等を開催する。
また、県男女センターで定期的に出張セミナーを
実施する。

42,687
の一部

雇用労働課

③母子家庭の母等の職業訓練
ＤＶ被害者を含めた母子家庭の母等の職業的自
立を図るための職業訓練を実施。訓練期間中は
無料の託児サービスを行う。
　訓練期間：5日間の準備講習と3ヶ月間
　受講料：無料
　内容：2コース　10月開講予定（コース名未定）
　定員：32名

26,115 ③母子家庭の母等の職業訓練
　10月開講1コースを実施
　「パソコン経理科」受講者9名

4,265 25年度からは離職者等再就職訓練事業中の1
コースとして実施されることになったため、　実施
予定なし。

0 産業人材課

④母子家庭等就業・自立支援センター事業
ＤＶ被害者を含めた母子家庭の母に対し、就業
相談の実施、就業支援講習会の実施、就業情報
提供等一貫した就業支援サービスを提供。
（就労支援講習会）
　 パソコン講習会　2コース　定員10名
　 ホームヘルパー2級講習会　2コース　定員20
名
　 医療事務講習会　2コース　定員20名
　 調理師講習会　　1コース　定員20名
（就業相談・就労情報提供）　常時

13,600 ④母子家庭等就業・自立支援センター事業
（就労支援講習会）
　 パソコン講習会　2コース　19名
　 ホームヘルパー2級講習会　2コース　48名
　 医療事務講習会　1コース　11名
（就業相談・就労情報提供）　常時

11,633 ③母子家庭等就業・自立支援センター事業
　DV被害者を含めた母子家庭の母に対し、就業
相談の実施、就業支援講習会の実施、就業情報
提供等一貫した就業支援サービスを提供。
（就労支援講習会）
　 パソコン講習会　2コース　定員12名
　 ホームヘルパー2級講習会　2コース　定員24
名
　 医療事務講習会　2コース　定員24名
（就業相談・就労情報提供）　常時

15,556 児童家庭課

⑤配暴センターにおいて、被害者に対し、関係機
関との連携によりハローワークやマザーズハロー
ワークを有効に活用できるよう情報提供を行う。

0 ⑤相談事業において、被害者に対し、関係機関との連携によりハ
ローワークやマザーズハローワークを有効に活用できるよう情報提供
を行った。

0 ④配暴センターにおいて、被害者に対し、関係機
関との連携によりハローワークやマザーズハロー
ワークを有効に活用できるよう情報提供を行う。

0 男女センター
女サポ
各健康福祉
センター

◇精神的なケアの充実 0 0 0 女サポ

②ＤＶ被害者等が自分らしい生活を取り戻せるよ
う生活の安定に向けた支援講座を実施する。

710 ②DV被害者等を対象にした自立支援講座を年5回開催した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【２－１、上段にも記載】
　「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

214 ②DV被害者等を対象にした自立支援講座を前
期・後期あわせて計18回開催する。
【前期】
　計8回（講座等5回、グループワーク3回）
【後期】
　計10回（講座等7回、グループワーク3回）

710 男女センター

・カウンセリングの充実
・生活の安定に向けた支援講座の実施
≪２－１再掲≫

0

①一時保護所退所後も、DV被害者の希望によ
り、継続してカウンセリングを実施するなど、退所
後の心理的ケアの充実を図る。

①一時保護所を退所したDV被害者が継続してカウンセリングを受け
やすいよう、情報提供を行った。

①一時保護所を退所したDV被害者が継続してカ
ウンセリングを受けやすいよう、より効果的な方法
で取り組んでいく。

①内職求人事業所から依頼を受け、内職求人情
報を県ホームページに掲載し、求職者に情報を
提供している。また、インターネットが利用出来ず
に電話による問合せがあった場合も随時同様の
求人情報を紹介する。
なお、県が内職求人情報を提供していることにつ
いて、ハローワークにおいても、紹介してもらうよう
千葉労働局に依頼し、本情報の周知に努めてい
く。

0 ①新規内職求人提供件数は14件であった。また、電話による問い合
わせは1259件、うちハローワークで周知された方も多数あった。

0 ①内職求人事業所から依頼を受け、内職求人情
報を県ホームページに掲載し、求職者に情報を
提供する。電話による問合せがあった場合も随時
同様の求人情報を紹介する。
また、県が内職求人情報を提供していることにつ
いて、ハローワークにおいても、紹介してもらうよう
千葉労働局に依頼し、本情報の周知に更に努め
ていく。

施策
担当課

施策の方向 重点

雇用労働課

平成２４年度 平成２５年度



基本目標３　被害者の視点に立った生活再建支援

基本的な課題２　子どもに対するケア体制の充実

施策の実施予定
当初予算額
（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

施策の実施予定
当初予算
額（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

◇子どもの就学等への支援

②学校等に対して、学区を越えた転校に対して、
弾力的に受け入れるよう働きかける。また、通学が
困難な子どもへの学習支援に取り組む。

0 ②市町村教育委員会に対して、学区を超えた転校についてできる
限り便宜を図り、弾力的に受け入れるよう働きかけた。

0 ②市町村教育委員会に対して、学区を超えた転
校についてできる限り便宜を図り、弾力的に受け
入れるよう働きかける。

0 教育庁
教職員課

③市町村に対し、DV被害者の同伴する児童の保
育所への優先入所について、働きかけを行う。

0 ③市町村に対し、DV被害者の同伴する児童の保育所への優先入
所について、働きかけを行った。

0 ③市町村に対し、DV被害者の同伴する児童の保
育所への優先入所について、働きかけを行う。

0 児童家庭課

◇子どもの精神的なケア

②一時保護所退所後も支援が円滑に受けられる
よう、被害者本人の了承を得たうえで、市町村を
通じて退所地域を管轄する児童相談所等の関係
機関への情報提供を行う。

0 ②一時保護所退所後も支援が円滑に受けられるよう、被害者本人の
了承を得たうえで、市町村を通じて退所地域を管轄する児童相談所
等の関係機関への情報提供を行った。

0 ②一時保護所退所後も支援が円滑に受けられる
よう、被害者本人の了承を得たうえで、市町村を
通じて退所地域を管轄する児童相談所等の関係
機関への情報提供を行う。

0 女サポ

③民間児童福祉施設入所児童への訪問カウンセ
リングを実施する。（児童養護施設３ヶ所）

③民間児童福祉施設入所児童への訪問カウンセリングを実施した。
（児童養護施設３ヶ所）

③民間児童福祉施設入所児童への訪問カウンセ
リングを実施する。（児童養護施設３ヶ所）

④被虐待児童（「心的外傷体験」を有している児
童）や虐待を行った保護者への心理的ケア、育児
指導を実施する。

④被虐待児童（「心的外傷体験」を有している児童）や虐待を行った
保護者への心理的ケア、育児指導を実施した。

④被虐待児童（「心的外傷体験」を有している児
童）や虐待を行った保護者への心理的ケア、育児
指導を実施する。

⑤児童虐待を行う保護者への指導を効果的に行
うため、児童福祉司・児童心理司等による指導に
加え、精神科等の医師の協力を得て、保護者の
抱える心の問題へのカウンセリング、指導を実施
する。

⑤児童虐待を行う保護者への指導を効果的に行うため、児童福祉
司・児童心理司等による指導に加え、精神科等の医師の協力を得
て、保護者の抱える心の問題へのカウンセリング、指導を実施した。

⑤児童虐待を行う保護者への指導を効果的に行
うため、児童福祉司・児童心理司等による指導に
加え、精神科等の医師の協力を得て、保護者の
抱える心の問題へのカウンセリング、指導を実施
する。

◇子どもの安全を確保する支援体制の
整備

②学校職員等に対するＤＶ・子ども虐待対応研修
を実施する。（8/2,8/24）

60 ②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。【１－２にも記載】
　　（8/2･24、参加者数：107名）
また県男女センターでは、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。【１－２にも記載】
　　（8/29、参加者数：20名）

60 ②学校職員等に対するＤＶ・子ども虐待対応研修
を実施する。（8/16,8/26）

60 男女課

③警察と児童相談所等の連携を強化し、保護措
置等の万全を図る。
市町村や教育委員会等とＤＶに係る情報を共有
し、ＤＶ被害者の同伴する児童の早期把握に努
め、二次被害の防止を図る。

0 ③児童福祉機関（児童相談所、児童福祉部局）との連携を図るた
め、平成２４年４月１日から児童家庭課に警視１名、千葉県中央児童
相談所に警部１名を派遣すると共に、警察官ＯＢを児童相談所に配
属することにより、福祉機関との連携を強化した。

③警察と児童相談所等の連携を強化し、保護措
置等の万全を図る。
　市町村や教育委員会等とのＤＶに係る情報を共
有し、ＤＶ被害者の同伴する児童の早期把握に
努め、二次被害の防止を図る。

0 警察本部

④市町村要保護児童対策地域協議会（ネットワー
ク）の機能強化及び協議会への移行を支援する
ために、市町村に専門的人材を派遣するととも
に、市町村・関係機関職員支援のための研修等
を実施する。
・市町村児童虐待防止ネットワーク機能強化事業
・市町村母子保健担当者研修
・市町村等児童虐待相談職員研修
・児童虐待防止対策担当管理職研修
・児童虐待対応地域リーダー養成研修
・関係機関研修

3,138 ④市町村要保護児童対策地域協議会（ネットワーク）の機能強化及
び協議会への移行を支援するために、市町村に専門的人材を派遣
するとともに、市町村・関係機関職員支援のための研修等を実施し
た。
・市町村児童虐待防止ネットワーク機能強化事業（14回）
・市町村母子保健担当者研修（Ⅰ部9/10,50名　Ⅱ部10/25・11/5・
11/7,48名　Ⅲ部11/26,47名　Ⅳ部2/14,47名）
・市町村等児童虐待相談職員研修（新任研修4/23・5/7・6/29・
7/5,277名）（担当職員研修9/28,109名）
・児童虐待防止対策担当管理職研修(5/29,88名)
・児童虐待対応地域リーダー養成研修(18回,414名）
・関係機関研修(7/9・8/4・8/24・2/15,246名)

1,868 ④市町村要保護児童対策地域協議会（ネットワー
ク）の機能強化及び協議会への移行を支援する
ために、市町村に専門的人材を派遣するととも
に、市町村・関係機関職員支援のための研修等
を実施する。
・市町村児童虐待防止ネットワーク機能強化事業
・市町村母子保健担当者研修
・市町村等児童虐待相談職員研修
・児童虐待防止対策担当管理職研修
・児童虐待対応地域リーダー養成研修
・関係機関研修

2,929 児童家庭課

⑤ＤＶ・児童虐待職務関係者研修を実施する。
（基本・応用・経験者）

361 ⑤市町村、県及び関係機関職員を対象としたＤＶ・児童虐待職務関
係者研修を実施した。　　【２－３にも記載】
　　新任職員研修（基本）　　4/23,5/7　 154名参加
　　新任職員研修（応用）　　6/29,7/5　 123名参加
　　担当職員研修（経験者） 9/28       　 109名参加

186 ⑤市町村、県及び関係機関職員を対象としたＤ
Ｖ・児童虐待職務関係者研修を実施する。（基
本・応用・経験者）

361 男女課

・警察との連携による安全確保
・教員等への研修
・市町村職員への研修

施策
担当課

①教職員への児童虐待及びDVに関する情報提
供を行う。

①各教育事務所及び市町村教育委員会の人権教育担当者を対象
とした研究協議会を実施し、児童虐待やDVに関する講師を依頼し
て研修を実施した。また、各教育事務所主催の研修会を実施して各
学校への情報提供を行った。

①教職員への児童虐待及びDVに関する情報提
供を行う。

児童家庭課

施策の方向 重点

平成２４年度 平成２５年度

・子どもの精神的なケア
・民間児童福祉施設入所児童への訪問
カウンセリング

20,04420,075 14,344

①一時保護所入所者の同伴児童に対して、保育
士や学習指導員と連携しながら、心理判定員によ
るカウンセリングを実施するなど、心理的ケアの充
実を図る。

教育庁
教育総務課

①一時保護所入所者の同伴児童に対して、保育士や学習指導員と
連携しながら、心理判定員によるカウンセリングを実施するなど、心
理的ケアの充実を図った。　【２‐３にも掲載】

①一時保護所入所者の同伴児童に対して、保育
士や学習指導員と連携しながら、心理判定員によ
るカウンセリングを実施するなど、心理的ケアの充
実を図る。

・転校手続き等の弾力化及び学習支援
・保育所への優先入所

①学校と児童相談所、児童自立支援施設の人事
交流を実施する。

①児童相談所に9名、生実学校（児童自立支援施設）に8名、合計
17名の人事交流を行った。派遣者は、学校における様々な経験を
指導に生かし支援することができた。

①学校と児童相談所、児童自立支援施設の人事
交流を実施する。

0 0 0

00

00

0

0

教育庁指導
課

女サポ



基本目標４　被害者支援のための連携体制の整備

基本的な課題１　関係機関との連携強化

施策の実施予定
当初予算額
（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

施策の実施予定
当初予算
額（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

◇県内におけるネットワークの強化

②家庭等における暴力対策ネットワーク会議を開
催し、関係機関との連携強化を図る。

0 ②家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議を開催し、
関係機関との連携強化を図った。
(12/18 ３３所属、３９名)

0 ②家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連
絡会議を開催し、関係機関との連携強化を図る。

0 男女課

◇国及び他の都道府県との連携の推
進

②15都道府県婦人保護主管課長及び婦人相談
所長会議により、内閣府、厚生労働省、法務省に
対し、国のＤＶ被害者支援対策等に係る要望を行
う。

0 ②熊本県が加わった16都道府県婦人保護主管課長及び婦人相談
所長会議（事務局：東京都）により、内閣府及び厚生労働省に対し、
国のＤＶ被害者支援対策等に係る要望を行った。

0 ②16都道府県婦人保護主管課長及び婦人相談
所長会議により、内閣府、厚生労働省、法務省に
対し、国のＤＶ被害者支援対策等に係る要望を行
う。

0 男女課

③被害者の状況に応じて必要な情報提供ができ
るよう、各相談員に対し、研修等への積極的な参
加を促す。（内閣府主催の研修等）

0 ③内閣府主催の「配偶者からの暴力被害者支援のための官官・官
民連携促進ワークショップ事業」（相談員向けワークショップ）に県内
の配暴センター及び民間支援団体の相談員等１１名が参加した。
【２－１、２－３にも記載】

0 ③被害者の状況に応じて必要な情報提供ができ
るよう、各相談員に対し、研修等への積極的な参
加を促す。（内閣府主催の研修等）

0 男女課

◇民間支援団体との連携・協働

②ＤＶ被害者生活再建支援事業を、民間支援団
体に委託して実施するとともに、生活再建支援サ
ポーターに対する研修も併せて委託する。

1,620 ②ＤＶ被害者生活再建支援事業及び生活再建支援サポーターに対
する研修を民間支援団体に委託して実施した。　【3－1にも記載】
　　コーディネート業務　5件、同行支援　6回、サポーター研修2回

731 ②ＤＶ被害者生活再建支援事業について、民間
支援団体に委託する。なお、サポーター研修は
県が直営で行う。

1,241 男女課

③DV被害者の様々な状況や安全確保に対応す
るために、社会福祉施設や民間シェルター等と一
時保護委託契約を結び、必要に応じた一時保護
委託が行えるよう、連携強化を図る。

5,200 ③DV被害者の様々な状況や安全確保に対応するために、社会福
祉施設や民間シェルター等と一時保護委託契約を結び、必要に応
じた一時保護委託が行えるよう、連携強化を図った。

5,753 ③DV被害者の様々な状況や安全確保に対応す
るために、社会福祉施設や民間シェルター等と一
時保護委託契約を結び、必要に応じた一時保護
委託が行えるよう、連携強化を図る。

10,637 女サポ

男女課

女サポ

女サポ

0

00

120 345

・ＤＶ被害者支援活動団体連絡会議の
開催
・協働によるきめ細かい支援
・民間支援団体の育成、支援

・女性サポートセンターを中心とした連携
体制の強化
・暴力対策ネットワーク会議、事例検討
会等の開催

①全国知事会における広域連携についての申し
合わせが円滑に実施できるよう、必要な情報の共
有や被害者の移送等、県域を超えた連携に努め
る。

①全国知事会における広域連携についての申し合わせを踏まえ、
被害者の移送等、県域を超えた連携に努めた。

①全国知事会における広域連携についての申し
合わせが円滑に実施できるよう、必要な情報の共
有や被害者の移送等、県域を超えた連携に努め
る。

・県外への円滑な移送・受入に向けた広
域的な連携
・制度改善に関する国への要望
・国で主催する研修への参加
　　　　　　　　　　　　≪２－３再掲≫

①地域別に市町村や警察等関係機関との会議を
開催し、連携体制の強化を図る。

①地域別にDV被害者支援連絡会議を４地域で開催し、被害者の安
全確保のための役割分担等の確認を行い、連携体制の強化を図っ
た。
(2/19、22(2地域)、28）　　【２－２、４－２にも記載】

①地域別に市町村や警察等関係機関との会議を
開催し、連携体制の強化を図る。

①ＤＶ被害者支援活動団体連絡会議を開催し、
民間支援団体との連携強化を図る。

①ＤＶ被害者支援活動団体連絡会議を開催し、民間支援団体との
連携強化を図った。　（3/6  11団体参加）

①ＤＶ被害者支援活動団体連絡会議を開催し、
民間支援団体との連携強化を図る。

0

345

0

0

施策の方向 重点
平成２４年度 平成２５年度

施策
担当課



基本目標４　被害者支援のための連携体制の整備

基本的な課題２　市町村における支援体制の強化促進

施策の実施予定
当初予算額
（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

施策の実施予定
当初予算
額（千円）

施策の実施結果
決算見込
額（千円）

◇切れ目のない支援体制に向けた市
町村との連携強化

②地域における継続的な生活再建支援を実施す
るための支援整備に向けた働きかけについて検
討する。

0 ②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。

0 ②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、同行支援の実態を把握
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。

0 男女課

③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。

0 ③地域別市町村ＤＶ対策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。

0 ③各種会議において、情報共有や意見交換を実
施し、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。

0 男女課

④市町村が開催する職員を対象とした研修に男
女共同参画課の職員を講師として派遣する。

0 ④男女共同参画講師派遣事業において、市町村職員を対象にＤＶ
に係る研修講師を派遣した。　【２－３にも記載】
 　4/27 香取広域市町村圏事務組合　新採職員対象25名参加
　 7/20 君津郡市広域市町村圏事務組合　中級職員対象82名参加

0 ④市町村が開催する職員を対象とした研修に男
女共同参画課の職員を講師として派遣する。

0 男女課

◇ＤＶ防止法に基づく市町村基本計画
の策定促進

②市町村基本計画策定マニュアルの作成・配布
を行う。

0 ②市町村の基本計策定編、配暴センター機能整備編及び関係機関
との連携を促進するネットワーク編等からなる「市町村応援マニュア
ル」を配布するとともに、会議等の説明用として概要版を作成した。
また、７市への個別訪問等による働きかけを行った。
                                                              【後段にも記載】
　基本計画策定状況　23年度末：5市⇒24年度末：11市

0 ②市町村応援マニュアルを活用し、各種会議や
市町村の個別訪問において、市町村基本計画策
定にむけた働きかけを行う。

0 男女課

◇市町村配偶者暴力相談支援センター
の設置促進　　≪２－１再掲≫

・市町村配偶者暴力相談支援センター
設置に向けた働きかけ

◇緊急時における安全の確保
　　　　　　　　　　　　≪２－２再掲≫

②地域別に市町村や警察等関係機関との会議を
開催し、連携体制の強化を図る。

345 ②地域別にＤＶ被害者支援連絡会議を４地域で開催し、被害者の
安全確保のための役割分担等の確認を行い、連携体制の強化を
図った。【２－２、４－１にも記載】
　(2/19、22(2地域)、28）

120 ②地域別に市町村や警察等関係機関との会議を
開催し、連携体制の強化を図る。

345 女サポ

◇地域でのサポート体制の整備
　　　　　　　　　　　　≪３－１再掲≫

②ＤＶ被害者支援が円滑に進むよう、既存のネッ
トワーク会議など地域の社会資源を活用するよう
情報提供を行う。

0 ②ＤＶ被害者支援が円滑に進むよう、既存のネットワーク会議など地
域の社会資源を活用するよう地域別ＤＶ被害者支援連絡会議（4地
域で開催）や地域別市町村ＤＶ対策担当課長及び担当者会議（4地
域で開催）等において情報提供を行った。【３－１にも記載】

0 ②市町村応援マニュアルを活用し、既存のネット
ワーク会議など地域の社会資源も活用してＤＶ被
害者支援を円滑に進めるための体制整備を働き
かける。

0 男女課
女サポ

男女課0①計画策定予定等の市町村に専門的な知識や
経験を有するアドバイザーを派遣する。

・地域でのサポート体制の整備
・地域におけるネットワーク会議の活用

000

・緊急時における移送手段、避難場所の
確保

①地域の実情に合わせた支援体制の強化や市
町村で行っている緊急避難支援の活用が図られ
るよう、市町村に対し働きかけを行う。

①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するとともに、ＤＶ案件の比較
的少ない安房地域において担当者連絡会議を開催した。会議で
は、先進的な取組の紹介や事例検討、情報交換を行うなど市町村と
の連携強化を図るとともに、被害者支援の円滑化に向けた一時保護
の際の手順などを確認した。　　【２－２、上段にも記載】

①市町村を対象とした会議等において、支援体
制の強化や支援施策の拡充について働きかけ
る。

①市町村に対し、窓口の一元化や、庁内ネット
ワーク会議の設置、児童虐待防止ネットワーク等
との連携を働きかける。

①市町村を対象とした会議等で関係機関が連携した被害者支援の
重要性について説明した　なお、ネットワークの構築を働きかけるた
めの市町村応援マニュアルを作成・配布した。【３－１にも記載】

①市町村を対象とした会議等において、市町村
応援マニュアルを活用し、窓口の一元化や、庁内
ネットワーク会議の設置等を働きかける。

0 0 0

男女課0①地域別市町村担当課長会議等を開催し、市町
村におけるＤＶ施策の拡充の働きかけや情報交
換等による市町村との連携強化を図る。

○

・各種会議の実施
・市町村における支援体制の整備
・市町村間の連携体制の構築

①各市町村に対し、配暴センターの設置や、庁内
の調整機能の充実に向けた取組が図られよう情
報提供を行うとともに、センター設置・運営マニュ
アルの作成について検討する。

①市町村基本計画策定編、配暴センター機能整備編及び関係機
関との連携を促進するネットワーク編等からなる「市町村応援マニュ
アル」を配布するとともに、会議等の説明用として概要版を作成し
た。　また、７市への個別訪問等による働きかけを行った。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【２－１、上段にも記載】

①市町村応援マニュアルを活用し、各種会議や
市町村の個別訪問において、配暴センター機能
整備に向けた働きかけを行う。

0①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するとともに、ＤＶ案件の比較
的少ない安房地域において担当者連絡会議を開催した。会議で
は、先進的な取組の紹介や事例検討、情報交換を行うなど市町村と
の連携強化を図るとともに、被害者支援の円滑化に向けた一時保護
の際の手順などを確認した。　　【２－２、後段にも記載】

0①地域別市町村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。

00

・市町村基本計画の策定に向けた働き
かけ

0①平成24年度は、市町村からアドバイザー派遣申請はなかった。0①計画策定予定等の市町村に専門的な知識や
経験を有するアドバイザーを派遣する。

施策の方向 重点

平成２４年度 平成２５年度
施策
担当課

男女課

0 男女課

男女課


