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「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第４次）素案」への意見と県の考え方 

 

 

※県民の皆様からの意見については、取りまとめ上、趣旨を損なわない範囲で意見を要約させていただ

きました。 

 

第１章 計画の基本的な考え方 

 １ 計画策定の趣旨 

 意見の概要 

（ページ数は素案のページ） 

県の考え方 

（ページ数は現計画のページ） 

ページ 

(現計画) 

1  この素案は、福祉計画のようになっている

が、総合企画部男女共同参画課で作成するの

は、計画の位置付けにある第 4次千葉県男女

共同参画計画との整合であることと思う。 

ＤＶをなくすことで、男女がともに活躍でき

る環境づくりをすることを、素案のどこかに

加えてみたらどうか。 

男女がともに活躍できる環境づくりに

ついては、1 ページに記載している  

「ＤＶを許さない社会を実現すること

は、人権の擁護と男女共同参画社会を実

現する上で、最優先に取り組むべき課題

です。」の中に、その趣旨を含んでいま

す。 

1 

2 1 ページのＤＶの定義では、交際相手からの

暴力も含まれるとあるがデートＤＶも含ま

れるということか。素案では、デートＤＶと

ＤＶの 2種類をならべて書いてあり、分かり

にくい。 

私は、デートＤＶのイメージは交際相手から

の暴力と考えているが、デートＤＶをよく知

らない人も多いので、1 ページの定義にデー

トＤＶを加えた方がいい。なぜデートＤＶが

問題なのか、交際相手なのに、なぜその人か

ら逃げられないかも書いておいた方がいい。

書くことで、デートＤＶに関心を持つ人が多

くなると思う。 

１ページの「※１ドメスティック・バイ

オレンス（ＤＶ）の定義」の 5行目の「生

活の本拠を共にしていない交際相手か

らの暴力…」を「生活の本拠を共にして

いない交際相手からの暴力（デート  

ＤＶ）…」と修正します。 

また、デートＤＶの具体的な内容を、17

ページに次のとおり記載します。 

 

デートＤＶとは 

デートＤＶは交際相手からの暴力のこ

とを言います。内閣府の「男女間におけ

る暴力に関する調査」（平成 27年 3月）

によると、交際相手がいた女性の

19.1％、男性の 10.6％がデートＤＶを受

けています。 

デートＤＶには、殴る、蹴るなどの身体

的暴力のほか、交際相手に「他の異性と

会話をするな」などと命令したり、ＳＮ

Ｓ（※）などによる脅し、携帯電話の着

信履歴やメールのチェック、交友関係や

行動の監視など、相手の気持ちを考えず

に、自分の思いどおりに支配したり、束

縛したりしようとする態度や行動も含

まれます。また、デートＤＶもエスカレ

ートすると、ストーカー行為や暴行、傷

害につながる恐れがあります。 

なお、本計画では、生活の本拠を共にし

ていない交際相手からの暴力をデート

ＤＶとしています。（資料編 121 ページ

に千葉県のＤＶ相談窓口の一覧を掲載） 

(次ページにつづく) 

1,17 

3 

 

 

いじめとデートＤＶの違いがよくわからな

い。 

男子と女子が付き合っていればデートＤＶ

でそれ以外はいじめなのか。わかるように書

いてもらいたい。 
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 意見の概要 

（ページ数は素案のページ） 

県の考え方 

（ページ数は現計画のページ） 

ページ 

(現計画) 

 

 

 

 

 ※ＳＮＳ 

インターネットのネットワークを通じ

て、人と人をつなぎコミュニケーション

が図れるように設計された会員制サー

ビス。ソーシャル・ネットワーキング・

サービス social networking service の

略。（日本大百科全書（小学館）から） 

 

4 

 

 

 

 

配偶者暴力相談支援センターでは配偶者間

の暴力だけが対象になるのかなど定義をは

っきり書いてもらいたい。全市町村にある相

談窓口と３市にしかない配偶者暴力相談支

援センターの違いが分かりにくいと感じた。 

1 ページに配偶者暴力相談支援センター

の説明を次のとおり記載します。 

 

※２配偶者暴力相談支援センター 

ＤＶ防止法に基づき、ＤＶを防止し被害

者を保護するため、相談や一時保護、被

害者の自立に向けた就業の促進や住宅

の確保への支援等を行う機関です。な

お、デートＤＶについても相談等に応じ

ています。 

県の女性サポートセンター、男女共同参

画センター、13 か所ある各健康福祉セン

ターのほか、３市に設置されています。

(資料編 121 ページに県内の配偶者暴力

相談支援センターの一覧を掲載)   

1,18,39 

ほか 

5 

 

配偶者暴力相談支援センターという言葉が

分かりにくい。行政用語ではなく、分かりや

すい言葉を使用してもらいたい。 

1 

 

 

第２章 計画の内容（全般） 

 意見の概要 

（ページ数は素案のページ） 

県の考え方 

（ページ数は現計画のページ） 

ページ 

(現計画) 

6 

 

ＤＶの被害者を精神科に繋げ、ＤＶの被害児

童を児童精神科や児童相談所に繋げることが

書かれているが、障害者の権利条約の規定並

びに拷問禁止条約、自由権規約及び子どもの

権利条約の国連勧告を誠実に遵守するため、

本計画から一切削除することを求める。 

県は、ＤＶ被害者については「配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護等に

関する法律」等に基づき、また同伴児童

については、「児童福祉法」及び「児童

虐待の防止等に関する法律」等に基づ

き、対応しています。 

18,22, 

26,31, 

33,37, 

39,42, 

44,48, 

51 及び

その他関

連個所 

7 

 

県の配偶者暴力相談支援センターである女性

サポートセンターや男女共同参画センターの

名称を、女性相談センターや男女相談センタ

ー等相談先としてイメージできる名称に改め

るべきである。 

それぞれのセンターの名称はすでに定

着しており、広報する際に相談先として

周知をしています。 

 

8 

 

ＤＶは、単独ではなく子どもの将来のことや、

就職、すまいなど複合的に対処しなければい

けないので、行政がいろいろな部署の協働で

がんばっていただきたい。 

関係機関が連携してＤＶ対策に取り組

んでまいります。 
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４ 課題と施策の方向 

基本目標Ⅰ ＤＶを許さない社会に向けた啓発・教育の推進 

 意見の概要 

（ページ数は素案のページ） 

県の考え方 

（ページ数は現計画のページ） 

ページ 

(現計画) 

9 

 

高校生のデートＤＶに関するアンケート調査

を実施してほしい。最近ではモバイルを通し

たリベンジポルノなどが問題になっており、

アンケート調査をすることによって、より若

者の問題を把握することができ、セミナーに

も反映できる。 

高校生へのデートＤＶに関するアンケ

ート調査については、ＤＶ予防セミナー

実施校でのアンケート調査の項目を増

やすことを検討してまいります。 

15 

10 

 

ストーカーやリベンジポルノなど、青少年の

周りではモバイルを介した新たな問題も生じ

ているので、デートＤＶの実態調査が必要で

ある。 

11 

 

新規に、デートＤＶ実態調査を高校生対象に

行ってほしい。 

現在ＤＶ予防セミナー後に行われているもの

は、実態調査ではない。認知度が進んだこと

を知るだけでなく、「ＤＶを見たことがある」

「ＤＶされたことがある」といった、一歩踏

み込んだ調査を 2 年に 1 度は実施していただ

きたい。 

12 ＤＶ防止セミナーの開催回数の拡大とある

が、開催場所の拡大を望む。せめて県下で 3

～4か所で実施してほしい。 

開催場所については、事業の実施に当た

り検討してまいります。 

11 

13 加害者を生まないための対策の記載は、加害

者が男性であることを前提にした記載となっ

ているように思う。女性の加害者がいても問

題にされないこと、ＤＶ被害を訴える女性は

男性を加害者に仕立てている場合があること

も考えてもらいたい。女性は守られる一方、

男性は泣き寝入りになることもあるので、そ

の対策を考えてほしい。 

 

11 ページの｢○加害者を生まないための

対策」については、加害者が男性である

ことを前提にしたものではありません。 

ＤＶ被害に悩んでいる男性に対しても

相談窓口を広く周知しています。 

なお、「…ＤＶに悩んでいる男性に相談

窓口を広く周知し、加害者からの相談に

も応じることにより、…」を「…ＤＶに

悩んでいる方に…」に修正します。 

また、10 ページの 7 行目の｢…、男性の

ための相談窓口を広く周知し、…｣を

「…、ＤＶに悩んでいる方に相談窓口を

広く周知し、…」に修正します。 

10,11 

14 最近、福島の子どもが、他の生徒や先生から

いじめられるというニュースがあったが、学

校でいじめが大変問題になっている。こうし

た子どもはＤＶの卵だ。 

いじめ問題は、ＤＶの問題にもつながるので、

ＤＶの計画でも、いじめ問題にターゲットを

置き、書いたらいいと思う。 

15 ページの「学校における道徳教育の推

進」の中で、「・・・いじめなどの人権

侵害の発生を防ぐ土台づくりに努めま

す。」と記載しています。 

11,15 
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 意見の概要 

（ページ数は素案のページ） 

県の考え方 

（ページ数は現計画のページ） 

ページ 

(現計画) 

15 民生委員が抜けている。早期発見などは、児
童虐待は民生委員が関わっており、実際に 
ＤＶにも関わることがある。計画に民生委員
を記載することにより、民生委員の関わりが
明らかになり、動きやすくなるので、入れる
べきである。 

13 ページの「④ ＤＶ被害の早期発見・
通報体制の充実」に次の項目を記載しま
す。 
 
○民生委員・児童委員及び人権擁護委員
に対する広報啓発 
  民生委員・児童委員及び人権擁護委
員に対し、啓発資料の配布や会議等を通
じ、ＤＶの知識普及を図るとともに、 
ＤＶ被害者に対する相談窓口等の情報
提供や通報、見守り等への協力を働きか
けます。 

13 

16 ＤＶをなくすためには、いじめのない社会に
することが近道である。素案では、いじめの
文字がかろうじて入っているが、これでは全
く足りない。 
いじめのない社会を作れば、大人になっても
ＤＶをする人はほとんどいなくなると思う
ので、ＤＶの計画には、もっと具体性を持っ
て『いじめのない社会づくり』に視点を置い
て記載する部分を作り、教育庁と先生方の意
識を高めてもらいたい。 

15 ページの「学校における人権教育の推
進」及び「学校における道徳教育の推進」
の取組を実施していく中で、御意見のあ
ったことについて参考にさせていただ
きます。 

15 

17 予防教育には非常に重きを置くべきと考え
る。ＤＶ予防セミナーを 5 年間で各学校に 1
回ずつで 250 回とし、≪毎年 250 回（平成 29
年度から 33 年度まで）≫としてほしい。 
少なくとも、高校生は 3年で卒業するので、
3 年に 1 回は実施してもらいたいし、大学生
は 4年に 1回すべきと考える。 

ＤＶ予防セミナーについては、公立高
校の例では、「総合的な学習の時間」等
において実施していますが、ＤＶ予防セ
ミナーを実施するかは、各学校の判断と
なります。そのため、一律にセミナーを
在学中に１回実施すると記載すること
は難しい状況です。 
今計画では、今までセミナーを開催し

ていない学校へ積極的に働きかけてい
くことにより、セミナーの回数を従来よ
り拡大し、５年間で県内全ての高校等で
実施することを目指しています。 
なお、予防教育の充実は、現在高校１

年生に配布しているデートＤＶ相談カ
ードの配布対象の拡大と併せて進めて
てまいります。 

15,16 

18 ＤＶ予防セミナーの実施は、5 年間で 250 校
とあるが、せめて 3年間で全ての高等学校で
予防セミナーが実施され、在校中に 1回はセ
ミナーを受けることが出来るのが望ましい。 

19 ＤＶ予防セミナーの実施校の拡大は、年 40
回から 5年間で 250 回の実施では、毎年実施
している学校もカウントされてしまうので、
全部の学校で実施されるとは限らない。全高
校生が実施されるには、高校在学中には必ず
受講すると明記した方が良い。 

20 
 

ＤＶ予防セミナーの実施校の拡大は、5 年間
で 250 校、県内すべてで実施と書かれている
が、本来は、全 250 校で毎年 1回は行うこと
が望ましく、それは未来への希望としても
「在校中に 1回は受講できるようにする」と
いう目標も加えてほしい。 

21 ＤＶ加害者の子どもは、学校でＤＶセミナー
を受けた場合、自宅に帰って、「ＤＶは正し
いこと」と行動する加害者の加害行為によっ
て混乱する可能性が高い。そのようなことも
あることを考えて、セミナーの内容に配慮す
べきである。 
 

御意見は、ＤＶ予防セミナーを実施する
上で留意してまいります。 

15 
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 意見の概要 

（ページ数は素案のページ） 

県の考え方 

（ページ数は現計画のページ） 

ページ 

(現計画) 

22 ＤＶ予防セミナーを高校、大学等で受講する

ことは効果があるが、より効果的なのはもっ

と早い段階での受講である。小学校、中学校

でもセミナーが実施出来るように、各市町村

の担当課に働きかけることが必要。 

今後、市町村の動きを見ながら、セミナ

ーのニーズを把握してまいります。 

15 

23 新規に、市町村に向け、中学校での予防セミ

ナー実施を働きかけてほしい。 

早期の予防が必要。正しい知識を持った人

が、人権意識とともにＤＶの関係にならない

ように伝えることが必要だと思う。 

24 

(1) 

(2) 

(3) 

 

大人の加害者が更生する可能性は極めて低

い。だから、デートＤＶ予防啓発が重要であ

り、加害者対策ということでは、まさに学生

までの間の対応が何よりも大切だと思う。 

ＤＶ家庭で暴力を問題解決の方法として見

て育つ子どもは、子どものうちに暴力の方法

を試しており、それぞれの発達段階で、そう

いう子どもにどうかかわっていくか、また、

デートＤＶという事態になった時、「ＤＶ家

庭で育っている加害生徒・学生が学び直すチ

ャンスは学校にしかない」はずである。 

（１）セミナーを高校・中学の全校でやるこ

と 

（２）カードも高校生には毎年、学年ごとに

発達に応じて内容を変えて配ること 

（３）カードだけでは難しく、先生の対応も

重要だと思うが、何の対策もない学校もある

と思うので、先生の対応への対策を講じるべ

きである 

（１）今回の計画では、ＤＶ予防セミナ

ーの回数を従来より拡大し、5 年間で県

内すべての高校等で実施することを目

指しています。そのため全高校での開催

に向け、今までセミナーを開催していな

い高校に積極的に働きかけてまいりま

す。 

また、中学校については、今後、市町村

の動きを見ながら、セミナーのニーズを

把握してまいります。 

（２）デートＤＶ相談カード等の配布に

ついては、従来の高校 1年生に加えて配

布対象の拡大等を目指しています。 

（３）教職員への対応については、16 ペ

ージの「④教育機関等の職員に対する研

修の充実」において充実を図り、研修に

デートＤＶに関する内容を盛り込みま

す。 

15,16 

 

25 大学と連携した啓発活動 

是非大学と連携した啓発活動を積極的に実

施して欲しい。主体的に啓発活動にかかわる

ことによって、若者の意識も高まり、そして

被害者をサポートできるよき隣人になると

思う。 

16 ページに次の記載をしています。 

 

○大学と連携した広報啓発の実施 

 大学生に対するＤＶ予防セミナーの

開催やリーフレットの配布等の協力を

大学に働きかけます。 

16 

26 デートＤＶ相談カードの配布対象を拡大す

るのはいいことだと思う。大学生の変な事件

が多いので、少しでも高校生のうちにデート 

ＤＶのことを教え込んでもらいたい。大学生

になると専門学校や都内の大学に行ったり

とバラバラになる。拡大するなら高校生であ

る。カードはもらったことがあるが、小さく

てなくなりそうなので、２・３年生に毎年配

ったらと思う。先生が教室でデートＤＶがい

けないことを説明して配ったらいいと思う。

私は、デートＤＶが怖いと思っているが、他

の友達はあまり気にしていないので、知って

もらいたい。 

デートＤＶ相談カード等の配布につい

ては、従来の高校 1年生に加えて配布対

象の拡大を進めてまいります。 

16 
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基本目標Ⅱ 安全で安心できる相談・一時保護体制の充実 

 意見の概要 

（ページ数は素案のページ） 

県の考え方 

（ページ数は現計画のページ） 

ページ 

(現計画) 

27 ＤＶ被害者は、離婚の際に養育費などを取り

決めているものの、もらっていないことが多

い。それは、加害者との接触を恐れていたり、

当初から請求を諦めていたり、法的手続の費

用を支払うことを躊躇したりなどの理由から

である。これらの不安の多くは、法的知識が

十分であれば解決できるものであり、法的知

識の提供を痛感する。 

相談窓口では、経済的な自立支援として、加

害者に対する養育費などの分担金請求を促

し、請求を諦めることのないようにしていた

だきたい。 

ＤＶ相談においては、養育費の支払いな

ど法的な手続きについて、必要により法

律相談や法テラス等を紹介しています。 

 

28 女性のＤＶ被害者が嘘を述べ、子どもを連れ

て役所に保護されると男性は妻と話し合う機

会も与えられず、そのままずっと子どもに会

えないことがある。これは男女平等に反する

と考える。そういう男性が相談できるところ

を設ける必要がある。 

県では、男性からの相談も受け付けてい

ますが、個別の案件については、被害者

の安全確保のため、相手方の状況をお伝

えすることはできません。 

 

29 男性のシェルターも、男女平等なら用意して

もらいたい。被害にあった場合に、子どもを

連れて逃げられる場所が男性にも必要だ。 

男性で避難が必要な方はほとんどいな

いため、男性向けのシェルターの整備は

考えておりません。 

 

30 被害者本人の意思に反して施設入所させる事

例も見られ、被害者の生活再建の支援に当た

っては、本人の希望や自己決定権を尊重して

なされるべきであることを明記してもらいた

い。 

県の一時保護所への入所は、本人の意思

を尊重して行っています。 

23 ページの「①緊急時における安全の確

保」においても、「・・・ＤＶ被害者の

心情に配慮した安全確保の体制を強化

します。・・・」と記載しています。 

また、27 ページの「①被害者の自立に向

けた総合的な支援の充実」においても、

「…本人の意思や状況に応じて必要な

情報を提供し、市町村や関係機関が行う

支援につなげていきます。」と記載して

います。 

23,27 
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 意見の概要 

（ページ数は素案のページ） 

県の考え方 

（ページ数は現計画のページ） 

ページ 

(現計画) 

31 ＤＶ相談については、安心してプライバシー

が守られる場所であり、なおかつ交通の便の

良いところである必要がある。相談者は何回

も相談に訪れ、気持ちの整理をしながら、あ

る日逃げる決断をする。ＤＶ加害者の目を恐

れ、わずかな時間を利用して相談に訪れるこ

とも多いことから、通うのに時間がかかる遠

いところは利用しにくく、危険も高まる。現

在、年間で１１１７件（相談全体の 21 パーセ

ント）の相談を受けている、男女共同参画セ

ンターの移転が計画されているとのこと。新

しいセンターの立地は、ぜひ、ＤＶ相談の場

所としてふさわしい、利便性の高い場所であ

ることが必要と考える。 

県の男女共同参画センターの移転予定

先は、利便性も考慮し、千葉市中央区内

に予定しています。 

また、セミナーや講座等は、事業に応じ

て、センター内の会議室に限らず、受講

者等が利用しやすい場所で実施してい

ます。 

18 

32 女性サポートセンターは、一般には住所が公

開されておらず、被害者の相談・緊急避難に

特化した施設である。 

一方、ＤＶ防止のためには、広く一般に対す

る啓発、講座、研修等の事業がたいへん重要

であり、その中核を担う施設は、男女共同参

画センターである。 

このことから、男女共同参画センターの担う

役割は今後も大きくなっていくことと推察さ

れ、その立地場所は大変重要である。現在、

男女共同参画センターの移転が検討されてい

るとのことであるが、ＤＶ防止事業推進のた

めには、県民誰もが利用しやすく、講座等に

も参加しやすい、県中心部の駅前に設置され

ることが不可欠である。 

1,18 

ほか 

33 「市町村配偶者暴力相談支援センターの設置

促進」とあり、現在３市にあるものを計画期

間中に１１市にするとの目標が掲げられてい

る。例えば、私の住む船橋市は県下で２番目

の人口をもつ中核市だが、未だセンターの設

置は計画もされておらず平成２９年度から始

まる船橋市第３次男女共同参画計画でも、配

偶者暴力相談支援センター設置は「検討する」

とされているだけである。 

県が、ソフト面でも、経済的にも、市町村を

強力に支援しないと実現できない目標である

と考える。市町村にセンターができることに

よって、たんなる窓口機能だけではなく、当

該自治体全体の連携が図れるようになり、事

業が進展することが理解されることが必要で

ある。 

市町村の担当課に働きかけるだけではなく、

市町村長など中枢に理解されることが必要と

考えるので、そのような意気込みでぜひ実現

させていただきたい。 

配偶者暴力相談支援センターの設置促

進については、20 及び 40 ページに記載

のとおり、情報提供や市町村応援マニュ

アルによる支援を行います。また、相談

件数の多い市には訪問するなどして意

見交換を行い、さらに設置を促してまい

ります。 

20,40 
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基本目標Ⅲ 被害者の自立に向けた支援 

 意見の概要 

（ページ数は素案のページ） 

県の考え方 

（ページ数は現計画のページ） 

ページ 

(現計画) 

34 自立支援講座の法律や就職講座は、受講料が

無料というのが魅力である。ただし、受講に

は面接相談が必要だと言われた。全ての講座

が面接相談をしないと申し込めないというの

はサービスに問題があると思う。私はいちい

ち面接しなくても、講座を受講できればいい

ので、いつ、どういう講座があるのかを直接

教えてほしい。電話やＦＡＸで受け付けても

らいたい。内容の充実より、講座を隠し立て

することなく、被害者が講座を受けやすくす

ることが先である。 

ＤＶ被害者がより参加しやすい募集方

法を検討してまいります。 

28 

35 精神的なケアの充実 

深刻なＤＶ被害者ではない人は、同じ様な体

験をした人たちとのＣＲのような場所を求め

ている。しかしＣＲのような場は少ないのが

実態である。各市町村にそのような場の提供

を是非して欲しい。 

※ＣＲ…グループ討論により意識変革、意識

高揚を目指すこと。 

被害者同士が自立に向けて話し合う場

については、今後ニーズを把握し、必要

に応じて検討してまいります。 

28 

36 

(1) 

(2) 

現状では、暴力から一時避難はできたものの

新たな人生の生活再建に向けて当事者は経済

的に直面し、1 日を生き延びることが精いっ

ぱいの現状であることを鑑み、問題解決に向

け具体的政策を基本的計画に盛り込んでいた

だきたい。 

（１）新たな生活を始めるに当たっての準備

資金の助成 

国の定める新たな生活を始めるに当たっての

助成枠では、生活に必要な最低限の照明、ガ

スコンロ、冷蔵庫、洗濯機をそろえるのは不

可能である。民間のＮＰＯが努力して提供者

を募り協力者を得て支援しているのが現状で

ある。生活基盤を整えるために千葉県独自に

上乗せする財源を確保する。 

（２）家賃負担の軽減 

県営住宅への入居の優遇措置（具体的には希

望者の入居実現率は？）だけでなく、生活保

護の対象ではない当事者が生活の自立までの

準備期間（例えば半年）、家賃保障を実施する。 

（１）新たな生活を始めるに当たっての

準備資金について、生活保護に係る上乗

せ補助はありませんが、貸付について

は、社会福祉協議会の生活福祉資金によ

る貸付を紹介しているところです。（貸

付要件があります。） 

生活福祉資金貸付制度の活用について

は、29ページの「○生活福祉資金貸付制

度の活用」に記載しています。 

（２）家賃負担の軽減については、生活

困窮者自立支援制度による住居確保給

付金の支給制度があり、要件を満たせ

ば、一定期間、家賃相当額が支給されま

す。 

 

 

29,31 
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基本目標Ⅳ 子どもの安全確保と健やかな成長への支援 

 意見の概要 

（ページ数は素案のページ） 

県の考え方 

（ページ数は現計画のページ） 

ページ 

(現計画) 

37 ＤＶは夫婦の問題であって、それほど周囲が

心配しなくても大人は自分で解決できると感

じているが、子どもがいると子どもの発達に

悪影響があるので、ＤＶと児童虐待の観点か

ら、救済が必要である。その意味で、この計

画は、今の計画よりも子ども目線が良く出て

いることを評価する。これからも子ども目線

で実行するように願う。 

今後とも、被害者と同伴児童への施策を

重点的に推進してまいります。 

 

 

基本目標Ⅴ 市町村におけるＤＶ対策の促進 

 意見の概要 

（ページ数は素案のページ） 

県の考え方 

（ページ数は現計画のページ） 

ページ 

(現計画) 

38 切れ目のない支援体制に向けた市町村との連

携強化について、切れ目のない支援には人が

必要である。職員が定期的に異動する今の体

制では限界がある。専門の人を配置し、関係

性を強化できる体制にすることがより効果的

である。 

職員の専門性の向上及び関係性の強化

については、ＤＶ職務関係者研修等の充

実などにより対応を図ってまいります。 

42,45 

 

基本目標Ⅵ 被害者支援のための体制強化 

 意見の概要 

（ページ数は素案のページ） 

県の考え方 

（ページ数は現計画のページ） 

ページ 

(現計画) 

39 性犯罪被害の項目を独立した方がよい。 

性暴力は身体だけでなく、心のダメージが大

きく、回復するまでの時間も個人差がある。

それを支援する体制を計画に入れることが必

要だ。 

50 ページに次の記載をしています。 

 

○性犯罪・性暴力被害者を総合的に支援

する体制の構築 

 県内で性犯罪・性暴力被害者を支援し

ている民間団体や関係機関等の資源を

活かしながら、相互に連携した支援体制

の構築を図ります。 

50 

 

資料編 

 意見の概要 

（ページ数は素案のページ） 

県の考え方 

（ページ数は現計画のページ） 

ページ 

(現計画) 

40 資料編に、ＤＶ相談の窓口一覧や、一時保護

の受付一覧などを掲載するなどすれば、本文

に書いてある【現状】が理解しやすくなる。 

資料編にＤＶ相談窓口(一時保護の相談

にも対応)の一覧を掲載します。 

121 

 

 


