
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 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

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。

1,707
の一部

市町村及び地域推進員と連携し、地域推進事業として２地域で講座等を
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」
　御宿町立御宿中学校　　参加者140人（男70人、女70人）
　長生村立長生中学校　　参加者125人（男55人、女70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」
　木更津市立岩根中学校　参加者247人（男135人、女112人）
また、男女共同参画センターフェスティバル2014＆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。

1,204
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。

1,698
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

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 情報誌に相談窓口の案内を掲載するとともに、男性相談窓口を掲載した
カードを計4,600部を作成し、各健康福祉センター、各児童相談所、各市
町村ＤＶ担当課あてに送付し、男性の相談窓口に関する周知を図った。

0 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。

18 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4団体）・市町村の
協力を得て実施し、啓発物資等を約2,000人に配布した。（11/12イオン
モール幕張新都心）

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

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

男女課

③保育所職員へＤＶに関する理解の促進を
図る。

0 ＤＶ・児童虐待相談新任職員研修やＤＶ・児童虐待相談担当職員研修に
ついて保育所職員の参加を受け入れた。

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違法・有害な情報の早期把握のため、サイ
バーパトロールの推進に務める。

0 違法・有害な情報の早期把握のため、サイバーパトロールの推進に努め
た。

0 違法・有害な情報の早期把握のため、サイバーパ
トロールの推進に努める。

0 警察本部
サイバー犯罪
対策課

②学校、企業、自治体等を対象にしたネット
安全教室を積極的に開催し、ネットリテラシー
の醸成に務める。

0 学校、企業、自治体等を対象としたネット安全教室を８６９回（平成２６年
中）実施し、ネットリテラシーやインターネット利用上の規範意識の醸成を
図った。

0 学校、企業、自治体等を対象にしたネット安全教
室を積極的に開催し、ネットテラシーの醸成に努
める。

0 警察本部
サイバー犯罪
対策課

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
を実施する。

0 県内の携帯電話販売店等２７１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・高等学校の保護者説明会等を通じ
て、携帯電話やスマートフォンに係る児童・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
とを説明するなど、広報啓発活動を実施した。（平成２６年中）

0 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実施する。

0 警察本部

少年課

④各教科等の指導において、コンピュータな
どの活用を通して情報モラル等に係る指導の
充実を図る。

0 ④学習指導要領に基づき、様々な機会を通して、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、コンピュータなどの
活用を通して情報モラル等に係る指導の充実を
図る。

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。

県が発信するメールマガジンに、県の男女共同参画のイベントや市町村
が実施するＤＶ関係の行事等について掲載し、ＤＶ防止に係る広報、情
報提供に努めた。

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。

・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２６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

平成２７年度

537①「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に、Ｄ
Ｖ防止啓発リーフレット等の作成し、市町村等と連
携して配布する。またＤＶ防止街頭キャンペーン
を実施し、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。

195

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相談カード等の常置設置を依頼する。

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

537

195
の一部

・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

195
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：153,300枚、歯科医師会：127,500枚）

195

488①「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94,000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2,000人に配布した。（11/12イオンモール幕張新
都心）

212

212
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。



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、「マナーキャンペーン」を実施し、いじめ・暴力行
為（児童虐待，ドメスティック・バイオレンスを含む）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、「命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」を実施した。
いじめや暴力行為（児童虐待、ドメスティックバイオレンスを含む）等人権侵
害は許されない行為であるという意識を高めることや、思いやりの心を持って
マナーを大切にし、規範を遵守する意識や態度を身につける効果があっ
た。

0 ②公立小・中・高校及び特別支援学校において、「命を
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、ドメスティックバイオレンスを含む）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、教員等に配布する。(40,000部)

613 ③学校人権教育指導資料第３５集を作成し、市町村教育委員会、教員等に
配布した。(45,000部)

311 ③学校人権教育指導資料第３６集を作成し、市町村教
育委員会、教員等に配布する。(45,000部)

400 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
員会等に配布する。(1,300部)

436 ④学校人権教育指導資料第３５集を作成し、市町村教育委員会、教員等に
配布した。(1,300部)

435 ④教育社会人権の指導者用テキストとして刊行し，市
町村教育委員会及び関係機関に配布する。（7,000部）

348 教育庁指導
課

◇道徳教育の充実

②指導資料集（「道徳の手引き」）の作成 2,790 ②道徳教育の一層の充実を図るため、平成２２年３月に配付した指導資料
集を重版し、県内の公立小・中・高・特別支援学校に配付した。

815 ②指導資料集（「道徳の手引き」）の作成 2,790 教育庁指導
課

③高校生用読み物教材集の作成 23,583 ③高等学校の「道徳」を学ぶ時間で活用する読み物教材集を作成し、県内
の公立高等学校、高等部を置く公立特別支援学校に配付した。

14,402 ③中学生用映像教材の作成 24,708 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）

②大学にDV予防セミナーの開催を働きかけ、2校で2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。

500 ③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。 456 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。

448 男女課

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。

60 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】
　　（8/4･8、参加者数：97名）

60 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。

60 男女課

⑤パンフレットを学校を通じて保護者に配布すること
により、家庭での暴力防止の働きかけを行うとともに、
保護者のDV被害の早期発見及び相談につなげられ
るようにする。

1,467 ⑤家庭における暴力防止啓発パンフレットを作成し、就学時健診の際に保
護者へ配布した。

839 ⑤パンフレットを学校や市町村を通じて保護者に配布
することにより、家庭での暴力防止の働きかけを行うとと
もに、保護者のDV被害の早期発見及び相談につなげ
られるようにする。

648 男女課

⑥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。

1,707
の一部

市町村及び地域推進員と連携し、地域推進事業として２地域で講座等を開
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」
　御宿町立御宿中学校　　参加者140人（男70人、女70人）
　長生村立長生中学校　　参加者125人（男55人、女70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」
　木更津市立岩根中学校　参加者247人（男135人、女112人）
また、男女共同参画センターフェスティバル2014＆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。

1,204
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。

1,698
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。

60 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。【上段、３－２にも記載】
　　（8/4･8、参加者数：97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。

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
シを配布する。

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

健康福祉政
策課

施策
担当課

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（2/3)
・学校人権教育指導者研修(6/18)
・幼稚園等初任者研修(8/27)
・中学校初任者研修(2/3)
・特別支援学校初任者研修(8/4)
・新規採用養護教員研修(5/20)
・小・中学校養護教員10年経験者研修（5/14）
・県立学校等養護教員10年経験者研修（5/14）
・高等学校初任者研修(11/17)

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（38回実施）。

・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(6/19)
・幼稚園等初任者研修(8/28)
・中学校初任者研修(8/4)
・特別支援学校初任者研修(8/1)
・新規採用養護教員研修(5/21)
・高等学校初任者研修(12/2)

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」(児童虐待男女共同参画社会を含
む)454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」　　192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～」 296
名
　講話・演習「児童生徒への虐待の現状と教員の役割」　１67名
　講話「児童虐待の現状と養護教員の役割」　31名
　講話「児童虐待の現状と対応」　22名
講話「児童虐待の現状と対応」　5名
講話「児童虐待の現状と教育の役割」　226名

0

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

平成２７年度

・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、実践事例集、ポスターの配付）

①全校種（幼・小・中・高・特支）２０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（千葉市を除く）の全校種の公立学校に配付した。

①心の教育推進キャンペーンの実施（道徳の授業公
開、実践事例集、ポスターの配付）

2,100

11,433 13,463①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を通じて、また人権啓発資料の配布や
啓発ビデオの貸出しなどにより、広報・啓発に努めた。

①ラジオ・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広く県民等に配布するな
ど、広報・啓発に努める。

1,725

12,173

1,239

施策の方向 重点
平成２６年度



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。
　７／１０ 、７／１５ 、１１／２７
　【２－３にも記載】

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。
　官公庁関係　５ 回 、その他関係機関　３ 回
　【２－３にも記載】

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）

1,192 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　４６件、心とからだの健康相談　１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：タガログ語　３件 、中国語　１件

739 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）

1,192 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。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。

18,820 ⑤女性のための一般相談（799件）及びカウンセリング（174件）、法
律相談（月1回、30件）、こころの相談（月1回、16件）を実施した。
また、男性のための一般相談（32件）及びカウンセリング（7件）を実
施した。

17,757 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。

19,332 男女センター

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14回開催する。
【前期】
　計7回（講座等5回、グループワーク2回）
【後期】
　計7回（講座等5回、グループワーク2回）

652 ＤＶ被害者を対象にした自立支援講座を計12回開催した。（年間参
加者数 延べ45人）。
【前期】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・モラルハラスメ
ント（計5回）、グループワーク（1回）
【後期】参加者数 延べ21人
ＤＶについて・法律講座・子どもへの影響・就職講座・モラルハラスメ
ント（計5回）、グループワーク（1回）

393 ②DV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13回開催する。
【前期】
　計6回（講座等5回、グループワーク1回）
【後期】
　計7回（講座等5回、グループワーク2回）

615 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関東甲信越地区婦人保護事業研究協議会に、千葉県から10名
の婦人相談員、母子自立支援員等が参加した。 【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関係機関・団体で構成される相談業務相互支援ネットワークを活
用し、被害者等の心情に配意した相談体制の確立に努めた。

②相談窓口や利用方法等について広報するとと
もに、関係機関・団体と引き続き連携し、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

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２６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。

1,537
(ｽﾄｰｶｰ

予算含む)

179

0

179

施策
担当課

女サポ

県警本部

子ども女性
安全対策課

男女課

男女課0

施策の方向 重点

平成２６年度 平成２７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。
   電話相談研修：　７回 （１０名）
　 来所相談研修：　０回 （　０名）
   一時保護研修：　１回 （　１名）
　【２－３にも記載】

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

・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

①110番通報等に対する速やかな現場臨場、暴
力の制止及び加害者への指導警告のほか、被害
者の一時保護、保護命令制度の情報提供、被害
を自ら防止するための援助等を適切に実施する。

0 ①地域別市町村DV対策担当会議において「市
町村応援マニュアル」を配布し、働きかけを行う。
また、個別訪問等による働きかけを行う。

663
（ストー

カー予算
を含む）

①地域別市町村DV対策担当会議において「市
町村応援マニュアル」を配布し、働きかけを行う。
また、個別訪問等による働きかけを行う。

0 ①地域別市町村DV対策担当会議において、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」（概要版）を配布
し、働きかけを行った。また、2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。

974
（ストーカー

予算を含
む）

①・警察が執り得る刑事手続きや行政措置について、それぞれの要
件と効果を分かりやすくまとめたリーフレットを作成し、被害者等への
説明に活用した。
・加害者の検挙に加え、関係機関と連携した一時避難措置、防犯機
器の貸与等、被害者の保護・支援対策を推進した。また、携帯用緊
急通報装置を効果的に運用したことにより、被害者への危害を未然
防止した。なお、被害者支援を充実させるため、平成２７年度から携
帯用緊急通報装置を増配した。



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。

395 ②地域別にＤＶ被害者支援連絡会議を６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。
　１／１６ 、１／２０ 、１／２３ 、１／３０ 、２／３ 、２／６
　【４－１、４－２にも記載】

180 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。

395 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。

19,055 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　１３１件)

15,536 ①DV被害者の状況に応じた適切な一時保護を
実施する。

19,055 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個人
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。

6,501 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】

4,129 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。

6,501 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。

216 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：タガログ語　３件 、中国語　１件）

52 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。

216 女サポ

◇同伴児への支援の充実

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ー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。
　また、避難先を管轄する警察署(又は県警本部)
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 ・避難等が必要な被害者については、市町村及び関係機関と連携
の上、一時保護対策を講じた。
・被害者が避難した際、避難先を管轄する警察署（又は県本部）に
確実な引継ぎをし、継続した保護対策を図った。
・保護命令を申し立てた被害者に対し、警察における各種援助や保
護命令制度を教示したほか、保護命令発令時には、被害者への防
犯指導を実施し、加害者には命令遵守の指導等を実施した。
・保護命令違反行為のみならず、傷害や暴行等の刑法犯について
も積極的に事件化し、被害者の保護を図った。

0 ・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。
　また、避難先を管轄する警察署(又は県警本部)
への引継ぎや情報提供等、必要に応じた保護対
策に努める。

0 警察本部

子ども女性
安全対策課

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。

6,113 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。

4,497 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。

6,113 女サポ

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、市町村等出席の会議の席で、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　34機関参加
・保護命令手続に関する関係機関協議会
　　　3/2　地裁主催

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。

施策
担当課

00 女サポ

0 男女課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
を開催し、情報交換を行うなど市町村との連携強
化を図る。

0

0

施策の方向 重点

平成２６年度 平成２７年度

・緊急時における移送手段、避難場所の
確保

・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

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
を開催し、情報交換を行うなど市町村との連携強
化を図る。

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し、県や各市町村のＤＶ関係
施策の取り組みについて情報提供するとともに、ＤＶ被害者生活再
建支援事業の実施状況について、支援団体のコーディネーターか
ら情報提供し、市町村での取り組みの促進を図った。また、被害者
支援の円滑化に向けて一時保護の際の手順の確認を行った。
　【４－２にも記載】



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 294 90 294 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。

1,100
の一部

②ＤＶ被害者生活再建支援サポーター研修を実施した。
平成27年1月28日（水）、23名参加

861 ②ＤＶ被害者生活再建支援サポーター研修を実
施する。

1,108
の一部

男女課

③配暴センターに所属するＤＶ専門相談員を対
象に研修会を実施する。

0 ③配暴センター連絡会議等の機会に、ＤＶ相談員が日頃から疑問
に思っている相談証明事務など質問の多い項目についての事例検
討を行った。
また、健康福祉センターが中心となり、地域における連携を図ること
を目的とした地域別ＤＶ担当者会議を習志野健康福祉センターが
開催し、地域間の情報共有を図った。

0 ③配暴センター連絡会議等で、ＤＶ相談員の研
修を兼ねた事例検討等を行う。
また、必要に応じてＤＶ専門相談員の研修会等を
行う。

0 男女課

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 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した。
   電話相談研修：　７回 （１０名）
　 来所相談研修：　０回 （　０名）
   一時保護研修：　１回 （　１名）
　 【２－１，後段にも記載】

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

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 ⑤ＤＶ職務関係者の研修や市町村等への講師派遣を実施した。
　官公庁関係　５ 回 、その他関係機関　３ 回
　【２－１、後段にも記載】

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

⑥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 ⑥平成26年度は市町村から講師の派遣申請はなかった。 0 ⑥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

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関東甲信越地区婦人保護事業研究協議会に、千葉県から10名
の婦人相談員、母子自立支援員等が参加した。 【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。
　７／１０ 、７／１５ 、１１／２７
　【２－１にも記載】

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。
　官公庁関係　５ 回 、その他関係機関　３ 回
　【２－１、上段にも記載】

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

◇相談員等のための心身のセルフケア

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。

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
談員等に適宜配布する。

0 男女課

施策
担当課

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）　　5/1,5/12　237名参加
　　新任職員研修（応用）　　7/7,7/11　198名参加
　　担当職員研修（経験者） 9/29       　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。

387①外部の専門家を招き、スーパービジョンを年９
回実施する。（月1回、5月～翌2月（８月を除く）の
第3水曜日）

外部の専門家を招き、スーパービジョンを年9回実施した。
（月1回、5月～翌2月（8月を除く）の第3水曜日）

外部の専門家を招き、スーパービジョンを年9回
実施する。（月1回、5月～翌2月（8月を除く）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

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。
   電話相談研修：　７回 （１０名）
　 来所相談研修：　０回 （　０名）
   一時保護研修：　１回 （　１名）
　【２－１、上段にも記載】

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 女サポ0 0

施策の方向 重点

平成２６年度 平成２７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≫

373 387 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 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≫

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 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（6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被害者を対象にした自立支援講座を前期・
後期あわせて計14回開催する。
【前期】
　計7回（講座等5回、グループワーク2回）
【後期】
　計7回（講座等5回、グループワーク2回）

652 ＤＶ被害者を対象にした自立支援講座を計12回開催した。（年間参
加者数 延べ45人）。
【前期】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・モラルハラスメ
ント（計5回）、グループワーク（1回）
【後期】参加者数 延べ21人
ＤＶについて・法律講座・子どもへの影響・就職講座・モラルハラスメ
ント（計5回）、グループワーク（1回）

393 ②DV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13回開催する。
【前期】
　計6回（講座等5回、グループワーク1回）
【後期】
　計7回（講座等5回、グループワーク2回）

615 男女センター

③配偶者暴力相談支援センターでは、被害者に
対し、住民基本台帳の閲覧制限の制度や、生活
保護や健康保険の加入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、必要に応じて住民基本台帳の閲覧制限の制度や、生活
保護や健康保険の加入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配偶者暴力相談支援センターでは、被害者に
対し、住民基本台帳の閲覧制限の制度や、生活
保護や健康保険の加入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

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。

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。

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。

0 男女課

◇住宅の確保

②地域別市町村担当課長会議等を開催し、市町
村によるＤＶ施策の拡充を働きかける。

0 ②地域別市町村担当課長会議等を開催し、市町村によるＤＶ施策
の拡充を働きかけた。

0 ②地域別市町村担当課長会議等を開催し、市町
村によるＤＶ施策の拡充を働きかける。

0 男女課

1,110

・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

・住宅の確保

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を実施する。861①ＤＶ被害者生活再建支援事業を実施した。
コーディネート業務　４件、同行支援　４回。
　【４－１にも記載】

①ＤＶ被害者生活再建支援事業を実施する。 1,108

男女課

男女課

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。

男女センター
女サポ
各健康福祉
センター

住宅課0

施策の方向 重点
平成２６年度 平成２７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。

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
率を引き上げる優遇措置を実施する。

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「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（年6回予定）に出
張セミナーを実施する。

30,376
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13回
実施、参加者151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（６回開
催、参加者78名）。

30,376
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、県男女センターで女性向けに短期集中支
援のプログラムを実施する。

26,115
の一部

雇用労働課

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36名
　 介護職員初任者研修　2コース　定員54名
（就業相談・就労情報提供）　常時

14,000 ③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　32名
　 介護職員初任者研修　2コース　40名
（就業相談・就労情報提供）　常時

11,066 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36名
　 介護職員初任者研修　2コース　定員54名
（就業相談・就労情報提供）　常時

13,540 児童家庭課

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 ④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被害者を対象にした自立支援講座を前期・
後期あわせて計14回開催する。
【前期】
　計7回（講座等5回、グループワーク2回）
【後期】
　計7回（講座等5回、グループワーク2回）

652 ②ＤＶ被害者を対象にした自立支援講座を計12回開催した。（年間
参加者数 延べ45人）。
【前期】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・モラルハラスメ
ント（計5回）、グループワーク（1回）
【後期】参加者数 延べ21人
ＤＶについて・法律講座・子どもへの影響・就職講座・モラルハラスメ
ント（計5回）、グループワーク（1回）

393 ②DV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13回開催する。
【前期】
　計6回（講座等5回、グループワーク1回）
【後期】
　計7回（講座等5回、グループワーク2回）

615 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。

0 ①新規内職求人提供件数は１２件であった。また、電話による問い
合わせは747件、うちハローワークで周知された方も多数あった。

0

施策の方向 重点

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。電話による問い合わせがあった場合も
随時同様の求人情報を紹介する。

雇用労働課

施策
担当課

平成２６年度 平成２７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 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
だけ便宜を図り、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
校についてできるだけ便宜を図り、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２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。

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】
　　（8/4･8、参加者数：97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。

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 ③地域の協議会等を通じ、市町村等の関係機関との連携や情報共
有を図った。また、警察から児童相談所へ通告した児童数は、延べ
２，１５４人であり、うちＤＶが起因する心理的虐待によるものが６７３人
であった。

0 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。

184 警察本部

少年課

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

2,970 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（８回）
・市町村母子保健担当者研修（Ⅰ部 9/22,  53名　Ⅱ部 10 /21 ・10
/27  ・11/10 , 47名　Ⅲ部 1/13・1/29 ,  37名）
・市町村等児童虐待相談職員研修（新任研修 5/8 ・5 / 12・7 /7 ・7
/11 , 435名）（担当職員研修 9/29 ,109 名）
・児童虐待防止対策担当管理職研修( 5/23 , 11/6   142名)
・児童虐待対応地域リーダー養成研修
・関係機関研修( 8/4 ・8 /8 ・8 /22 ・9 /8 ・2/6  335名)

2,054 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

2,970 児童家庭課

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）

294 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。　　【２－３にも記載】
　　新任職員研修（基本）　　5/1,5/12　237名参加
　　新任職員研修（応用）　　7/7,7/11　198名参加
　　担当職員研修（経験者） 9/29       　109名参加

90 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）

294 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学校人権教育研究協議会の研修に児童虐待
やDVに関する内容を取り入れ，講師を招聘して
理解を深める。各教育事務所が主催する学校人
権教育研修会を通して，学校への情報提供に努
める。また，総合教育センター主催の初任者研修
等の人権教育の講座において，児童虐待やDV
についても取り扱う。

①学校人権教育研究協議会の研修に児童虐待やDVに関する内容
を取り入れ，講師を招聘して理解を深めた。各教育事務所が主催す
る学校人権教育研修会を通して，人権教育に関して学校への情報
提供に努めた。また，総合教育センター主催の初任者研修等の人
権教育の講座において，児童虐待やＤＶについても取り扱った。

①学校人権教育研究協議会の研修に児童虐待
等に関する内容を取り入れ，講師を招聘して理解
を深める。各教育事務所が主催する学校人権教
育研修会を通して，人権教育に関して学校への
情報提供に努める。また，総合教育センター主催
の初任者研修等の人権教育の講座において，児
童虐待等についても取り扱う。

児童家庭課

施策の方向 重点

平成２６年度 平成２７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

20,04420,044 16,334

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。

0 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。
　【２－２にも記載】

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５名、合計１
４名の人事交流を行った。小学校、中学校、高等学校の教諭から派
遣しており、これまでの経験を生かし、児童生徒の支援にあたること
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

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 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 34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

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。

0 ②16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：
静岡県）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関東甲信越地区婦人保護事業研究協議会に、千葉県から10名
の婦人相談員、母子自立支援員等が参加した。 【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。

1,110 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４件、同行支援４回、サポーター研修１回

861 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
託して実施する。

1,108 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。

6,501 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。
【２－２にも記載】

4,129 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。

6,501 女サポ

男女課

女サポ

女サポ

施策
担当課

・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６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。
　１／１６ 、１／２０ 、１／２３ 、１／３０ 、２／３ 、２／６
　【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。

395

0 00

180 395

・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。

0

施策の方向 重点
平成２６年度 平成２７年度

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被害者支援団体との連絡会議を開催し、県と団体との意見交換を実
施して情報共有を図った。ＤＶ被害者生活再建支援事業について、引き続
き民間支援団体に委託するとともに、生活再建支援サポーターに対する研
修も併せて委託した。
・連絡会議　3/11　13団体出席

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 0

・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



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 ②「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。

0 ②地域別市町村ＤＶ対策担当課長会議で、男女
共同参画センターで実施しているＤＶ被害者のた
めの自立支援講座の情報提供を行い、市町村の
自立支援をサポートしていく。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各種会議において、情報共有や意見交換を実
施し、市町村同士で連携体制を構築していけるよ
う働きかけていく。

0 ③地域別市町村ＤＶ対策担当課長会議等を開催し、情報共有や意
見交換を行った。また、市町村同士で連携体制を構築していけるよ
う地域における会議の開催を呼びかけた。その結果、習志野健康福
祉センターにおいて管内市の会議が行われ、事例検討が行われ
た。

0 ③各種会議において、情報共有や意見交換を実
施し、市町村同士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平成26年度は市町村から講師の派遣申請はなかった。 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

①平成26年度は、市町村からアドバイザー派遣申請はなかった。

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
定に向けた働きかけを行う。

0 ②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」を配布した。また、２市への個別訪問による働きかけを行った。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【２－１、後段にも記載】
      　基本計画策定状況　25年度末：17市⇒26年度末：19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
定に向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。

395 ②地域別にＤＶ被害者支援連絡会議を６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。
　１／１６ 、１／２０ 、１／２３ 、１／３０ 、２／３ 、２／６
　【２－２、４－１にも記載】

180 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。

395 女サポ

◇地域でのサポート体制の整備
　　　　　　　　　　　　≪３－１再掲≫

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 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

0 男女課

男女課

施策の方向 重点

平成２６年度 平成２７年度
施策
担当課

○

・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。

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」を配布した。また、２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し、被害者支援に向けた情報
交換や意見交換を行うなど、市町村との連携強化を図った。
【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、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。

00

・市町村基本計画の策定に向けた働き
かけ

00①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。

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。

・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、情報交換を行うなど市町村との連携強
化を図る。

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し、県や各市町村のＤＶ関係
施策の取り組みについて情報提供するとともに、ＤＶ被害者生活再
建支援事業の実施状況について、支援団体のコーディネーターか
ら情報提供し、市町村での取り組みの促進を図った。また、被害者
支援の円滑化に向けて一時保護の際の手順の確認を行った。
　【２－２、上段にも記載】

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
を開催し、情報交換を行うなど市町村との連携強
化を図る。

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。

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。


