
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）

◇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
参画センターの男性のための相談窓口では、加害者からの相談も
含め、様々な悩みや相談に対応することとし、相談窓口について啓
発リーフレットに掲載した。
　また、ＤＶ防止について、街頭キャンペーンと連動してサッカーＪ
リーグ、バスケットボールＢリーグ試合会場での広報活動を実施し
た。

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。

1,698
の一部

③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に関するパネル展示を実施した。

1,245
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
・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

②男性の相談窓口について、県の広報誌等へ掲載を行うと
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 ②情報誌、利用案内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4,000部作成し、各健康福祉セン
ター、各児童相談所、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。

18 男女センター

③「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 ③「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・県警の協力を得て実施し、啓発物
資等を約4,000人に配布した。（11/12イオンモール木更津、11/16
そごう千葉店前広場）

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（69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（69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 男女課

男女課①県が発信するメールマガジンに、「女性に対する暴力をなくす運
動」などのイベント情報を掲載し、周知を図った。

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２８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

・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

1066

227

813①「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96,500枚）
　また、　ＤＶ防止街頭キャンペーンを企業・団体・市町村・県警の
協力を得て実施し、啓発物資等を約4,000人に配布した。（11/12イ
オンモール木更津、11/16そごう千葉店前広場）

212①ＤＶ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、計約7,400箇所）及びDV相談ステッカーの配布
（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、約2,000枚）
を行った。



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
担当課

施策の方向 重点

平成２８年度

◇ＤＶ被害の早期発見体制の充実

②保育所職員へＤＶに関する理解の促進を図る。 0 ②ＤＶ・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 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引き続き、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 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
進に努めた。また、児童買春・児童ポルノ法違反、千葉県健全育成
条例違反等の被疑者を検挙した。

0 警察本部
サイバー犯罪
対策課

②引き続き、学校、企業、自治体等を対象にした「出前式講
話」による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 ②学校、企業、自治体等を対象としたネット安全教室を９６３回（平
成２８年中）実施し、インターネットやＳＮＳの危険性、適正な利用等
について講演し、ネットリテラシーの醸成に努めた。

0 警察本部
サイバー犯罪
対策課

③引き続き、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 ③県内の携帯電話販売店等１１２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２８年中）。

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。

2,100 ④児童生徒の実態や発達段階に応じ、道徳などと関連させながら
学校全体で情報モラル教育に取り組むよう指導した。また、教員の
研修や、各学校が行う生徒、保護者向けの講演会へ講師を派遣す
るなど、情報モラルについての学習が充実するように取り組んだ。

1,213 教育庁指導課

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、ＤＶ相談カード等
の常置設置を依頼する。

227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）

212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



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）

◇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「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
た。特に「いのちを大切にするキャンペーン」実践発表会では、代表
校の実践発表に加え、ポスター掲示による発表、いじめに関する意見
交換等を行った。
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）等の
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
に付ける効果があった。

0 教育庁指導
課

③学校人権教育指導資料第３７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 ③学校人権教育指導資料（リーフレット形式）を作成し、全教職員へ
配布した。当課主催の各種協議会や研修会等にて活用したことによ
り、学校教育の場における人権教育の推進が図られた。

306 教育庁指導
課

④社会人権教育指導者資料「輝きの明日」を作成し、各市町村
教育委員会に配布する。（1,300部）

435 ④社会人権教育指導者資料を作成し、各市町村教育委員会へ配布
した。当課主催の各種社会人権教育研修会にて活用を図り、社会人
権教員の啓発・推進を図った。

435 教育庁指導
課

◇道徳教育の充実 1,698

②道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業（国費）を活用し
て、道徳映像教材（小学生向け）を作成し、県内の公立小学校及
び小学部のある特別支援学校に配付する。

24,458 ②道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業（国費）を活用して、
道徳映像教材（小学生向け）を作成し、県内の公立小学校及び小学
部のある特別支援学校に配付した。

24,079 教育庁指導
課

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

2,178

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授業公開では，学習指導要領に
おける視点「主として自然や崇高なものとのかかわりに関するこ
と」の内容を扱ったものが少なく，その視点の中の内容項目「生
命の尊さ」等について，今後「私たちの道徳」や県で作成した映
像教材・読み物教材等の積極的活用を研修等で促していきた
い。

①心の教育推進キャンペーンでは，児童生徒の実態に合わせた教
材を用いて,興味や関心を持たせながら、自分のこととして課題につ
いて考えたり,話し合ったりする授業が見られた。また,豊かな体験活
動と道徳の授業を関連付けた取組もみられ、相手の立場に立って物
事を考える力を育むことができた。

6,062①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ラジオ・雑誌等のメディアや、県HPを通じて、また人権啓発パンフ
レットを作成し、広く国民等に配布するなど広告・啓発に努めた。

12,964

施策の方向 重点

平成２８年度

施策
担当課



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）
施策の方向 重点

平成２８年度

施策
担当課

◇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た。
（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。 448 ③デートDV相談カードを作成し、高等学校の生徒に配布した。 389 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。
　（8/5･8/23、参加者数：123名）

60 男女課

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 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した。

532 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。

1,698
の一部

⑥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に関するパネル展示を実施した。

1,245
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 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。
　（8/5･8/23、参加者数：123名）

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児童家庭課と連携して開催した学校職員等に対するＤＶ・子ども虐
待対応研修において、デートＤＶの相談カードを配布した。

0 男女課

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（2/1)
・学校人権教育指導者研修(6/16)
・幼稚園等初任者研修(8/23)
・中学校初任者研修(2/1)
・特別支援学校初任者研修(8/2)
・養護教諭初任者研修(5/18)
・小・中学校養護教員10年経験者研修（5/12）
・県立学校等養護教員10年経験者研修（5/12）
・高等学校初任者研修(11/15)

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。
・小学校初任者研修（2/1)　４７１名
・学校人権教育指導者研修(6/16)　４０名
・幼稚園等初任者研修(8/23)　１２９名
・中学校初任者研修(2/1)　３０２名
・特別支援学校初任者研修(8/2)　１７１名
・養護教諭初任者研修(5/18)　２９名
・小・中学校養護教員10年経験者研修（5/12）　　２５名
・県立学校等養護教員10年経験者研修（5/12）　１８名
・高等学校初任者研修(11/15)　１２７名

0

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

○ 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高等学校を中心に若者のためのDV予防セミナーを開催した。 1,200



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）

◇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。

280 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。
　６／３０ 、８／５ 、１／２７

244 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　0回

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）

1,200 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　４０件、心とからだの健康相談　２３件
外国籍のDV被害者の相談に対応するため、通訳委託を実施
した。
　 通訳：英語　２件 、中国語　４件、ベトナム語　１件

1,046 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。

19,398 ⑤女性のための一般相談（888件）及びカウンセリング（226
件）、法律相談（月1回、29件）、こころの相談（月1回、9件）を
実施した。
また、男性のための一般相談（75件）及びカウンセリング（85
件）を実施した。

18,481 男女センター

⑥ＤＶ被害者を対象にした自立支援講座を実施する。 312 ⑥ＤＶ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）

239 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１9名が参加した。

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

男女課0

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（平成28年度は実施なし。） 0

施策の方向 重点

平成２８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、1市1町への個
別訪問による働きかけを行った。



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
担当課

施策の方向 重点

平成２８年度

◇警察による支援の充実

②相談窓口及び利用方法等の広報活動や関係機関・団
体と引き続き連携し、被害者等の心情に配意した相談体制
の確立に努め、被害者相談室等の相談しやすい環境の整
備に従事する。

②相談窓口や利用方法等について広報を実施するとともに、
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
を活用した相談体制の確立に努めた。また、被害者等の心情
に配意した相談体制の確立に努めるとともに被害者相談室等
の相談しやすい環境整備に従事した。

県警本部
警務課

◇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各種会議、研修会等で周知した。平成２８年度は、苦情の
申し出はなかった。

179 0

男女課

県警本部
子ども女性
安全対策課

・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

①引き続き、警察相談や１１０番通報に対して、迅速かつ的
確に対応し、加害者への指導警告、検挙のほか、被害者
の一時避難への支援、保護命令制度の教示、被害を自ら
防止するための援助等、被害防止対策を適切に実施す
る。 1,138

(ｽﾄｰｶｰ
予算含む)

①110番通報や警察相談等により配偶者暴力事案を認知した
場合、被害者等の一時避難への支援や携帯用緊急通報装置
の貸与、リーフレットを活用して保護命令制度や警察が執り得
る措置、防犯指導等についてきめ細やかに教示するとともに、
加害者の検挙又は指導警告を与えるなど、被害防止対策を
推進した。

1,005
(ｽﾄｰｶｰ

予算含む)



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）

◇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。

280 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。
　１０／１７ 、１０／１８ 、１０／２８ 、１１／１ 、１１／１１ 、１１／１５

244 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。

18,538 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　９７件)

15,440 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 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 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。

6,535 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。

1,543 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：英語　２件 、中国語　４件、ベトナム語　１件）

121 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。

0 女サポ

男女課

女サポ

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、市町
村での取り組みについて情報交換を行うことにより市町村の取
組の促進を図った。

・緊急時における移送手段、避難場
所の確保

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。

・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

0 0

施策の方向 重点

平成２８年度

施策
担当課



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）
施策の方向 重点

平成２８年度

施策
担当課

◇安全確保のための取組 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
継ぎや情報提供等、必要に応じた保護対策に努める。

0 ②市町村及び関係機関と連携し被害者等の避難措置を講じる
とともに、避難先を管轄する警察署（又は県警本部）に確実に
引き継ぎ、継続的に保護対策を推進した。
　また、保護命令発令時には、被害者への防犯指導及び加害
者に対して命令遵守の指導を実施し、保護命令違反行為等を
認知した場合は積極的に検挙した。

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。

6,355 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、防災及び感染症対策訓練を実施し
た。

4,536 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、裁判官、保護命令担当書記官出席の会議で、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等に関し
て働きかけを行うとともに情報共有を図った。
　県主催：家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会
議
　　　11/30　26機関参加
　地裁主催：保護命令手続きに関する関係機関との協議会
　　　　3/22　25機関参加



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）

◇ＤＶ職務関係者研修等の充実 394 229 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。 1,095
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28年10月24日（月）、27名参加

778
の一部

男女課

③配暴センターにおいて新たにＤＶ業務を担当することとな
る職員に対し、円滑に業務を行えるようＤＶ業務担当新任者
研修を実施する。

0 ③配暴センターにおいて新たにＤＶ業務を担当することとなる
職員に対し、円滑に業務を行えるようＤＶ業務担当新任者研
修を実施した（4月7日、8名参加）。

0 男女課
女サポ

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（平成28年度は実施なし。） 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　0 回

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28年度は市町村から講師の派遣申請はなかった。 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１9名が参加した。

0 男女課

◇専門性の向上に向けた取組

②配暴センター連絡会議等を開催し、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。

280 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。
　６／３０ 、８／５ 、１／２７

244 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　0 回

0 女サポ

・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

・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≫

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する。（基本・応用、経験者、スキ
ルアップ）

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。
　　新任職員研修（Ⅰ部）　　　　4/22,5/13  252名参加
　　新任職員研修（Ⅱ部）　　　　6/24,7/4    192名参加
　　担当職員研修（経験者） 　　9/9,9/14    112名参加
　　自立支援スキルアップ研修  6/22         　52名参加

女サポ0

施策の方向 重点

平成２８年度

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（平成28年度は実施なし。）0

施策
担当課



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）
施策の方向 重点

平成２８年度

施策
担当課

◇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 男女課

男女センター374①外部の専門家を招き、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9回実施した。
（月1回、5月～翌2月（8月を除く）の第3水曜）

・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

387



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）

◇総合的な支援体制の整備 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 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。

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

①ＤＶ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2件　同行支援2回

②ＤＶ被害者を対象にした自立支援講座を実施する。 312 ②ＤＶ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）

239 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 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、各関係機関に掲載
情報の確認を依頼し、被害者窓口等の掲載情報を更新した。

0 男女課

施策
担当課

778

男女課

男女課①ＤＶ被害者生活再建支援事業を実施する。 1,095

施策の方向 重点

平成２８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。

・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

○

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　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。

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



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
担当課

施策の方向 重点

平成２８年度

◇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 男女課

◇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。

25,880
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した。
（計28回実施、延べ参加者274名）

25,880
の一部

雇用労働課

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 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 女サポ

②ＤＶ被害者を対象にした自立支援講座を実施する。 312 ②ＤＶ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）

239 男女センター

9,599 児童家庭課

雇用労働課

・住宅の確保

・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≫

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後も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。

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した。
また、電話による問い合わせに対し、随時同様の求人情報を
紹介した。
・新規内職求人提供件数　13件
・電話による問い合わせ件数　585件

0

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 ③DV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。
パソコン講座（オフィス入門コース）１８名
パソコン講座（オフィス入門＋MOS受験対策コース）２０名
介護職員初任者研修　１５名
（就業相談・就労情報提供）常時

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。
平成２８年度の応募結果
応募３件（４月０、７月０、１０月２、１月１）　入居０件

0 住宅課



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）

◇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
できるだけ便宜を図り、弾力的に受け入れるよう働きかける。

0 ②平成２８年度は、葛南、北総及び東上総教育事務所管内の
３市に関係する生徒保護者の養育放棄に関する転出入事務
に関する相談が１件あり、指導課と連携し対応した。

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。当該児童の保育所への
優先入所を基準で定めている自治体の数は11、特に優先度
の高い事案として取り扱っている自治体の数は10となった。

0 子育て支援課

◇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 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２ヶ所）

③民間児童養護施設において、被虐待児童に対して必要な
心理的ケアを行うことができた。

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。

④主に一時保護中の被虐待児童等に対しグループ指導が実
施され、児童の情緒の安定及び心身の健全な発達が促進さ
れた。必要に応じて保護者へ指導の状況が伝えられ、保護者
の児童への理解に役立てられた。

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。

⑤虐待を行う保護者に対し、必要に応じて児童相談所にて精
神科医等によるカウンセリングや指導を行い、虐待状況や家
族関係の改善等を図った。

施策
担当課

児童家庭課

施策の方向 重点

平成２８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

18,805

15,415

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。

・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4名、
合計１3名の人事交流を行った。小学校、中学校の教諭から
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。

0 0

00 女サポ



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
担当課

施策の方向 重点

平成２８年度

◇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。
　（8/5･8/23、参加者数：123名）

60 男女課

③引き続き、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。また、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、市町村等関係機関との連携強化
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３，８５２人であり、うちＤＶが起因する心理的
虐待によるものが１，１０２人であった(平成２８年中）。

0 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への移行が促された
（H23年度　50市町村→H28年度　53市町村）。
　 児童虐待対応に関する体系的な研修を毎年定期的に行っ
ており、市町村職員や関係機関に対して、児童虐待に関する
知識や対応について周知し、連携強化を図った。

1,565 児童家庭課

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する。（基本・応用、経験者、スキル
アップ）

394 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。
　　新任職員研修（Ⅰ部）　　　　4/22,5/13  252名参加
　　新任職員研修（Ⅱ部）　　　　6/24,7/4    192名参加
　　担当職員研修（経験者） 　　9/9,9/14    112名参加
　　自立支援スキルアップ研修  6/22         　52名参加

229 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

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。

①学校人権教育研究協議会の担当指導主事協議会におい
て、各教育事務所の人権担当指導主事を対象に、中央児童
相談所の児童福祉司を講師に招聘して、「児童虐待の現状と
学校の対応」についての研修を行い、児童虐待についての理
解を深めた。また、総合教育センター主催の初任者研修等人
権教育の講座において、児童虐待等についての内容を取り
扱い、理解を深めた。

359380 教育庁指導課



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）

◇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。
   11/21　30機関参加

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：愛知県）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 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１9名が参
加した。

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。

1,095 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。
　コーディネート業務2件 同行支援2回　サポーター研修１回

778 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。

6,535 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。

1,543 女サポ

女サポ

女サポ

男女課

0

244

・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。

・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。
　１０／１７ 、１０／１８ 、１０／２８ 、１１／１ 、１１／１１ 、１１／１５

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。
　　11/24 支援団体9団体11名、県関係者７名

0

280

0

0

施策の方向 重点

平成２８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）

◇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 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 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、安房、印旛及び香取健康福祉センターにおいて
管内市町の会議が行われ、情報交換等が行われた。（前年度
は１管内で実施）

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28年度は市町村から講師の派遣申請はなかった。 0 男女課

◇ＤＶ防止法に基づく市町村基本計
画の策定促進

◇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。

280 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。
　１０／１７ 、１０／１８ 、１０／２８ 、１１／１ 、１１／１１ 、１１／１５

244 女サポ

施策
担当課

00

・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、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。

男女課

男女課

男女課

男女課

男女課

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、市町村基本計画策定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、１市1町への個別訪問による
働きかけを行った。
　基本計画策定状況　平成27年度末：28市⇒平成28年度末：
35市町

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。

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

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。

①平成31年４月に計画策定を予定している我孫子市にアドバ
イザーを派遣して、ＤＶ計画の必要性等についてアドバイスし
た。

施策の方向 重点

平成２８年度

・市町村基本計画の策定に向けた働
きかけ 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、１市1町への個別訪問による
働きかけを行った。
　基本計画策定状況　平成27年度末：28市⇒平成28年度末：
35市町

0

○

・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



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
担当課

施策の方向 重点

平成２８年度

◇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（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。

0 男女課
女サポ

・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

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。

0 0 男女課
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