
「青森県ＤＶ防止・被害者支援計画」関連事業の実施状況等(計画期間：平成２６～３０年度)

基本目標Ⅱ　被害者保護対策の充実

重点目標４　発見・通報体制の充実

実施計画 実施状況

施策の方向　(１)発見・通報機関における対応の強化

ＤＶホットライン事業 配偶者からの暴力の防止に関する通
報、相談に対応するためのフリーダイ
ヤルのホットラインを女性相談所に設
置し、ＤＶ相談業務を実施する。

配偶者からの暴力の防止に関する通
報、相談に対応するためのフリーダイ
ヤルのホットラインを女性相談所に設
置し、ＤＶ相談業務を実施した。

配偶者からの暴力の防止に関する通
報、相談に対応するためのフリーダイ
ヤルのホットラインを女性相談所に設
置し、ＤＶ相談業務を実施する。

健康福祉部こども
みらい課

＜目標値＞相談件数1,066件(H25-27
平均）

＜実績値＞相談件数1,113件 ＜目標値＞相談件数1,113件(H28実
績）
(H26-28平均1,105件）

（当初予算額）5,433千円(負担割合：県
1/2、国1/2)

（最終予算額）5,433千円(負担割合：県
1/2、国1/2)

（当初予算額）5,429千円(負担割合：県
1/2、国1/2)

②
ＤＶ防止広報事業 （*再掲Ⅰ‐ 2‐(1)‐⑬） （*再掲Ⅰ‐ 2‐(1)‐⑬） （*再掲Ⅰ‐ 2‐(1)‐⑬） 健康福祉部こども

みらい課

女性相談所作成のリーフレット・カードの配
布

昨年度末に作成されたリーフレットを関
係機関に配布して周知する。

リーフレットを関係機関に配布して周知
した。

リーフレットを関係機関に配布して周知
する。

青森県女性相談
所

＜目標値＞2000部配布 ＜実績値＞　1,000部配布 ＜目標値＞　1,000部配布

（当初予算額）０円(ＤＶ被害者等総合支援
事業費の一部。負担割合：県1/2、国1/2)

（最終予算額）　― （当初予算額）　―

各種研修会等への講師派遣 依頼により民間団体主催の研修会等
へ講師を派遣し、ＤＶ発見・通報等につ
いて周知を図る。

平成28年度は、講師派遣の実績なし。 依頼により民間団体主催の研修会等
へ講師を派遣し、ＤＶ発見・通報等につ
いて周知を図る。

健康福祉部こども
みらい課

＜目標値＞研修会等への講師派遣に
より、DVの早期発見につなげる。

＜実績値＞講師派遣の実績なし ＜目標値＞研修会等への講師派遣に
より、DVの早期発見につなげる。

（当初予算額）- （最終予算額）- （当初予算額）-

施策の方向　(２)医療機関における発見体制の強化

⑤
ＤＶ防止広報事業 （*再掲Ⅰ‐ 2‐(1)‐⑬） （*再掲Ⅰ‐ 2‐(1)‐⑬） （*再掲Ⅰ‐ 2‐(1)‐⑬） 健康福祉部こども

みらい課

施策の方向　(３)県広報の活用等による通報窓口の周知

県広報を活用した通報・相談窓口の周知 県広報（メルマガ、新聞、ラジオ等）に
より、DV相談窓口について周知する。

県広報（コンビニからの情報発信等）に
より、DV相談窓口について周知する。

健康福祉部こども
みらい課

＜目標値＞県の広報媒体を活用し、相
談窓口の周知度の向上を図る。

＜実績値＞実績なし ＜目標値＞県の広報媒体を活用し、相
談窓口の周知度の向上を図る。

（当初予算額）- （最終予算額）- （当初予算額）-

　２４時間対応のＤＶホットラインのより、相談に適切に対応しています。また、リーフレット等の配布等により、ＤＶ相
談窓口の周知を図っています。
　今後の推進については、引き続き関係機関等と連携し、発見・通報体制の強化を図っていくほか、通報・相談窓
口のさらなる周知を図っていく必要があります。

＜重点目標別の評価及び推進＞

事業名等 担当課

①

平成２９年度実施計画
平成２８年度

⑥

④

番
号

③
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「青森県ＤＶ防止・被害者支援計画」関連事業の実施状況等(計画期間：平成２６～３０年度)

基本目標Ⅱ　被害者保護対策の充実

重点目標５　迅速かつ適切な被害者保護

実施計画 実施状況

施策の方向　(１)一時保護体制の充実

一時保護委託施設の拡充 県内の複数施設と一時保護委託契約を
締結し、一時保護体制の充実を図る。

県内の複数施設と一時保護委託契約を
締結し、一時保護体制の充実を図っ
た。

県内の複数施設と一時保護委託契約を
締結し、一時保護体制の充実を図る。

健康福祉部こども
みらい課

＜目標値＞一時保護業務委託施設　３
か所

＜実績値＞一時保護業務委託施設　３
か所

＜目標値＞一時保護業務委託施設　３
か所

（当初予算額）269千円 （最終予算額）269千円 （当初予算額）269千円

施策の方向　(２)広域連携の促進

他県との広域連携 他県へ避難する事例については、支援
にあたり連絡・情報提供等を行い、関係
機関との連携を図る。

他県へ避難する事例はなし。 他県へ避難する事例については、支援
にあたり連絡・情報提供等を行い、関係
機関との連携を図る。

青森県女性相談
所

＜目標値＞他県との連携、移送、他県
一時保護所の活用などにより被害者の
安全を確保する。

＜実績値＞ ＜目標値＞他県との連携、移送、他県
一時保護所の活用などにより被害者の
安全を確保する。

（当初予算額）189千円 （最終予算額）　0円 （当初予算額）　140千円

施策の方向　(３)警察における対応の充実

被害者の安全対策 被害者等の一時避難に伴う宿泊費公
的負担制度の拡大及び被害者等の安
全が確保されるよう保護対策を強化す
る予定

被害者等の一時避難に伴う宿泊費公
的負担制度の拡充及び被害者の安全
確保のため、緊急通報装置貸与事業を
開始した

被害者等の一時避難に伴う宿泊費公
的負担制度の拡充及び被害者の安全
確保のため、緊急通報装置貸与事業を
継続する

警察本部生活安
全企画課

＜目標値＞ ＜実績値＞ ＜目標値＞

（当初予算額）※宿泊費一時負担制度
216千円、緊急通報装置貸与事業86千
円

（最終予算額）
宿泊費一時負担制度216千円、
緊急通報装置貸与事業86千円

（当初予算額）
宿泊費一時負担制度240千円、
緊急通報装置貸与事業59千円

施策の方向　(４)保護命令に対する適切な対応の確保

被害者の救済措置(人権侵犯事件の調査救
済)

法務省の人権擁護機関では、ＤＶを含
め被害者から「人権を侵害された」との
申告を受けて、または関係者や新聞等
の情報によって人権侵害の事実を知る
ことにより救済手続きを開始している。
救済手続きの中で人権侵害の有無を確
認するための調査を行うことになるが、
この調査はあくまでも関係者の協力に
よる任意のものである。
　調査の結果、人権侵害の事実が認め
られれば、法律的なアドバイスをする
「援助」や、当事者間の話合いを仲介す
る「調整」等の措置から、「説示」、「告
発」や「勧告」といった加害者に対する
厳しい措置まで７種類の救済措置を講
じている。また，事案に応じて事件の関
係者に対して、人権について「啓発」を
行う。

調査救済手続開始件数　１９９件 法務省の人権擁護機関では、ＤＶを含
め被害者から「人権を侵害された」との
申告を受けて、または関係者や新聞等
の情報によって人権侵害の事実を知る
ことにより救済手続きを開始している。
救済手続きの中で人権侵害の有無を確
認するための調査を行うことになるが、
この調査はあくまでも関係者の協力に
よる任意のものである。
　調査の結果、人権侵害の事実が認め
られれば、法律的なアドバイスをする
「援助」や、当事者間の話合いを仲介す
る「調整」等の措置から、「説示」、「告
発」や「勧告」といった加害者に対する
厳しい措置まで７種類の救済措置を講
じている。また，事案に応じて事件の関
係者に対して、人権について「啓発」を
行う。

青森地方法務局
人権擁護課

　一時保護委託施設を県内に３か所確保するなど、被害者の状況に対応した一時保護を実施しております。また、広
域連携、警察における対応の充実等については、関係機関と連携した適切な対応が行われています。
　今後の推進については、被害者の安全確保に向けて引き続き各機関が連携して適切に実施していく必要がありま
す。

＜重点目標別の評価及び推進＞

⑧

⑨

⑩

担当課

⑦

番
号

事業名等 平成２９年度実施計画
平成２８年度
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「青森県ＤＶ防止・被害者支援計画」関連事業の実施状況等(計画期間：平成２６～３０年度)

基本目標Ⅱ　被害者保護対策の充実

重点目標６　同伴家族等への支援

実施計画 実施状況

施策の方向　(１)虐待・ＤＶ等総合対策の推進

配偶者暴力相談支援センターの運営及び
関係職員の研修

内閣府、厚生労働省等が主催する研
修等の受講

内閣府、厚生労働省等が主催する研
修等に職員、相談員を派遣した。

内閣府、厚生労働省等が主催する研
修等の受講

健康福祉部こども
みらい課

＜目標値＞
○センター長WS１名
○相談員WS3名
○婦人相談所指導者研修1名
○人身取引関係会議1名
○全国研修3名
○東北ブロック研修会6名

＜実績値＞
○センター長WS3名
○行政職員WS2名
○相談員WS3名
○婦人相談所指導者研修0名
○全国研修2名
○東北ブロック研修会7名

＜目標値＞
○センター長WS2名
○行政職員WS1名
○相談員WS3名
○婦人相談所指導者研修1名
○全国研修3名
○東北ブロック研修会7名

(当初予算額))979千円(負担割合：県
1/2、国1/2)

(最終予算額))979千円(負担割合：県
1/2、国1/2)

(当初予算額))979千円(負担割合：県
1/2、国1/2)

⑫
ＤＶホットライン事業 （*再掲Ⅱ‐4‐(1)‐①） （*再掲Ⅱ‐4‐(1)‐①） （*再掲Ⅱ‐4‐(1)‐①） 健康福祉部こども

みらい課

DV被害者等身元保証人対策事業 ＤＶ被害者等が、入所施設を退所し、
就職又はアパート等を賃借する際に、
身元保証人を確保できないものを対象
とし、施設長等が身元保証人となった
場合に、事故発生時の保証を行う事業
を実施

身元保証事業の実績なし ＤＶ被害者等が、入所施設を退所し、
就職又はアパート等を賃借する際に、
身元保証人を確保できないものを対象
とし、施設長等が身元保証人となった
場合に、事故発生時の保証を行う事業
を実施

健康福祉部こども
みらい課

＜目標値＞事例が発生した場合、適
切に対応する。

＜実績値＞実績なし ＜目標値＞事例が発生した場合、適
切に対応する。

（当初予算額）30千円(負担割合：　国
1/2 県1/2)

（最終予算額）0千円 （当初予算額）30千円(負担割合：　国
1/2 県1/2)

施策の方向　(２)一時保護所に同伴する子どもの心のケアと支援の推進

児童相談所との連携による学習指導 　同伴児童の学習指導は、心理判定
員が児童の学力にあった学習内容でド
リル等を活用し実施

　同伴児童の学習指導は、心理判定
員が児童の学力にあった学習内容でド
リル等を活用し実施した。

　同伴児童の学習指導は、心理判定
員が児童の学力にあった学習内容でド
リル等を活用し実施する。

青森県女性相談
所

＜目標値＞一時保護所で子どもの能
力に応じて学習指導を実施する

＜実績値＞　一時保護所で子どもの能
力に応じて学習指導を14件実施。

＜目標値＞　一時保護所で子どもの能
力に応じて学習指導を実施する。

（当初予算額）30千円（一時保護所収
容費の一部）

（最終予算額）　74千円（一時保護所収
容費の一部）

（当初予算額）　40千円（一時保護所収
容費の一部）

施策の方向　(３)子どもの安全な就学の確保

住民基本台帳法の周知・徹底 各市町村において、DV等の加害者が
住民基本台帳の一部の写しの閲覧及
び住民票の写し等の交付の制度を不
当に利用して、DV等の被害者の住所
を検索することを防止し、被害者の保
護を図るための必要な措置を講じてい
る。
周知回数１回
・総務省からの照会（１２月、支援措置
対象者数調査時）

・総務省からの照会（平成28年12月7
日付け支援措置対象者数調）の実施
にあわせて各市町村へ周知した。

周知回数　１回

平成28年度と同様に実施予定である。
各市町村において、DV等の加害者が
住民基本台帳の一部の写しの閲覧及
び住民票の写し等の交付の制度を不
当に利用して、DV等の被害者の住所
を検索することを防止し、被害者の保
護を図るための必要な措置を講じてい
る。
周知回数　１回
・総務省からの照会（12月、支援措置
対象者数調査時）

総務部市町村課

　DV総合対策として、２４時間対応のＤＶホットラインによる相談対応や、県内９カ所のDV相談支援センターで被害
者等の相談・支援にあたる職員の資質の向上を図るなど体制の整備が図られています。また、DV相談支援セン
ター、市町村、児童相談所等の関係機関との連携についても、必要に応じた児童等同伴家族への支援や学習支
援が図られています。
　市町村においても住民票を異動することなく学区外就学の措置が取られるなど被害者支援が適切に行われてい
ます。
　今後の推進については、同伴家族の事情に応じたきめ細やかな支援を継続して実施する必要があります。

＜重点目標別の評価及び推進＞

⑪

⑭

⑮

⑬

担当課
番
号

事業名等 平成２９年度実施計画
平成２８年度
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「青森県ＤＶ防止・被害者支援計画」関連事業の実施状況等(計画期間：平成２６～３０年度)

基本目標Ⅱ　被害者保護対策の充実

重点目標７　相談への対応の充実

実施計画 実施状況

施策の方向　(１)いつでもどこでも相談できる体制の確立

⑯
ＤＶホットライン事業 (*再掲 Ⅱ‐4‐(1)‐①) (*再掲 Ⅱ‐4‐(1)‐①) (*再掲 Ⅱ‐4‐(1)‐①) 健康福祉部こども

みらい課

女性の人権ホットライン（電話相談） 専用電話による２４時間受付（休日及
び平日午後５時１５分から翌午前８時３
０分は留守番機能で対応）の電話相談
を行い，ＤＶほか女性の人権に関する
相談に応じる。
全国一斉「女性の人権ホットライン強
化週間」（１１月１４日（月）から１１月２
０日（日）まで）を実施する。

相談件数　　１６７件
（うち　強化週間中の相談件数　２４件）

専用電話による２４時間受付（休日及
び平日午後５時１５分から翌午前８時３
０分は留守番機能で対応）の電話相談
を行い，ＤＶほか女性の人権に関する
相談に応じる。
全国一斉「女性の人権ホットライン強
化週間」（１１月１３日（月）から１１月１
９日（日）まで）を実施する。

青森地方法務局
人権擁護課

「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストッ
プ支援センター」業務委託事業

性暴力被害者を支援するため、被害者
本人及びその家族等からの相談を受
け、要望に応じた必要な支援をコー
ディネートする拠点として「あおもり性
暴力被害者支援センター」を開設す
る。関係機関が連携・協力して支援を
行い、被害者の心とからだの負担を軽
くし、健康の早期回復を図る。

環境生活部青少
年・男女共同参画
課
警察本部警務課
犯罪被害者支援
室

＜目標値＞
被害者の心とからだの負担を軽くし、
健康の早期回復を図る

（当初予算額）5,178千円（負担割合：国
1/2県1/2）

施策の方向　(２)相談者の多様なニーズへの対応の充実

男女共同参画センターにおける相談事業 毎週水曜日と年末年始を除く毎日、9
時から16時まで相談員による電話相談
及び予約による面接相談を実施する。
また、専門相談として、女性弁護士に
よる法律相談、心理カウンセラーによ
る心の相談を毎月定期的に実施する。
また、ＤＶ被害者等の支援につながる
法律や制度を学ぶ講座の実施。また、
高等学校養護教員や警察、DV被害支
援者、行政担当者等向けの「デート
DV」をテーマに研修を開催予定。

毎週水曜日と年末年始を除く毎日、9
時から16時まで相談員による電話相談
及び予約による面接相談を実施した。
また、専門相談として、女性弁護士に
よる法律相談、心理カウンセラーによ
る心の相談を毎月定期的に実施した。
また、ＤＶ被害者等の支援につながる
法律や制度を学ぶ講座を2回実施。ま
た、高等学校養護教員や警察、DV被
害支援者、行政担当者等向けの「デー
トDV」をテーマに研修を開催した。

毎週水曜日と年末年始を除く毎日、9
時から16時まで相談員による電話相談
及び予約による面接相談を実施する。
また、専門相談として、女性弁護士に
よる法律相談、心理カウンセラーによ
る心の相談を毎月定期的に実施する。
また、ＤＶ被害者等の支援につながる
法律や制度を学ぶ講座を2回実施。ま
た、高等学校養護教員や警察、DV被
害支援者、行政担当者等向けの「デー
トDV」をテーマに研修を開催予定。

青森県男女共同
参画センター

＜目標値＞相談室の周知により、悩み
を抱える女性たちが気軽に相談できる
相談室を目指す。

＜実績値＞年間1,016件
デートＤＶ防止講座参加者60人

＜目標値＞相談室の周知により、悩み
を抱える女性たちが気軽に相談できる
相談室を目指す。

指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業

⑳
「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストッ
プ支援センター」業務委託事業

（*再掲Ⅱ-7-（1）-⑱） 環境生活部青少
年・男女共同参画
課
警察本部警務課
犯罪被害者支援
室施策の方向　(３)障害者や外国人被害者に対する支援体制の整備

障害者の被害者等への対応 ・手話を要する被害者については、関
係機関等を通じて手話通訳者の確保
に努める。
・「一時保護のしおり」点字版を活用す
る。

障害者の被害者等への対応実績な
し。

・手話を要する被害者については、関
係機関等を通じて手話通訳者の確保
に努める。
・「一時保護のしおり」点字版を活用す
る。

青森県女性相談
所

＜目標値＞障害者の被害者等の相談
に適切に対応する。

＜実績値＞　0件 ＜目標値＞障害者の被害者等の相談
に適切に対応する。

（当初予算額）- （最終予算額）- （当初予算額）-

外国人被害者に対する外国語通訳の確保 県国際交流協会、入国管理局等を通じ
て通訳の確保に努める。

外国人被害者への対応実績なし。 県国際交流協会、入国管理局等を通じ
て通訳の確保に努める。

青森県女性相談
所

＜目標値＞事例に対応し、外国語通
訳の確保に努める。

＜実績値＞　0件 ＜目標値＞　事例に対応し、外国語通
訳の確保に努める。

(当初予算額)10千円（女性相談所・一
時保護所事務費の一部）

（最終予算額）　0円（女性相談所・一時
保護所事務費の一部）

(当初予算額)　10千円（女性相談所・一
時保護所事務費の一部）

⑲

事業名等

㉑

㉒

⑰

番
号

担当課平成２９年度実施計画
平成２８年度

⑱
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実施計画 実施状況
事業名等

番
号

担当課平成２９年度実施計画
平成２８年度

施策の方向　(４)相談担当職員の安全確保及びメンタルヘルスケア体制の整備
警察との連携（不審者対策実技訓練）による職
員の安全確保

不審者対策として県警察本部の講師
による加害者対応訓練を行い、職員の
安全確保に努める。

不審者対策として県警察本部の講師
による加害者対応訓練を実施した。

不審者対策として県警察本部の講師
による加害者対応訓練を行い、職員の
安全確保に努める。

青森県女性相談
所

＜目標値＞警察と連携をはかり、職員
の安全確保に努める。警察の協力のも
とに平成28年9月7日実施予定。

＜実績値＞　平成28年9月7日警察の
協力により、加害者対応訓練を実施。

＜目標値＞　平成29年9月28日警察の
協力により、加害者対応訓練を実施予
定。

（当初予算額）- （最終予算額）　― （当初予算額）　―

苦情解決第三者委員会の設置 女性相談所内に苦情解決第三者委員
会を設置し、適切な対応を行う。

女性相談所内に苦情解決第三者委員
会を設置し、受け付けた苦情に対する
対応について報告した。

女性相談所内に苦情解決第三者委員
会を設置し、適切な対応を行う。

青森県女性相談
所

＜目標値＞相談対応、一時保護での
苦情について適切に対応する。

＜実績値＞　対応件数3件 ＜目標値＞相談対応、一時保護での
苦情について適切に対応する。

（当初予算額）　5千円（ＤＶ被害者等総
合支援事業費の一部、負担割合：　国
1/2 県1/2)

（最終予算額）　　5千円（ＤＶ被害者等総合
支援事業費の一部、負担割合：　国1/2 県
1/2)

（当初予算額）　　5千円（ＤＶ被害者等総合
支援事業費の一部、負担割合：　国1/2 県
1/2)

㉓

施策の方向　(５)苦情処理体制の構築

㉔

　２４時間対応のＤＶホットラインを継続し、いつでもどこでも対応できる体制を整え、被害者ニーズに対応した被害
者支援事業を実施しています。また、苦情処理体制についても、女性相談所では苦情解決第三者委員会を設置
し、受け付けた苦情に対する報告を行うなど適切に対応しています。
　今後の推進については、引き続き、関係機関や市町村の相談窓口と十分な連携を図るとともに、市町村ＤＶセン
ターの設置を働きかけ、更なる体制の充実を図る必要があります。また、相談担当者・支援者の安全確保等の体
制の整備に努めていく必要があります。

＜重点目標別の評価及び推進＞
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