
「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)

重点目標８　被害者の自立への支援

実施計画 実施状況

施策の方向　(１)就労促進のための支援

青森県母子家庭等就業・自立支援センター
事業

母子家庭の母等（ＤＶ被害者を含む）に
対し、職業適性、就業経験等に応じた
就業相談や就業支援講習、公共職業
安定所等職業紹介機関と連携した就
業情報の提供などを行う。
（＊(公財)青森県母子寡婦福祉連合会
に委託して実施）

母子家庭の母等（ＤＶ被害者を含む）に
対し、職業適性、就業経験等に応じた
就業相談や就業支援講習、公共職業
安定所等職業紹介機関と連携した就
業情報の提供などを行った。
（＊(公財)青森県母子寡婦福祉連合会
に委託して実施）

母子家庭の母等（ＤＶ被害者を含む）に
対し、職業適性、就業経験等に応じた
就業相談や就業支援講習、公共職業
安定所等職業紹介機関と連携した就
業情報の提供などを行う。
（＊(公財)青森県母子寡婦福祉連合会
に委託して実施）

健康福祉部こども
みらい課

＜目標値＞
支援バンク事業による就職者数　24名
（H26年度実績）

＜実績値＞
支援バンク事業による就職者数　25名

＜目標値＞
支援バンク事業による就職者数　25名
（H27年度実績）

（当初予算額）10,383千円（負担割合：
県5,192千円　国5,191千円）

（最終予算額）10,383千円（負担割合：
県5,192千円　国5,191千円）

（当初予算額）10,383千円（負担割合：
県5,192千円　国5,191千円）

離職者等再就職訓練事業 離職者等の早期再就職支援のため、
民間教育訓練機関を活用し、介護、医
療事務、経理等の職業訓練を実施し、
就業経験が少ない方には座学と職場
実習を組み合わせた訓練を実施する。
また、介護福祉士や保育士の資格取
得ができる２年間訓練や事業所内での
職務に即した職業訓練を事業主に委
託して実施する。

左記内容を実施した。今後も有効求人
倍率等のデータを元に訓練内容、定員
等調整をする。
＜実績値＞
受講者数：1,216名（前年度繰越者含
む）
修了者数：1,073名
次年度繰越者数：255人
就職者数：906名（就職中退者を含む）

離職者等の早期再就職支援のため、
民間教育訓練機関を活用し、介護、医
療事務、経理等の職業訓練を実施し、
就業経験が少ない方には座学と職場
実習を組み合わせた訓練を実施する。
また、介護福祉士や保育士の資格取
得ができる２年間訓練や事業所内での
職務に即した職業訓練を事業主に委
託して実施する。

商工労働部労政・
能力開発課

＜目標値＞
当初計画定員　1,690名

＜目標値＞
当初計画定員　1,420名

（当初予算額）
712,600千円（負担割合：国10/10）

（最終予算額）
412,010千円（負担割合：国10/10）

（当初予算額）
675,169千円（負担割合：国10/10）

公共職業訓練のあっせん
就職促進のための各種助成金の支給

  ハローワークでは、求職者に対し求
人情報を提供し、職業相談、職業紹介
を行い、各種就労支援を行っている。
　ＤＶ被害者であって、２０歳未満の子
供を扶養するなどの要件を満たす場合
には、通常の求人情報の提供及び職
業紹介のほか、母子家庭の母等に適
用されている以下の就労支援を実施す
る。
（事業内容）
１公共職業訓練の受講あっせん
２求職者支援訓練の支援指示及び職
業訓練受講給付金の支給
３就職促進のための各種助成金の支
給
①特定求職者雇用開発助成金
②試行雇用奨励金（母子家庭の母等
に係る分）

  ＤＶ被害者であって、２０歳未満の子
供を扶養するなどの要件を満たす場合
には、通常の求人情報の提供及び職
業紹介のほか、母子家庭の母等に適
用されている以下の就労支援を実施し
た。
（事業内容）
１公共職業訓練の受講あっせん
２求職者支援訓練の支援指示及び職
業訓練受講給付金の支給
３就職促進のための各種助成金の支
給
①特定求職者雇用開発助成金（母子
家庭の母等に係る分）
  　 ６６１件　　　２５０，４８４千円
                  (４月～３月分）
②試行雇用奨励金（母子家庭の母等
に係る分）　０件　０千円   (４月～３月
分）

  ハローワークでは、求職者に対し求
人情報を提供し、職業相談、職業紹介
を行い、各種就労支援を行っている。
　ＤＶ被害者であって、２０歳未満の子
供を扶養するなどの要件を満たす場合
には、通常の求人情報の提供及び職
業紹介のほか、母子家庭の母等に適
用されている以下の就労支援を実施す
る。
（事業内容）
１公共職業訓練の受講あっせん
２求職者支援訓練の支援指示及び職
業訓練受講給付金の支給
３就職促進のための各種助成金の支
給
①特定求職者雇用開発助成金（母子
家庭の母等に係る分）
４５１件　　７４，５４２千円（４月～７月）
②試行雇用奨励金（母子家庭の母等
に係る分）　０件　０千円（４月～７月）

青森労働局

＜目標値＞就職困難者を継続して雇
用する事業主に対する助成金の支給
により、雇用機会の増大を図る。

＜実績値＞ ＜目標値＞就職困難者を継続して雇
用する事業主に対する助成金の支給
により、雇用機会の増大を図る。

（当初予算額） （最終予算額） （当初予算額）

施策の方向　(２)住宅確保のための支援

④

DV被害者等身元保証人対策事業 (*再掲 Ⅱ‐6‐(1)‐⑬) (*再掲 Ⅱ‐6‐(1)‐⑬) (*再掲 Ⅱ‐6‐(1)‐⑬) 健康福祉部こども
みらい課

県営住宅入居者選考における優遇措置 県営住宅の入居選考の一般公募にお
いて、入居申込者の数が募集戸数を
超える場合は公開抽選により入居者を
決定することとしているが、公開抽選を
行う場合に、優遇世帯（高齢者世帯、
障害者世帯、多子世帯、ハンセン病療
養所入所者世帯、ＤＶ被害者世帯、母
子・父子世帯、引揚者世帯、犯罪被害
者世帯、子ども・被災者支援法に基づ
く支援対象避難者世帯）の当選倍率を
優遇世帯以外の世帯の２倍になるよう
に設定し実施する。

県営住宅の入居選考の一般公募にお
いて、入居申込者の数が募集戸数を
超える場合は公開抽選により入居者を
決定することとしているが、公開抽選を
行う場合に、優遇世帯（高齢者世帯、
障害者世帯、多子世帯、ハンセン病療
養所入所者世帯、ＤＶ被害者世帯、母
子・父子世帯、引揚者世帯、犯罪被害
者世帯、子ども・被災者支援法に基づ
く支援対象避難者世帯）の当選倍率を
優遇世帯以外の世帯の２倍になるよう
に設定し実施した。

県営住宅の入居選考の一般公募にお
いて、入居申込者の数が募集戸数を
超える場合は公開抽選により入居者を
決定することとしているが、公開抽選を
行う場合に、優遇世帯（高齢者世帯、
障害者世帯、多子世帯、ハンセン病療
養所入所者世帯、ＤＶ被害者世帯、母
子・父子世帯、引揚者世帯、犯罪被害
者世帯、子ども・被災者支援法に基づ
く支援対象避難者世帯）の当選倍率を
優遇世帯以外の世帯の２倍になるよう
に設定し実施する。

県土整備部建築
住宅課

＜目標値＞
需要に応じて適切に実施する。

＜実績値＞
　応募者及び当選者なし

＜目標値＞
需要に応じて適切に実施する。

（当初予算額） （最終予算額） （当初予算額）

施策の方向　(３)各種援護制度等の利用に関する支援

⑥ 住民基本台帳法の周知・徹底 (*再掲 Ⅱ‐6‐(3)‐⑫) (*再掲 Ⅱ‐6‐(3)‐⑫) (*再掲 Ⅱ‐6‐(3)‐⑮) 総務部市町村課

施策の方向　(４)司法制度等の利用に関する支援

①

基本目標Ⅲ　被害者の自立支援のための環境整備

番
号

担当課事業名等 平成２８年度実施計画
平成２７年度

②

③

⑤

13



実施計画 実施状況

番
号

担当課事業名等 平成２８年度実施計画
平成２７年度

⑦
男女共同参画センターにおける相談事業 (*再掲Ⅱ‐7‐(2)‐⑮) (*再掲Ⅱ‐7‐(2)‐⑮) (*再掲Ⅱ‐7‐(2)‐⑮) 青森県男女共同

参画センター

施策の方向　(５)ステップハウスのあり方についての検討

　離職者や母子家庭への就労支援事業、住宅確保のための支援、司法制度の利用、その他の各種支援制度によ
り、被害者の自立に向けた支援が実施されています。
　今後の推進については、引き続き事業や制度の周知を図っていくとともに、市町村、関係機関等と、より一層連携
し、DV被害者に寄り添った各種支援策の提供に努める必要があります。

＜重点目標別の評価及び推進＞
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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)

重点目標９　被害者の精神的回復のための支援

実施計画 実施状況

施策の方向　(１)被害者の心のケアの充実

一時保護ＤＶケースマネジメント強化事業 心理療法の技術を有する職員を一時
保護所に週５日配置して、カウンセリン
グ等により被害者及び同伴児の心理
的回復を支援するとともに、自立への
ケースマネジメントの強化を図る。

心理療法の技術を有する職員を一時
保護所に週５日配置して、カウンセリン
グ等により被害者及び同伴児の心理
的回復を支援するとともに、自立への
ケースマネジメントの強化を図った。

心理療法の技術を有する職員を一時
保護所に週５日配置して、カウンセリン
グ等により被害者及び同伴児の心理
的回復を支援するとともに、自立への
ケースマネジメントの強化を図る。

健康福祉部こども
みらい課

＜目標値＞
配置心理判定職員数　1人

＜実績値＞
配置心理判定職員数　1人

＜目標値＞
配置心理判定職員数　1人

（当初予算額）1,798千円(負担割合　国
1/2 県1/2)

（最終予算額）1,798千円(負担割合　国
1/2 県1/2)

（当初予算額）1,798千円(負担割合　国
1/2 県1/2)

施策の方向　(２)子どもの心のケアの充実

スクールカウンセラー配置事業 中学校５３校に配置するとともに、中学
校５１校、小学校５７校に派遣してい
る。
頻度は、配置校には週１回（年３５週）
で１日あたり４時間、派遣校には月２回
で１日あたり４時間としている。

中学校５３校に配置するとともに、中学
校５１校、小学校５７校に派遣してい
る。
頻度は、配置校には週１回（年３５週）
で１日あたり４時間、派遣校には月２回
で１日あたり４時間としている。

年間１４０時間で１日あたり４時間の「A
派遣」に中学校５５校、年間７２時間で
１日あたり３時間の「B派遣」には中学
校５５校と小学校６１校、年間４５時間
で１日あたり３時間の「C派遣」には中
学校１２校と小学校１４校を充当してい
る。

教育庁学校教育
課

＜目標値＞
児童生徒の問題行動、いじめ、不登校
などの諸問題の未然防止または解決。

＜実績値＞
児童生徒の問題行動、いじめ、不登校
などの諸問題の未然防止または解決。

＜目標値＞
児童生徒の問題行動、いじめ、不登校
などの諸問題の未然防止または解決。

（当初予算額）６１，４６０千円（負担割
合：県２/３、国１/３)
１３，４２８千円（負担割合：国１０/１０）

（最終予算額）６８，３８１千円（負担割
合：県２/３、国１/３)
８，５９３千円（負担割合：国１０／１０）

（当初予算額）７０，７１２千円（負担割
合：県２/３、国１/３)
１４，３６９千円（負担割合：国１０／１
０）

スクールソーシャルワーカー配置事業 ６教育事務所に各２名、県立高等学校
６校に各１名配置し、要請に応じて学
校等へ派遣する。
　勤務は、年間１０５日（週３日３５週）
で１日６時間。

６教育事務所に各２名、県立高等学校
６校に各１名配置し、要請に応じて学
校等へ派遣する。
　勤務は、年間１０５日（週３日３５週）
で１日６時間。

６教育事務所に各２～３名、県立高等
学校６校に各１名配置し、要請に応じ
て学校等へ派遣する。
　勤務は、年間１０５日（週３日３５週）
で１日６時間。

教育庁学校教育
課

＜目標値＞
児童生徒の問題行動、いじめ、不登校
などの諸問題の未然防止または解決。

＜実績値＞
児童生徒の問題行動、いじめ、不登校
などの諸問題の未然防止または解決。

＜目標値＞
児童生徒の問題行動、いじめ、不登校
などの諸問題の未然防止または解決。

（当初予算額）１３，４５２千円（負担割
合：県２/３、国１/３）

（最終予算額）１１，９９７千円（負担割
合：県２/３、国１/３）

（当初予算額）２５，８５３千円（負担割
合：県２/３、国１/３)

　一時保護所の心理判定職員によるＤＶケースマネジメント事業等により、被害者及び同伴児の心のケアが行われ
ており、被害者の心理的支援が図られています。
　今後の推進については、児童相談所等の関係機関等と、より一層の連携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＞

基本目標Ⅲ　被害者の自立支援のための環境整備

⑩

担当課

⑧

⑨

番
号

事業名等 平成２８年度実施計画
平成２７年度
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