
「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Ⅰ　ＤＶを許さない社会づくり

重点目標１　人権感覚・人権意識の育成

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度（見込み）

施策の方向　(1)地域、学校、家庭等における人権教育の推進

・命を大切にする心を育む県民運動
推進事業

命を大切にする心を育む県民運動の更なる定
着と、子どもたちが孤独感を抱えることなく、た
くましく生きていく力を培うために、下記の事業
を実施した。

①命を大切にする心を育む県民運動推進
フォーラムの開催
・日時　平成27年1月24日（土）
・場所　県民福祉プラザ（青森市）
・内容
　　未来へのメッセージ最優秀作品表彰式
　　推進会議会員活動事例報告
　　講演　精神科医　香山リカ　氏
（未来へのメッセージ発信事業審査委員長）

②命を大切にする心を育む絆プロジェクト事業
の実施
・地域との絆づくり応援事業
・未来へのメッセージ発信事業

命を大切にする心を育む県民運動の更なる定
着と、子どもたちが孤独感を抱えることなく、た
くましく生きていく力を培うために、下記の事業
を実施した。

①命を大切にする心を育む県民運動推進
フォーラムの開催
・日時　平成28年2月7日（日）
・場所　リンクモア平安閣市民ホール（青森市）
・内容
　未来へのメッセージ最優秀賞授賞式
　推進会議会員活動事例報告
　トークセッション
   タレント　十日市　秀悦　氏
　　（未来へのメッセージ発信事業審査
　　　委員長）
　ねぶた師　北村　麻子　氏

②命を大切にする心を育む絆プロジェクト事業
の実施
・地域との絆づくり応援事業
・未来へのメッセージ発信事業

命を大切にする心を育む県民運動の更なる定
着と、子どもたちが孤独感を抱えることなく、た
くましく生きていく力を培うために、下記の事業
を実施した。

①命を大切にする心を育む県民運動推進
フォーラムの開催
・日時　平成29年1月29日（日）
・場所　オルテンシア（五所川原市）
・内容
　未来へのメッセージ最優秀賞授賞式
　推進会議会員活動事例報告
　パネル展示
　講演
   　元大相撲力士　舞の海秀平氏

②命を大切にする心を育む絆プロジェクト事業
の実施
・地域との絆づくり応援事業
・未来へのメッセージ発信事業

命を大切にする心を育む県民運動の更なる定
着と、子どもたちが孤独感を抱えることなく、た
くましく生きていく力を培うために、下記の事業
を実施した。

①命を大切にする心を育む県民運動推進
フォーラムの開催
・日時　平成30年1月28日（日）
・場所　十和田市生涯学習センター内容
・内容　「笑顔の未来へ」合唱発表、活動事例
報告、講演(腰塚勇人氏)
②地域の見守りで輝く笑顔推進事業の実施
・県内一斉声かけ活動の実施
　・年4回、期間を定めて実施
・他人を思いやり命を大切にする心を育む対話
集会の実施
　・県内18校において実施
・地域の力で輝く笑顔推進青森県民大会の開
催
　・日時　平成29年7月30日(日)
　・場所　県民福祉プラザ(青森市)
　・内容　活動事例発表、講演、パネル展示
・各種媒体を活用した普及啓発等

命を大切にする心を育む県民運動の更なる定
着と、子どもたちが孤立感を抱えることなく、た
くましく生きていく力を培うために、下記の事業
を実施する。

①命を大切にする心を育む県民運動推進
フォーラムの開催
・日時　平成30年12月9日（日）
・場所　リンクモア平安閣市民ホール(青森市)
・内容　笑顔の未来へメッセージ作品表彰式、
講演、ミニライブ

②命を大切にする心を育む絆プロジェクト事業
の実施
・未来へのメッセージ作品募集
・地域で育む交流体験創出事業

③地域の見守りで輝く笑顔推進事業の実施
・県内一斉声かけ活動
・他人を思いやり命を大切にする心を対話集会
・各種媒体を活用した普及啓発等

＜実績値＞
・フォーラム参加者　400名
・未来へのメッセージ応募件数5,500件

＜実績値＞
・フォーラム参加者　約300名
・未来へのメッセージ応募件数約2,600件

＜実績値＞
・フォーラム参加者数　250名
・県民大会参加者数　350名
・対話集会参加者数　1335名

＜目標値＞
フォーラム参加者数　700名

(最終予算額）
9,913千円（県10/10）

(最終予算額）
9,076千円（県9,076　国0）

(最終予算額）
9,554千円（負担割合：県10/10）

(最終予算額）
12,704千円(負担割合：県10/10)

（当初予算額）
11,906千円(負担割合：10/10)

小中学生に対する人権教室 ＤＶを許さない社会づくり等に向けての子ども
に対する人権啓発活動として，人権擁護委員
組織体における子ども人権委員が中心となり，
幼稚園・保育園児，小学生，中学生等を対象
に人権教室を実施。小学校の低学年以下に対
しては「思いやりの心や優しい気持ち」につい
て，小学校の高学年以上に対しては「いじめの
ない楽しい学校生活を送るためにはどうすれ
ばよいか」などをテーマに，紙芝居やＤＶＤを鑑
賞し，その感想をもとにみんなで話し合って，人
権尊重の意識を高める。

前年度と同様に実施 前年度と同様に実施 前年度と同様に実施 前年度と同様に実施予定

<実績値>
 幼稚園･保育園   9回    575名
 小学校        341回  8,424名
 中学校         22回  2,572名
 計            372回 11,571名

<実績値>
 幼稚園･保育園  10回    596名
 小学校        321回  8,312名
 中学校         17回  1,608名
 計            348回 10,516名

<実績値>
 幼稚園･保育園   2回     42名
 小学校        303回  7,567名
 中学校         27回  2,399名
 計            332回 10,008名

<実績値>
 幼稚園･保育園   2回    84名
 小学校        287回  7,848名
 中学校         29回  1,782名
 計           318回 9,714名

番
号

事業名等
事業実施状況

担当課

環境生活部青少
年・男女共同参画
課

青森地方法務局人
権擁護課

①

②

【重点目標の評価及び推進】
・関係機関が人権啓発につながる事業を継続して実施し、人権教育の促進が図られています。特に、学校等の教育現場において子どもの人権啓発活動を実施する
など、若年層に対する教育を推進し、ＤＶの発生の防止につなげる取組が図られています。
・男女共同参画については、青森県男女共同参画センターなどにより、様々な場で事業、活動が広範に展開されており、女性人財の育成や普及啓発など、より一層
の推進が図られています。
・今後の推進については、引き続き関係機関が緊密な連携を図りつつ、活動を進めていく必要があります。
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26年度 27年度 28年度 29年度 30年度（見込み）

番
号

事業名等
事業実施状況

担当課

ハートフル・コミュニケーション推進
事業

ＤＶの発生と深刻化を防止し、ＤＶのない社会
づくりを促進するため、県内中学校において、
参加型体験学習（ワークショップ形式）によりセ
ミナーを開催した。

前年度と同様に実施
　

前年度と同様に実施
　

前年度と同様に実施
　

前年度と同様に実施
　

＜実績値＞
　県内中学校　6校(349名)
　セミナー理解度　98.0%

＜実績値＞
　県内中学校　     6校　(498名)
　セミナー理解度　98.4%

＜実績値＞
　県内中学校　     6校　(414名)
　セミナー理解度　99.1%

＜実績値＞
　県内中学校　     6校　(671名)
　セミナー理解度　98.8%

＜目標値＞
　県内中学校　      6 校　(670名）
　セミナー理解度　100％

（最終予算額）
　83７千円

（最終予算額）
　573 千円

（最終予算額）
　429千円

(最終予算額）
　414千円

（当初予算額）
　575千円

青少年に対するデートＤＶ予防啓発 ＤＶを許さない社会づくり等に向けての青少年
に対する人権啓発活動として，人権擁護委員
組織体における男女共同参画社会推進委員
が中心となり，学級又は学校祭等において，
「デートＤＶ」の上映，デートＤＶについてのアン
ケートを実施し，一部学級ではその感想等をも
とに「相手を尊重する関係を作るにはどうしたら
よいか」をテーマとして，みんなで話し合って，
人権尊重の意識を高める。

前年度と同様に実施 前年度と同様に実施 前年度と同様に実施 前年度と同様に実施予定

＜実績値＞
・青森東高等学校平内校舎（８５名）
・五所川原第一高校（２００名）
・六ヶ所高校（５１名）
・青森県立営農大学校（３４名）
・青森中央学院大学，青森中央短期大学
 （８０名）

＜実績値＞
・青森東高等学校平内校舎（７０名）
・五所川原市立金木中学校（２００名）
・六ヶ所高校（７０名）
・青森県立営農大学校（３３名）
・青森中央学院大学，青森中央短期大学
 （９３名）

＜実績値＞
・青森東高等学校平内校舎
・五所川原市立金木中学校
・青森県立営農大学校
・六カ所高等学校
・青森中央学院大学，青森中央短期大学

＜実績値＞
・青森東高等学校平内校舎
・八戸学院大学
・青森県立営農大学校
・十和田西高等学校
・青森中央学院大学，青森中央短期大学

(最終予算額） （最終予算額）- （当初予算額） (最終予算額） （当初予算額）

男女共同参画推進事業 　現計画の計画期間が満了となる市町村の計
画改定に際して、担当者との連絡を密にしその
進捗状況を確認するとともに、女性の登用率の
データ等必要な情報提供を行う等の支援を
行った。

・第2次蓬田村男女共同参画推進計画
（H27.2月改定）
・男女共同参画基本計画市町村策定割合
100％

　現計画の計画期間が満了となる市町村の計
画改定に際して、担当者との連絡を密にしその
進捗状況を確認するとともに、女性の登用率の
データ等必要な情報提供を行う等の支援を
行った。

・青森市男女共同参画プラン２０２０

　計画の計画期間が満了となる５市村（八戸
市、五所川原市、つがる市、平川市、新郷村）
の計画改定に際して、担当者との連絡を密にし
その進捗状況を確認するとともに、女性の登用
率のデータ等必要な情報提供を行う等の支援
を行った。

　市町村の男女共同参画行政の一層の推進を
図るため、市町村の男女共同参画行政担当者
研修会を開催するとともに、市町村担当者と連
携を密にし、その進捗状況を確認の上、男女
共同参画社会づくりに向けた基本計画改定等
を促進するための支援を行った。

　市町村の男女共同参画行政の一層の推進を
図るため、市町村の男女共同参画行政担当者
研修会を開催するとともに、市町村担当者と連
携を密にし、その進捗状況を確認の上、男女
共同参画社会づくりに向けた基本計画改定等
を促進するための支援を行う。

・平成30年度で計画期間が満了する市町村：
今別町、おいらせ町、東通村、南部町

＜実績値＞
男女共同参画基本計画市町村策定割合100％

＜実績値＞
男女共同参画基本計画市町村策定割合100％

＜実績値＞
男女共同参画基本計画市町村策定割合100％

＜目標値＞
男女共同参画基本計画市町村策定割合100％

（最終予算額）104千円（負担割合：県10/10） （最終予算額）307千円（負担割合10/10） （最終予算額）311千円（負担割合：県10/10） （最終予算額）317千円（負担割合：県10/10） （当初予算額）273千円（負担割合：県10/10）

女性人材育成促進事業
30年度の事業名　あおもりウィメン
ズアカデミー

男女共同参画の視点を持って意思決定の場へ
参画できる総合的な人材育成の講座としてあ
おもりウィメンズアカデミーを青森市、弘前市、
おいらせ町で実施した。

男女共同参画の視点を持って意思決定の場へ
参画できる総合的な人材育成の講座として青
森市、むつ市、大鰐町で実施した。

男女共同参画の視点を持って意思決定の場へ
参画できる総合的な人材育成の講座として青
森市、平川市、六ケ所村で実施した。

男女共同参画の視点を持って、意思決定の場
への参画やキャリアアップなど、地域や企業等
で活躍できる女性人財を育成した。
地域で活躍したい女性を対象とする「地域女性
リーダーコース」（五所川原市・三沢市）と企業
等で働く女性を対象とする「働く女性リーダー
コース」（青森市）を開催した。

男女共同参画の視点を持って意思決定の場へ
の参画やキャリアアップなど、地域や企業等で
活躍できる女性人財を育成する。
地域で活動したい女性を対象とする「地域女性
リーダーコース」（弘前市・八戸市）と、企業等で
働く女性を対象とする「働く女性リーダーコー
ス」（青森市）を開催する。

＜実績値＞
あおもりウイメンズアカデミー受講生36人

＜実績値＞
あおもりウイメンズアカデミー受講生37人

＜実績値＞
地域女性リーダーコース修了者28人
働く女性リーダーコース受講者56人

＜目標値＞
地域女性リーダーコース各会場15人
働く女性リーダーコース30人

指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業

⑤

③

⑥

施策の方向　(２)男女共同参画の推進

④

健康福祉部こども
みらい課

青森地方法務局人
権擁護課

環境生活部青少
年・男女共同参画
課

青森県男女共同参
画センター
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26年度 27年度 28年度 29年度 30年度（見込み）

番
号

事業名等
事業実施状況

担当課

いきいき男女共同参画社会づくり事
業

男女共同参画社会の実現に向けて、顕著な功
績があった個人・団体及び企業を表彰し、県民
の関心を高めた他、啓発用パンフレットを作成
し、企業団体へ配付する。
・奨励賞「女性のチャレンジ部門」
　石岡百合子氏（弘前市）
　佐藤イネ子氏（中泊町）
　つつじ生活改善グループ（むつ市）
・奨励賞「企業の職場づくり部門」
　社会福祉法人温和会
　株式会社福萬組

○上記表彰受賞者の取組事例等を掲載した啓
発　 テキストの作成

男女共同参画社会の実現に向けて、顕著な功
績があった個人・団体及び企業を表彰し、県民
の関心を高めた他、啓発用パンフレットを作成
し、団体へ配布する。
・功労賞
　北村　真夕美氏（弘前市）
　白井　壽美枝氏（青森市）
・奨励賞「女性のチャレンジ部門」
　岩本　ヤヨエ氏（三沢市）
　栗谷川　柳子（三戸町）
　島　康子（大間町）
　青森市青森消防団青桜分団（青森市）
　特定非営利活動法人青森県男女共同
　参画研究所（弘前市）
・奨励賞「企業の職場づくり部門」
　株式会社青森ダイハツモータース
　（青森市）
　株式会社東京堂（むつ市）
　寺下運輸倉庫株式会社（三沢市）
　
　

男女共同参画社会の実現に向けて、顕著な功
績のあった個人及び団体を表彰し、県民の関
心を高めた。
高校１年生を主な対象として、身近な視点で男
女共同参画を理解するためのパンフレットを作
成し配付した。
・功労賞
　内海　隆氏（青森市）
・女性のチャレンジ賞
　岡　詩子氏（鶴田町）
　葛西　恭子氏（風間浦村）
　木村　尚子氏（青森市）
　小枝　美知子氏（五所川原市）
　村上　美栄子（弘前市）
　米坂　恵子氏（黒石市）
　虹の会（平内町）

男女共同参画社会の実現に向けて、顕著な功
績のあった個人及び団体を表彰し、県民の関
心を高めた。
高校１年生を主な対象として、身近な視点で男
女共同参画を理解するためのパンフレットを作
成し配付した。

・女性のチャレンジ賞
　小笠原　廣子氏（東北町）
　畑中　智子氏（東通村）
　おかず屋（つがる市）

男女共同参画社会の実現に向けて、顕著な功
績があった個人及び団体を表彰し、県民の関
心を高める。
啓発パンフレットは、内容を検討し作成する。

＜実績値＞
上記１０名（団体）表彰
啓発用パンフレット14500部作成

＜実績値＞
上記８名（団体）表彰
啓発用パンフレット13300部作成

＜実績値＞
上記３名（団体）表彰
啓発用パンフレット13300部作成

＜目標値＞
男女共同参画社会への県民の関心を高める。

（最終予算額）
268千円（負担割合：県10/10）

（最終予算額）
276千円（負担割合：県10/10）

（最終予算額）
276千円（負担割合：県10/10）

（最終予算額）
270千円（負担割合：県10/10）

（当初予算額）
286千円（負担割合：県10/10）

パートナーセッション事業
30年度事業名　普及・啓発事業

上野千鶴子、古市憲寿両氏により、「若者も高
齢者も自分らしく生きる」をテーマに対談。広く
県民に男女共同参画の普及啓発につながっ
た。
・実施日　１１月１日（土）
・実施場所　アピオあおもり（青森市）
・参加者　230人

平成27年度は「アピオあおもり秋まつり」とし、
基調講演では、前厚生労働事務次官の村木厚
子氏を招き、テーマ「どうしたら、もっと女性が
働きたい日本になりますか～誰もが働ける社
会の実現を目指して～」として開催した。ワーク
ショップでは県内で抱えている課題について、
登録団体をはじめとする関係団体が男女共同
参画の視点から読み取ったテーマ・内容で開
催した。

平成28年度も「アピオあおもり秋まつり」とし、
講演は田部井政伸氏を招き、テーマ「登山家
田部井淳子の歩んだ道～夫が語る、一人の女
性としての生き方～」を開催した。また、登録団
体をはじめとする関係団体や男女共同参画セ
ンター、県や市町村の活動紹介のほか、男女
共同参画の視点を交えたさまざまなワーク
ショップを通して「男女共同参画（誰もが自分ら
しく生きること）」を学び、考え、語り合う機会とし
た。

「アピオあおもり秋まつり」の名称を継続し、著
名人を招いたトークセッション、県や市町村、男
女共同参画センター、活動団体等の紹介、
ワークショップや各種販売等を通して、「男女共
同参画」を学び、考え、行動に移す機会を提供
した。

平成29年度講演内容
栗原心平氏
「栗原心平のしあわせパパごはん～食を通して
自分らしく生きる～」

平成30年度は「男女共同参画フェスティバル
2018アピオあおもり秋まつり」に名称を変更し、
講演会、活動紹介、ワークショップ、各種販売
等を通して、「男女共同参画」を学び、考え、行
動に移す機会を提供する。

＜実績値＞
パートナーセッション参加者数1,900人

＜実績値＞
パートナーセッション参加者数1,600人

＜実績値＞
パートナーセッション2017アピオあおもり秋まつ
り参加者数1,450人

＜目標値＞
男女共同参画社会への県民の関心を高める。

指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業

地域ネットワーク活動支援事業企
画運営
（H27～）

県内6地域にある男女共同参画ネットワークで
学習会を実施した。男女共同参画の視点から
見た地域課題を洗い出し、解決策を考える場と
した。

県内6地域にある男女共同参画ネットワークで
学習会を実施した。男女共同参画の視点から
見た地域課題を洗い出し、解決策を考える場
やネットワークの交流を図る場とした。

県内6地域にある男女共同参画ネットワークが
実施する学習会等に対する支援を行った。

県内6地域にある男女共同参画ネットワークが
実施する学習会等に対する支援を行う。

＜実績値＞
県内6か所での開催した。（東青、中南、西北、
下北、上十三、三八地域）

＜実績値＞
県内6カ所で学習会を開催した。

＜実績値＞
県内6カ所で学習会等を実施

＜目標値＞
県内6カ所で学習会等を実施

指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業

情報誌発行事業 男女共同参画の視点に立った情報誌を年2回
発行したし男女共同参画の普及啓発を図っ
た。
　○平成26年8月発行
　○平成27年2月発行
　（各5,000部発行）

男女共同参画の視点に立った情報誌を年2回
発行し男女共同参画の普及啓発を図った。
　○平成27年8月発行
　○平成23年2月発行
　（各5,000部発行）

男女共同参画の視点に立った情報誌を年2回
発行し男女共同参画の普及啓発を図った。
　○平成28年8月発行
　○平成29年2月発行
　（各5,000部発行）

男女共同参画の視点に立った情報誌を発行
し、男女共同参画の普及啓発を図った。
○平成29年8月　5,000部
○平成30年2月　5,000部
○特別号「夫婦deミーティング」20,000部

県内で活動する個人や団体、男女共同参画の
考え方を紹介する誌面構成とし、普及啓発を
図る。年2回、5,000部発行予定。

＜実績値＞
　読者アンケートの評価が、5段階評価で4.2

＜実績値＞
　読者アンケートの評価が、5段階評価で4.15

＜実績値＞
　読者アンケートの5段階評価
 　　8月号4.1、2月号4.6

＜目標値＞
　読者アンケートの評価が、5段階評価で4.1以
上

指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業

青森県男女共同参
画センター

青森県男女共同参
画センター

⑦

⑧

⑩

環境生活部青少
年・男女共同参画
課

青森県男女共同参
画センター

⑨
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26年度 27年度 28年度 29年度 30年度（見込み）

番
号

事業名等
事業実施状況

担当課

【H30～】
地域農業を支える普及活動推進事
業（農山漁村女性の経営参画推進
普及活動）

【H27～29】
未来につなぐ青森農業普及活動推
進事業（農山漁村女性リーダー育
成普及活動）

【H26】
元気な地域農業づくり普及活動推
進事業（農山漁村女性リーダー育
成普及活動）

1  農山漁村における男女共同参画の推進
（１）「農山漁村女性の日」青森県大会の開催
　平成27年2月17日、青森市青森国際ホテルで
開催
(2)男女共同参画検討会の開催：12回

２　ＶｉＣ・ウーマンの育成
（１）女性リーダー役割開発セミナー等の開催：
18回
（２）ＶｉＣ･ウーマンの認定推進：新規認定数１７
人

　農山漁村における男女共同参画社会の形成
に向け、女性の経営参画や女性リーダー（Ｖｉ
Ｃ・ウーマン）を育成するセミナー等を開催し
た。
　また、次世代を担う若手女性農業者を育成す
るため、交流会を開催した。
　(1)女性の経営参画の拡大
　・男女共同参画検討会の開催(８回）
　　４月～２月（各県民局、県庁）
　・女性の経営参画の拡大に向けたセ
　　ミナー等の開催（17回）
　(2)農山漁村女性リーダーの育成
　・ＶｉＣ・ウーマンの認定
　　ViC・ウーマン人数364人
　・農林漁業女性と知事との新春夢トー
　　ク
　　1月19日県庁西棟８階大会議室
　・「農山漁村女性の日」青森県大会の
　　開催
　　2月15日ホテル青森
　(3)若手女性農業者の交流会の開催
　　　７・９・12月（３回)

　農山漁村における男女共同参画社会の形成
に向け、女性の経営参画や女性リーダー（Ｖｉ
Ｃ・ウーマン）を育成するセミナー等を開催し
た。
　また、次世代を担う若手女性農業者を育成す
るため、交流会を開催した。
　(1)女性の経営参画の拡大
　・男女共同参画検討会の開催(10回）
　・女性の経営参画の拡大に向けたセ
　　ミナー等の開催（17回）
　(2)農山漁村女性リーダーの育成
　・ＶｉＣ・ウーマンの認定
　　ViC・ウーマン人数352人
　・農山漁村女性と知事との新春夢トー
　　クの開催
　　1月17日　ホテル青森
　・「農山漁村女性の日」青森県大会の
　　開催
　　2月13日　ホテル青森
　(3)次世代を担う若手女性農業者の
    育成
　・若手女性農業者の交流会の開催
　　　　７・8・12月（３回)

　農山漁村における男女共同参画社会の形成
に向け、女性の経営参画や女性リーダー（Ｖｉ
Ｃ・ウーマン）を育成するセミナー等を開催し
た。
　また、次世代を担う若手女性農業者を育成す
るため、交流会を開催した。
　(1)女性の経営参画の拡大
　・男女共同参画検討会の開催(10回）
　・女性の経営参画の拡大に向けたセ
　　ミナー等の開催（1２回）
　(2)農山漁村女性リーダーの育成
　・ＶｉＣ・ウーマンの認定
　　ViC・ウーマン人数343人
　・農山漁村女性と知事との新春夢トー
　　クの開催
　　1月17日　ホテル青森
　・「農山漁村女性の日」青森県大会の
　　開催
　　2月15日　ホテル青森

　女性の経営参画による経営力強化と地域の
活性化に向け、女性農林漁業者の経営参画促
進やリーダーの育成に取り組む。
　(1)女性の経営参画の推進
　・男女共同参画推進会議の開催
　・女性の経営・社会参画セミナーの
    開催
　(2)農山漁村女性リーダーの
    人財育成
　・ＶｉＣ・ウーマンの認定
　・農山漁村女性と知事との新春夢トー
　　クの開催
　・「農山漁村女性の日」青森県大会の
　　開催

＜実績値＞
ＶｉＣ・ウーマン新規認定数　１９人

＜実績値＞
ＶｉＣ・ウーマン新規認定数　１３人

＜実績値＞
ＶｉＣ・ウーマン新規認定数　１１人

＜目標値＞
ＶｉＣ・ウーマン新規認定数　１０人

（最終予算額） （最終予算額）
1,472千円（負担割合：県10/10）

（最終予算額）
1,486千円（負担割合：県10/10）

(最終予算額）
1,３１３千円（負担割合：県10/10）

（当初予算額）
1,３９０千円

男女の視点を活かした地域防災普
及啓発事業

※27年度で事業終了

県内２地域において、男女共同参画を推進す
るネットワークを活かし、男女共同参画の視点
から誰もが安心して過ごすことのできる避難所
づくりの研修会を開催した。
　・下北地域　９月９日（火）開催
　　参加者４０名
　・西北地域　９月１４日（日）開催
　　参加者５０名

県内２地域において、男女共同参画を推進す
るネットワークを活かし、男女共同参画の視点
から誰もが安心して過ごすことのできる避難所
づくりの研修会を開催した。
　・東青地域　１０月２４日（土）
　・三八地域　１０月１１日（日）

環境生活部青少
年・男女共同参画
課

＜実績値＞
県内2個所で研修会を実施した。

＜実績値＞
県内2個所で研修会を実施した。

（最終予算額）
489千円（負担割合10/10）

（最終予算額）
490千円（負担割合10/10）

小・中学校「男女共同参画」意識調
査

・田舎館中学校においてアンケートを基にした
寸劇「みんなで考えよう男女の人権」を実施し
デスカッションを行った。

小学校，中学校及び高校での男女共同参画社
会推進に関する人権教室，並びに市民講座に
おいて，男女共同参画の取組について取り上
げた。

小学校，中学校及び高校での男女共同参画社
会推進に関する人権教室，並びに市民講座に
おいて，男女共同参画の取組について取り上
げた。

小学校，中学校及び高校での男女共同参画社
会推進に関する人権教室，並びに市民講座に
おいて，男女共同参画の取組について取り上
げた。

小学校，中学校及び高校での男女共同参画社
会推進に関する人権教室，並びに市民講座に
おいて，男女共同参画の取組について取り上
げる。

青森地方法務局人
権擁護課

⑬

農林水産部農林水
産政策課

⑪
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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Ⅰ　ＤＶを許さない社会づくり

重点目標２　ＤＶについての正しい理解の普及

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度（見込み）

施策の方向　(1)県民への正しい理解の普及と予防啓発
ＤＶ防止広報事業 DV防止リーフレット、DV防止啓発カード等を作

成し、相談機関、医療機関、ショッピングセン
ター等に配布した。

DV防止リーフレット、DV防止啓発カード等を作
成し、相談機関、医療機関、ショッピングセン
ター等に配布した。

DV防止リーフレット等を作成し、相談機関等に
配布した。

DV防止リーフレット等を作成し、相談機関等に
配布した。

DV防止リーフレット、DV防止啓発カード等を作
成し、配布する。

＜実績値＞
　カード配付枚数　　　 16,000枚
　リーフレット配布枚数　2,000枚

＜実績値＞
　カード配布枚数　　 　15,000枚
　リーフレット配布枚数　2,000枚

＜実績値＞
　リーフレット配布枚数 2,000枚

＜実績値＞
　カード配布枚数　　　 30,000枚
　リーフレット配布枚数　2,000枚

＜目標値＞
　カード配布枚数　　　 30,000枚
　リーフレット配布枚数　4,000枚

（最終予算額）
618千円

（最終予算額）
543千円

（最終予算額）
177千円

(最終予算額）
578千円

（当初予算額
）638千円

人権啓発ビデオの整備・貸出及び
講演・講座等の実施

青森地方法務局人権擁護課にＤＶ，セクハラ，
パワハラ，いじめ，虐待，障害者・高齢者・女性
の人権問題，同和問題，相隣関係，家庭問
題，ハンセン病，外国人差別，インターネットに
よる誹謗中傷等，あらゆる人権問題に関する
ビデオ等（一部ＤＶＤ，約130本）を備付けてお
り，各種団体及び個人への貸出しを行う。
また,随時の依頼に応じ，それぞれの人権課題
についての講演・講座を行う。

青森地方法務局人権擁護課にＤＶ，セクハラ，
パワハラ，いじめ，虐待，障害者・高齢者・女性
の人権問題，同和問題，相隣関係，家庭問
題，ハンセン病，外国人差別，インターネットに
よる誹謗中傷等，あらゆる人権問題に関する
ビデオ等（一部ＤＶＤ，約１３０本）を備付けてお
り，各種団体及び個人への貸出しを行う。
また,随時の依頼に応じ，それぞれの人権課題
についての講演・講座を行う。

青森地方法務局人権擁護課にＤＶ，セクハラ，
パワハラ，いじめ，虐待，障害者・高齢者・女性
の人権問題，同和問題，相隣関係，家庭問
題，ハンセン病，外国人差別，インターネットに
よる誹謗中傷等，あらゆる人権問題に関する
ビデオ等（一部ＤＶＤ，約１３０本）を備付けてお
り，各種団体及び個人への貸出しを行う。
また,随時の依頼に応じ，それぞれの人権課題
についての講演・講座を行う。

青森地方法務局人権擁護課にＤＶ，セクハラ，
パワハラ，いじめ，虐待，障害者・高齢者・女性
の人権問題，同和問題，相隣関係，家庭問
題，ハンセン病，外国人差別，インターネットに
よる誹謗中傷等，あらゆる人権問題に関する
ビデオ等（一部ＤＶＤ，約１７０本）を備付けてお
り，各種団体及び個人への貸出しを行う。
また,随時の依頼に応じ，それぞれの人権課題
についての講演・講座を行う。

青森地方法務局人権擁護課にＤＶ，セクハラ，
パワハラ，いじめ，虐待，障害者・高齢者・女性
の人権問題，同和問題，相隣関係，家庭問
題，ハンセン病，外国人差別，インターネットに
よる誹謗中傷等，あらゆる人権問題に関する
ビデオ等（一部ＤＶＤ，約１８０本）を備付けてお
り，各種団体及び個人への貸出しを行う。
また,随時の依頼に応じ，それぞれの人権課題
についての講演・講座を行う。

＜実績値＞
貸出回数　７７回
講演会　　２９回　　１，４７５名

＜実績値＞
貸出回数　８６回
講演会　　１８回　　１，３５６名

＜実績値＞
貸出回数　５５回
講演会　　１９回　　１，１００名

＜実績値＞
貸出回数　７４回
講演会　　１９回　　１，１４３名

デートＤＶパンフレットの作成・配布 デートＤＶパンフレットを作成し、公共機関や若
い層の参加者が多い講座の開催時等に配布
した。

改正版デートＤＶパンフレットを作成し、公共機
関や若い層の参加者が多い講座の開催時等
に配布した。

改訂版デートＤＶパンフレットを作成し、イベン
ト出前啓発やデートＤＶ防止講座の際に配布し
た。

デートＤＶリーフレットを作成し、イベント出前啓
発やセンター事業時に配布した。

デートＤＶリーフレットを作成し、公共機関や講
座の開催時等に配布する。

＜実績値＞
大学生講座やDV支援者講座の際にパンフ
レットを配布した。

＜実績値＞
ＤＶ啓発講座やデートＤＶ支援講座の際にパン
フレットを配布した。

＜実績値＞
イベント出前啓発やセンター事業時にリーフ
レットを配布した。

＜目標値＞
パンフレットの配布により、より多くの県民が
デートＤＶについての理解を深める。

指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業

「女性に対する暴力をなくす運動」へ
の積極的な取組

「女性に対する暴力をなくす運動」をＤＶ被害防
止及び相談促進を図る機会ととらえ、全県的な
広報啓発活動を展開した。

※広報コーナーの設置、街頭キャンペーン、ラ
ジオや市町村発行の広報誌での広報、ＤＶ防
止講話等を実施

「女性に対する暴力をなくす運動」をＤＶ被害防
止及び相談促進を図る機会ととらえ、全県的な
広報啓発活動を展開した。
　
※ラジオや市町村発行の広報誌での広報、Ｄ
Ｖ防止講話等を実施

「女性に対する暴力をなくす運動」をＤＶ被害防
止及び相談促進を図る機会ととらえ、全県的な
広報啓発活動を展開した。
　
※ラジオや市町村発行の広報誌での広報、Ｄ
Ｖ防止講話等を実施

「女性に対する暴力をなくす運動」をＤＶ被害防
止及び相談促進を図る機会ととらえ、全県的な
広報啓発活動を展開した。

※市町村発行の広報誌や交番等発行のミニ
広報紙での広報、青森県立中央病院デジタル
サイネージでの広報、ＤＶ防止講話等を実施

前年と同様に、「女性に対する暴力をなくす運
動」をＤＶ被害防止及び相談推進を図る機会と
とらえ、広報活動、講演等による啓発活動、相
談窓口開設等相談活動の充実、防犯指導等
実施予定。

⑬

⑯

⑭

施策の方向　(２)女性に対する暴力の根絶に向けた取組の充実

⑮

健康福祉部こども
みらい課

青森地方法務局人
権擁護課

青森県男女共同参
画センター

警察本部生活安全
企画課

番
号

担当課事業名等
事業実施状況

【重点目標の評価及び推進】
・関係機関及び民間団体と連携し、ＤＶ防止に関するリーフレット等の配布や講演会の開催などの啓発活動を継続して行い、県民への正しい理解の普及が図られています。また、「女性に対する暴力をなくす運動」と
連動してＤＶ被害防止及び予防啓発活動を展開するなど、関係機関や団体を巻き込んだ取組を継続しており、女性に対する暴力の根絶に向けた取組が図られています。
・市町村のＤＶ基本計画は、男女共同参画プランの中に位置づけるなどにより、9市18町4村で策定しています。策定市町村は増加しているものの、依然として未策定市町村があります。
・今後の推進については、引き続き、DVに関する正しい理解の普及及び予防啓発を図るとともに、市町村に対してＤＶ基本計画の策定やＤＶセンターの設置を働きかけて く必要があります。
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26年度 27年度 28年度 29年度 30年度（見込み）

番
号

担当課事業名等
事業実施状況

「女性に対する暴力防止キャンペー
ン」

THE　Body　Shop青森中三店と合同で、店内
での「女性に対する暴力防止キャンペーン」を
開催。「女性に対する暴力をなくす運動」リーフ
レット、クイズ、DV防止カードを配布し、啓発に
努めた。また、アスパムにおいてパープルライ
トアップキャンペーンを実施した。

THE　Body　Shop青森中三店と合同で、店内
での「女性に対する暴力防止キャンペーン」を
開催。「女性に対する暴力をなくす運動」リーフ
レット、クイズ、DV防止カードを配布し、啓発に
努めた。また、アスパムにおいてパープルライ
トアップキャンペーンを実施した。

THE　Body　Shop青森中三店と合同で、店内
での「パープルリボンキャンペーンin青森中三
本店」を開催し、ＤＶ意識調査、ポスター掲示
や啓発チラシ・ティッシュ配布を行い、啓発に
努めた。また、アスパムにおいてパープルライ
トアップキャンペーンを実施した。

アスパムにおいてパープルライトアップキャン
ペーンを実施した。また、アピオあおもり秋まつ
り及び青森市新町において、パープルリボン
キャンペーンを実施し、女性に対する暴力根絶
のための周知啓発活動を行った。

「女性に対する暴力をなくす運動」期間におい
て、パープルライトアップキャンペーン（アスパ
ム）及びパープルリボンキャンペーン（県内大
規模店舗、商店街等）を実施する。

＜実績値＞啓発事業やパープルライトアップ
キャンペーンの実施により、ＤＶ等への関心と
理解につなげた。

＜実績値＞ＤＶ意識調査91人参加、アスパム
でのパープルライトアップキャンペーン11人参
加（啓発チラシ配布64人）

＜実績値＞パープルリボンキャンペーン参加
者約300人

＜目標値＞啓発事業やパープルライトアップ
キャンペーンの実施により、ＤＶ等への関心と
理解につなげる。

指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業

有害図書等点検・立入調査事業 青森県青少年健全育成条例に基づき、書店、
個室カラオケ営業店、図書類等収納自動販売
機等を対象に点検・立入調査を実施し、有害
図書等（著しく青少年の性的感情を刺激し、粗
暴性又は残虐性を助長するもの）について指
定するとともに、業者に対する指導等の必要な
措置を講じた。

青森県青少年健全育成条例に基づき、書店、
個室カラオケ営業店、図書類等収納自動販売
機等を対象に点検・立入調査を実施し、有害
図書等（著しく青少年の性的感情を刺激し、粗
暴性又は残虐性を助長するもの）について指
定するとともに、業者に対する指導等の必要な
措置を講じた。

青森県青少年健全育成条例に基づき、書店、
個室カラオケ営業店、図書類等収納自動販売
機等を対象に点検・立入調査を実施し、有害
図書等（著しく青少年の性的感情を刺激し、粗
暴性又は残虐性を助長するもの）について指
定するとともに、業者に対する指導等の必要な
措置を講じた。

青森県青少年健全育成条例に基づき、書店、
個室カラオケ営業店、図書類等収納自動販売
機等を対象に点検・立入調査を実施し、有害
図書等（著しく青少年の性的感情を刺激し、粗
暴性又は残虐性を助長するもの）について指
定するとともに、業者に対する指導等の必要な
措置を講じた。

青森県青少年健全育成条例に基づき、書店、
危険器具販売店、個室カラオケ営業店、図書
類等収納自動販売機等を対象に点検・立入調
査を実施し、有害図書等（著しく青少年の性的
感情を刺激し、粗暴性又は残虐性を助長する
もの）について指定するとともに、業者に対す
る指導等の必要な措置を講じる。

＜実績値＞
　有害図書類取扱店舗において、区分陳列等
の青少年に対する配慮を行っていない店舗の
比率の減　1.5％（H27年度調査結果）

＜実績値＞
　有害図書類取扱店舗において、区分陳列等
の青少年に対する配慮を行っていない店舗の
比率の減　1.9％（H28年度調査結果）

＜実績値＞
有害図書類取扱店舗において、区分陳列等の
青少年に対する配慮を行っていない店舗の比
率の減　1.9％（H29年度調査結果）

＜目標値＞
有害図書類取扱店舗において、区分陳列等の
青少年に対する配慮を行っていない店舗の比
率の減　1.9%（前年度を上回らない水準とする）

（最終予算額)1,100 千円（負担割合：県10/10） （最終予算額)1,099千円（負担割合：県10/10） （最終予算額)1,170千円（負担割合：県10/10） (最終予算額）712千円（負担割合：県10/10） （当初予算額）1,361千円（負担割合：県10/10）

県民に対するＤＶ講話の実施 女性に対する暴力の根絶を図るため、事業
所、職域団体や自治体等単位での県民を対象
としたＤＶ関係講話を実施し、配偶者からの暴
力を許さない社会作りの理念を周知させた。

関係機関と連携し、県民対象のＤＶ関係の講
話を実施した。

関係機関と連携し、県民対象のＤＶ関係の講
話を実施した。

関係機関と連携し、県民対象のＤＶ関係の講
話を実施した。

前年と同様、関係機関と連携し、県民対象のＤ
Ｖ関係の講話を実施する予定。

施策の方向　(３)ＤＶに関する情報収集・提供
青森県ＤＶ防止対策推進会議 「配偶者からの暴力防止及び被害者支援計

画」関連事業の実施状況を評価の評価方法等
を検討し、第3次計画における評価法について
決定した。
・DV防止対策に関わる関係者間における情報
共有を図った。

「配偶者からの暴力防止及び被害者支援計
画」関連事業の実施状況を評価し、会議を経
て県のホームページ上で評価結果を公表し、
効果的な施策の推進を図った。

「配偶者からの暴力防止及び被害者支援計
画」関連事業の実施状況を評価し、会議を経
て県のホームページ上で評価結果を公表し、
効果的な施策の推進を図った。

「配偶者からの暴力防止及び被害者支援計
画」関連事業の実施状況を評価し、会議を経
て県のホームページ上で評価結果を公表し、
効果的な施策の推進を図った。

「配偶者からの暴力防止及び被害者支援計
画」関連事業の実施状況を評価し、会議を経
て県のホームページ上で評価結果を公表し、
効果的な施策の推進に取り組む。
また、青森県DV防止・被害者支援計画につい
て、計画期間が30年度で満了することから、見
直し作業を行う。

＜実績値＞
会議開催回数　１回

＜実績値＞
会議開催回数　１回

＜実績値＞
会議開催回数　１回

＜実績値＞
会議開催回数　１回

＜目標値＞
会議開催回数　3回

（最終予算額）
273千円

（最終予算額）
273千円

（最終予算額）
273千円

（最終予算額）
130千円

（当初予算額）
1,125千円

施策の方向　(４)市町村基本計画の策定支援
市町村DVセンター設置と基本計画
の策定要請

市町村健康福祉主管課長会議の場で要請す
るほか、各地域のＤＶ支援機関連絡会議等市
町村が集まる会議等の場においてDV計画の
策定を併せて要請するなど、様々な機会を捉
えて働きかけるほか、市町村に策定状況の照
会をするなど、策定状況の把握に努める。

市町村健康福祉主管課長会議の場で要請す
るほか、各地域のＤＶ支援機関連絡会議等市
町村が集まる会議等の場においてDV計画の
策定を併せて要請するなど、様々な機会を捉
えて働きかけるほか、市町村に策定状況の照
会をするなど、策定状況の把握を行った。

市町村健康福祉主管課長会議の場で要請す
るほか、各地域のＤＶ支援機関連絡会議等市
町村が集まる会議等の場においてDV計画の
策定を併せて要請するなど、様々な機会を捉
えて働きかけるほか、市町村に策定状況の照
会をするなど、策定状況の把握を行った。

市町村健康福祉主管課長会議の場で要請す
るほか、各地域のＤＶ支援機関連絡会議等市
町村が集まる会議等の場においてDV計画の
策定を併せて要請するなど、様々な機会を捉
えて働きかけるほか、市町村に策定状況の照
会をするなど、策定状況の把握を行った。

市町村健康福祉主管課長会議の場で要請す
るほか、各地域のＤＶ支援機関連絡会議等市
町村が集まる会議等の場においてDV計画の
策定を併せて要請するなど、様々な機会を捉
えて働きかけるほか、市町村に策定状況の照
会をするなど、策定状況の把握に努める。

＜実績値＞
平成26年９月末現在　９市12町4村策定

＜実績値＞
平成27年9月末現在　9市17町4村策定
平成27年4月：青森市がDVセンター開設

＜実績値＞
平成28年9月末現在　9市17町4村策定

＜実績値＞
・市町村DVセンター　青森市のみ
・基本計画（平成29年10月1日時点）
　31市町村（9市18町4村）策定

＜目標値＞基本計画策定市町村の増加を図
る。

（最終予算額）― （最終予算額）― （最終予算額）- （最終予算額）- （当初予算額）-

㉑

⑲

⑳

警察本部生活安全
企画課

健康福祉部こども
みらい課

健康福祉部こども
みらい課

⑰

⑱

青森県男女共同参
画センター

環境生活部青少
年・男女共同参画
課
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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３　加害者更生のための取組の推進

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度（見込み）

施策の方向　(１)加害者更生に関する研究

㉒

ハートフル・コミュニケーション推進
事業

（*再掲Ⅰ‐ 1‐(1)‐③） （*再掲Ⅰ‐ 1‐(1)‐③） （*再掲Ⅰ‐ 1‐(1)‐③） （*再掲Ⅰ‐ 1‐(1)‐③） （*再掲Ⅰ‐ 1‐(1)‐③） 健康福祉部こども
みらい課

㉓

青少年に対するデートＤＶ予防啓発 （*再掲Ⅰ‐ 1‐(1)‐④） （*再掲Ⅰ‐ 1‐(1)‐④） （*再掲Ⅰ‐ 1‐(1)‐④） （*再掲Ⅰ‐ 1‐(1)‐④） （*再掲Ⅰ‐ 1‐(1)‐④） 青森地方法務局人
権擁護課

施策の方向　(２)加害者の相談への対応の検討

「配偶者暴力加害者対応マニュア
ル」の周知

加害者対応の知識や方策の習得及び被害者
支援に向けて、内閣府男女共同参画局が作成
した「配偶者暴力加害者対応マニュアル」をＤ
Ｖセンター、市町村等ＤＶ被害者支援に当たる
相談・保護及び自立支援等を中心的な業務と
する機関からの求めに応じ、適宜配布する。

前年度と同様に実施 前年度と同様に実施 前年度と同様に実施 前年度と同様に実施予定

㉔

基本目標Ⅰ　ＤＶを許さない社会づくり

担当課
番
号

事業名等

健康福祉部こども
みらい課

事業実施状況

【重点目標の評価及び推進】
・中学生を対象とするハートフル・コミュニケーション推進事業に加え、高校生や大学生を対象とするデートＤＶ予防啓発事業等の継続した実施しており、若年層に
対するＤＶに関する正しい理解や意識啓発の促進による、ＤＶ予防対策の推進が図られています。
・今後の推進については、ＤＶ予防対策を引き続き推進するだけでなく、加害者更生等に関する国や他都道府県における取組の情報収集に努めるとともに、加害
者の相談への対応について、関係機関との連携を検討していく必要があります。
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