
「第３次青森県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年度～平成30年度）

基本目標Ⅳ　職務関係者の資質の向上と連携

重点目標１０　職務関係者への研修等の充実

番
号

事業名等 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 担当課

施策の方向　(１)相談及び一時保護担当職員の資質の向上

警察職員の資質の向上と適切なＤＶ
対応

ＤＶ相談担当職員や女性アドバイザーを対象とした部内
教養や研修会の開催や訓練を実施した。また、職務関係
研修への参加等により相談担当者の資質の向上を図っ
た。

部内教養・研修会を開催すると共に関係機関主催の研修
や合同訓練を通じて警察職員の資質向上及び適切なＤＶ
対応に努めた。

部内教養・研修会を開催すると共に関係機関主催の研修
や合同訓練を通じて警察職員の資質向上及び適切なＤＶ
対応に努めた。

部内教養・研修会を開催すると共に関係機関主催の研修
や合同訓練を通じて警察職員の資質向上及び適切なＤＶ
対応に努めた。

施策の方向　(２)関係者への研修の充実

子ども・家庭福祉担当職員研修 行政機関の職員と社会福祉事業等従事者を対象に、子
どもや家庭をとりまく様々な課題と支援活動をテーマとし
た「子ども・家庭福祉担当職員セミナー」を実施した。（保
健大学が実施する社会福祉研修の一つ）
開催回数　１回
対象　児童福祉を担当する行政職員、児童施設・保育所
職員
受講者数　４９人

行政機関の職員と社会福祉事業等従事者を対象に、子
どもや家庭をとりまく様々な課題と支援活動をテーマとし
た「子ども・家庭福祉担当職員セミナー」を実施した。（保
健大学が実施する社会福祉研修の一つ）
開催回数　１回
対象　児童福祉を担当する行政職員、児童施設・保育所
職員
受講者数　５６人

行政機関の職員と社会福祉事業等従事者を対象に、子
どもや家庭をとりまく様々な課題と支援活動をテーマとし
た「子ども・家庭福祉担当職員セミナー」を実施した。（保
健大学が実施する社会福祉研修の一つ）
開催回数　１回
対象　児童福祉を担当する行政職員、児童施設・保育所
職員
受講者数　５８人

行政機関の職員と社会福祉事業等従事者を対象に、子
どもや家庭をとりまく様々な課題と支援活動をテーマとし
た「子ども・家庭福祉担当職員セミナー」を実施。（保健大
学が実施する社会福祉研修の一つ）
開催回数　１回
対象　児童福祉を担当する行政職員、児童施設・保育所
職員
受講者数　４２人

行政機関の職員と社会福祉事業等従事者を対象に、子
どもや家庭をとりまく様々な課題と支援活動をテーマとし
た「子ども・家庭福祉担当職員セミナー」を実施予定。（保
健大学が実施する社会福祉研修の一つ）
開催回数　１回
対象　児童福祉を担当する行政職員、児童施設・保育所
職員
受講者数　２９人

＜実績値＞
発達障害を持つ児童及びその親に対する支援を行うた
めの職員の資質向上が図られた。
受講者数　前年度比15名減
　　　　　　　（64名－49名）

＜実績値＞
発達障害を持つ児童及びその親に対する支援を行うた
めの職員の資質向上が図られた。
受講者数　昨年度比７名増
　　　　　　　（56名－49名）

＜実績値＞
発達障害を持つ児童及びその親に対する支援を行うた
めの職員の資質向上が図られた。
受講者数　前年度比２名増
　　　　　　　（56名－58名）

＜実績値＞
発達障害を持つ児童及びその親に対する支援を行うた
めの職員の資質向上が図られた。
受講者数　前年度比16名減
　　　　　　　（58名－42名）

＜実績値＞
発達障害を持つ児童及びその親に対する支援を行うた
めの職員の資質向上を図られた。

（最終予算額）
＊社会福祉研修に係る予算
６，０２２千円（負担割合：県10/10）

（最終予算額）
＊社会福祉研修に係る予算
６，０６３千円（負担割合：県10/10）

（最終予算額）
＊社会福祉研修に係る予算
６，３９５千円（負担割合：県10/10、当該研修外23研修実
施）

（最終予算額）
＊社会福祉研修に係る予算
６，１７２千円（負担割合：県10/10、当該研修外22研修実
施）

（決算額）＊社会福祉研修に係る決算額６，０７０，０００
円（負担割合：県10/10、当該研修外22研修実施）

人権擁護委員研修 法務大臣が委嘱している人権擁護委員に対し，人権相
談，人権啓発活動及び人権侵犯事件の調査救済手続き
に関する知識等修得することを目的として，委嘱時研修，
第１次研修，第２次研修，第３次研修男女参画問題研
修，導者養成研修を行っており，その中でＤＶや女性の人
権に関する研修を実施した。

前年度同様に実施 前年度同様に実施 前年度同様に実施 前年度同様に実施

委嘱時研修　        ２０回　３０名
第１次研修　 　　　　 ２回　２９名
第２次研修　　　　　  １回　２６名
第３次研修　　　　 　 １回　１８名
男女参画問題研修　１回　１０名
指導者養成研修　　  １回　  ２名

＜実績値＞
委嘱時研修　        １６回　２９名
第１次研修　 　　　　 ２回　２５名
第２次研修　　　　　  １回　２８名
第３次研修　　　　 　 １回　１７名
男女参画問題研修　１回　７名
指導者養成研修　　  １回　  １名

＜実績値＞
委嘱時研修　       １７回　２６名
第１次研修　 　　　　 ２回　３０名
第２次研修　　　　　  １回　３１名
第３次研修　　　　 　 １回　２９名
男女参画問題研修　１回　　７名
指導者養成研修　　 １回　  １名

＜実績値＞
委嘱時研修　        １１回　２５名
第１次研修　 　　　　 ２回　２５名
第２次研修　　　　　  １回　２３名
第３次研修　　　　 　 １回　１９名
男女参画問題研修　１回　９名
指導者養成研修　　  １回　  １名

＜実績値＞
委嘱時研修　        １５回　２９名
第１次研修　 　　　　 ２回　２２名
第２次研修　　　　　  １回　１９名
第３次研修　　　　 　 １回　２０名
男女参画問題研修　１回　８名
指導者養成研修　　  １回　  １名　　　　　　　　　　相談対
応研修　　　　１回　３名
その他　　　　　　　　２５回　４９６名

DVセンター実務者等連絡会議 年２回開催（７月、１２月）
・ＤＶセンター（８か所）
・各市福祉事務所ＤＶ被害者支援担当
・NPO法人ウィメンズネット青森
・東青地域県民局地域健康福祉部こども相談総室
・青森市子どもしあわせ課
・青森県警本部
＜内容＞
・ＤＶ関係会議を見直し、ＤＶセンター実務者連絡会議と
の整理統合を行った。（７月）
・「離婚問題における調停等の法的手続きについて」「情
報交換」等を通じ各機関における介入・支援の方法等に
ついて相互理解と共通認識を図った。（12月）

年３回開催（６月、10月、１２月）
・ＤＶセンター（９か所）
・各市福祉事務所ＤＶ被害者支援担当
・NPO法人ウィメンズネット青森
・東青地域県民局地域健康福祉部こども相談総室
・日本司法支援センター青森地方事務所
・青森県警察本部
＜内容＞
・ＤＶ被害者の相談状況について各機関における介入・支
援の方法等を通じて相互理解と共通認識を図る。
・外部講師を招き「ハーグ条約の概要と発効後の状況に
ついて～ＤＶ被害者支援の立場から～」、他に内部講師
による「ハーグ条約事件における法テラスの援助につい
て」「ＤＶ相談者への法的支援について」「相手方からの追
跡事例の紹介の研修を実施した。

年３回開催（６月、10月、１２月）
・ＤＶセンター（９か所）
・各市福祉事務所ＤＶ被害者支援担当
・NPO法人ウィメンズネット青森
・東青地域県民局地域健康福祉部こども相談総室
・日本司法支援センター青森地方事務所
・青森県警察本部
＜内容＞
・第1回　外部講師による講演「女性に対する暴力の被害者支
援の現状と方向性」
・第2回　外部講師による講演「ＤＶの正しい理解と対応」
・第3回　講話①相談援助職の記録の書き方　②人身取引事犯
の現状と売春強要に係る人身取引事犯の検挙　③面前ＤＶによ
る虐待通告の対応

年３回開催（６月、９月、１２月）
・ＤＶセンター（９か所）
・各市福祉事務所ＤＶ被害者支援担当
・NPO法人ウィメンズネット青森
・東青地域県民局地域健康福祉部こども相談総室
・日本司法支援センター青森地方事務所
・青森県警察本部
＜内容＞
・第1回　外部講師による講話「DVについての理解」
・第2回　講話「警察におけるDV事案とストーカー事案の
取扱及び最近の動向について」
・第３回　外部講師による講話「DV被害のその後」

年３回開催（６月、９月、１２月）
・ＤＶセンター（９か所）
・各市福祉事務所ＤＶ被害者支援担当
・NPO法人ウィメンズネット青森
・東青地域県民局地域健康福祉部こども相談総室
・日本司法支援センター青森地方事務所
・青森県警察本部
＜内容＞
・第1回　外部講師による講話「性暴力犯　罪被害者支援
について」
・第２回　外部講師による講話「DV事案における離婚調
停及び面会交流調停について」
・第３回　外部講師による講話「面前DVによる心理的虐
待について」

＜実績値＞
上記のとおり。

＜実績値＞
上記のとおり。

＜実績値＞
上記のとおり。

＜実績値＞
上記のとおり。

＜実績値＞
上記のとおり

（最終予算額）
21千円

（最終予算額）
70千円（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）
87千円（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）
87千円（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）　４千円（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)
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③

④

①

②

警察本部少年女性安全
課

健康福祉部健康福祉政
策課

青森地方法務局人権擁
護課

青森県女性相談所

部内教養・研修会を開催し具体的対応要領を指導したほ
か、実例に基づくロールプレイング訓練、ブラインド訓練
等を実施して対応能力向上に努めた。
また、関係機関主催の研修や合同訓練に積極的に参加
して他機関との連携強化に努めた。

【重点目標の評価及び推進】
・相談及び一時保護担当職員等に対する専門研修、関係者に対する研修や職務関係者の意見交換の機会の提供などにより、関係機関と連携した多様な支援が可能な環境が整備されています。
・今後の推進については、各組織及び関係機関で職員の資質向上に向けた取組を引き続き実施していく必要があります。



「第３次青森県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年度～平成30年度）

基本目標Ⅳ　職務関係者の資質の向上と連携

重点目標１１　関係行政機関の連携の推進

番
号

事業名等 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 担当課

施策の方向　(１)県域における連携

⑤

青森県ＤＶ防止対策推進会議 （*再掲Ⅰ‐ 2‐(3)‐⑳） （*再掲Ⅰ‐ 2‐(3)‐⑳） （*再掲Ⅰ‐ 2‐(3)‐⑳） （*再掲Ⅰ‐ 2‐(3)‐⑳） （*再掲Ⅰ‐ 2‐(3)‐⑳） 健康福祉部こどもみ
らい課

地域ＤＶ関係機関支援連絡会議 地域におけるＤＶ関係者が情報を共有し、連携強化を
諮るため、県内ＤＶセンターがそれぞれの管内の警察
等関係機関からなる「地域ＤＶ関係支援連絡会議」を設
置し、会議を開催した。

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 開催実績なし

＜実績値＞
会議開催回数1回（1県民局）

＜実績値＞
会議開催回数1回（1県民局）

＜実績値＞
会議開催回数1回（1県民局）

＜実績値＞
会議開催回数1回（1県民局）

人権啓発活動ネットワーク 青森県に所在する人権啓発活動に関わる機関等が連
携・協力し，青森県内における各種人権啓発活動を総
合的かつ効果的に推進することを目的として青森県人
権啓発活動ネットワーク協議会を設置している。
　構成員としては，青森地方法務局のほか，青森県，
青森県教育庁，青森市，青森行政評価事務所，青森労
働局雇用均等室，青森県人権擁護委員連合会のほ
か，人権啓発活動地方委託事業等実施市町村が幹事
として参加している。
　年２回の協議会を開催し，当該年度及び次年度のＤＶ
の防止を含めた人権啓発活動について協議している。

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

全体会　　　２回開催（５／２６，１／２３）
推進部会　 １回開催（１０／２９）
各部会　　　各地で１回

＜実績値＞
全体会　　　２回開催（５／２５，１／２２）
推進部会　 １回開催（１０／２８）
各部会　　　各地で１回

＜実績値＞
全体会　　　２回開催（５／２７，１／２５）
推進部会　 １回開催（１０／２８）
各部会　　　各地で１回

＜実績値＞
全体会　　　２回開催（５／２６，１／２４）
推進部会　 １回開催（１０／２７）
各部会　　　各地で１回

＜実績値＞
全体会　　　２回開催（５／３０，１／２３）
推進部会　 １回開催（１０／２６）
各部会　　　各地で１回

DVセンター実務者等連絡会議 (*再掲 Ⅳ ‐10‐(2)‐④) (*再掲 Ⅳ ‐10‐(2)‐④) (*再掲 Ⅳ ‐10‐(2)‐④) (*再掲 Ⅳ ‐10‐(2)‐④) (*再掲 Ⅳ ‐10‐(2)‐④)

⑨

地域ＤＶ関係機関支援連絡会議 （*再掲Ⅳ‐11‐(1)‐⑥） （*再掲Ⅳ‐11‐(1)‐⑥） （*再掲Ⅳ‐11‐(1)‐⑥） （*再掲Ⅳ‐11‐(1)‐⑥） （*再掲Ⅳ‐11‐(1)‐⑥） 健康福祉部こどもみ
らい課

施策の方向　(３)実務関係者間の連携

⑩

DVセンター実務者連絡会議 （*再掲Ⅳ‐11‐(1)‐⑧） （*再掲Ⅳ‐11‐(1)‐⑧） （*再掲Ⅳ‐11‐(1)‐⑧） （*再掲Ⅳ‐11‐(1)‐⑧） （*再掲Ⅳ‐11‐(1)‐⑧） 青森県女性相談所

青森県女性相談所

⑥

⑦

⑧

施策の方向　(２)地域における連携

健康福祉部こどもみ
らい課

青森地方法務局人
権擁護課

【重点目標の評価及び推進】
・ＤＶ防止対策推進会議や人権啓発活動ネットワーク協議会などにおいて、関係機関が集まり、課題検討や現状認識の共有化を図る等の取組が継続的に行われており、実務関係者間の連携推進が図られています。
・今後の推進については、こうした機会を有効に活用し、関係機関の連携を一層進めていく必要があります。
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「第３次青森県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年度～平成30年度）

基本目標Ⅳ　職務関係者の資質の向上と連携

重点目標１2　民間団体等との連携の推進

番
号

事業名等 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 担当課

施策の方向　(１)民間団体との協働による取組の検討と活動支援

⑪

DVセンター実務者等連絡会議 （*再掲Ⅳ‐10‐(2)‐④） （*再掲Ⅳ‐10‐(2)‐④） （*再掲Ⅳ‐10‐(2)‐④） （*再掲Ⅳ‐10‐(2)‐④） （*再掲Ⅳ‐10‐(2)‐④） 青森県女性相談所

⑫

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） （*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)民生委員・児童委員及び人権擁護委員との連携

⑬

人権啓発活動ネットワーク (*再掲  Ⅳ‐11‐(1)‐⑦) (*再掲  Ⅳ‐11‐(1)‐⑦) (*再掲  Ⅳ‐11‐(1)‐⑦) (*再掲  Ⅳ‐11‐(1)‐⑦) (*再掲  Ⅳ‐11‐(1)‐⑦)

青森地方法務局人権
擁護課

施策の方向　(２)医療関係者との連携

【重点目標の評価及び推進】
・各種会議や協議会等での取組を通じ、民間団体等との連携強化が図られています。
・今後の推進については、引き続き民間団体や地域の関係者との連携を強化し、協働して取り組んでいく必要があります。
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