
「第４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：2019年度～2023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

令和元年度

実施状況 実施計画 実施状況

施策の方向　(１)相談及び一時保護担当職員の資質の向上

①

警察職員の資質の向上
と適切なＤＶ対応

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。

前年同様、部内教養・研修会の開催、交番等に対する
人身安全関連事案のブラインド訓練を実施するとともに
関係機関主催の研修へ参加することにより、警察職員
の資質向上及び適切なＤＶ対応に努める。

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。

前年同様、部内教養・研修会の開催、交番等に対する
人身安全関連事案のブラインド訓練を実施するとともに
関係機関主催の研修へ参加することにより、警察職員
の資質向上及び適切なＤＶ対応に努める予定。

警察本部少年
女性安全課

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。（保健
大学が実施する社会福祉研修の一つ）
開催回数　１回（令和元年１０月４日）
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　２５人

行政機関の職員と社会福祉事業者等従事者を対象に、
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
所職員等
受講定員数　３０人

行政機関の職員と社会福祉事業者等従事者を対象に、
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（令和２年１０月２日）
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　３1人

行政機関の職員と社会福祉事業者等従事者を対象に、
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
所職員等
受講定員数　６０人

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

＜目標値＞
発達障害を持つ児童及びその親等に対する支援を行う
ための職員の資質向上を図る。

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

＜目標値＞
発達障害を持つ児童及びその親等に対する支援を行う
ための職員の資質向上を図る。

（最終予算額）＊社会福祉研修に係る予算６，２１０千円
（負担割合：県10/10、当該研修外22研修実施）

（当初予算額）＊社会福祉研修に係る予算３，１８６千円
（負担割合：県10/10、当該研修外22研修実施）

（最終予算額）＊社会福祉研修に係る予算３，１８６千円
（負担割合：県10/10、当該研修外22研修実施）

（当初予算額）＊社会福祉研修に係る予算３，１６７千円
（負担割合：県10/10、当該研修外22研修実施）

③

人権擁護委員研修 以下のとおり各種研修を実施した。
（回・・・回数，名・・・対象人数）
・委嘱時研修・・・・・・・・・・・・４回，３１名
・第一次研修・・・・・・・・・・・・２回，３０名
・第二次研修・・・・・・・・・・・・１回，１８名
・第三次研修・・・・・・・・・・・・１回，１９名
・男女共同参画問題研修・・・１回，８名
・指導者養成研修・・・・・・・・・１回，１名
・相談対応研修・・・・・・・・・・・１回，４名

法務大臣が委嘱した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に関
する知識等を修得することを目的とし，委嘱時研修，第
一次研修，第二次研修，第三次研修，男女共同参画問
題研修，指導者養成研修，相談対応研修等を実施す
る。

以下のとおり各種研修を実施した。
（回・・・回数，名・・・対象人数）
・委嘱時研修・・・・・・・・・・・・４回，２５名
・第一次研修・・・・・・・・・・・・１回，１８名
・第二次研修・・・・・・・・・・・・１回，２８名
・第三次研修・・・・・・・・・・・・１回，２１名
・男女共同参画問題研修・・・１回，１０名
・指導者養成研修・・・・・・・・・１回，４名

法務大臣が委嘱した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に関
する知識等を修得することを目的とし，委嘱時研修，第
一次研修，第二次研修，第三次研修，男女共同参画問
題研修，指導者養成研修，相談対応研修等を実施す
る。

青森地方法務
局人権擁護課

ＤＶセンター実務者等連
絡協議会

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被害者に対する支援に
ついて」

第2回　外部講師による講話「保健所が取り扱う制度に
ついて」

第3回　外部講師による講話「障害者虐待の防止、制
度」および「高齢者虐待防止の基本」について

協議会開催
・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＞
・外部講師を招き、ＤＶ被害者支援の現状や支援のあり
方について研修を行い、ＤＶ被害者支援の相互理解や
共通認識を図る。
・各機関における介入・支援の方法を情報交換をしなが
ら、連携を深める。

10月に協議会開催（新型コロナウイルスにより1回だけ
の開催となる）

≪参集範囲≫
・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
・日本司法支援センター青森地方事務所
・青森県警察本部
・児童相談所（６か所）
　※令和２年度より、全児童相談所を参集範囲に含めた

＜内容＞
・外部講師による講話「ＤＶ被害者に対する支援につい
て」
・各児相相談所からの事例報告「ＤＶ支援センター等と
連携した実例について」

協議会開催
・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
・日本司法支援センター青森地方事務所
・青森県警察本部
・児童相談所（６か所）

＜内容＞
・外部講師を招き、ＤＶ被害者支援の現状や支援のあり
方について研修を行い、ＤＶ被害者支援の相互理解や
共通認識を図る。
・各機関における介入・支援の方法を情報交換をしなが
ら、連携を深める。

＜実績値＞
　　上記のとおり

＜目標値＞　被害者の人権やＤＶの特性等に関する理
解を深め、適切な支援を実施できるようになる。

＜実績値＞
　　上記のとおり

＜目標値＞　被害者の人権やＤＶの特性等に関する理
解を深め、適切な支援を実施できるようになる。

（最終予算額）
　　　0円

（当初予算額）　174千円（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）
　　　０円

（当初予算額）　174千円（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)

青森県女性相
談所

④

番
号

担当課

②

事業名等
令和２年度

令和３年度実施計画

健康福祉部健
康福祉政策課

【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、状況に応じた適切な相談に応じることができるよう、研修内容を見直すなどし、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。
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「第４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：2019年度～2023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

令和元年度

実施状況 実施計画 実施状況

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） 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、
会議を開催する。

＜実績値＞ ＜目標値＞ ＜実績値＞ ＜目標値＞

人権啓発活動ネットワー
ク

以下のとおり開催した。 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。
　年２回協議会を開催し，当該年度及び次年度のＤＶの
人権啓発活動について協議する。
全体会　　　２回開催
推進部会　 １回開催
各部会　　　各地で１回

開催について以下のとおり。 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。
　例年２回協議会を開催し，当該年度及び次年度のＤＶ
の人権啓発活動について協議するが，今年度第１回に
おいては新型コロナウイルス感染拡大防止のため，開
催中止。

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

＜目標値＞
全体会　　　２回開催
推進部会　 １回開催
各部会　　　各地で１回

＜実績値＞
全体会　　　第１回・第２回ともに中止
推進部会　 中止
各部会　　　各地で１回

＜目標値＞
全体会　　　１回開催
各部会　　　各地で１回

DVセンター実務者等連
絡協議会

(*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） 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センター実務者等連
絡協議会

(*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

青森県女性相談
所

〈重点目標別の評価〉

担当課

⑥

番
号

⑦

⑧

事業名等
令和２年度

令和３年度実施計画

健康福祉部こど
もみらい課

青森地方法務局
人権擁護課

施策の方向　(２)地域における連携

【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、関係機関が協議を行い、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４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：2019年度～2023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

令和元年度

実施状況 実施計画 実施状況

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
絡協議会

（*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

施策の方向　(２)医療関係者との連携

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） 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)
青森地方法務局
人権擁護課

担当課
番
号

事業名等
令和２年度

令和３年度実施計画

【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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