
「第３次高知県ＤＶ被害者支援計画」取組案（新旧比較表）

（１）関係機関・団体の連携等による取組の推進 （１）関係機関・団体の連携等による取組の推進

① 関係機関・団体の連携強化 1 ブロック別関係機関連絡会議
の開催

① 関係機関・団体との連携強化 1 ブロック別ＤＶ関係機関連絡
会議の開催

2 ＤＶ対策連携支援ネットワーク
の専門性の向上と支援の輪の
拡大

2 ＤＶ対策連携支援ネットワーク
の専門性の向上と支援の輪の
拡大

3 市町村との連携強化 3 市町村との連携強化

4 庁内及び関係機関との情報共
有の充実と適切な情報管理の
徹底

5 民間支援団体との連携及び活
動助成

4 民間支援団体との連携

5 各団体の研修会等でのＤＶ防
止に向けた啓発の実施

② 基本計画の策定と取組の推進 6 県基本計画の策定と取組の推
進

7 市町村基本計画の策定と取組
の推進

（２）ＤＶ防止のための教育・普及啓発 （２）ＤＶ防止のための教育・普及啓発

① 生涯にわたる人権教育の推進 8 学校・保育所・幼稚園における
人権教育の推進

① 生涯にわたる人権教育の推進 6 学校・保育所・幼稚園における
人権教育の推進

9 対人関係を築くことが苦手な
子どもに配慮した教育の実施

7 対人関係を築くことが苦手な
子どもに配慮した教育の実施

10 教職員を対象としたＤＶ防止を
はじめとする人権教育の研修
の実施

11 県職員を対象としたＤＶ防止を
はじめとする人権教育の研修
の実施

12 市町村職員を対象としたＤＶ
防止をはじめとする人権教育
の実施

13 地域におけるＤＶ防止をはじ
めとする人権教育の研修の実
施

8 地域におけるＤＶ防止をはじ
めとする人権教育の研修の実
施

14 職域におけるＤＶ防止をはじ
めとする人権教育の研修の実

9 職域におけるＤＶ防止をはじ
めとする人権教育の研修の実
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取組項目（案） 取組の内容（案）

現計画
考え方など

次期計画

取組項目 取組の内容

２－（２）②「市町村の取２－（２）②「市町村の取２－（２）②「市町村の取２－（２）②「市町村の取

組強化」へ移動組強化」へ移動組強化」へ移動組強化」へ移動

２－（３）③「職務関２－（３）③「職務関２－（３）③「職務関２－（３）③「職務関

係者への研修」に移係者への研修」に移係者への研修」に移係者への研修」に移

動動動動

県が市町村の広報紙県が市町村の広報紙県が市町村の広報紙県が市町村の広報紙

を活用して意識啓発をを活用して意識啓発をを活用して意識啓発をを活用して意識啓発を

行うように読めるため、行うように読めるため、行うように読めるため、行うように読めるため、

「市町村に対しての働「市町村に対しての働「市町村に対しての働「市町村に対しての働

活動助成は、３－（３）②活動助成は、３－（３）②活動助成は、３－（３）②活動助成は、３－（３）②

に「民間シェルターへのに「民間シェルターへのに「民間シェルターへのに「民間シェルターへの

支援」を移動、項目出し支援」を移動、項目出し支援」を移動、項目出し支援」を移動、項目出し

資料４

めとする人権教育の研修の実
施

めとする人権教育の研修の実
施

② DV防止の意識啓発の拡充 15 県の広報紙、テレビ、ラジオ、
ホームページ等多様な広報媒
体を活用した意識啓発

② DV防止の意識啓発の推進 10 広報紙、テレビ、ラジオ、ホー
ムページ等多様な広報媒体を
活用した意識啓発の実施

16 市町村における広報紙等を活
用した意識啓発

11 市町村等関係機関・団体への
広報・意識啓発実施の働きか
け

17 リーフレット等の作成及び配布
による意識啓発

12 リーフレット等の作成及び配布
による意識啓発

18 「女性に対する暴力をなくす運
動」における各機関と連携した
集中的な広報啓発

13 「女性に対する暴力をなくす運
動」期間を中心とした、関係機
関・団体と連携した集中的な
広報啓発の実施

19 高齢者、障害者、外国人の相
談窓口でのＤＶに関する広報
啓発

14 若者や高齢者、障害者、外国
人等を対象とした各種相談窓
口でのＤＶに関する広報啓発

20 思春期相談センター「ＰＲＩＮ
Ｋ］における若者を対象とした
広報啓発

（３）若年層に対する予防教育の推進

③ 若者に対するデートDVの予防
の強化

21 広報紙、テレビ、ラジオ、ホー
ムページ等多様な広報媒体を
活用した意識啓発

① 若い世代におけるデートDV防
止に向けた教育の実施

15 広報紙、テレビ、ラジオ、ホー
ムページ等多様な広報媒体を
活用した広報啓発の実施

22 リーフレット等の作成及び配布
による意識啓発

16 リーフレット等の作成及び配布
による広報啓発

23 中高生、大学生及び保護者を
対象とした授業及び研修の実
施

17 中高生、大学生及び保護者を
対象とした授業及び研修の実
施

24 教職員を対象としたＤＶ防止を
はじめとする人権教育の研修
の実施

18 教職員を対象としたＤＶ防止を
はじめとする人権教育の研修
の実施

25 児童生徒が安心して相談でき
る環境づくり

26 思春期相談センター「ＰＲＩＮ
Ｋ］における若者を対象とした
広報啓発

19 思春期相談センター「ＰＲＩＮ
Ｋ］における若者を対象とした
広報啓発
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きかけ」と分かるようきかけ」と分かるようきかけ」と分かるようきかけ」と分かるよう

②－②－②－②－11に明記。また、に明記。また、に明記。また、に明記。また、

広く関係機関に対象を広く関係機関に対象を広く関係機関に対象を広く関係機関に対象を

拡大。拡大。拡大。拡大。

各種相談窓口として、各種相談窓口として、各種相談窓口として、各種相談窓口として、

まとめて記載。まとめて記載。まとめて記載。まとめて記載。

２－（４）④「誰もが相談２－（４）④「誰もが相談２－（４）④「誰もが相談２－（４）④「誰もが相談

しやすい環境づくり」にしやすい環境づくり」にしやすい環境づくり」にしやすい環境づくり」に

移動。移動。移動。移動。



柱
目
標 取組項目（案） 取組の内容（案）

現計画
考え方など

次期計画

取組項目 取組の内容

（３）被害者支援に携わる人材の確保及び専門性の向上

① 人材の確保 27 配偶者暴力相談支援センター
への自立支援員の配置

② 相談員等の専門性の向上 28 相談員や心理ケア担当職員
等に対する専門研修の実施及
び専門研修への参加

29 直接被害者と接する県、警察
及び市町村相談窓口職員等
に対する研修の実施

30 被害者支援のための手引きの
作成及び関係者への配布

31 各種研修情報の収集及び提
供

32 相談員に対するスーパーバイ
ズの実施

33 女性相談支援センターと児童
相談所との連絡協議会の開催

③ 相談員のメンタルヘルスケアの
充実

34 各種メンタルヘルス研修受講
の推進

35 相談員が業務に関する悩みを
相談できる環境の整備

（４）加害者への対応 （４）加害者への対応

① 加害者への厳正な対応 36 現場警察官の加害者への対
応能力の向上

① 加害者への厳正な対応 20 現場警察官の加害者への対
応能力の向上

37 保護命令が出された加害者に
対する警告の実施

21 保護命令が出された加害者に
対する警告の実施

38 被害者や支援者の安全確保

② 加害者の更生 39 加害者更生プログラムに関す
る情報の収集と対応の検討

② 加害者の気づき・更生を促す
広報啓発や相談の実施

22 加害者を対象とした各種相談
の実施

40 加害者への情報提供 23 加害者に対するＤＶ防止の意
識啓発と相談窓口の周知

③ 加害者の気づき 41 加害者に対するＤＶ防止の意
識啓発と相談窓口の周知

24 思春期相談センター「ＰＲＩＮ
Ｋ］における気づきの促進

42 精神保健福祉センター等での
「心の健康相談」の実施

25 加害者更生プログラムに関す
る情報の収集と対応の検討

43 ソーレでの相談の実施

44 思春期相談センター「ＰＲＩＮ
Ｋ］における気づきの促進
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２－（３）「人材のスキ２－（３）「人材のスキ２－（３）「人材のスキ２－（３）「人材のスキ

ルアップ」①に移動。ルアップ」①に移動。ルアップ」①に移動。ルアップ」①に移動。

４－（１）「ＤＶ被害者４－（１）「ＤＶ被害者４－（１）「ＤＶ被害者４－（１）「ＤＶ被害者

の生活再建」①８１、８の生活再建」①８１、８の生活再建」①８１、８の生活再建」①８１、８

２に移動。２に移動。２に移動。２に移動。

２－（３）「人材のスキ２－（３）「人材のスキ２－（３）「人材のスキ２－（３）「人材のスキ

ルアップ」②に移動。ルアップ」②に移動。ルアップ」②に移動。ルアップ」②に移動。

３－（１）「一時保護と安３－（１）「一時保護と安３－（１）「一時保護と安３－（１）「一時保護と安

全の確保」①に移動。全の確保」①に移動。全の確保」①に移動。全の確保」①に移動。

加害者の気づきを促し、加害者の気づきを促し、加害者の気づきを促し、加害者の気づきを促し、

相談につなげることで、相談につなげることで、相談につなげることで、相談につなげることで、

更生につなげていくと更生につなげていくと更生につなげていくと更生につなげていくと

の一連の流れから、まの一連の流れから、まの一連の流れから、まの一連の流れから、ま

とめた。とめた。とめた。とめた。



柱
目
標 取組項目（案） 取組の内容（案）

現計画
考え方など

次期計画

取組項目 取組の内容

（１）相談窓口の周知と相談につなげる体制整備 （１）相談窓口の周知と相談につなげる体制整備

① 配偶者暴力相談支援センター
の周知

45 県の広報紙、テレビ、ラジオ、
ホームページ等多様な広報媒
体を活用した周知

① 配偶者暴力相談支援センター
の周知

26 広報紙、テレビ、ラジオ、ホー
ムページ等多様な広報媒体を
活用した広報の実施

27 リーフレット等の作成及び配布
による広報

28 「女性に対する暴力をなくす運
動」期間を中心とした、関係機
関・団体と連携した集中的な
広報の実施

46 市町村における広報紙等を活
用した周知

29 市町村等関係機関・団体・企
業への広報紙等を活用した周
知実施の働きかけ

30 若者、高齢者、障害者、外国
人等対象の相談窓口での周
知

31 外国語パンフレット等の作成及
び関係機関への配置

② 各種相談窓口の周知 32 各種相談機関の周知

47 リーフレット等を活用した周知

48 「女性に対する暴力をなくす運
動」における各機関と連携した
周知

② 発見、通報及び相談に関する
体制整備

49 配偶者暴力相談支援センター
と警察の連携による24時間対
応できる体制の確保

③ ＤＶ被害者の早期発見、通報
及び相談につなげる体制整備

33 配偶者暴力相談支援センター
と警察の連携による24時間対
応できる体制の確保

50 警察との情報共有及び連携の
強化

34 警察との情報共有及び連携の
強化

35 地域における企業、関係機
関・団体、者との連携強化・理
解促進のための取組の実施

51 医療・福祉・教育・司法関係者
に対する情報提供及び連携の
強化

36 医療・福祉・教育・司法関係者
に対する情報提供及び連携の
強化

52 子どもの権利110番との連携強
化

53 苦情処理の体制整備 37 苦情処理の体制整備

（２）配偶者暴力相談支援センターの機能の強化 （２）配偶者暴力相談支援センターの機能の強化

① 配偶者暴力相談支援センター
の職員の専門性の向上

54 相談員や心理ケア担当職員
等に対する専門研修の実施及

① 配偶者暴力相談支援センター
の職員の専門性の向上

38 女性相談員や心理ケア担当
職員等に対する専門研修の実

２２２２
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２（３）②の各種相談２（３）②の各種相談２（３）②の各種相談２（３）②の各種相談

窓口の周知をまとめ窓口の周知をまとめ窓口の周知をまとめ窓口の周知をまとめ

て記載するとともに、て記載するとともに、て記載するとともに、て記載するとともに、

項目出し。項目出し。項目出し。項目出し。

地域における関係機関地域における関係機関地域における関係機関地域における関係機関

等との連携強化を追加。等との連携強化を追加。等との連携強化を追加。等との連携強化を追加。

（ＤＶブロック会議、ネット（ＤＶブロック会議、ネット（ＤＶブロック会議、ネット（ＤＶブロック会議、ネット

ワーク会議をイメージ）ワーク会議をイメージ）ワーク会議をイメージ）ワーク会議をイメージ）

36で幅広く連携していくこで幅広く連携していくこで幅広く連携していくこで幅広く連携していくこ

とで整理。とで整理。とで整理。とで整理。

の職員の専門性の向上 等に対する専門研修の実施及
び専門研修への参加【再掲】

の職員の専門性の向上 職員等に対する専門研修の実
施及び専門研修への参加

55 相談員に対するスーパーバイ
ズの実施【再掲】

39 女性相談員に対するスーパー
バイズの実施

② 市町村の取組強化に向けての
働きかけ、市町村との連携強
化

40 市町村の取組に対する助言等

41 市町村基本計画の策定と取組
の推進

42 市町村役場の関係部署間の
連携強化の促進に向けての働
きかけ

43 被害者支援マニュアルの作成
等によるノウハウの共有

44 相談窓口等職員に対する研修
の実施及び情報提供

② 県の他機関との連携強化 56 住民の身近な窓口として、福
祉保健所でのＤＶ被害者の支
援

③ 県の他機関との連携強化 45 配偶者暴力相談支援センター
との情報共有及び連携の強化

57 福祉保健所との連携強化 46 福祉保健所との情報共有及び
連携の強化

58 児童相談所との連携強化 47 児童相談所との情報共有及び
連携の強化

48 警察との情報共有及び連携の
強化

③ 市町村との連携強化 59 住民の身近な窓口として、市
町村相談窓口でのＤＶ被害者
の支援

60 市町村の取組に対する助言等

るるるる
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市町村との連携強化につ市町村との連携強化につ市町村との連携強化につ市町村との連携強化につ

ながる項目をまとめた。ながる項目をまとめた。ながる項目をまとめた。ながる項目をまとめた。

ＤＶ被害者支援を行うＤＶ被害者支援を行うＤＶ被害者支援を行うＤＶ被害者支援を行う

中心機関である配偶者中心機関である配偶者中心機関である配偶者中心機関である配偶者

暴力相談支援センター暴力相談支援センター暴力相談支援センター暴力相談支援センター

と他機関、またＤＶ被害と他機関、またＤＶ被害と他機関、またＤＶ被害と他機関、またＤＶ被害

者支援で特に関係の深者支援で特に関係の深者支援で特に関係の深者支援で特に関係の深

い機関同士の関わりがい機関同士の関わりがい機関同士の関わりがい機関同士の関わりが

分かるように整理し、更分かるように整理し、更分かるように整理し、更分かるように整理し、更

に警察を追加。に警察を追加。に警察を追加。に警察を追加。



柱
目
標 取組項目（案） 取組の内容（案）

現計画
考え方など

次期計画

取組項目 取組の内容

（３）ＤＶ被害者支援に携わる人材のスキルアップ、専門性の向上

① 各種相談窓口職員等のスキル
アップ・専門性の向上

49 配偶者暴力相談支援センター
と児童相談所との連携の更な
る強化

50 直接被害者と接する県、警察
及び市町村相談窓口職員等
に対する研修の実施

51 各種研修情報の収集及び提
供

52 被害者支援のための手引きの
作成及び関係者への配布

② 相談員のメンタルヘルスケアの
充実

53 各種メンタルヘルス研修受講
の推進

54 相談員が業務に関する悩みを
相談できる環境の整備

③ 職務関係者を対象とした人権
研修の推進

55 県職員を対象としたＤＶ防止を
はじめとする人権教育の研修
の実施

56 市町村職員を対象としたＤＶ
防止をはじめとする人権教育
の実施

（３）高齢者、障がい者、外国人等が相談しやすい体制づくり （４）誰もが相談しやすい体制づくり

① 配偶者暴力相談支援センター
の周知

61 高齢者、障害者、外国人の相
談窓口での周知

① 配偶者暴力相談支援センター
の周知

57 外国人対象の相談窓口での
周知

62 外国語パンフレット等の作成及
び関係機関への配置

58 外国語パンフレット等の作成及
び関係機関への配置

② 各相談機関における相談機能
の強化

63 各団体の研修会等でのＤＶ防
止のための啓発

② 各相談機関における相談機能
の強化

59 各種相談機関と配偶者暴力相
談支援センターとの連携

64 高齢者総合相談センター、地
域包括支援センター、認知症
コールセンターの周知及び配
偶者暴力相談支援センターと
の連携

65 障害者110番や高知いのちの
電話の周知及び配偶者暴力
相談支援センターとの連携

66 心の健康相談の周知及び配
偶者暴力相談支援センターと
の連携

67 国際交流協会の周知、啓発チ
ラシの作成及び配偶者暴力相
談支援センターとの連携

③ 相談窓口のバリアフリー化 68 外国語通訳及び手話通訳等 ③ 相談窓口のバリアフリー化 60 外国語通訳及び手話通訳等

２２２２
　　　　
ＤＤＤＤ
ＶＶＶＶ
被被被被
害害害害
者者者者
のののの
早早早早
期期期期
発発発発
見見見見
・・・・
安安安安
心心心心
しししし
てててて
相相相相
談談談談
でででで
きききき
るるるる
体体体体
制制制制
づづづづ
くくくく
りりりり

１（３）②③「相談員の専１（３）②③「相談員の専１（３）②③「相談員の専１（３）②③「相談員の専

門性の向上」「メンタル門性の向上」「メンタル門性の向上」「メンタル門性の向上」「メンタル

ヘルスケアの充実」かヘルスケアの充実」かヘルスケアの充実」かヘルスケアの充実」か

ら移動。ら移動。ら移動。ら移動。

１（２）「生涯にわた１（２）「生涯にわた１（２）「生涯にわた１（２）「生涯にわた

る人権研修」からる人権研修」からる人権研修」からる人権研修」から

移動移動移動移動

周知は、２（１）②「各種相周知は、２（１）②「各種相周知は、２（１）②「各種相周知は、２（１）②「各種相

談窓口の周知」にまとめ談窓口の周知」にまとめ談窓口の周知」にまとめ談窓口の周知」にまとめ

た。た。た。た。

連携も、同様にまとめて連携も、同様にまとめて連携も、同様にまとめて連携も、同様にまとめて

２（４）②に記載。２（４）②に記載。２（４）②に記載。２（４）②に記載。

③ 相談窓口のバリアフリー化 68 外国語通訳及び手話通訳等
の確保

③ 相談窓口のバリアフリー化 60 外国語通訳及び手話通訳等
の確保

④ 若者や男性など、誰もが相談
しやすい環境づくり

61 児童生徒が安心して相談でき
る環境づくり

62 男性や性的少数者を対象とし
た相談の実施

若者、男性、性的少数者若者、男性、性的少数者若者、男性、性的少数者若者、男性、性的少数者

や高齢者など、「誰もが相や高齢者など、「誰もが相や高齢者など、「誰もが相や高齢者など、「誰もが相

談しやすい環境づくり」で談しやすい環境づくり」で談しやすい環境づくり」で談しやすい環境づくり」で

まとめた。まとめた。まとめた。まとめた。



柱
目
標 取組項目（案） 取組の内容（案）

現計画
考え方など

次期計画

取組項目 取組の内容

（１）関係機関の連携による一時保護と安全の確保 （１）関係機関の連携による一時保護と安全の確保

① 迅速な一時保護の実施 69 警察等と連携した安全の確保 ① 関係機関の連携によるＤＶ被
害者等の迅速な安全の確保

63 警察等と連携した安全の確保

64 被害者や支援者の安全確保

65 緊急避難体制の確保

70 迅速かつ安全に24時間対応
できる保護体制の確立

② 迅速かつ安全な一時保護の
実施

66 迅速かつ安全に24時間対応
できる保護体制の確立

71 県域を越えた広域での保護体
制の整備

67 県域を越えた広域での保護体
制の整備（県外の婦人相談所
等と連携した一時保護体制の
充実）

② 同伴者を含めた安全の確保 72 被害者への保護命令制度の
情報提供及び手続支援

68 一時保護期間中に、入所者が
安心して過ごせる環境の整備

73 関係機関に対する秘密の保持
の徹底

③ ＤＶ被害者等に関する情報保
護の徹底

69 関係機関に対する秘密の保持
の徹底

74 一時保護期間中に、入所者が
安心して過ごせる環境の整備

④ 司法手続きに関する支援 70 被害者への保護命令制度の
情報提供及び手続支援

（２）配偶者暴力相談支援センターにおける一時保護体制の充実 （２）配偶者暴力相談支援センターにおける一時保護体制の充実

① 被害者の心理ケアの充実 75 専門機関との連携による心の
健康の回復支援

① ＤＶ被害者の心理ケアの充実 71 専門機関との連携による心の
健康の回復支援

76 心理ケア担当による心の健康
回復支援

72 心理ケア担当による心の健康
回復支援

② 子どもの心身のケアの充実 77 児童相談所等と連携した子ど
もの心理判定やカウンセリング
の実施

② 子どもの心身のケアの充実 73 児童相談所等と連携した子ど
もの心理判定やカウンセリング
の実施

78 療育福祉センターと連携した
障害の心配のある子どもへの
対応

74 療育福祉センターと連携した
障害の心配のある子どもへの
対応

75 心の教育センター・高知市教
育研究所と連携した心配のあ
る子どもへの対応

③ 保育、学習支援の充実 79 安心して遊ぶことのできる環境
の整備

③ 保育、学習支援の充実 76 安心して遊ぶことのできる環境
の整備

80 学校と連携した一時保護所で
の教育支援

77 学校と連携した一時保護所で
の就学支援

81 就学のための様々な制度の情
報提供と手続支援

78 就学のための様々な制度の情
報提供と手続支援

④ 災害に備えた体制づくり 82 設備の見直しや避難訓練等の
実施による安全対策

３３３３
　　　　
ＤＤＤＤ
ＶＶＶＶ
被被被被
害害害害
者者者者
のののの
一一一一
時時時時
保保保保
護護護護
体体体体
制制制制
のののの
充充充充
実実実実

「安全の確保としての「安全の確保としての「安全の確保としての「安全の確保としての

保護」と「女相での一時保護」と「女相での一時保護」と「女相での一時保護」と「女相での一時

保護」で再整理。保護」で再整理。保護」で再整理。保護」で再整理。

実施による安全対策

83 備蓄等の充実

84 代替施設による事業の継続

（３）民間支援施設等との連携による一時保護体制の充実 （３）民間支援施設等との連携による一時保護体制の充実

① 郡部における一時保護施設の
確保

85 郡部における一時保護施設の
確保

① 配偶者暴力相談支援センター
の一時保護所以外の保護でき
る場の確保

79 民間シェルター及び社会福祉
施設等との連携による一時保
護体制の充実

② 民間支援施設等との連携 86 民間シェルターとの連携による
一時保護体制の充実

87 障害者及び高齢者施設の活
用の検討

② 民間シェルターへの支援 80 民間シェルターの運営安定化
に向けた補助の実施

「避難場所の確保」と「避難場所の確保」と「避難場所の確保」と「避難場所の確保」と

「確保を目的とした支「確保を目的とした支「確保を目的とした支「確保を目的とした支

援」を分けて、支援を援」を分けて、支援を援」を分けて、支援を援」を分けて、支援を

別出し。別出し。別出し。別出し。



柱
目
標 取組項目（案） 取組の内容（案）

現計画
考え方など

次期計画

取組項目 取組の内容

（１）ＤＶ被害者の生活再建 （１）ＤＶ被害者の生活再建

① 一時保護所入所時からの継続
した自立支援

81 日常生活支援のための配偶者
暴力相談支援センターの自立
支援員による継続的支援の実
施

82 心理的な自立のための配偶者
暴力相談支援センター等によ
る退所者へのフォローアップの
充実

83 自立支援施設の積極的な活
用

84 母子生活支援施設における支
援機能の充実

② 各種支援制度の情報提供及
び利用・手続きに関する支援

85 生活保護、保育支援、就労支
援制度及び保証料補給制度、
融資制度等の各種支援に関
する情報提供及び利用に向け
た支援

① 住宅の確保 88 県営住宅の募集時の優先措
置による支援

③ 住宅の確保に向けた支援 86 県営住宅の募集時の優先措
置による支援

89 民間事業者の協力による住宅
に関する情報の提供

87 県職員住宅及び県営住宅の
短期利用の検討

90 保証料補給制度、融資制度等
の情報提供

91 県職員住宅及び県営住宅の
短期利用の検討

88 民間事業者の協力による住宅
に関する情報の提供

② 就労支援の充実 92 ハローワークとの連携による就
職の促進

④ 就労に向けた支援 89 ハローワークや｢高知家の女性
しごと応援室」との連携による
就職の支援

93 企業の理解の促進や求人情
報の提供による就職の促進

94 就業支援制度等の技能習得
にかかる情報提供

95 就職活動及び技能習得時の
託児支援

90 就職活動及び技能習得時の
託児支援

③ 生活支援の充実 96 生活保護等の情報提供と手続
に際しての支援

97 被害者の日常生活に対する支
援の検討

98 支援制度窓口のワンストップ化

④ 民間支援団体等との連携によ
る経済的支援

99 一時金や支援物資の提供など
で、被害者をサポートしてくれ

⑤ 民間支援団体等による支援の
拡充に向けた取組の実施

91 一時金や支援物資の提供など
で、被害者をサポートしてくれ

４４４４
　　　　
ＤＤＤＤ
ＶＶＶＶ
被被被被
害害害害
者者者者
のののの
自自自自

１－（３）①「人材の確保」１－（３）①「人材の確保」１－（３）①「人材の確保」１－（３）①「人材の確保」

から、自立支援員の業務から、自立支援員の業務から、自立支援員の業務から、自立支援員の業務

内容（自立支援）を重視し内容（自立支援）を重視し内容（自立支援）を重視し内容（自立支援）を重視し

た記載に変更。た記載に変更。た記載に変更。た記載に変更。

各種支援制度の情報提各種支援制度の情報提各種支援制度の情報提各種支援制度の情報提

供や利用支援をまとめた。供や利用支援をまとめた。供や利用支援をまとめた。供や利用支援をまとめた。

（提供サービスの内容に（提供サービスの内容に（提供サービスの内容に（提供サービスの内容に

関して、県が直接拡充等関して、県が直接拡充等関して、県が直接拡充等関して、県が直接拡充等

を行えないもの）を行えないもの）を行えないもの）を行えないもの）

支援制度窓口のワンストッ支援制度窓口のワンストッ支援制度窓口のワンストッ支援制度窓口のワンストッ

プ化でなく、相談窓口のワプ化でなく、相談窓口のワプ化でなく、相談窓口のワプ化でなく、相談窓口のワ

ンストップ化（市町村役場ンストップ化（市町村役場ンストップ化（市町村役場ンストップ化（市町村役場

内の連携強化）を図ってい内の連携強化）を図ってい内の連携強化）を図ってい内の連携強化）を図ってい

るので、削除。るので、削除。るので、削除。るので、削除。

９２と９３をまとめ、「し９２と９３をまとめ、「し９２と９３をまとめ、「し９２と９３をまとめ、「し

ごと応援室」を活用しごと応援室」を活用しごと応援室」を活用しごと応援室」を活用し

た支援を追加。た支援を追加。た支援を追加。た支援を追加。

る経済的支援 で、被害者をサポートしてくれ
る企業や民間支援団体の拡充

拡充に向けた取組の実施 で、被害者をサポートしてくれ
る企業や民間支援団体増に向
けた働きかけ

⑤ 庁内関係課による支援策の協
議

100 関係課による県基本計画の進
捗状況の把握や課題等の検
討

（２）安全安心な暮らしへのフォローアップの充実 （２）安全安心な暮らしへのフォローアップの充実

① 関係機関の連携による被害者
の情報共有と見守り

101 保護命令発令後の安全の確
保

① 関係機関の連携によるＤＶ被
害者の情報共有と見守り

92 保護命令発令後の安全の確
保

102 緊急避難体制の確保

103 地域のネットワークの構築によ
る情報共有

93 地域のネットワークの構築によ
る情報共有

104 住民基本台帳の閲覧等の禁
止の趣旨及び留意点の周知

94 住民基本台帳の閲覧等の禁
止の趣旨及び留意点の周知

95 要保護児童対策地域協議会
や民生委員・児童委員との連
携

96 児童相談所や福祉保健所等
による育児支援

② 被害者及び子どもの心身の回
復の支援

105 関係機関の連携による子ども
の心身の成長の見守り

② 被害者及び子どもの心身の回
復の支援

97 関係機関の連携による子ども
の心身の成長の見守り

106 養護教諭・スクールカウンセ
ラー等による学校でのケア

98 養護教諭・スクールカウンセ
ラー等による学校でのケア

107 スクールソーシャルワーカー及
び市町村職員等による家庭等
でのケア

99 スクールソーシャルワーカー及
び市町村職員等による家庭等
でのケア

108 民間支援団体による同行支援
や居場所づくりなど特色ある取
組の推進

109 配偶者暴力相談支援センター
等による退所者へのフォロー
アップの充実

③ 地域での居場所づくり 100 あったかふれあいセンター等と
の連携

101 民間支援団体との連携

自自自自
立立立立
支支支支
援援援援

３－（１）安全の確３－（１）安全の確３－（１）安全の確３－（１）安全の確

保へ移動。保へ移動。保へ移動。保へ移動。

項目出しするとともに、項目出しするとともに、項目出しするとともに、項目出しするとともに、

「県が何をするのか」「県が何をするのか」「県が何をするのか」「県が何をするのか」

を記載を記載を記載を記載



柱
目
標 取組項目（案） 取組の内容（案）

現計画
考え方など

次期計画

取組項目 取組の内容

（１）地域での見守り体制づくり （１）地域における見守り体制づくり

① 市町村の取組強化 110 市町村基本計画の策定と取組
の推進【再掲】

① 市町村の取組強化に向けての
働きかけ、市町村との連携強
化【再掲】

102 市町村基本計画の策定と取組
の推進【再掲】

111 広報紙等を活用した意識啓発
及び窓口等の周知

103 広報紙等を活用した意識啓発
及び窓口等周知実施の働きか
け【再掲】

112 市町村役場の関係部署間の
連携強化の促進

104 市町村役場の関係部署間の
連携強化の促進に向けての働
きかけ【再掲】

113 被害者支援マニュアルの作成
等によるノウハウの共有

105 被害者支援マニュアルの作成
等によるノウハウの共有【再掲】

114 相談窓口等職員に対する研修
の実施

106 相談窓口等職員に対する研修
の実施及び情報提供【再掲】

115 配偶者暴力相談支援センター
による情報提供や職員研修

② 関係機関・団体のネットワーク
づくり

116 ブロック別関係機関連絡会議
を通じた連携強化

② 関係機関等との連携強化に向
けた取組

107 ブロック別ＤＶ関係機関連絡
会議の開催【再掲】

（２）早期発見、通報及び相談体制づくり （２）地域における早期発見、通報及び相談体制づくり

① 地域の関係機関・団体、者に
よる発見、通報、相談

117 地域における関係機関・団
体、者との連携強化

① 関係機関等との連携強化に向
けた取組【再掲】

108 地域における関係機関・団
体、者との連携強化・理解促
進のための取組の実施【再掲】

② 各種支援制度の活用による生
活再建

118 生活保護、保育支援、就労支
援制度等の情報提供及び利
用への支援

109 生活保護、保育支援、就労支
援制度及び保証料補給制度、
融資制度等の各種支援に関
する情報提供及び利用に向け
た支援【再掲】

（３）自立支援の取組 （３）地域における自立に向けた支援の取組

① 自立への継続的な支援 119 地域のネットワークの構築によ
る情報共有【再掲】

① 生活再建に向けた各種支援の
実施

110 地域のネットワークの構築によ
る情報共有【再掲】

② 地域での居場所づくり 120 あったかふれあいセンター等と
の連携

111 あったかふれあいセンター等と
の連携【再掲】

121 民間支援団体との連携 112 民間支援団体との連携【再掲】

③ 子どもの健やかな成長の見守
り

122 児童相談所や福祉保健所等
による育児支援

② 子どもの健やかな成長の見守
り

113 児童相談所や福祉保健所等
による育児支援【再掲】

123 要保護児童対策地域協議会
や民生委員・児童委員との連
携

114 要保護児童対策地域協議会
や民生委員・児童委員との連
携【再掲】

124 養護教諭・スクールカウンセ
ラー等による学校でのケア【再
掲】

115 養護教諭・スクールカウンセ
ラー等による学校でのケア【再
掲】

125 スクールソーシャルワーカー及 116 スクールソーシャルワーカー及

５５５５
　　　　
地地地地
域域域域
にににに
おおおお
けけけけ
るるるる
取取取取
組組組組
のののの
推推推推
進進進進

125 スクールソーシャルワーカー及
び市町村職員等による家庭等
でのケア【再掲】

116 スクールソーシャルワーカー及
び市町村職員等による家庭等
でのケア【再掲】


