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・啓発用リーフレットの配布

・講座、講演会の開催

・「内閣府男女共同参画週間」「なは男女平等週間」「女性に対する暴力

　をなくす運動」 「児童虐待防止月間」等の周知及び意識啓発

・支援者、民生委員、児童委員への研修等の充実
・市のホームページ、広報紙「なは市民の友」「なは女性センターだより」
　等を活用した情報提供、相談窓口の周知

・公共施設のトイレ等へのDV相談窓口を記載したカードの設置

・医療機関、沖縄弁護士会、法テラスとの連携・協力

・性的マイノリティを含め、さまざまなケースを認識した取り組み 

・小・中学校における、人権教育、男女平等教育の取り組み

・デートDV防止のための意識啓発（リーフレット、カード等の配布）

・DV防止法第６条規定の努力義務等についての医療関係者への周知

・看護学生等の研修受け入れ

・被害者と子どもの安全に配慮した関係機関、関係団体との連携

・関係各課の相談窓口及び相談員等との連携

・ＤＶ加害者に対する加害者更生相談窓口の案内

・相談員等の資質向上のための研修の実施

・外部専門研修への受講の推奨

・二次的被害防止のための職員研修・窓口対応マニュアルの作成

・相談に関わる職員のためのメンタルヘルスケア及び職員研修の実施

・関係各課共通の相談シート（ワンストップシート）の検討

相相相相
談談談談
体体体体
制制制制
のののの
充充充充
実実実実 相談対応相談対応相談対応相談対応のののの充充充充

実実実実

学校教育施設学校教育施設学校教育施設学校教育施設
児童福祉施設児童福祉施設児童福祉施設児童福祉施設
等等等等とのとのとのとの連携連携連携連携

・児童虐待の早期発見に向けた学校での体制の構築

相談者相談者相談者相談者からのからのからのからの
多様多様多様多様なニーズなニーズなニーズなニーズ
へのへのへのへの対応対応対応対応

・高齢者、障がい者、外国人等の相談及び支援についての関係課との連携

早早早早
期期期期
発発発発
見見見見
のののの
たたたた
めめめめ
のののの

    
    
    
    
    

体体体体
制制制制
づづづづ
くくくく
りりりり

・安心して相談できる支援体制を図り、二次的被害を防ぐ等相談環境の整備

相談員相談員相談員相談員のののの各種各種各種各種
研修研修研修研修へのへのへのへの参加参加参加参加

重点施策 重点施策 重点施策 重点施策 ２２２２

医療関係者医療関係者医療関係者医療関係者とととと
のののの連携連携連携連携

地域地域地域地域のののの支援者支援者支援者支援者
とのとのとのとの連携連携連携連携

・民生委員、児童委員等の福祉関係者その他関係機関との連携

重点施策 重点施策 重点施策 重点施策 ３３３３

基本目標基本目標基本目標基本目標Ⅱ  　Ⅱ  　Ⅱ  　Ⅱ  　被害者被害者被害者被害者のののの早期発見及早期発見及早期発見及早期発見及びびびび相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実

ＤＤＤＤ
ＶＶＶＶ
防防防防
止止止止
のののの
たたたた
めめめめ
のののの
意意意意
識識識識
啓啓啓啓
発発発発

市民市民市民市民へのへのへのへの正正正正しししし
いいいい理解理解理解理解のののの普及普及普及普及

若年層若年層若年層若年層へのへのへのへの
意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発

基本目標Ⅰ   　ＤＶを許さない社会づくりの推進　 

重点施策 重点施策 重点施策 重点施策 １１１１

計画の体系計画の体系計画の体系計画の体系 D VD VD VD V　　　　加害者加害者加害者加害者にもにもにもにも被害者被害者被害者被害者にもにもにもにも

    

１１１１    計画計画計画計画のののの体系体系体系体系    

    

    

 第第第第３３３３章章章章    計画計画計画計画のののの内容内容内容内容    
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１１１１    

     

・一時保護施設へ入所するまでの安全確保の徹底

・関係機関、警察と連携した支援

・沖縄県女性相談所等との連携、支援

・沖縄県中央児童相談所との連携、支援

・配偶者暴力相談支援センター設置に関する調査、研究

・加害者からの住民票等の閲覧申出及び請求に対する制限の徹底

・関係課においての本人確認の徹底

・二次被害の防止

・相談窓口での、自立支援に向けた情報提供

・医療機関やカウンセリングの情報提供

・市営住宅の新規入居時における優先的な取り扱い

・母子生活支援施設への入所

・生活保護等、被害者への生活支援

・住民基本台帳事務における支援措置の実施

・保護命令等が出ている世帯の児童扶養手当の申請手続きの実施

・保護命令が出ている世帯の国民年金・国民健康保険の加入における支援

・保育所への入所要件の緩和

・幼稚園、小・中学校への転校手続き及び就学援助

・子どもの安全確保のための転校前、転校後の学校間の連携

・スクールカウンセラー等によるカウンセリングの充実

・外国人、高齢者、障がいのある被害者等の支援に向け、関係機関との

・一時保護施設との連携強化

・沖縄県女性相談所、那覇警察署、豊見城警察署との連携強化

・医療機関、法務局人権擁護委員、民生委員、児童委員、弁護士会、

　法テラス等との連携、強化

・大学との連携による被害者支援に関する調査、研究

・民間支援団体等との連携

・「保護命令」「住民基本台帳事務における支援措置」等の制度の周知

・住民基本台帳事務における支援措置を実施した被害者についての情報の共有
個個個個
人人人人
情情情情
報報報報
のののの

保保保保
護護護護

   協力体制の構築

緊急時緊急時緊急時緊急時のののの安全安全安全安全
確保確保確保確保のののの徹底徹底徹底徹底

一時保護施設一時保護施設一時保護施設一時保護施設
とととと連携連携連携連携

・関係各部との連携及び情報の共有と円滑な支援

傍観者傍観者傍観者傍観者にもならないにもならないにもならないにもならない    !!!!!!!!

重点施策 重点施策 重点施策 重点施策 ４４４４

基本目標基本目標基本目標基本目標Ⅲ  　Ⅲ  　Ⅲ  　Ⅲ  　被害者被害者被害者被害者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保とととと支援体制支援体制支援体制支援体制のののの充実充実充実充実　　　　

重点施策 重点施策 重点施策 重点施策 ５５５５

被被被被
害害害害
者者者者
のののの

安安安安
全全全全
確確確確
保保保保
のののの
徹徹徹徹
底底底底

自自自自
立立立立
にににに
向向向向
けけけけ
たたたた
支支支支
援援援援
のののの
実実実実
施施施施

ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者等被害者等被害者等被害者等
のののの情報保護情報保護情報保護情報保護のののの
実施実施実施実施

　及び被害者の情報管理の徹底

就労就労就労就労・・・・居住場居住場居住場居住場
所等所等所等所等にににに関関関関するするするする
支援支援支援支援

基本目標基本目標基本目標基本目標ⅣⅣⅣⅣ　 　　 　　 　　 　関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・協力協力協力協力

重点施策 重点施策 重点施策 重点施策 ６６６６

庁庁庁庁
外外外外
機機機機
関関関関
とととと
のののの

    
    
    
    

連連連連
携携携携

庁庁庁庁
内内内内
機機機機
関関関関

とととと
のののの
連連連連
携携携携

重点施策 重点施策 重点施策 重点施策 ７７７７

ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者支援被害者支援被害者支援被害者支援
のためののためののためののための庁内庁内庁内庁内
ネットワークネットワークネットワークネットワーク
会議会議会議会議のののの活用活用活用活用

重点施策 重点施策 重点施策 重点施策 ８８８８

関係団体関係団体関係団体関係団体とのとのとのとの
連携連携連携連携

各種援護制度各種援護制度各種援護制度各種援護制度
にににに関関関関するするするする支援支援支援支援

子子子子どもへのどもへのどもへのどもへの
支援支援支援支援
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２２２２    基本目標基本目標基本目標基本目標        

基本目標基本目標基本目標基本目標    ⅠⅠⅠⅠ    ＤＶＤＶＤＶＤＶをををを許許許許さないさないさないさない社会社会社会社会づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進                         

ＤＶを防止するためには、ＤＶ行為に関しての市民の認識を高めていくことが必要です。 

ＤＶは、殴る･けるなどの身体的暴力だけではなく、言葉による精神的暴力、性的暴力、社会的

暴力、経済的暴力等、いろいろな形の暴力があり、これらの暴力をふるわれることによって、生

きる力が弱められ人間としての尊厳を奪われてしまうことになります。 

配偶者等からの暴力は犯罪であり、重大な人権侵害であることを認識させることが重要です。

そのためには家庭、学校及び地域を含めた配偶者等からの暴力を許さない社会づくりのための意

識啓発に取り組む必要があります。 

また、昨今、若者の間で問題となっているデートＤＶについても、学校において男女平等教育

をおしすすめる中で、ＤＶ防止につながる教育をすすめていく必要があります。 

こうしたことから次の重点施策をかかげます。 

 

重点施策重点施策重点施策重点施策    １１１１    ＤＶＤＶＤＶＤＶ防止防止防止防止のためののためののためののための意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発        

 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標    ⅡⅡⅡⅡ    被害者被害者被害者被害者のののの早期発見及早期発見及早期発見及早期発見及びびびび相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実                    

ＤＶは外部からの発見が困難な家庭内で行なわれるため、潜在化しやすく被害も深刻化しやす

いという状況にあります。 

被害者を早期に発見し、必要な情報提供等を行なうことが、被害の深刻化を防ぐ上で重要です。 

また、複雑かつ多岐にわたる相談に対して適切な支援を行なうためには、関係課との連携及び

相談員の資質の向上が求められます。 

こうしたことから、次の重点施策をかかげます。 

 

 

重点施策重点施策重点施策重点施策    ２２２２    早期発見早期発見早期発見早期発見のためののためののためののための体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり        

    

重点施策重点施策重点施策重点施策    ３３３３    相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実        

    

 第第第第３３３３章章章章    計画計画計画計画のののの内容内容内容内容    
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基本目標基本目標基本目標基本目標    ⅢⅢⅢⅢ    被害者被害者被害者被害者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保とととと支援体制支援体制支援体制支援体制のののの充実充実充実充実                            

被害者やその同伴者の安全を確保することは、被害者の支援を行なう上で非常に重要です。 

一時保護が安全かつ確実に実施できるような支援体制や個人情報の厳重な保護・管理の徹底が必

要です。 

また、被害者の自立に向けて、居住場所の確保や経済面での支援、精神面での支援、同伴者へ

の支援など、被害者の立場に立って多角的に行なう必要があります。 

こうしたことから、次の重点施策をかかげます。 

 

重点施策重点施策重点施策重点施策    ４４４４    被害者被害者被害者被害者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保のののの徹底徹底徹底徹底        

    

重点施策重点施策重点施策重点施策    ５５５５    個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護        

    

重点施策重点施策重点施策重点施策    ６６６６    自立自立自立自立にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援のののの実施実施実施実施        

    

    

基本目標基本目標基本目標基本目標    ⅣⅣⅣⅣ    関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・協力協力協力協力                                                            

ＤＶ防止の周知、被害者の早期発見、被害者の自立支援など、あらゆる場面で関係機関と連携・

協力して、各施策に取り組むことが有効かつ重要です。 

より広範な関係機関や関係団体との連携・協力を構築するとともに、協力体制を強化する必要

があります。 

こうしたことから、次の重点施策をかかげます。 

 

重点施策重点施策重点施策重点施策    ７７７７    庁内機関庁内機関庁内機関庁内機関とのとのとのとの連携連携連携連携        

    

重点施策重点施策重点施策重点施策    ８８８８    庁外機関庁外機関庁外機関庁外機関とのとのとのとの連携連携連携連携        
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3333 重点施策重点施策重点施策重点施策        

基本目標基本目標基本目標基本目標ⅠⅠⅠⅠ        ＤＶＤＶＤＶＤＶをををを許許許許さないさないさないさない社会社会社会社会づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進                                                                

重点施策重点施策重点施策重点施策１１１１        ＤＶＤＶＤＶＤＶ防止防止防止防止のためののためののためののための意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発        

【現現現現    状状状状】】】】    

・・・・本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおけるＤＤＤＤＶＶＶＶ等等等等のののの主主主主なななな相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口はははは、、、、健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部    保護管理課福祉相談室及保護管理課福祉相談室及保護管理課福祉相談室及保護管理課福祉相談室及びびびび総務部総務部総務部総務部    平和交平和交平和交平和交

流流流流・・・・男女参画課男女参画課男女参画課男女参画課    なはなはなはなは女性女性女性女性センターにてセンターにてセンターにてセンターにて行行行行なっておりなっておりなっておりなっており、、、、全体全体全体全体のののの相談件数相談件数相談件数相談件数のうちのうちのうちのうち約約約約１１１１割割割割ががががＤＶＤＶＤＶＤＶにににに関関関関

するするするする相談相談相談相談となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶにににに対対対対するするするする正正正正しいしいしいしい認識認識認識認識についてのについてのについてのについての周知周知周知周知がまだまだがまだまだがまだまだがまだまだ足足足足りずりずりずりず、、、、自分自身自分自身自分自身自分自身がおかれているがおかれているがおかれているがおかれている状況状況状況状況ががががＤＶＤＶＤＶＤＶ

被害被害被害被害ということにということにということにということに気気気気づかずづかずづかずづかず精神的精神的精神的精神的にににに追追追追いいいい込込込込まれていくまれていくまれていくまれていく相談者相談者相談者相談者もももも少少少少なくありませんなくありませんなくありませんなくありません。。。。    

    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶにはにはにはには、、、、身体的暴力身体的暴力身体的暴力身体的暴力だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、精神的暴力精神的暴力精神的暴力精神的暴力やややや性的暴力性的暴力性的暴力性的暴力、、、、経済的暴力経済的暴力経済的暴力経済的暴力、、、、社会的暴力社会的暴力社会的暴力社会的暴力、、、、子子子子どもをどもをどもをどもを

利用利用利用利用したしたしたした暴力暴力暴力暴力（（（（ＰＰＰＰ6666 参照参照参照参照））））もももも含含含含まれていることについてまれていることについてまれていることについてまれていることについて、、、、十分十分十分十分にににに理解理解理解理解がががが進進進進んでいないんでいないんでいないんでいない面面面面もありますもありますもありますもあります。。。。    

    

・・・・平成平成平成平成21212121年度年度年度年度にににに実施実施実施実施したしたしたした県民意識調査県民意識調査県民意識調査県民意識調査によるとによるとによるとによると身近身近身近身近でのでのでのでのＤＶＤＶＤＶＤＶへのへのへのへの対応対応対応対応についてはについてはについてはについては、「、「、「、「何何何何もできなかったもできなかったもできなかったもできなかった」」」」

とととと答答答答えたえたえたえた方方方方がががが３３３３３３３３％％％％とととと最最最最もももも多多多多くくくく、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶにににに対対対対するするするする正正正正しいしいしいしい理解理解理解理解やややや周周周周りのりのりのりの支支支支えるえるえるえる側側側側のののの充分充分充分充分なななな理解理解理解理解とととと協力協力協力協力

体制体制体制体制をををを作作作作るためにもるためにもるためにもるためにも、、、、意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発へへへへ力力力力をををを入入入入れていくれていくれていくれていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶをををを防止防止防止防止するためにはするためにはするためにはするためには、、、、子子子子どものどものどものどもの頃頃頃頃からからからから各段階各段階各段階各段階にににに応応応応じたじたじたじた教育教育教育教育をををを進進進進めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが重要重要重要重要でありでありでありであり、、、、

現在現在現在現在、、、、市内中学校市内中学校市内中学校市内中学校においてにおいてにおいてにおいてＣＡＰＣＡＰＣＡＰＣＡＰプログラムプログラムプログラムプログラム＊＊＊＊９９９９等等等等のののの「「「「思春期思春期思春期思春期のののの心心心心とととと体体体体のためののためののためののための意識啓発事業意識啓発事業意識啓発事業意識啓発事業」」」」にににに

取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

    

・・・・「「「「デートデートデートデートＤＶ」ＤＶ」ＤＶ」ＤＶ」とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる、、、、中中中中学校学校学校学校・・・・高校生高校生高校生高校生やややや大学生等大学生等大学生等大学生等のののの交際中交際中交際中交際中のののの男女間男女間男女間男女間におけるにおけるにおけるにおけるＤＶＤＶＤＶＤＶもももも起起起起きてきてきてきて

いいいいますますますます。。。。    

    

    

 

＊９    ＣＡＰプログラムＣＡＰプログラムＣＡＰプログラムＣＡＰプログラム        ＣＡＰ（ＣＡＰ（ＣＡＰ（ＣＡＰ（Child Assault prevention）の略 

・子どもが、いじめ・痴漢・誘拐・虐待・性暴力といったさまざまな暴力に対して何ができるか 

を、子ども・保護者・教職員・地域の人々に伝える教育プログラムです。 

子どもに直接人権について伝え、暴力回避の方法を教え、相談する大切さを共に学ぶ、ワーク 

ショップ形式をとっています。 

ＣＡＰの柱として、次の 3つがあげられます。 

１ 人権意識を育てます。 ２ 問題解決能力を高めます。 

３ 家庭・学校・地域をつなぐプログラムです。 

 第第第第３３３３章章章章    計画計画計画計画のののの内容内容内容内容    
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基本目標基本目標基本目標基本目標ⅠⅠⅠⅠ        ＤＶＤＶＤＶＤＶをををを許許許許さないさないさないさない社会社会社会社会づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進                                                                    

重点施策重点施策重点施策重点施策１１１１        ＤＶＤＶＤＶＤＶ防止防止防止防止のためののためののためののための意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発        

【【【【課課課課    題題題題】】】】    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶのののの問題問題問題問題はははは、、、、重大重大重大重大なななな人権侵害人権侵害人権侵害人権侵害でありでありでありであり、、、、個人個人個人個人のののの尊厳尊厳尊厳尊厳をををを侵害侵害侵害侵害するものですするものですするものですするものです。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら「「「「家庭家庭家庭家庭のののの

問題問題問題問題」「」「」「」「個人的個人的個人的個人的なななな問題問題問題問題」」」」としてとしてとしてとして片付片付片付片付けけけけらららられてしまうれてしまうれてしまうれてしまう傾向傾向傾向傾向にあるためにあるためにあるためにあるため、、、、社会全体社会全体社会全体社会全体にににに周知周知周知周知をををを図図図図りりりり、、、、地地地地

域域域域やややや社会全体社会全体社会全体社会全体でででで解決解決解決解決すべきすべきすべきすべき問題問題問題問題であることをであることをであることをであることを、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる場面場面場面場面でででで啓発啓発啓発啓発していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ加加加加害者害者害者害者にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、自自自自らのらのらのらの行為行為行為行為ががががＤＶＤＶＤＶＤＶであることのであることのであることのであることの認識認識認識認識をををを促促促促すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、そのそのそのその行為行為行為行為    

    がががが法律的法律的法律的法律的にもにもにもにも犯罪犯罪犯罪犯罪となりとなりとなりとなり得得得得ることをることをることをることを周知周知周知周知することがすることがすることがすることが重要重要重要重要ですですですです。。。。    

    

・・・・被害者被害者被害者被害者をなくすためにはをなくすためにはをなくすためにはをなくすためには、、、、加害者向加害者向加害者向加害者向けのけのけのけの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要ですがですがですがですが、、、、加害者更生加害者更生加害者更生加害者更生にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、法的根法的根法的根法的根

拠拠拠拠がないことやがないことやがないことやがないことや、、、、被害者及被害者及被害者及被害者及びびびび相談員等相談員等相談員等相談員等のののの安全第一安全第一安全第一安全第一のののの実施体制実施体制実施体制実施体制のののの整備整備整備整備などなどなどなど課題課題課題課題がががが多多多多くくくく、、、、加害者自身加害者自身加害者自身加害者自身

にににに、、、、自分自分自分自分のののの取取取取っているっているっているっている行動行動行動行動がががが加害行動加害行動加害行動加害行動にににに当当当当たるということのたるということのたるということのたるということの「「「「気気気気づきづきづきづき」」」」をををを促促促促すようなすようなすようなすような意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発がががが

必要必要必要必要ですですですです。。。。    

    

・・・・児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、人権尊重意識人権尊重意識人権尊重意識人権尊重意識をををを高高高高めるめるめるめる教育教育教育教育をををを、、、、今後今後今後今後もももも継続継続継続継続するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

・・・・若年層若年層若年層若年層へのへのへのへの意識意識意識意識啓発啓発啓発啓発にはにはにはには、、、、学校現場等学校現場等学校現場等学校現場等でのでのでのでの人権教育人権教育人権教育人権教育がががが最最最最もももも効果的効果的効果的効果的でありでありでありであり、、、、今後今後今後今後、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの緊緊緊緊

密密密密なななな連携連携連携連携・・・・協力協力協力協力ががががさらにさらにさらにさらに求求求求められますめられますめられますめられます。。。。    

    

・・・・交際相手交際相手交際相手交際相手とのとのとのとの間間間間でででで起起起起こるデートこるデートこるデートこるデートＤＶＤＶＤＶＤＶについてはについてはについてはについては、、、、特特特特にににに、、、、若若若若いいいい世代世代世代世代にににに対対対対するするするする教育教育教育教育・・・・啓発啓発啓発啓発をををを早早早早いいいい時期時期時期時期

からすることでからすることでからすることでからすることで、、、、将来将来将来将来ののののＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者被害者被害者被害者・・・・加害者加害者加害者加害者にならないためにもにならないためにもにならないためにもにならないためにも重要重要重要重要となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    
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基本目標基本目標基本目標基本目標ⅠⅠⅠⅠ        ＤＶＤＶＤＶＤＶをををを許許許許さないさないさないさない社会社会社会社会づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進                                                                    

重点施策重点施策重点施策重点施策１１１１        ＤＶＤＶＤＶＤＶ防止防止防止防止のためののためののためののための意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発        

    

    

    

        
【【【【今後の施今後の施今後の施今後の施策】策】策】策】    

① 市民への正しい理解の普及 

・ＤＶに関する正しい理解と認識を図るため、啓発用リーフレットを配布します。 

【平和交流・男女参画課】 

・講座・講演会の開催               【平和交流・男女参画課】 

・「内閣府男女共同参画週間」「なは男女平等週間」「女性に対する暴力をなくす運

動」「児童虐待防止月間」等の期間中については、人権尊重のための意識啓発に

積極的に取り組む。また、合わせて加害者に対する意識啓発にも取り組みます。 

  【平和交流･男女参画課 子育て応援課】 

・支援者・民生委員・児童委員への研修等を充実します。 

【平和交流・男女参画課】 

・市のホームページ、広報紙「なは市民の友」、なは女性センターだより等を活

用し、広く市民に向けて、ＤＶ防止に関する情報提供や相談窓口の周知を行い

ます。                     【平和交流・男女参画課】 

・ＤＶ相談窓口を記載したカード等を市内公共施設のトイレ等に設置する。 

【平和交流・男女参画課】 

・医療機関、弁護士会、法テラス等へ啓発用リーフレットの設置等の連携・協力

を図ります。                   【平和交流・男女参画課】 

・性的マイノリティを含め、さまざまなケースを認識しその対応について取り組

みます。                                        【平和交流・男女参画課】 

 

② 若年層等への意識啓発 

・小・中学校における、人権、男女平等などについての教育・啓発に努めます。 

【学校教育課 平和交流・男女参画課】 

・デートＤＶ防止の取り組みや意識啓発を推進するため、カード・リーフレット

の配布に努めます。                    【平和交流・男女参画課】 

 第第第第３３３３章章章章    計画計画計画計画のののの内容内容内容内容    
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基本目標基本目標基本目標基本目標    ⅡⅡⅡⅡ    被害者被害者被害者被害者のののの早期発見及早期発見及早期発見及早期発見及びびびび相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実                                                        

重重重重点施策点施策点施策点施策２２２２        早期発見早期発見早期発見早期発見のためののためののためののための体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり        

【【【【現現現現    状状状状】】】】    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶをををを受受受受けているけているけているけている状況状況状況状況にににに気気気気がつかないがつかないがつかないがつかない被害者被害者被害者被害者もいることからもいることからもいることからもいることから、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ被害者等被害者等被害者等被害者等のののの治療治療治療治療にににに当当当当たるたるたるたる医療医療医療医療

機関機関機関機関のののの担当者担当者担当者担当者とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・協力協力協力協力がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。    

    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶはははは家庭内家庭内家庭内家庭内でででで行行行行なわれることがなわれることがなわれることがなわれることが多多多多くくくく、、、、外部外部外部外部からからからから発見発見発見発見することがすることがすることがすることが困難困難困難困難であるであるであるである上上上上、、、、被害者被害者被害者被害者もももも加害者加害者加害者加害者

からのからのからのからの報復報復報復報復をををを恐恐恐恐れたりれたりれたりれたり、、、、家庭家庭家庭家庭のののの事情事情事情事情などなどなどなど、、、、様々様々様々様々なななな理由理由理由理由からからからから支援支援支援支援をををを求求求求めることをためらいがちですめることをためらいがちですめることをためらいがちですめることをためらいがちです。。。。    

    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶはははは,,,,子子子子どものどものどものどもの養育養育養育養育ににににもももも好好好好ましくないましくないましくないましくない影響影響影響影響をををを及及及及ぼすことがぼすことがぼすことがぼすことがありますありますありますあります。。。。    

    

・・・・本本本本市市市市ではではではでは、、、、要保護児童対策協議会要保護児童対策協議会要保護児童対策協議会要保護児童対策協議会をををを定期的定期的定期的定期的にににに開催開催開催開催しししし、、、、保育所保育所保育所保育所、、、、学校学校学校学校、、、、児童相児童相児童相児童相談所談所談所談所、、、、警察警察警察警察、、、、そのそのそのその他他他他

関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携をををを進進進進めてめてめてめていますいますいますいます。。。。    

    

    

【【【【課課課課    題題題題】】】】    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者等被害者等被害者等被害者等をさらなるをさらなるをさらなるをさらなる暴力暴力暴力暴力からからからから救済救済救済救済しししし、、、、適切適切適切適切なななな支援支援支援支援やややや保護保護保護保護につなげるためににつなげるためににつなげるためににつなげるために、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ被害者等被害者等被害者等被害者等をををを

発見発見発見発見しやすいしやすいしやすいしやすい立場立場立場立場にあるにあるにあるにある医療関係者等医療関係者等医療関係者等医療関係者等にににに対対対対してしてしてして、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ防止法第防止法第防止法第防止法第６６６６条条条条のののの努力義務努力義務努力義務努力義務にににに関関関関するするするする周知周知周知周知をををを図図図図

るるるる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者等被害者等被害者等被害者等のののの早期発見早期発見早期発見早期発見とととと早期対応早期対応早期対応早期対応のためにのためにのためにのために、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる関係機関関係機関関係機関関係機関・・・・関係団体関係団体関係団体関係団体とのとのとのとの緊密緊密緊密緊密なななな連携連携連携連携がががが必必必必

要要要要ですですですです。。。。    

    

・・・・日常的日常的日常的日常的にににに子子子子どもとどもとどもとどもと接接接接するするするする機会機会機会機会のののの多多多多いいいい関係機関関係機関関係機関関係機関とととと密密密密にににに関関関関わることでわることでわることでわることで、、、、子子子子どもをどもをどもをどもを通通通通してしてしてして家庭内家庭内家庭内家庭内でででで起起起起きききき

ているているているているＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者被害者被害者被害者のののの早期発見早期発見早期発見早期発見につながることからにつながることからにつながることからにつながることから、、、、保育所保育所保育所保育所、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、小学校小学校小学校小学校・・・・中学校中学校中学校中学校、、、、児童館等児童館等児童館等児童館等

とのとのとのとの連携連携連携連携をさらにをさらにをさらにをさらに強化強化強化強化することがすることがすることがすることが重要重要重要重要ですですですです。。。。    
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基本目標基本目標基本目標基本目標    ⅡⅡⅡⅡ    被害者被害者被害者被害者のののの早期発見及早期発見及早期発見及早期発見及びびびび相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実                                                            

重点施策重点施策重点施策重点施策２２２２        早期発見早期発見早期発見早期発見のためののためののためののための体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

    

＊１０    ＤＶ防止法第６条ＤＶ防止法第６条ＤＶ防止法第６条ＤＶ防止法第６条    （配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報する

よう努めるものとしています。その中でも、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師等医療関係者に

ついては、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見しやすい立場に

あることから、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供

するよう努めなければならないとされています。 

 児童虐待の防止等に関する法律児童虐待の防止等に関する法律児童虐待の防止等に関する法律児童虐待の防止等に関する法律 

第２条の児童虐待の定義として 

児童が同居する家庭における配偶者等に対する暴力（ＤＶ）も虐待と位置づけられています。 

【【【【今後の施今後の施今後の施今後の施策】策】策】策】    

① 医療関係者との連携 

・ＤＶ防止法第 6条＊１０に規定する努力義務等について医療関係者への周知を図り

ます。              【平和交流･男女参画課 地域保健課】 

・看護学生等の研修を積極的に受け入れ、ＤＶ等の被害者についての正しい認識

を深めさせます。                【平和交流・男女参画課】 

 

② 地域の支援者との連携 

・民生委員・児童委員等の福祉関係者その他関係機関との連携を図ります。    

【平和交流･男女参画課 福祉政策課】 

 

③ 学校教育施設、児童福祉施設等との連携 

・被害者と子どもの安全に配慮した対応促進のために関係機関・関係団体との連

携を図ります。     【平和交流･男女参画課 子育て応援課 学校教育課】 

・子どもが虐待にあっている状況を早期に発見できるよう学校での体制の構築を

図ります。                   【学校教育課 教育相談課】 

・関係各課の相談窓口及び相談員等との連携を図ります。 

【保護管理課 平和交流･男女参画課 子育て応援課 地域保健課 

ちゃーがんじゅう課 障がい福祉課 市民生活安全課】 

第第第第３３３３章章章章    計画計画計画計画のののの内容内容内容内容    
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基本目標基本目標基本目標基本目標    ⅡⅡⅡⅡ    被害者被害者被害者被害者のののの早期発見及早期発見及早期発見及早期発見及びびびび相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実                                                            

重点重点重点重点施策施策施策施策３３３３        相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実        

【【【【現現現現    状状状状】】】】    

・・・・本本本本市市市市ではではではでは、、、、保護管理課保護管理課保護管理課保護管理課、、、、子育子育子育子育てててて応援課応援課応援課応援課、、、、平和交流平和交流平和交流平和交流・・・・男女参画課男女参画課男女参画課男女参画課、、、、ちゃーがんじゅうちゃーがんじゅうちゃーがんじゅうちゃーがんじゅう課課課課＊＊＊＊１１１１１１１１等等等等におにおにおにお

いていていていて、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ問題問題問題問題、、、、さまざまさまざまさまざまさまざまなななな問題問題問題問題やややや悩悩悩悩みみみみ等等等等についてについてについてについて、、、、電話相談電話相談電話相談電話相談やややや面接相談面接相談面接相談面接相談をををを行行行行なっていますなっていますなっていますなっています。。。。相相相相

談件数談件数談件数談件数はははは年々増加傾向年々増加傾向年々増加傾向年々増加傾向にありにありにありにあり相談内容相談内容相談内容相談内容もももも複雑化複雑化複雑化複雑化しておりしておりしておりしており、、、、相談員相談員相談員相談員のののの専門的知識専門的知識専門的知識専門的知識がががが必要必要必要必要となってきとなってきとなってきとなってき

ていますていますていますています。。。。    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ防止法防止法防止法防止法ではではではでは「「「「職務関係者職務関係者職務関係者職務関係者はははは、、、、そのそのそのその職務職務職務職務をををを行行行行なうになうになうになうに当当当当たりたりたりたり被害者被害者被害者被害者のののの国籍国籍国籍国籍、、、、障障障障がいがいがいがい者者者者のののの有無有無有無有無をををを問問問問

わずわずわずわず、、、、そのそのそのその人権人権人権人権をををを尊重尊重尊重尊重しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない」」」」とととと規定規定規定規定されておりされておりされておりされており、、、、外国人外国人外国人外国人やややや障障障障がいのあるがいのあるがいのあるがいのある人人人人にににに対対対対しししし

てもてもてもても同様同様同様同様のののの支援支援支援支援がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。    

・・・・高齢者高齢者高齢者高齢者についてはについてはについてはについては、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶがががが社会問題社会問題社会問題社会問題になったのはになったのはになったのはになったのは昨今昨今昨今昨今のことでありのことでありのことでありのことであり、、、、これまでこれまでこれまでこれまで正正正正しいしいしいしい情報情報情報情報をををを得得得得らららら

れずれずれずれず、、、、自分自分自分自分のののの状況状況状況状況ををををＤＶＤＶＤＶＤＶとととと認識認識認識認識することがすることがすることがすることが困難困難困難困難であったりであったりであったりであったり、、、、長期間長期間長期間長期間にわたりにわたりにわたりにわたり繰繰繰繰りりりり返返返返されるされるされるされるＤＶＤＶＤＶＤＶにににに

抵抗抵抗抵抗抵抗するするするする力力力力をををを奪奪奪奪われていることもありますわれていることもありますわれていることもありますわれていることもあります。。。。    

・・・・障障障障がいのあるがいのあるがいのあるがいのある人人人人についてはについてはについてはについては、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ防止防止防止防止のののの啓発啓発啓発啓発がががが届届届届きにくくきにくくきにくくきにくく、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶをををを相談相談相談相談することすることすることすること自体自体自体自体のののの困難困難困難困難さがさがさがさが

ありありありあり、、、、被害被害被害被害がががが顕在化顕在化顕在化顕在化しにくいしにくいしにくいしにくい状況状況状況状況にありますにありますにありますにあります。。。。    

・・・・外国人外国人外国人外国人についてはについてはについてはについては、、、、言語言語言語言語やややや文化文化文化文化・・・・生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣のののの違違違違いなどによりいなどによりいなどによりいなどにより情報情報情報情報がががが伝伝伝伝わりにくくわりにくくわりにくくわりにくく、、、、地域地域地域地域でででで孤立孤立孤立孤立しししし

がちなためがちなためがちなためがちなため、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ被害被害被害被害がががが表面化表面化表面化表面化しにくくしにくくしにくくしにくく、、、、深刻化深刻化深刻化深刻化しやすいしやすいしやすいしやすい状況状況状況状況にありますにありますにありますにあります。。。。外国人外国人外国人外国人ののののＤＶＤＶＤＶＤＶにににに関関関関すすすす

るるるる啓発啓発啓発啓発についてについてについてについてはははは、、、、多言語多言語多言語多言語によるによるによるによる広報広報広報広報やややや情報提供情報提供情報提供情報提供がががが必要必要必要必要になっていますになっていますになっていますになっています。。。。    

・・・・これまでこれまでこれまでこれまで外国人外国人外国人外国人へのへのへのへのＤＶＤＶＤＶＤＶ支援支援支援支援（（（（住所住所住所住所ブロックブロックブロックブロック））））をををを本市本市本市本市ではではではでは独自独自独自独自にににに行行行行なっていましたがなっていましたがなっていましたがなっていましたが、、、、平成平成平成平成 24242424 年年年年

7777 月月月月よりよりよりより外国人登録法外国人登録法外国人登録法外国人登録法がががが廃止廃止廃止廃止されされされされ、、、、日本人日本人日本人日本人とととと同様同様同様同様にににに住民基本台帳住民基本台帳住民基本台帳住民基本台帳におけるにおけるにおけるにおける支援措置支援措置支援措置支援措置がががが適用適用適用適用されるされるされるされる

ようになりましたようになりましたようになりましたようになりました。。。。    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者被害者被害者被害者はははは心身心身心身心身のののの疾患疾患疾患疾患やややや深深深深いいいい心心心心のののの傷傷傷傷をををを有有有有していることがしていることがしていることがしていることが多多多多くくくく、、、、社会生活社会生活社会生活社会生活へのへのへのへの適応適応適応適応にににに支障支障支障支障のあるのあるのあるのある

場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。社会的社会的社会的社会的にもにもにもにも経済的経済的経済的経済的にもにもにもにも不安定不安定不安定不安定なななな状況状況状況状況にににに置置置置かれるなどかれるなどかれるなどかれるなど、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶのののの状況状況状況状況やややや当事者当事者当事者当事者のののの環環環環

境境境境はさまざまですはさまざまですはさまざまですはさまざまです。。。。    

・・・・現在現在現在現在、、、、多様化多様化多様化多様化するするするする相談内容相談内容相談内容相談内容にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、自殺対策等自殺対策等自殺対策等自殺対策等にににに関関関関するするするする研修等研修等研修等研修等をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

・・・・窓口職員窓口職員窓口職員窓口職員ののののＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者被害者被害者被害者にににに対対対対するするするする理解不足理解不足理解不足理解不足によるによるによるによる対応対応対応対応からからからから、、、、被害者被害者被害者被害者がさらにがさらにがさらにがさらに精神的被害精神的被害精神的被害精神的被害（（（（二次的被二次的被二次的被二次的被

害害害害））））をををを受受受受けることがありますけることがありますけることがありますけることがあります。。。。    

＊１１ ちゃーがんじゅう課ちゃーがんじゅう課ちゃーがんじゅう課ちゃーがんじゅう課    

主な業務は、介護保険事業の企画及び普及に関すること。老人福祉法に基づく事業を行っている課 
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基本目標基本目標基本目標基本目標    ⅡⅡⅡⅡ    被害者被害者被害者被害者のののの早期発見及早期発見及早期発見及早期発見及びびびび相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実                                                            

重点施策重点施策重点施策重点施策３３３３        相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実        

【【【【課課課課    題題題題】】】】    

・・・・高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、障障障障がいがいがいがい者者者者、、、、外国人外国人外国人外国人ががががＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者被害者被害者被害者にににになっているなっているなっているなっている場合場合場合場合、、、、よりよりよりより多多多多くのくのくのくの機関機関機関機関とのとのとのとの連携連携連携連携がががが、、、、不可欠不可欠不可欠不可欠

ですですですです。。。。    

    

・・・・男性男性男性男性がががが被害者被害者被害者被害者、、、、女性女性女性女性がががが加害者加害者加害者加害者でででであるケースもあるケースもあるケースもあるケースもありますがありますがありますがありますが、、、、男性男性男性男性ははははＤＶＤＶＤＶＤＶをををを受受受受けていることをけていることをけていることをけていることを「「「「男性男性男性男性

としてとしてとしてとして恥恥恥恥ずかしいずかしいずかしいずかしい」」」」とととと思思思思いいいい、、、、被害者被害者被害者被害者であることをであることをであることをであることを打打打打ちちちち明明明明けられずけられずけられずけられず、、、、１１１１人人人人でででで悩悩悩悩みをみをみをみを抱抱抱抱ええええ込込込込んでしまんでしまんでしまんでしま

うことがうことがうことがうことが心配心配心配心配されますされますされますされます。「。「。「。「男性男性男性男性ががががＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者被害者被害者被害者になることはになることはになることはになることは特別特別特別特別のことではないのことではないのことではないのことではない」」」」ということをということをということをということを情報情報情報情報

発信発信発信発信することがすることがすることがすることが必要必要必要必要ですですですです。。。。またまたまたまた、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ被害者被害者被害者被害者やややや加害者加害者加害者加害者となっているとなっているとなっているとなっている男性男性男性男性のののの相談相談相談相談についてはについてはについてはについては、、、、県県県県とととと

連携連携連携連携しししし相談相談相談相談しやすいしやすいしやすいしやすい環境環境環境環境をををを整整整整えることがえることがえることがえることが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。    

    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害被害被害被害・・・・加害加害加害加害のののの問題問題問題問題はははは、、、、同性間同性間同性間同性間のカップルののカップルののカップルののカップルの間間間間にもにもにもにも起起起起こりますこりますこりますこります。。。。同性同性同性同性間間間間カップカップカップカップルルルルにににについてはついてはついてはついては、、、、

同性愛同性愛同性愛同性愛へのへのへのへの偏見偏見偏見偏見があるがあるがあるがある中中中中でででで、、、、被害者被害者被害者被害者がががが、、、、誰誰誰誰にもにもにもにも相談相談相談相談でででできないきないきないきない現状現状現状現状ががががありありありあり、、、、今後今後今後今後、、、、県県県県とととと連携連携連携連携しししし、、、、安安安安

心心心心してしてしてして相談相談相談相談できるできるできるできる環境環境環境環境をををを整備整備整備整備することすることすることすること、、、、またまたまたまた、、、、セクセクセクセクシュアルシュアルシュアルシュアル・マイノリティに・マイノリティに・マイノリティに・マイノリティに対対対対するするするする職員職員職員職員のののの意識意識意識意識

啓発啓発啓発啓発もももも必要必要必要必要ですですですです。。。。    

    

・・・・相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、加害者加害者加害者加害者からのからのからのからの問問問問いいいい合合合合わせやわせやわせやわせや威嚇行為等威嚇行為等威嚇行為等威嚇行為等もあることからもあることからもあることからもあることから、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ相談相談相談相談にににに対応対応対応対応すすすす

るるるる職員職員職員職員のののの安全対策安全対策安全対策安全対策にににに十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

・・・・多様化多様化多様化多様化するするするする相談内容相談内容相談内容相談内容にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、今後今後今後今後もももも自殺対策自殺対策自殺対策自殺対策にににに関関関関するするするする研修研修研修研修のののの実施及実施及実施及実施及びびびび庁外研修庁外研修庁外研修庁外研修へのへのへのへの参加参加参加参加

等等等等をををを促促促促すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、合合合合わせてわせてわせてわせてＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者被害者被害者被害者にににに対対対対するするするする２２２２次被害次被害次被害次被害をををを起起起起こさないためのこさないためのこさないためのこさないための職員職員職員職員へのへのへのへの周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底

をををを図図図図るるるる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

・・・・被害者被害者被害者被害者をををを直接支援直接支援直接支援直接支援するするするする相談員相談員相談員相談員等等等等においてにおいてにおいてにおいてはははは、、、、そのそのそのその職務職務職務職務のののの特殊性特殊性特殊性特殊性からからからから、、、、深刻深刻深刻深刻なななな被害状況被害状況被害状況被害状況をををを聞聞聞聞くくくく中中中中でででで、、、、

代理受傷代理受傷代理受傷代理受傷をををを体験体験体験体験することがありすることがありすることがありすることがありますますますます。。。。相談員自身相談員自身相談員自身相談員自身ののののバーンアウトバーンアウトバーンアウトバーンアウト（（（（燃燃燃燃ええええ尽尽尽尽きききき））））防止防止防止防止のためののためののためののためのメンメンメンメン

タルヘルスケアもタルヘルスケアもタルヘルスケアもタルヘルスケアも今後一層必要今後一層必要今後一層必要今後一層必要とされますとされますとされますとされます。。。。    

    

・・・・被害者被害者被害者被害者のののの心理的負担心理的負担心理的負担心理的負担（（（（同同同同じじじじ内容内容内容内容をををを何度何度何度何度もももも説明説明説明説明しなくてはならないしなくてはならないしなくてはならないしなくてはならない））））をををを軽減軽減軽減軽減するためにするためにするためにするために、、、、関係関係関係関係各課各課各課各課

共通共通共通共通のののの相談相談相談相談シートシートシートシート（（（（ワンストップシートワンストップシートワンストップシートワンストップシート））））のののの作成作成作成作成がががが望望望望まれますまれますまれますまれます。。。。    

    

    

    

    

    

    

 第第第第３３３３章章章章    計画計画計画計画のののの内容内容内容内容    
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基本目標基本目標基本目標基本目標    ⅡⅡⅡⅡ    被害者被害者被害者被害者のののの早期発見及早期発見及早期発見及早期発見及びびびび相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実                                                            

重点施策重点施策重点施策重点施策３３３３        相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

【【【【今後の施策】今後の施策】今後の施策】今後の施策】    

① 相談者からの多様なニーズへの対応 

・高齢者、障がい者、外国人等の相談及び支援について関係機関との連携を図り

支援体制を検討します              【平和交流・男女参画課】 

・被害者が速やかに安心して支援が受けられるよう、相談窓口は関係課との連携

を図り二次的被害を防ぎ、相談しやすい環境整備に努めます。 

【平和交流・男女参画課】 

・ＤＶ加害者側からの相談があった場合、必要に応じて加害者更生相談窓口等に

ついて案内します。               【平和交流・男女参画課】 

 

② 相談員の各種研修への参加 

・被害者への正しい理解と適切な助言を行なうため、相談員研修の実施及び外部

専門研修への受講を促し、相談員等の資質の向上を図ります。 

【平和交流･男女参画課 保護管理課 子育て応援課 関係課】 

 

③ 相談対応の充実 

・二次的被害を起こさないための周知や窓口対応マニュアルを作成します。 

                     【平和交流･男女参画課・関係課】 

・二次的被害防止のための職員研修等を実施します。 【平和交流・男女参画課】 

・相談にかかわる職員のためのメンタルヘルスケアの実施に努めます。【関係課】 

・相談にかかわる職員の研修の実施に努めます。  【平和交流・男女参画課】 

・関係各課共通の相談シート（ワンストップシート）の導入について検討します。 

【平和交流・男女参画課】 
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基本目標基本目標基本目標基本目標    ⅢⅢⅢⅢ    被害者被害者被害者被害者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保とととと支援体制支援体制支援体制支援体制のののの充実充実充実充実                                                                                                        

重点施策重点施策重点施策重点施策４４４４            被害者被害者被害者被害者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保のののの徹底徹底徹底徹底            

【【【【現現現現    状状状状】】】】    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者被害者被害者被害者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保をををを最優先最優先最優先最優先としとしとしとし、、、、一時保護施設一時保護施設一時保護施設一時保護施設までまでまでまで同行支援同行支援同行支援同行支援をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、状況状況状況状況にににに応応応応じたじたじたじた支援支援支援支援

（（（（住民基本台帳事務住民基本台帳事務住民基本台帳事務住民基本台帳事務におけるにおけるにおけるにおける支援措置支援措置支援措置支援措置））））をををを行行行行なっていますなっていますなっていますなっています。。。。    

・・・・保護命令等保護命令等保護命令等保護命令等についてリーフレットについてリーフレットについてリーフレットについてリーフレット等等等等のののの作成作成作成作成・・・・配布配布配布配布をしていますがをしていますがをしていますがをしていますが、、、、相談者等相談者等相談者等相談者等がががが支援支援支援支援のののの内容内容内容内容についについについについ

てててて十分把握十分把握十分把握十分把握していないことがありしていないことがありしていないことがありしていないことがあり、、、、広広広広くくくく市民市民市民市民にににに周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

・・・・子子子子どもをどもをどもをどもを同伴同伴同伴同伴したしたしたした相談者相談者相談者相談者にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、適切適切適切適切なななな支援支援支援支援がががが行行行行なえるようなえるようなえるようなえるよう必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの状況状況状況状況をををを

関係課関係課関係課関係課にににに確認確認確認確認しししし、、、、情報提供情報提供情報提供情報提供をををを行行行行うなどうなどうなどうなど関係課関係課関係課関係課とのとのとのとの連携連携連携連携をををを図図図図っていますっていますっていますっています。。。。    

【【【【課課課課    題題題題】】】】    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者被害者被害者被害者はははは、、、、命命命命のののの危険危険危険危険をををを感感感感じるほどのじるほどのじるほどのじるほどの暴力暴力暴力暴力をををを受受受受けるけるけるける場合場合場合場合もありもありもありもあり、、、、着着着着のののの身着身着身着身着のままでのままでのままでのままで、、、、家家家家をををを飛飛飛飛びびびび

出出出出しししし助助助助けをけをけをけを求求求求めてくることがありますめてくることがありますめてくることがありますめてくることがあります。。。。そのそのそのその際際際際、、、、被害者被害者被害者被害者をををを連連連連れれれれ戻戻戻戻そうとするそうとするそうとするそうとする加害者加害者加害者加害者もももも少少少少なくありなくありなくありなくあり

ませんませんませんません。。。。このようなこのようなこのようなこのような場合場合場合場合、、、、警察警察警察警察にににに保護保護保護保護してもらうことがしてもらうことがしてもらうことがしてもらうことが最善最善最善最善のののの方法方法方法方法ですがですがですがですが、、、、市市市市のののの窓口窓口窓口窓口にににに相談相談相談相談があったがあったがあったがあった

場合場合場合場合、、、、県県県県によるによるによるによる一時保護一時保護一時保護一時保護がががが行行行行なわれるまでのなわれるまでのなわれるまでのなわれるまでの間間間間、、、、警察警察警察警察とととと連携連携連携連携しししし安全安全安全安全なななな避難場所避難場所避難場所避難場所をををを確保確保確保確保するするするする保護体保護体保護体保護体

制制制制がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

・県県県県内内内内のののの「「「「配偶者暴力相談支援配偶者暴力相談支援配偶者暴力相談支援配偶者暴力相談支援センターセンターセンターセンター」」」」はははは、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度にににに２２２２箇所増設箇所増設箇所増設箇所増設されされされされ、、、、現在現在現在現在、、、、６６６６箇所箇所箇所箇所となとなとなとな

りりりり、、、、広域的広域的広域的広域的なななな対応対応対応対応がががが行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおけるＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者被害者被害者被害者のののの一時保護等一時保護等一時保護等一時保護等についてはについてはについてはについては、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県

女性相談所女性相談所女性相談所女性相談所とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・協力協力協力協力がががが得得得得られていることからられていることからられていることからられていることから、、、、今後今後今後今後、、、、配偶者暴力相談支援配偶者暴力相談支援配偶者暴力相談支援配偶者暴力相談支援センターのセンターのセンターのセンターの設置設置設置設置

についてはについてはについてはについては、、、、財政負担等財政負担等財政負担等財政負担等もももも含含含含めめめめ、、、、そのそのそのその必要性必要性必要性必要性をををを総合的総合的総合的総合的にににに検討検討検討検討していくことがしていくことがしていくことがしていくことが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【【【【今後の今後の今後の今後の施策】施策】施策】施策】    

① 被害者の緊急時の安全確保の徹底 

・ＤＶ被害者が保護を求めた時点から一時保護施設に入所するまでの安全確保を関係機関、 

警察等と連携して支援します。【平和交流･男女参画課 保護管理課 子育て応援課 関係課】 

・ＤＶ被害者へ「保護命令」「住民基本台帳事務における支援措置」等の制度を周知します。    

【平和交流･男女参画課 保護管理課 子育て応援課 関係課】 

② 一時保護施設と連携 

・一時保護が安全かつ確実に行なわれるよう沖縄県女性相談所等と連携して支援します。 

                    【平和交流･男女参画課 保護管理課】 

・子どもへの暴力がある場合は、関係課との連携を図り、児童相談所と連携し支援します。                 

【子育て応援課】 

・配偶者暴力相談支援センター設置に関する調査・研究を行ないます。【平和交流･男女参画課】 

 第第第第３３３３章章章章    計画計画計画計画のののの内容内容内容内容    
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基本目標基本目標基本目標基本目標    ⅢⅢⅢⅢ    被害者被害者被害者被害者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保とととと支援体制支援体制支援体制支援体制のののの充実充実充実充実                                                                                        

重点施策重点施策重点施策重点施策５５５５            個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護        

【【【【現現現現    状状状状】】】】    

・・・・加害者加害者加害者加害者がががが住民票住民票住民票住民票のののの記載内容記載内容記載内容記載内容からからからから、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ被害者等被害者等被害者等被害者等のののの居場所居場所居場所居場所をををを探探探探すこともすこともすこともすことも考考考考えられるためえられるためえられるためえられるため、、、、市市市市ではではではではＤＤＤＤ

ＶＶＶＶ被害者等被害者等被害者等被害者等からのからのからのからの申申申申しししし出出出出にににに基基基基づきづきづきづき、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ等等等等のののの被害者本人及被害者本人及被害者本人及被害者本人及びびびび同伴同伴同伴同伴のののの家族等家族等家族等家族等のののの住民基本台帳住民基本台帳住民基本台帳住民基本台帳のののの一部一部一部一部

のののの写写写写しのしのしのしの閲覧及閲覧及閲覧及閲覧及びびびび戸籍戸籍戸籍戸籍のののの附票附票附票附票のののの写写写写しのしのしのしの交付制限交付制限交付制限交付制限をををを行行行行なうことでなうことでなうことでなうことで、、、、被害者被害者被害者被害者のののの現住所現住所現住所現住所にににに関関関関るるるる個人情報個人情報個人情報個人情報

のののの保護保護保護保護をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、関係課関係課関係課関係課にににに対対対対ししししＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者等被害者等被害者等被害者等であるであるであるである旨旨旨旨のののの情報提供情報提供情報提供情報提供をををを行行行行なっていますなっていますなっていますなっています。。。。そのそのそのその

際際際際にはにはにはには、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ被害者等本人被害者等本人被害者等本人被害者等本人のののの同意同意同意同意をををを得得得得ていますていますていますています。。。。    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者等被害者等被害者等被害者等のののの個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護のののの観点観点観点観点からからからから、、、、関係各課関係各課関係各課関係各課においてにおいてにおいてにおいて、、、、随時随時随時随時、、、、身分証明書身分証明書身分証明書身分証明書のののの提示提示提示提示がががが求求求求めらめらめらめら

れることについてれることについてれることについてれることについて理解理解理解理解とととと協力協力協力協力ををををおおおお願願願願いしていますいしていますいしていますいしています。。。。    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者等被害者等被害者等被害者等のののの子子子子どものどものどものどもの就学就学就学就学にににに際際際際しししし、、、、転校先転校先転校先転校先のののの学校及学校及学校及学校及びびびび教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会ではではではでは、、、、被害者保護被害者保護被害者保護被害者保護のののの観点観点観点観点からからからから

情報提供情報提供情報提供情報提供のののの制限等制限等制限等制限等のののの対応対応対応対応をしていますをしていますをしていますをしています。。。。    

・・・・現在現在現在現在、、、、住民記録住民記録住民記録住民記録のののの情報情報情報情報をををを活用活用活用活用しているしているしているしている関係課関係課関係課関係課ではではではでは、「、「、「、「住民基本台帳事務住民基本台帳事務住民基本台帳事務住民基本台帳事務におけるにおけるにおけるにおける支援措置支援措置支援措置支援措置」」」」のののの対象対象対象対象

になっているになっているになっているになっている世帯世帯世帯世帯のののの個人情報個人情報個人情報個人情報にににに関関関関するするするする取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい要綱等要綱等要綱等要綱等をををを定定定定めめめめ、、、、個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。    

    

【【【【課課課課    題題題題】】】】    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者等被害者等被害者等被害者等であるであるであるである旨旨旨旨のののの情報提供情報提供情報提供情報提供をうけたをうけたをうけたをうけた個人情報個人情報個人情報個人情報をををを扱扱扱扱うすべてのうすべてのうすべてのうすべての関係課職員関係課職員関係課職員関係課職員はははは、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ被害者等被害者等被害者等被害者等

にかかるにかかるにかかるにかかる個人情報個人情報個人情報個人情報にはにはにはには細心細心細心細心のののの注意注意注意注意をはらいをはらいをはらいをはらい、、、、情報提供情報提供情報提供情報提供するするするする場合場合場合場合についてはについてはについてはについては、、、、市民課同様制限市民課同様制限市民課同様制限市民課同様制限するするするする

必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

・・・・関係機関関係機関関係機関関係機関においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、被害者被害者被害者被害者のののの個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いにいにいにいに関関関関してはしてはしてはしては、、、、細心細心細心細心のののの注意注意注意注意をををを払払払払うううう必要必要必要必要がありがありがありがあり適適適適

切切切切なななな対応対応対応対応がががが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

【【【【今後の今後の今後の今後の施策】施策】施策】施策】    

① ＤＶ被害者等の情報保護の実施 

・住民基本台帳事務における支援措置を実施した被害者については、加害者からの住

民票等の閲覧申出及び請求等に対する制限を徹底します。         【市民課】 

・住民基本台帳事務における支援措置を実施した被害者についての情報の共有と居場

所を含む被害者の情報管理を徹底します。                【関係課】 

・関係課において本人確認を徹底し、二次被害を与えないよう配慮します。【関係課】 
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基本目標基本目標基本目標基本目標    ⅢⅢⅢⅢ    被害者被害者被害者被害者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保とととと支援体制支援体制支援体制支援体制のののの充実充実充実充実                                                                                                    

重点施策重点施策重点施策重点施策６６６６        自立自立自立自立にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援のののの実施実施実施実施        

【【【【現現現現    状状状状】】】】    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者被害者被害者被害者がががが加害者加害者加害者加害者のののの元元元元をををを逃逃逃逃れれれれ、、、、自立自立自立自立してしてしてして生活生活生活生活しようとしたしようとしたしようとしたしようとした場合場合場合場合、、、、安全安全安全安全なななな居住場所居住場所居住場所居住場所のののの確保確保確保確保、、、、生活生活生活生活

費費費費、、、、離婚離婚離婚離婚、、、、子子子子どものどものどものどもの養育養育養育養育、、、、就業就業就業就業などなどなどなど様々様々様々様々なななな問題問題問題問題にににに直面直面直面直面しますしますしますします。。。。    

    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者等被害者等被害者等被害者等はははは精神的精神的精神的精神的にににに不安定不安定不安定不安定なななな状態状態状態状態であることがであることがであることがであることが多多多多いたいたいたいためめめめ、、、、心理的心理的心理的心理的なななな安定安定安定安定とととと回復回復回復回復をををを目指目指目指目指しししし個々個々個々個々

のののの状況状況状況状況にににに応応応応じたじたじたじた支援支援支援支援がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

    

・・・・生活面生活面生活面生活面でのでのでのでの自立自立自立自立においてにおいてにおいてにおいて、、、、各種援護制度各種援護制度各種援護制度各種援護制度（（（（生活保護生活保護生活保護生活保護、、、、児童手当児童手当児童手当児童手当、、、、児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当、、、、国民年金及国民年金及国民年金及国民年金及びびびび医医医医

療保険制度療保険制度療保険制度療保険制度のののの加入加入加入加入のののの手続手続手続手続きききき等等等等））））についてについてについてについて関係各課関係各課関係各課関係各課でででで行行行行なっているところですがなっているところですがなっているところですがなっているところですが、、、、まだまだまだまだ十分十分十分十分とはいとはいとはいとはい

えないえないえないえない状況状況状況状況ですですですです。。。。    

    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ加害者加害者加害者加害者のののの元元元元をををを逃逃逃逃れてきたれてきたれてきたれてきた子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに対対対対してはしてはしてはしては、、、、学校学校学校学校でのでのでのでの安全体制安全体制安全体制安全体制へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みやみやみやみや、、、、子子子子どもどもどもども

自身自身自身自身のののの傷傷傷傷つきについてもつきについてもつきについてもつきについても、、、、スクールカウンセリングスクールカウンセリングスクールカウンセリングスクールカウンセリング等等等等によりによりによりにより、、、、子子子子どものどものどものどもの心理的安定心理的安定心理的安定心理的安定をををを図図図図るなどるなどるなどるなど、、、、

子子子子どもにどもにどもにどもに対対対対するするするする支援体制支援体制支援体制支援体制にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。    

    

    

【【【【課課課課    題題題題】】】】    

・・・・多多多多くのくのくのくの問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えてえてえてえていいいいるるるるＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者被害者被害者被害者等等等等にとってにとってにとってにとって、、、、直直直直ちにちにちにちに経済的自立経済的自立経済的自立経済的自立をををを確保確保確保確保することはすることはすることはすることは困難困難困難困難であるであるであるである

ためためためため、、、、生活保護生活保護生活保護生活保護やそのやそのやそのやその他他他他のののの制度等制度等制度等制度等をををを活用活用活用活用しししし、、、、生活上生活上生活上生活上のののの安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全をををを確保確保確保確保することがすることがすることがすることが求求求求められていめられていめられていめられてい

ますますますます。。。。    

    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者等被害者等被害者等被害者等のののの自立自立自立自立にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援のののの実施実施実施実施にはにはにはには、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの迅速迅速迅速迅速なななな連携連携連携連携とととと切切切切れれれれ目目目目のないのないのないのない支援支援支援支援などなどなどなど

連携連携連携連携をををを強化強化強化強化するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

・・・・現在現在現在現在のののの支援支援支援支援体制体制体制体制ではではではでは不十分不十分不十分不十分のためのためのためのため、、、、自立自立自立自立にににに向向向向けてけてけてけてさらなるさらなるさらなるさらなる支援支援支援支援体制体制体制体制のののの充実充実充実充実がががが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

 第第第第３３３３章章章章    計画計画計画計画のののの内容内容内容内容 
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【【【【今後の施今後の施今後の施今後の施策】策】策】策】    

① 就労・居住場所等に関する支援 

・相談窓口において、自立支援に関わる情報を提供します。 

【平和交流･男女参画課 保護管理課 子育て応援課】 

 

・被害者の状況に応じ、医療機関やカウンセリングの情報を提供します。 

【地域保健課 平和交流･男女参画課 保護管理課】 

 

・新規入居時における優先的な扱いについて実施します。     【市営住宅課】 

 

・被害者の状況に応じ、母子生活支援施設への入所を実施します。 

【子育て応援課】 

 

② 各種援護制度に関する支援 

・生活保護をはじめ被害者への適切な生活支援を提供する。  【保護管理課】 

・申出に基づき、住民基本台帳事務における支援措置を実施します。 【市民課】 

・保護命令等が出ている世帯への児童扶養手当の申請手続きを実施します。 

【子育て応援課】 

・保護命令等が出ている世帯の国民年金、国民健康保険の加入について支援します。 

                     【市民課 国保長寿医療課】 

 

③ 子どもへの支援 

・保育所への入所要件を緩和します。           【こどもみらい課】 

・市立小･中学校・幼稚園の転校手続きや就学援助など適切な対応を行ないます。 

【学務課 こども政策課】 

・子どもの学校内での安全確保のために転校前、転校後の学校間の連携を図ります。 

                             【学校教育課】 

・スクールカウンセラー等によるカウンセリングの充実と子どもの心理的安定を

図ります。                        【教育相談課】 
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基本目標基本目標基本目標基本目標    ⅣⅣⅣⅣ    関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・協力協力協力協力                                                                                                                        

重点施策重点施策重点施策重点施策７７７７        庁内機関庁内機関庁内機関庁内機関とのとのとのとの連携連携連携連携            

【【【【現現現現    状状状状】】】】    

・・・・本本本本市市市市ではではではでは、「ＤＶ、「ＤＶ、「ＤＶ、「ＤＶ被害者支援被害者支援被害者支援被害者支援のためののためののためののための庁内庁内庁内庁内ネットワークネットワークネットワークネットワーク会議会議会議会議」」」」をををを開催開催開催開催しししし、、、、情報情報情報情報のののの共有共有共有共有及及及及びびびび関係課関係課関係課関係課とととと

のののの連携連携連携連携、、、、支援体制支援体制支援体制支援体制のののの強化強化強化強化をををを図図図図っているところですっているところですっているところですっているところです。。。。    

    

    

【【【【課課課課    題題題題】】】】    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者等被害者等被害者等被害者等はははは様々様々様々様々なななな問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えていることからえていることからえていることからえていることから、、、、被害者被害者被害者被害者のののの発見発見発見発見・・・・相談相談相談相談・・・・保護保護保護保護・・・・自立支援等自立支援等自立支援等自立支援等、、、、    

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの段階段階段階段階でででで、、、、切切切切れれれれ目目目目のないのないのないのない多様多様多様多様なななな支援支援支援支援をををを、、、、関係関係関係関係課課課課がががが連携連携連携連携しししし協力協力協力協力していくしていくしていくしていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

・・・・配偶者配偶者配偶者配偶者からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力のののの防止防止防止防止にににに関関関関するするするする取取取取りりりり組組組組みにみにみにみについてはついてはついてはついては、、、、関係関係関係関係課課課課とととと連携連携連携連携・・・・協力協力協力協力すすすすることがることがることがることが求求求求められめられめられめられ

ますますますます。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【今後の施策】 

① ＤＶ被害者支援のための庁内ネットワーク会議等の活用 

・関係各部との連携及び情報を共有し相談に関する支援を円滑にすすめます。 

【平和交流・男女参画課】 

 

 第第第第３３３３章章章章    計画計画計画計画のののの内容内容内容内容    
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基本目標基本目標基本目標基本目標    ⅣⅣⅣⅣ    関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・協力協力協力協力                                                                                    

重点施策重点施策重点施策重点施策８８８８        庁外機関庁外機関庁外機関庁外機関とのとのとのとの連携連携連携連携            

【【【【現状現状現状現状】】】】    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ防止防止防止防止やややや被害者被害者被害者被害者からのからのからのからの相談相談相談相談・・・・保護保護保護保護・・・・自立支援自立支援自立支援自立支援についてはについてはについてはについては、、、、本市本市本市本市のののの関係各課関係各課関係各課関係各課とのとのとのとの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化しつしつしつしつ

つつつつ、、、、沖縄県女性相談所沖縄県女性相談所沖縄県女性相談所沖縄県女性相談所やややや警察署警察署警察署警察署、、、、庁外庁外庁外庁外関係機関関係機関関係機関関係機関等等等等とととと連携連携連携連携していますしていますしていますしています。。。。    

    

・・・・那覇警察署管内那覇警察署管内那覇警察署管内那覇警察署管内、、、、豊見城警察署管内豊見城警察署管内豊見城警察署管内豊見城警察署管内においてにおいてにおいてにおいて相談業務関係機関相談業務関係機関相談業務関係機関相談業務関係機関・・・・団体団体団体団体ネットワークネットワークネットワークネットワーク会議会議会議会議等等等等においにおいにおいにおい

てててて情報情報情報情報のののの共有及共有及共有及共有及びびびび連携連携連携連携をををを図図図図っていますっていますっていますっています。。。。    

    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者被害者被害者被害者がががが必要必要必要必要とするとするとするとする支援支援支援支援をををを的確的確的確的確にににに行行行行なえるようなえるようなえるようなえるよう他市町村他市町村他市町村他市町村ともともともとも連携連携連携連携・・・・強化強化強化強化にににに努努努努めめめめていていていていますますますます。。。。    

    

    

【【【【課題課題課題課題】】】】    

・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ防止防止防止防止にににに関関関関するするするする啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業やややや被害者被害者被害者被害者のののの保護及保護及保護及保護及びびびび支援支援支援支援にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、公的機関公的機関公的機関公的機関とのとのとのとの連携連携連携連携はもとよりはもとよりはもとよりはもとより

医療機関医療機関医療機関医療機関、、、、大学大学大学大学、、、、民間支援民間支援民間支援民間支援団体団体団体団体等等等等とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・協力協力協力協力をををを図図図図ることがることがることがることが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

【【【【今後の施今後の施今後の施今後の施策】策】策】策】    

① 関係団体との連携 

・外国人の被害者、高齢の被害者、障がいのある被害者等の支援に向け関係機関との

協力体制に努めます。 

【平和交流･男女参画課 保護管理課 ちゃーがんじゅう課 障がい福祉課】 

・一時保護施設との連携を強化し、迅速に対応します。 

【平和交流･男女参画課 保護管理課 子育て応援課 関係課】 

・沖縄県女性相談所、那覇警察署、豊見城警察署との連携・協力体制を強化します。 

【平和交流･男女参画課 保護管理課 子育て応援課】 

・医療機関、法務局人権擁護委員、民生委員・児童委員、弁護士会、法テラスなど 

との連携・強化を図ります。           【平和交流・男女参画課】 

・大学等と連携し被害者支援に関する調査・研究に努めます。 

【平和交流・男女参画課】 

・民間支援団体等との連携を図ります。  【平和交流・男女参画課 保護管理課】 


