
 

（３）福祉・保健・医療サービスの連携

①在宅医療と介護連携への支援

■現状

市町村は、

進に向けた取組

具体的には、地域支援事業にある在宅医療・介護連携推

取組

○ 

修会の実施及び在宅医療・介護連携拠点（以下、「連携拠点」という。）の設

置支援などに取り組んできました。

 

  ＜在宅医療・介護連携推進事業における関係機関等の連携体制イメージ＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）福祉・保健・医療サービスの連携

在宅医療と介護連携への支援

■現状 

市町村は、2014

進に向けた取組

具体的には、地域支援事業にある在宅医療・介護連携推

取組を開始し、

 県は、これまで、市町村に対する伴走型のきめ細かい支援、関係者への研

修会の実施及び在宅医療・介護連携拠点（以下、「連携拠点」という。）の設

置支援などに取り組んできました。

＜在宅医療・介護連携推進事業における関係機関等の連携体制イメージ＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）福祉・保健・医療サービスの連携

【

在宅医療と介護連携への支援

2014（H26）

進に向けた取組を実施することが義務化されました。

具体的には、地域支援事業にある在宅医療・介護連携推

を開始し、2025（H37

県は、これまで、市町村に対する伴走型のきめ細かい支援、関係者への研

修会の実施及び在宅医療・介護連携拠点（以下、「連携拠点」という。）の設

置支援などに取り組んできました。

＜在宅医療・介護連携推進事業における関係機関等の連携体制イメージ＞

（３）福祉・保健・医療サービスの連携

【（健福）健康づくり推進課、

在宅医療と介護連携への支援                      

）年の介護保険法の改正により、在宅医療・介護連携推

を実施することが義務化されました。

具体的には、地域支援事業にある在宅医療・介護連携推

H37）年までに効果的に機能させることが

県は、これまで、市町村に対する伴走型のきめ細かい支援、関係者への研

修会の実施及び在宅医療・介護連携拠点（以下、「連携拠点」という。）の設

置支援などに取り組んできました。

＜在宅医療・介護連携推進事業における関係機関等の連携体制イメージ＞
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（３）福祉・保健・医療サービスの連携                  

健康づくり推進課、

                      

年の介護保険法の改正により、在宅医療・介護連携推

を実施することが義務化されました。

具体的には、地域支援事業にある在宅医療・介護連携推

）年までに効果的に機能させることが

県は、これまで、市町村に対する伴走型のきめ細かい支援、関係者への研

修会の実施及び在宅医療・介護連携拠点（以下、「連携拠点」という。）の設

置支援などに取り組んできました。 

＜在宅医療・介護連携推進事業における関係機関等の連携体制イメージ＞

                  

健康づくり推進課、長寿社会政策課、障がい福祉課】

                      

年の介護保険法の改正により、在宅医療・介護連携推

を実施することが義務化されました。 

具体的には、地域支援事業にある在宅医療・介護連携推

）年までに効果的に機能させることが

県は、これまで、市町村に対する伴走型のきめ細かい支援、関係者への研

修会の実施及び在宅医療・介護連携拠点（以下、「連携拠点」という。）の設

＜在宅医療・介護連携推進事業における関係機関等の連携体制イメージ＞

                  

長寿社会政策課、障がい福祉課】

                      

年の介護保険法の改正により、在宅医療・介護連携推

 

具体的には、地域支援事業にある在宅医療・介護連携推進事業（８項目）の

）年までに効果的に機能させることが重要

県は、これまで、市町村に対する伴走型のきめ細かい支援、関係者への研

修会の実施及び在宅医療・介護連携拠点（以下、「連携拠点」という。）の設

＜在宅医療・介護連携推進事業における関係機関等の連携体制イメージ＞

資料：厚生労働省

                  

長寿社会政策課、障がい福祉課】

                      

年の介護保険法の改正により、在宅医療・介護連携推

進事業（８項目）の

重要です。

県は、これまで、市町村に対する伴走型のきめ細かい支援、関係者への研

修会の実施及び在宅医療・介護連携拠点（以下、「連携拠点」という。）の設

＜在宅医療・介護連携推進事業における関係機関等の連携体制イメージ＞ 

資料：厚生労働省 

                   

長寿社会政策課、障がい福祉課】 

 

                       

年の介護保険法の改正により、在宅医療・介護連携推

進事業（８項目）の

す。 

県は、これまで、市町村に対する伴走型のきめ細かい支援、関係者への研

修会の実施及び在宅医療・介護連携拠点（以下、「連携拠点」という。）の設
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＜在宅医療介護連携推進事業（８項目）＞ 

 
 

■課題 

義務化された取組の進捗状況には、市町村間に差が生じており、「切れ目のな

い在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進」、「在宅医療・介護関係者の情報

の共有支援」などの関係者間の連携強化を必要とする項目については、県内す

べての市町村で取組が進んでいる状況ではありません。 

また、設置された連携拠点が効果的に機能するための取組が必要です。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、市町村による在宅医療・介護連携推進

事業（８項目）の着実な推進（関係者間の連携

強化）を支援します。 

長寿社会政策課 ○ － 

県は、市町村が設置する連携拠点の機能強化

を図ります。 

長寿社会政策課 ○ － 

 

■市町村への支援 

○ 県は、市町村が関係者とともに円滑に在宅医療・介護連携推進事業に取り

組めるよう伴走型のきめ細かい支援を行っていくとともに、先進事例の情報

提供や意見交換会の開催などを通して、市町村の取組を支援します。 

資料：厚生労働省 
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また、各保健所による広域的な入退院調整ルールの検討を通して、地域の医

療・介護関係者間の情報共有を支援することで関係者間の連携強化を進めます。 

○ 県は、連携拠点の職員の資質向上や情報共有に向けた研修会等を開催し、

市町村が設置する連携拠点の機能強化を図ります。 

 

 

 

②がん患者に対する支援                          

■現状 

○ 都道府県がん診療連携拠点病院（県立中央病院）は、「山形県がん診療連携

協議会」を設置・運営し、本県のがん医療の向上と均てん化のため、がん医

療に関する情報交換、県内の院内がん登録実施状況の分析・評価、専門的な

がん医療研修の計画並びにがん診療連携拠点病院の機能強化・機能分担及び

連携強化等について、積極的に取り組んでいます。 

○ 地域がん診療連携拠点・山形県がん診療連携指定病院は、地域におけるが

ん医療の拠点として、自院の相談支援センターをはじめ、緩和ケア病棟、緩

和ケア外来、緩和ケアチーム、在宅療養支援診療所、訪問看護ステーション、

保険薬局、介護・福祉関係機関等が連携すること等により、地域医療連携体

制を構築しています。 

 

■課題 

○ 薬物療法においては、外来化学療法での点滴、抗がん剤の内服による通院

での治療も増加しており、また、副作用予防の目的で内服する薬剤も増加し

ています。在宅で治療しながらＱＯＬ（quality of life）を維持するために

は、正しく内服することや副作用出現時の対処法が重要になってくるため、

がん診療に携わる医療機関内の薬局と保険薬局との連携が必要となります。 

○ がん診療連携拠点・指定病院と地域の他の医療機関との密接な連携により、

切れ目のない医療を提供するため、がん地域連携クリティカルパスが整備さ

れ、運用されていますが、その運用件数を更に増やしていく必要があります。 

 

  ＜山形県におけるがん地域連携クリティカルパスの運用件数＞ 

 胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 肝がん 合計 

運用件数 353 件 204 件 135 件 327 件 31 件 1,050 件 

 （資料：2010(H22)年度から 2016(H28)年度までの運用件数累計 県がん診療連携協議会） 
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■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

都道府県がん診療連携拠点病院（県立中央病

院）は、地域のがん診療連携体制等がん医療に

関する情報交換や地域がん診療連携拠点・山形

県がん診療連携指定病院の機能強化・機能分担

等を行うため、「山形県がん診療連携協議会」

を設置・運営します。 

健康づくり推進

課 

－ － 

県は、がん診療連携拠点・山形県がん診療連

携指定病院、医師会等の連携、協力によるがん

地域連携クリティカルパスの運用を支援する

とともに、がん地域連携クリティカルパスの作

成等を通して、医療機能の分化・連携を推進し

ます。 

健康づくり推進

課 

－ ○ 

県は、がん診療連携拠点・山形県がん診療連

携指定病院、地域の医療機関、訪問看護ステー

ション、保険薬局、介護・福祉関係機関等の関

係機関の連携を推進します。 

健康づくり推進

課 

－ － 

 

■数値目標 

項 目 
現 状 

2017(H29)年度 

中間年度 

2020(H32)年度 

目標年度 

2022(H34)年度 

がん地域連携クリティカルパ

スの運用件数（年度末時点） 
1,050 件 推進 2,000 件 

【趣旨】切れ目のない医療を提供するため、がん地域連携パスの運用件数を増やして

いきます。 
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③難病の患者に対する支援                          

■現状 

県は、難病の患者が地域で安心して療養しながら暮らしを続けていくことが

できるよう、難病の患者等に対する相談・支援、地域交流活動の促進や就労支

援などを行う拠点として「山形県難病相談支援センター」を設置し、難病相談

支援員が、難病患者等からの療養生活上、日常生活上の相談に対する対応や情

報提供を行っています。 

 

■課題 

難病は患者数が少なく、その多様性のために他者からの理解が得られにくい

ほか、療養が長期に及ぶこと等により、生活上の不安が大きいことから、地域

において保健、医療、福祉等の関係機関と連携した支援対策が必要です。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県難病相談支援センターにおいて、難病に関

する情報の発信、各種情報提供や相談対応を継

続して行います。 

障がい福祉課 ○ － 

県は、難病患者が安心して在宅療養ができる

環境を整備するため、保健所が中心となって、

難病対策地域協議会を開催し、地域における難

病の患者への支援体制について情報を共有し、

保健・医療・福祉の連携強化を図ります。 

障がい福祉課 － － 

 

■市町村への支援 

○ 県難病相談支援センターにおいて、難病とその患者・家族への理解を深め、

それぞれの専門性を活かした支援を進めるため、保健・医療・福祉サービス

の実施機関等の職員に対する研修を実施します。 
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④医療的ケアが必要な児童に対する支援                         

■現状 

医療技術の進歩等を背景として、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続き人

工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要

な障がい児（医療的ケア児）が全国的に増加しています。 

県内では、2018(H30)年３月現在、少なくとも約 120 人の医療的ケア児が生活

しています。 

 

■課題 

医療的ケア児が在宅生活を送る上で、その心身の状況やライフステージに応

じて、保健、医療及び障がい福祉だけでなく、保育、教育等における支援も重

要となります。 

また、当事者及びその保護者等が安心して支援を受けるためには、関係機関

が緊密に連携して対応する必要があります。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、医療的ケア児とその家族を地域で支え

られるようにするため、保健、医療、福祉、教

育等の医療的ケア児支援に関わる行政機関や

事業所等が、地域の課題や対応策について継続

的に意見交換や情報交換を図るための協議の

場を、県及び各圏域に設置します。 

障がい福祉課 ○ ○ 

 

■市町村への支援 

○ 県は、市町村における協議の場の設置を働きかけ、市町村単独での設置が

難しい場合には、複数市町村による設置を支援します。 

 

■数値目標 

項 目 
現 状 

2017(H29)年度 

中間年度 

2020(H32)年度 

目標年度 

2022(H34)年

度 

医療的ケア児支援のための関
係機関の協議の場の設置 

０ 
県、全圏域及
び全市町村に
各１ 

県、全圏域
及び全市町
村に各１ 

【趣旨】保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための

場を県及び各圏域に設置します。 
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４ 希望を持ち自立を目指すことができるセーフティネットの整備 

 

（１）相談・支援機関の機能及び連携の強化                 

 【（危機）くらし安心課、（子育）子ども家庭課（健福）地域福祉推進課、健康づくり推

進課、障がい福祉課、（警察）広報相談課】 

 

①子どもへの対応                             

■現状 

児童相談所では、児童虐待通告（相談を含む。以下同じ。）に対応するため、

児童相談所の児童福祉司を増員し、体制を強化するとともに、児童福祉司の専

門性強化のため児童福祉司任用後研修等を実施しています。 

また、市町村、学校及び警察等の関係機関の連携等による被虐待児童への支

援等を行う市町村の要保護児童対策地域協議会の専門性強化のため、児童相談

所職員による技術的指導や要保護児童対策地域協議会の専門職（保健師、保育

士、教員免許所持等の職員）研修を実施しています。 

 

■課題 

児童虐待認定件数は、依然として高水準にあることから、引き続き、児童相

談所の体制を強化するとともに、市町村の要保護児童対策地域協議会の活動を

支援し、その対応力を強化していく必要があります。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、児童相談所の児童福祉司の増員等によ

る体制強化を図るとともに、市町村の要保護児

童対策地域協議会の活動を支援し、関係機関と

連携しながら、児童虐待の発生予防、早期発

見・早期対応、適切な保護、児童の自立支援に

至るまで切れ目のない対策を総合的に推進し

ます。 

子ども家庭課 ○ － 

 

■市町村への支援 

○ 県は、市町村の要保護児童対策地域協議会の専門職等への研修を実施しま

す。また、2018(H30)年３月に作成した「市町村のための子ども虐待対応マニ

ュアル」の活用や児童相談所職員による技術的支援等により、市町村におけ

る対応力の強化を図ります。 
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②がん患者への対応                           

■現状 

○ 全てのがん診療連携拠点・指定病院は、がん患者及びその家族のがんに対

する不安や疑問に適切に対応するための相談窓口として、相談支援センター

を設置しており、相談員が電話や面接等による相談に対応しています。 

○ 県は、がん患者本人やその家族等が医療だけでなく生活や就労等様々な心

配事を相談できる「県がん総合相談支援センター」を病院外に設置していま

す。 

○ 全国的に、患者団体や医療機関等を中心として、患者やその家族が自身の

経験を活かして相談等の支援を行うピアサポートの取組が行われており、本

県においても、患者やその家族の不安を軽減するため、ピアサポーターを養

成し、ピアサポートを推進しています。 

 

■課題 

○ 相談支援センターの存在及びその機能についての認知度は高まってはいま

すが、十分とは言えず、がん患者及びその家族を含めた県民に対して周知す

る必要があります。 

○ がん診療連携拠点・指定病院は、がんに関してホームページや各種パンフ

レットで情報提供を行っていますが、最新の情報を正確に提供し、精神心理

的にもがん患者及びその家族を支えることのできる体制を充実させる必要が

あります。 

○ がん患者の生活には療養上様々な困難が生じることから、適切な指導助言

を行うため、研修を受けた相談員の配置、相談支援に十分な経験を有する看

護師等の医療従事者や患者団体等との連携、心のケアに対する相談支援体制

の構築等、相談支援機能の充実・強化を図る必要があります。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、相談窓口の認知度向上のため、相談支

援センターやがん総合相談支援センターの設

置や機能について、広報、ホームページ等を通

して、がん患者及びその家族を含めた県民に広

く周知します。 

健康づくり推進

課 

－ ○ 

県は、がん診療連携拠点・指定病院のホーム

ページ等で提供する情報等のがんに関する情

報提供の充実を図ります。 

健康づくり推進

課 

－ 
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項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、相談支援センターの相談員を国立がん

研究センターが主催する研修会への積極的な

派遣等を行い、相談支援技術の向上及び人材育

成を図ります。 

健康づくり推進

課 

－  

県は、ピアサポートの取組について、がん患

者・経験者との協働を図るため、がん患者や家

族等の交流の場の確保や活動への支援を行い

ます。 

健康づくり推進

課 

－ － 

 

■数値目標 

項 目 
現 状 

2017(H29)年度 

中間年度 

2020(H32)年度 

目標年度 

2022(H34)年度 

がん相談窓口における相談受

理件数 
3,908 件 推進 7,400 件 

【趣旨】相談窓口の周知、相談員の資質向上に努め、がんに関する様々な不安や悩み

について相談支援の充実を図ります。 

 

 

③障がい者・障がい児への対応 

■現状 

障がいのある方やその家族等の福祉相談は、身近な市町村が一元的な窓口と

なっており、県では、市町村や相談支援事業所の従事者に対する研修、支援を

行うことにより、地域における相談体制の強化を図っています。 

また、県では、身体障がい者更生相談所、知的障がい者更生相談所、精神保

健福祉センター等の相談機関が専門的な相談に応じています。 

 

■課題 

各相談関係機関における相談内容が複雑化、多様化しており、相談関係機関

の連携や相談支援従事者のスキルアップが求められています。 

また、相談支援専門員には、障がい者福祉に関する専門的知見や援助技術の

みならず、社会経済や雇用情勢など幅広い見識や判断能力を有する、地域を基

盤としたソーシャルワーカーとしての役割が期待されています。 

そのため、相談支援を適切に行える相談支援専門員の育成を基盤としつつ、

個々の能力や経験等に応じた人材育成が図られる仕組みが必要です。 
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■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、身近な相談支援を行う市町村や相談支

援事業所の研修、支援を継続して実施するとと

もに、地域自立支援協議会を中心とする地域相

談支援体制の充実を図ります。 

障がい福祉課 ○ － 

県は、障がい者相談支援従事者研修につい

て、実施を継続することで量的な確保を図りつ

つ、カリキュラムを充実し、相談支援専門員の

資質向上を図ります。 

障がい福祉課 － 

県は、身体障がい者更生相談所、知的障がい

者更生相談所、精神保健福祉センターなど専門

的な相談関係機関の事業内容の充実を図ると

ともに、相談関係機関の連携を推進することに

より対応力の強化を図ります。 

障がい福祉課 － － 

 

■市町村への支援 

○ 県は、障がい者相談支援従事者研修等を実施し、相談支援専門員の資質向

上を図ります。 

 

 

 

④その他の相談支援の充実       

■現状 

《中国帰国者の方々に対する相談支援》 

県では、中国帰国者の方々が地域で安心して暮らしていけるよう、「山形県中

国帰国者相談センター」を設置し、中国帰国者に理解が深く、中国語での通訳

ができる支援・相談員が、日常生活上の様々な相談に対応しています。  

 

《ＤＶ被害者に対する相談支援》 

県では、配偶者暴力相談支援センター（婦人相談所（2018(H30)年度から女性

相談センターに改称）及び総合支庁）において、婦人相談員等がＤＶに関する

相談を受け付けています。 
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《身近な不安や犯罪被害等に関する相談支援》 

○ 警察では、身近な不安や犯罪に関する相談を受け付ける「警察相談専用電

話（♯９１１０）」、性犯罪被害等に関する相談を受け付ける「性犯罪被害相

談電話（♯８１０３）」、青少年の悩み事に関する相談を受け付ける「ヤング

テレホン」、悪質商法・ヤミ金に関する相談を受け付ける「悪質商法相談」等

各種相談電話を設置し、24 時間相談に対応しています。 

○ 性犯罪や性暴力によるによる被害の多くが潜在化する傾向にあり、被害者

の心身へのダメージや精神的な負担が大きいことから、県では、性犯罪被害

者に対し、可能な限りワンストップで専門的かつ総合的な支援を提供し、被

害者の心身の負担軽減と回復を図る「やまがた性暴力被害者サポートセンタ

ー（べにサポやまがた）」を開設しています。 

 

■課題 

《中国帰国者の方々に対する相談支援》 

中国帰国者の方々の高齢化に伴い、今後、医療・介護サービスを必要とする

機会が増加することが見込まれることから、相談内容に応じた適切な対応が必

要です。 

 

《ＤＶ被害者に対する相談支援》 

ＤＶ被害が多様化し問題が複雑化していることから、関係機関が一層連携し

て被害者の相談等に対応していく必要があります。 

 

《身近な不安や犯罪被害等に関する相談支援》 

やまがた性暴力被害者サポートセンターに寄せられる相談は年々増加してお

り、誰にも相談できずに悩んでいる被害者の多くがいまだ潜在化していること

から、センターの存在をより多くの県民に周知し、必要な支援につなぐ必要が

あります。 

 

■今後の推進方向 

《中国帰国者の方々に対する相談支援》 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、中国帰国者の方々からの相談内容に応

じ、各種福祉サービス等の情報の提供を行うと

ともに、関係機関との連携を図りながら、適切

に対応します。 

地域福祉推進課 － － 
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《ＤＶ被害者に対する相談支援》 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、婦人相談員等の資質向上など相談体制

の充実を図るとともに、民間支援団体、弁護士

会のほか、国の行政機関、警察、配偶者暴力相

談センター等で構成する連絡会議等により連

携を強化し、被害者の相談等に適切に対応しま

す。 

子ども家庭課 － － 

 

《身近な不安や犯罪被害等に関する相談支援》 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

警察では、相談窓口の充実強化に努めるとと

もに、各種相談機関・団体との連携を強化し、

社会情勢や県民意識の変化等に伴う相談業務

の多様化、複雑化に適切に対処します。 

広報相談課 － ○ 

県は、県民に対し、「やまがた性暴力被害者

サポートセンター」の周知を図るとともに、被

害者へ必要な支援に関する理解を深めるため

の啓発活動を推進します。【再掲】 

くらし安心課 － － 

県は、犯罪被害者・性被害者の置かれた状況、

名誉や平穏な生活への配慮など、必要な支援に

対する県民の関心と理解を深めるための啓発

活動を推進します。 

くらし安心課 － － 

 

■数値目標 

項 目 
現 状 

2017(H29)年度 

中間年度 

2020(H32)年度 

目標年度 

2022(H34)年度 

県民相談相互支援ネットワー

ク会議の開催回数 
年１回 年１回 年１回 

【趣旨】社会情勢や県民意識の変化等に伴う相談業務の多様化、複雑化に適切に対処

できるよう、各種相談機関・団体との連携を強化します。 
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（２）児童・高齢者・障がい者の虐待、ＤＶ防止対策の推進          

【（子育）子ども家庭課、若者活躍・男女共同参画課、（健福）長寿社会政策課、障がい

福祉課】 

 

①児童・高齢者・障がい者の虐待防止対策の推進                        

■現状 

児童、高齢者、障がい者の虐待防止については、虐待防止の体制整備、関係

機関職員の資質向上、通報義務等について必要な広報・啓発活動等を推進し、

法律の適正な運用に向け、不断に取り組んでいく必要があります。 

また、家庭内で虐待を行った者を加害者としてのみ捉えるのではなく、養護

者又は保護者として支援することも必要です。 

 

《児童》 

○ 2017(H29)年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待相談対応件数は、 

133,778 件で、過去最多の件数となっています。 

本県の 2017(H29)年度の児童虐待の認定件数は、318 件となっています。過

去最多であった 2014(H26)年度の 403 件からは年々減少しているものの、依然

として 300 件を超える高い水準が続いています。 

市町村では、子どもやその家庭等への適切な支援を行うため、その情報の交

換や支援内容の協議を行う要保護児童対策地域協議会を設置しています。 

○ 県では、県民一人一人が児童虐待や子どもの人権に関心を持ち、社会全体

で児童虐待の防止や子どもの人権擁護の機運を高めるため、児童虐待防止推

進月間（11 月）を中心に、児童虐待防止のシンボルであるオレンジリボンを

用いたキャンペーンを実施しています。 

また、「市町村のための子ども虐待対応マニュアル（2018(H30)年 3 月全面改

訂）」の活用や児童相談所の専門職員による技術的支援など、市町村における

児童虐待対応の強化を支援しています。 



 

＜児童虐待の状況＞

《高齢者

○ 

よう、虐待防止の取組

を設置し、

析、広報啓発活動などについて協議しています。

○ 

作成・配布を行

司法書士、社会福祉士等の専門職による相談体制の確保や、市町村職員、養

介護施設職員等の資質向上を図るための研修会を開催しています。

○ 

待に関する相談対応など障がい者虐待防止を図るとともに、関係者向けの研

修会を開催しています。

＜児童虐待の状況＞

2017(H29)

このうち、調査の結果、虐待と認定された件数は

いますが、依然として

 

▼児童虐待（認定件数・通告件数）の推移

高齢者、障がい者

 県では、高齢者及び障がい者が尊厳を持って安心して暮らすことができる

よう、虐待防止の取組

を設置し、関係機関・団体と

析、広報啓発活動などについて協議しています。

 高齢者分野では

作成・配布を行

司法書士、社会福祉士等の専門職による相談体制の確保や、市町村職員、養

介護施設職員等の資質向上を図るための研修会を開催しています。

 障がい者分野

待に関する相談対応など障がい者虐待防止を図るとともに、関係者向けの研

修会を開催しています。

(件) 

＜児童虐待の状況＞ 

2017(H29)年度の児童虐待の通告件数は

このうち、調査の結果、虐待と認定された件数は

いますが、依然として

▼児童虐待（認定件数・通告件数）の推移

、障がい者》 

高齢者及び障がい者が尊厳を持って安心して暮らすことができる

よう、虐待防止の取組

関係機関・団体と

析、広報啓発活動などについて協議しています。

高齢者分野では、高齢者虐待の状況や相談窓口を記載したパンフレットの

作成・配布を行うとともに、

司法書士、社会福祉士等の専門職による相談体制の確保や、市町村職員、養

介護施設職員等の資質向上を図るための研修会を開催しています。

障がい者分野では、「

待に関する相談対応など障がい者虐待防止を図るとともに、関係者向けの研

修会を開催しています。

年度の児童虐待の通告件数は

このうち、調査の結果、虐待と認定された件数は

いますが、依然として 300 件を超える高い水準となっています。

▼児童虐待（認定件数・通告件数）の推移

高齢者及び障がい者が尊厳を持って安心して暮らすことができる

よう、虐待防止の取組を推進する

関係機関・団体と虐待に関する情報交換や総合的な状況把握と分

析、広報啓発活動などについて協議しています。

、高齢者虐待の状況や相談窓口を記載したパンフレットの

うとともに、虐待事例や速やかな解決を図るための弁護士、

司法書士、社会福祉士等の専門職による相談体制の確保や、市町村職員、養

介護施設職員等の資質向上を図るための研修会を開催しています。

「県障がい者権利擁護センター

待に関する相談対応など障がい者虐待防止を図るとともに、関係者向けの研

修会を開催しています。 

96 

年度の児童虐待の通告件数は 638

このうち、調査の結果、虐待と認定された件数は

件を超える高い水準となっています。

▼児童虐待（認定件数・通告件数）の推移 

高齢者及び障がい者が尊厳を持って安心して暮らすことができる

を推進するための「

虐待に関する情報交換や総合的な状況把握と分

析、広報啓発活動などについて協議しています。

、高齢者虐待の状況や相談窓口を記載したパンフレットの

虐待事例や速やかな解決を図るための弁護士、

司法書士、社会福祉士等の専門職による相談体制の確保や、市町村職員、養

介護施設職員等の資質向上を図るための研修会を開催しています。

県障がい者権利擁護センター

待に関する相談対応など障がい者虐待防止を図るとともに、関係者向けの研

638 件で前年度から減少しています。

このうち、調査の結果、虐待と認定された件数は 318

件を超える高い水準となっています。

 

高齢者及び障がい者が尊厳を持って安心して暮らすことができる

「高齢者・障がい者虐待防止

虐待に関する情報交換や総合的な状況把握と分

析、広報啓発活動などについて協議しています。 

、高齢者虐待の状況や相談窓口を記載したパンフレットの

虐待事例や速やかな解決を図るための弁護士、

司法書士、社会福祉士等の専門職による相談体制の確保や、市町村職員、養

介護施設職員等の資質向上を図るための研修会を開催しています。

県障がい者権利擁護センター

待に関する相談対応など障がい者虐待防止を図るとともに、関係者向けの研

件で前年度から減少しています。

318 件で、前年度より減少して

件を超える高い水準となっています。 

高齢者及び障がい者が尊厳を持って安心して暮らすことができる

高齢者・障がい者虐待防止

虐待に関する情報交換や総合的な状況把握と分

、高齢者虐待の状況や相談窓口を記載したパンフレットの

虐待事例や速やかな解決を図るための弁護士、

司法書士、社会福祉士等の専門職による相談体制の確保や、市町村職員、養

介護施設職員等の資質向上を図るための研修会を開催しています。

県障がい者権利擁護センター」を設置し、障がい者虐

待に関する相談対応など障がい者虐待防止を図るとともに、関係者向けの研

資料：県子ども家庭

件で前年度から減少しています。

件で、前年度より減少して

 

高齢者及び障がい者が尊厳を持って安心して暮らすことができる

高齢者・障がい者虐待防止会議

虐待に関する情報交換や総合的な状況把握と分

、高齢者虐待の状況や相談窓口を記載したパンフレットの

虐待事例や速やかな解決を図るための弁護士、

司法書士、社会福祉士等の専門職による相談体制の確保や、市町村職員、養

介護施設職員等の資質向上を図るための研修会を開催しています。 

を設置し、障がい者虐

待に関する相談対応など障がい者虐待防止を図るとともに、関係者向けの研

(年度

資料：県子ども家庭

件で前年度から減少しています。 

件で、前年度より減少して

 

 

 

高齢者及び障がい者が尊厳を持って安心して暮らすことができる

会議」

虐待に関する情報交換や総合的な状況把握と分

、高齢者虐待の状況や相談窓口を記載したパンフレットの

虐待事例や速やかな解決を図るための弁護士、

司法書士、社会福祉士等の専門職による相談体制の確保や、市町村職員、養

を設置し、障がい者虐

待に関する相談対応など障がい者虐待防止を図るとともに、関係者向けの研

年度) 

資料：県子ども家庭課 



 

  

 

 

 

 

  

＜障がい者虐待の状況＞

    

 

   

  ＜高齢者虐待の状況＞

本県の平成

り件数で

で夫が多くなっています。

 

▼家庭における養護者による高齢者虐待

   

＜障がい者虐待の状況＞

  本県の

件数で 1件増加しています。また、被虐待者については、精神障がい者が

的障がい者が

▼養護者による障がい者虐待の推移

区分 

件数 

人数 

   ※2012((H24)
翌年

件数

被虐待者数

＜高齢者虐待の状況＞ 

本県の平成 29 年度の養護者による高齢者虐待は

り件数で 1.3％増加

で夫が多くなっています。

家庭における養護者による高齢者虐待

＜障がい者虐待の状況＞

2017(H29)年度の養護者による障がい者虐待は

件増加しています。また、被虐待者については、精神障がい者が

者が 3人、身体障

養護者による障がい者虐待の推移

2012(H24) 

年度 

11 件 

13 人 

2012((H24)年度については、障害者虐待防止法施行後の
翌年 3月 31 日までの半年の状況

  2015(H27)

件数 

被虐待者数 

 

年度の養護者による高齢者虐待は

増加しています。また、虐待者については、息子が最も多く、次い

で夫が多くなっています。 

家庭における養護者による高齢者虐待

＜障がい者虐待の状況＞ 

年度の養護者による障がい者虐待は

件増加しています。また、被虐待者については、精神障がい者が

人、身体障がい者が

養護者による障がい者虐待の推移

2013(H25) 

年度 

11 件 

11 人 

年度については、障害者虐待防止法施行後の
日までの半年の状況

2015(H27)年度

190

198

97 

年度の養護者による高齢者虐待は

しています。また、虐待者については、息子が最も多く、次い

家庭における養護者による高齢者虐待

年度の養護者による障がい者虐待は

件増加しています。また、被虐待者については、精神障がい者が

者が 2人となっています。

養護者による障がい者虐待の推移 

2014(H26) 

年度 

14 件 

14 人 

年度については、障害者虐待防止法施行後の
日までの半年の状況 

年度 2016(H28)

190 件 

198 人 

年度の養護者による高齢者虐待は 15

しています。また、虐待者については、息子が最も多く、次い

家庭における養護者による高齢者虐待の推移 

年度の養護者による障がい者虐待は

件増加しています。また、被虐待者については、精神障がい者が

人となっています。

 2015(H27) 

年度 

 11 件 

 11 人 

年度については、障害者虐待防止法施行後の

2016(H28)年度 

155 件 

161 人 

7 件（160 人）で、前年度よ

しています。また、虐待者については、息子が最も多く、次い

年度の養護者による障がい者虐待は 9件（9人）で、前年度より

件増加しています。また、被虐待者については、精神障がい者が

人となっています。 

 2016(H28) 

年度 

 ８件

 ８人

年度については、障害者虐待防止法施行後の 10 月 1

2017(H29)

 

 

資料：県長寿社会政策課

人）で、前年度よ

しています。また、虐待者については、息子が最も多く、次い

人）で、前年度より

件増加しています。また、被虐待者については、精神障がい者が 4人、知

2016(H28) 2017(H29)

年度 

８件 ９件

８人 ９人

月 1日から 

2017(H29)年度 

157 件 

160 人 

資料：県長寿社会政策課

人）で、前年度よ

しています。また、虐待者については、息子が最も多く、次い

 

  

人）で、前年度より

人、知

) 

 

９件 

９人 

資料：県長寿社会政策課 



 

 

 

■課題

児童、高齢者、障がい者の虐待防止は児童等の権利や尊厳を守るための重要

な課題であり、県民一人

社会を自ら

○ 

待の発生予防、早期発見・早期対応、適切な保護、児童の自立支援に至るま

で切れ目のない一連の施策を推進していく必要があります。

○ 

村ごとの高齢者虐待防止ネットワークの活用とともに、高齢者虐待への対応

は、早期発見・早期対応が

包括支援センター職員等の育成が重要です。

○ 

状況にあります。

 

■今後の推進

県は、

権利擁護や虐待の未然防止、早期発見のための

啓発パンフレットの作成・配布など、県民に向

けて周知や啓発を行います。

 

■課題 

児童、高齢者、障がい者の虐待防止は児童等の権利や尊厳を守るための重要

な課題であり、県民一人

社会を自ら創っていこうとする機運の醸成が必要です。

 児童虐待認定件数

待の発生予防、早期発見・早期対応、適切な保護、児童の自立支援に至るま

で切れ目のない一連の施策を推進していく必要があります。

 高齢者虐待防止に向けて迅速に対応するため、各関係機関が連携する市町

村ごとの高齢者虐待防止ネットワークの活用とともに、高齢者虐待への対応

は、早期発見・早期対応が

包括支援センター職員等の育成が重要です。

 障がい福祉施設従事者や

状況にあります。

■今後の推進方向

県は、引き続き、児童、高齢者、障がい者の

権利擁護や虐待の未然防止、早期発見のための

啓発パンフレットの作成・配布など、県民に向

けて周知や啓発を行います。

児童、高齢者、障がい者の虐待防止は児童等の権利や尊厳を守るための重要

な課題であり、県民一人

っていこうとする機運の醸成が必要です。

児童虐待認定件数は依然として

待の発生予防、早期発見・早期対応、適切な保護、児童の自立支援に至るま

で切れ目のない一連の施策を推進していく必要があります。

高齢者虐待防止に向けて迅速に対応するため、各関係機関が連携する市町

村ごとの高齢者虐待防止ネットワークの活用とともに、高齢者虐待への対応

は、早期発見・早期対応が

包括支援センター職員等の育成が重要です。

障がい福祉施設従事者や

状況にあります。 

方向 

項  

引き続き、児童、高齢者、障がい者の

権利擁護や虐待の未然防止、早期発見のための

啓発パンフレットの作成・配布など、県民に向

けて周知や啓発を行います。

児童、高齢者、障がい者の虐待防止は児童等の権利や尊厳を守るための重要

な課題であり、県民一人一人が虐待の問題を身近な問題と認識し、虐待のない

っていこうとする機運の醸成が必要です。

は依然として

待の発生予防、早期発見・早期対応、適切な保護、児童の自立支援に至るま

で切れ目のない一連の施策を推進していく必要があります。

高齢者虐待防止に向けて迅速に対応するため、各関係機関が連携する市町

村ごとの高齢者虐待防止ネットワークの活用とともに、高齢者虐待への対応

は、早期発見・早期対応が何よりも重要であるため、適切に対応できる地域

包括支援センター職員等の育成が重要です。

障がい福祉施設従事者や養護者による障がい者虐待が一定数発生している

  目 

引き続き、児童、高齢者、障がい者の

権利擁護や虐待の未然防止、早期発見のための

啓発パンフレットの作成・配布など、県民に向

けて周知や啓発を行います。 
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児童、高齢者、障がい者の虐待防止は児童等の権利や尊厳を守るための重要

が虐待の問題を身近な問題と認識し、虐待のない

っていこうとする機運の醸成が必要です。

は依然として高水準にあることから、引き続き、児童虐

待の発生予防、早期発見・早期対応、適切な保護、児童の自立支援に至るま

で切れ目のない一連の施策を推進していく必要があります。

高齢者虐待防止に向けて迅速に対応するため、各関係機関が連携する市町

村ごとの高齢者虐待防止ネットワークの活用とともに、高齢者虐待への対応

よりも重要であるため、適切に対応できる地域

包括支援センター職員等の育成が重要です。

者による障がい者虐待が一定数発生している

引き続き、児童、高齢者、障がい者の

権利擁護や虐待の未然防止、早期発見のための

啓発パンフレットの作成・配布など、県民に向

児童、高齢者、障がい者の虐待防止は児童等の権利や尊厳を守るための重要

が虐待の問題を身近な問題と認識し、虐待のない

っていこうとする機運の醸成が必要です。

高水準にあることから、引き続き、児童虐

待の発生予防、早期発見・早期対応、適切な保護、児童の自立支援に至るま

で切れ目のない一連の施策を推進していく必要があります。

高齢者虐待防止に向けて迅速に対応するため、各関係機関が連携する市町

村ごとの高齢者虐待防止ネットワークの活用とともに、高齢者虐待への対応

よりも重要であるため、適切に対応できる地域

包括支援センター職員等の育成が重要です。 

者による障がい者虐待が一定数発生している

担当課

引き続き、児童、高齢者、障がい者の

権利擁護や虐待の未然防止、早期発見のための

啓発パンフレットの作成・配布など、県民に向

全ての担当課

児童、高齢者、障がい者の虐待防止は児童等の権利や尊厳を守るための重要

が虐待の問題を身近な問題と認識し、虐待のない

っていこうとする機運の醸成が必要です。 

高水準にあることから、引き続き、児童虐

待の発生予防、早期発見・早期対応、適切な保護、児童の自立支援に至るま

で切れ目のない一連の施策を推進していく必要があります。 

高齢者虐待防止に向けて迅速に対応するため、各関係機関が連携する市町

村ごとの高齢者虐待防止ネットワークの活用とともに、高齢者虐待への対応

よりも重要であるため、適切に対応できる地域

者による障がい者虐待が一定数発生している

担当課 

の担当課 

資料：県

児童、高齢者、障がい者の虐待防止は児童等の権利や尊厳を守るための重要

が虐待の問題を身近な問題と認識し、虐待のない

高水準にあることから、引き続き、児童虐

待の発生予防、早期発見・早期対応、適切な保護、児童の自立支援に至るま

 

高齢者虐待防止に向けて迅速に対応するため、各関係機関が連携する市町

村ごとの高齢者虐待防止ネットワークの活用とともに、高齢者虐待への対応

よりも重要であるため、適切に対応できる地域

者による障がい者虐待が一定数発生している

市町村 
支 援 

－ 

資料：県障がい福祉課

 

児童、高齢者、障がい者の虐待防止は児童等の権利や尊厳を守るための重要

が虐待の問題を身近な問題と認識し、虐待のない

高水準にあることから、引き続き、児童虐

待の発生予防、早期発見・早期対応、適切な保護、児童の自立支援に至るま

高齢者虐待防止に向けて迅速に対応するため、各関係機関が連携する市町

村ごとの高齢者虐待防止ネットワークの活用とともに、高齢者虐待への対応

よりも重要であるため、適切に対応できる地域

者による障がい者虐待が一定数発生している

数値 
目標 

－ 

課 
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項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、児童相談所の体制強化及び市町村の要

保護児童対策地域協議会や母子保健活動への

支援を通して、児童虐待対応の強化を推進しま

す。 

子ども家庭課 ○ － 

県は、高齢者被虐待者の安全確保と養護者支

援の中心的な役割を担う地域包括支援センタ

ー職員等の資質向上を図るため、事例研究など

の研修を実施します。 

長寿社会政策課 ○ ○ 

県は、引き続き、関係者に対する研修会を実

施して障がい者虐待を未然に防ぐとともに、障

がい者虐待の早期発見や障がい者の権利利益

の擁護に努めます。 

障がい福祉課 － － 

 

■市町村への支援 

○ 県は、市町村の要保護児童対策地域協議会の専門職（保健師、保育士、教

員免許所持等の職員）や、地域包括支援センター職員及び市町村職員等への

研修や技術的支援を実施するとともに、「市町村のための子ども虐待対応マニ

ュアル」の活用による市町村における対応力の強化を図ります。 

○ 県は、対応が困難な事例に対する専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士

等）による相談支援体制の確保を図ります。 

 

■数値目標 

項 目 
現 状 

2017(H29)年度 

中間年度 

2020(H32)年度 

目標年度 

2022(H34)年度 

高齢者虐待対応窓口職員向け

研修の受講者数 

（累計：2015(H27)年度～） 

230 人 440 人 605 人 

【趣旨】高齢者の虐待対応にあたる職員の資質向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 



 

②ＤＶ防止対策の推進

■現状

ＤＶは外部からの発見が困難な家庭内で行われる場合が多いため、潜在化し

やすく、周囲が気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやす

い特徴があります。

近年の被害状況をみると、若年層から高齢

しています。そのような状況を改善するためには、ＤＶが重大な人権侵害を含

む社会的な問題で

識を広く醸成する必要があります。

○ 

参

と回答した割合が

知度となっていることがうかがえますが、その一方で、「殴ったり、蹴ったり、

物を投げつける」とい

言う」とい

する」とい

識されにくい傾向がみられます。

○ 

いわゆる「デートＤＶ」の被害が発生しており、

重大な事件に至る事案も発生しています。

○ 

して暴力をふるう、

童虐待の種類の中で最も割合が大きくなっています。

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ＤＶ防止対策の推進

■現状 

ＤＶは外部からの発見が困難な家庭内で行われる場合が多いため、潜在化し

やすく、周囲が気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやす

い特徴があります。

近年の被害状況をみると、若年層から高齢

しています。そのような状況を改善するためには、ＤＶが重大な人権侵害を含

む社会的な問題で

識を広く醸成する必要があります。

 県が 2014(H26)

参画に関する県民意識調査」によれば、ＤＶ

と回答した割合が

知度となっていることがうかがえますが、その一方で、「殴ったり、蹴ったり、

物を投げつける」とい

言う」という

する」という

識されにくい傾向がみられます。

 ＤＶは大人だけの問題ではなく、若年層においても交際相手からのＤＶ、

いわゆる「デートＤＶ」の被害が発生しており、

重大な事件に至る事案も発生しています。

 2017(H29)

して暴力をふるう、

童虐待の種類の中で最も割合が大きくなっています。

＜ＤＶ及びデートＤＶの認知度

ＤＶ防止対策の推進                          

ＤＶは外部からの発見が困難な家庭内で行われる場合が多いため、潜在化し

やすく、周囲が気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやす

い特徴があります。 

近年の被害状況をみると、若年層から高齢

しています。そのような状況を改善するためには、ＤＶが重大な人権侵害を含

む社会的な問題であることを認識し、「いかなる

識を広く醸成する必要があります。

2014(H26)年度に実施した「ワーク・

画に関する県民意識調査」によれば、ＤＶ

と回答した割合が 84％になっており、「ＤＶ」という言葉については、高い認

知度となっていることがうかがえますが、その一方で、「殴ったり、蹴ったり、

物を投げつける」とい

う精神的暴力や「交友関係、電話、メールなどを細かくチェック

う社会的暴力については、暴力だという認識が低く、ＤＶだと認

識されにくい傾向がみられます。

ＤＶは大人だけの問題ではなく、若年層においても交際相手からのＤＶ、

いわゆる「デートＤＶ」の被害が発生しており、

重大な事件に至る事案も発生しています。

2017(H29)年度の県内の児童虐待認定件数では、子どもの目の前で家族に対

して暴力をふるう、いわゆる

童虐待の種類の中で最も割合が大きくなっています。

＜ＤＶ及びデートＤＶの認知度

                          

ＤＶは外部からの発見が困難な家庭内で行われる場合が多いため、潜在化し

やすく、周囲が気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやす

近年の被害状況をみると、若年層から高齢

しています。そのような状況を改善するためには、ＤＶが重大な人権侵害を含

あることを認識し、「いかなる

識を広く醸成する必要があります。

度に実施した「ワーク・

画に関する県民意識調査」によれば、ＤＶ

％になっており、「ＤＶ」という言葉については、高い認

知度となっていることがうかがえますが、その一方で、「殴ったり、蹴ったり、

物を投げつける」という身体的暴力より、「大声でどなったり、傷つく言葉を

精神的暴力や「交友関係、電話、メールなどを細かくチェック

社会的暴力については、暴力だという認識が低く、ＤＶだと認

識されにくい傾向がみられます。

ＤＶは大人だけの問題ではなく、若年層においても交際相手からのＤＶ、

いわゆる「デートＤＶ」の被害が発生しており、

重大な事件に至る事案も発生しています。

県内の児童虐待認定件数では、子どもの目の前で家族に対

いわゆる「面前ＤＶ

童虐待の種類の中で最も割合が大きくなっています。

＜ＤＶ及びデートＤＶの認知度＞ 
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ＤＶは外部からの発見が困難な家庭内で行われる場合が多いため、潜在化し

やすく、周囲が気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやす

近年の被害状況をみると、若年層から高齢

しています。そのような状況を改善するためには、ＤＶが重大な人権侵害を含

あることを認識し、「いかなる

識を広く醸成する必要があります。 

度に実施した「ワーク・

画に関する県民意識調査」によれば、ＤＶ

％になっており、「ＤＶ」という言葉については、高い認

知度となっていることがうかがえますが、その一方で、「殴ったり、蹴ったり、

身体的暴力より、「大声でどなったり、傷つく言葉を

精神的暴力や「交友関係、電話、メールなどを細かくチェック

社会的暴力については、暴力だという認識が低く、ＤＶだと認

識されにくい傾向がみられます。 

ＤＶは大人だけの問題ではなく、若年層においても交際相手からのＤＶ、

いわゆる「デートＤＶ」の被害が発生しており、

重大な事件に至る事案も発生しています。

県内の児童虐待認定件数では、子どもの目の前で家族に対

面前ＤＶ」を含む

童虐待の種類の中で最も割合が大きくなっています。

 

 

 

                          

ＤＶは外部からの発見が困難な家庭内で行われる場合が多いため、潜在化し

やすく、周囲が気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやす

近年の被害状況をみると、若年層から高齢層まであらゆる年代で被害が増加

しています。そのような状況を改善するためには、ＤＶが重大な人権侵害を含

あることを認識し、「いかなる暴力も許さない」という県民意

度に実施した「ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同

画に関する県民意識調査」によれば、ＤＶについて、「言葉を知っていた」

％になっており、「ＤＶ」という言葉については、高い認

知度となっていることがうかがえますが、その一方で、「殴ったり、蹴ったり、

身体的暴力より、「大声でどなったり、傷つく言葉を

精神的暴力や「交友関係、電話、メールなどを細かくチェック

社会的暴力については、暴力だという認識が低く、ＤＶだと認

ＤＶは大人だけの問題ではなく、若年層においても交際相手からのＤＶ、

いわゆる「デートＤＶ」の被害が発生しており、中

重大な事件に至る事案も発生しています。 

県内の児童虐待認定件数では、子どもの目の前で家族に対

」を含む心理的虐待

童虐待の種類の中で最も割合が大きくなっています。

                          

ＤＶは外部からの発見が困難な家庭内で行われる場合が多いため、潜在化し

やすく、周囲が気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやす

まであらゆる年代で被害が増加

しています。そのような状況を改善するためには、ＤＶが重大な人権侵害を含

暴力も許さない」という県民意

イフ・バランスおよび男女共同

について、「言葉を知っていた」

％になっており、「ＤＶ」という言葉については、高い認

知度となっていることがうかがえますが、その一方で、「殴ったり、蹴ったり、

身体的暴力より、「大声でどなったり、傷つく言葉を

精神的暴力や「交友関係、電話、メールなどを細かくチェック

社会的暴力については、暴力だという認識が低く、ＤＶだと認

ＤＶは大人だけの問題ではなく、若年層においても交際相手からのＤＶ、

には命の危険につ

県内の児童虐待認定件数では、子どもの目の前で家族に対

心理的虐待が

童虐待の種類の中で最も割合が大きくなっています。 

                          

ＤＶは外部からの発見が困難な家庭内で行われる場合が多いため、潜在化し

やすく、周囲が気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやす

まであらゆる年代で被害が増加

しています。そのような状況を改善するためには、ＤＶが重大な人権侵害を含

暴力も許さない」という県民意

イフ・バランスおよび男女共同

について、「言葉を知っていた」

％になっており、「ＤＶ」という言葉については、高い認

知度となっていることがうかがえますが、その一方で、「殴ったり、蹴ったり、

身体的暴力より、「大声でどなったり、傷つく言葉を

精神的暴力や「交友関係、電話、メールなどを細かくチェック

社会的暴力については、暴力だという認識が低く、ＤＶだと認

ＤＶは大人だけの問題ではなく、若年層においても交際相手からのＤＶ、

には命の危険につながる

県内の児童虐待認定件数では、子どもの目の前で家族に対

が 41.9％と

                           

ＤＶは外部からの発見が困難な家庭内で行われる場合が多いため、潜在化し

やすく、周囲が気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやす

まであらゆる年代で被害が増加

しています。そのような状況を改善するためには、ＤＶが重大な人権侵害を含

暴力も許さない」という県民意

イフ・バランスおよび男女共同

について、「言葉を知っていた」

％になっており、「ＤＶ」という言葉については、高い認

知度となっていることがうかがえますが、その一方で、「殴ったり、蹴ったり、

身体的暴力より、「大声でどなったり、傷つく言葉を

精神的暴力や「交友関係、電話、メールなどを細かくチェック

社会的暴力については、暴力だという認識が低く、ＤＶだと認

ＤＶは大人だけの問題ではなく、若年層においても交際相手からのＤＶ、

ながる

県内の児童虐待認定件数では、子どもの目の前で家族に対

％と字児



 

 

 

 

 

 

■課題

○ 

ことなど、ＤＶについての正しい認識が一層浸透するよう

○ 

識の醸成を図るため、学校や地域における人権教育・啓発を推進してきまし

たが

害者にもせず、ＤＶのない社会をつくるためには、発達段階に応じて

者や交際相手からの暴力に関する予防教

ます。

○ 

ーフレットの配布

を広く周知することが必要です。

 

 

 

 

 

■課題 

 ＤＶには、身体的暴力

ことなど、ＤＶについての正しい認識が一層浸透するよう

 若年層に対しては、

識の醸成を図るため、学校や地域における人権教育・啓発を推進してきまし

たが、現状においてＤＶ防止法の対象外にある若年層をＤＶの被害者にも加

害者にもせず、ＤＶのない社会をつくるためには、発達段階に応じて

者や交際相手からの暴力に関する予防教

ます。 

 教職員や教育機関関係者に対する理解を促進する研修の実施や、啓発用リ

ーフレットの配布

を広く周知することが必要です。

資料：2014(H

＜ＤＶについての意識

ＤＶには、身体的暴力

ことなど、ＤＶについての正しい認識が一層浸透するよう

若年層に対しては、

識の醸成を図るため、学校や地域における人権教育・啓発を推進してきまし

、現状においてＤＶ防止法の対象外にある若年層をＤＶの被害者にも加

害者にもせず、ＤＶのない社会をつくるためには、発達段階に応じて

者や交際相手からの暴力に関する予防教

教職員や教育機関関係者に対する理解を促進する研修の実施や、啓発用リ

ーフレットの配布等により、デートＤＶも人権侵害に

を広く周知することが必要です。

2014(H26)年度ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する県民意識調査

についての意識

ＤＶには、身体的暴力のみならず

ことなど、ＤＶについての正しい認識が一層浸透するよう

若年層に対しては、自他の人権を大切にするとともに、暴力を否定する意

識の醸成を図るため、学校や地域における人権教育・啓発を推進してきまし

、現状においてＤＶ防止法の対象外にある若年層をＤＶの被害者にも加

害者にもせず、ＤＶのない社会をつくるためには、発達段階に応じて

者や交際相手からの暴力に関する予防教

教職員や教育機関関係者に対する理解を促進する研修の実施や、啓発用リ

により、デートＤＶも人権侵害に

を広く周知することが必要です。

年度ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する県民意識調査

についての意識＞ （Ｎ＝
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のみならず、精神的暴力

ことなど、ＤＶについての正しい認識が一層浸透するよう

自他の人権を大切にするとともに、暴力を否定する意

識の醸成を図るため、学校や地域における人権教育・啓発を推進してきまし

、現状においてＤＶ防止法の対象外にある若年層をＤＶの被害者にも加

害者にもせず、ＤＶのない社会をつくるためには、発達段階に応じて

者や交際相手からの暴力に関する予防教育を

教職員や教育機関関係者に対する理解を促進する研修の実施や、啓発用リ

により、デートＤＶも人権侵害に

を広く周知することが必要です。 

年度ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する県民意識調査

（Ｎ＝1,659

、精神的暴力や

ことなど、ＤＶについての正しい認識が一層浸透するよう

自他の人権を大切にするとともに、暴力を否定する意

識の醸成を図るため、学校や地域における人権教育・啓発を推進してきまし

、現状においてＤＶ防止法の対象外にある若年層をＤＶの被害者にも加

害者にもせず、ＤＶのない社会をつくるためには、発達段階に応じて

育を更に充実させていく必要があり

教職員や教育機関関係者に対する理解を促進する研修の実施や、啓発用リ

により、デートＤＶも人権侵害に

年度ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する県民意識調査

1,659）

や社会的暴力等も含まれる

ことなど、ＤＶについての正しい認識が一層浸透するような啓発が必要です。

自他の人権を大切にするとともに、暴力を否定する意

識の醸成を図るため、学校や地域における人権教育・啓発を推進してきまし

、現状においてＤＶ防止法の対象外にある若年層をＤＶの被害者にも加

害者にもせず、ＤＶのない社会をつくるためには、発達段階に応じて

に充実させていく必要があり

教職員や教育機関関係者に対する理解を促進する研修の実施や、啓発用リ

により、デートＤＶも人権侵害に当たる行為であること

年度ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する県民意識調査

会的暴力等も含まれる

啓発が必要です。

自他の人権を大切にするとともに、暴力を否定する意

識の醸成を図るため、学校や地域における人権教育・啓発を推進してきまし

、現状においてＤＶ防止法の対象外にある若年層をＤＶの被害者にも加

害者にもせず、ＤＶのない社会をつくるためには、発達段階に応じて、配偶

に充実させていく必要があり

教職員や教育機関関係者に対する理解を促進する研修の実施や、啓発用リ

たる行為であること

年度ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する県民意識調査(山形県

会的暴力等も含まれる

啓発が必要です。 

自他の人権を大切にするとともに、暴力を否定する意

識の醸成を図るため、学校や地域における人権教育・啓発を推進してきまし

、現状においてＤＶ防止法の対象外にある若年層をＤＶの被害者にも加

配偶

に充実させていく必要があり

教職員や教育機関関係者に対する理解を促進する研修の実施や、啓発用リ

たる行為であること

山形県) 
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■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、ＤＶ防止啓発用リーフレットやテレ

ビ・ラジオ及びＳＮＳ等、各種広報媒体を活用

してＤＶを許さない社会づくりや人権尊重に

関する広報を実施し、県民意識の醸成を図りま

す。 

子ども家庭課 

若者活躍・男女

共同参画課 

－ － 

ＤＶは被害者のほとんどが女性であり、男女

共同参画社会を実現することが、男女が互いの

人権を尊重する暴力のない社会へつながると

考えられるため、県は、男女共同参画センター

を中心に、県、市町村、関係機関において、男

女共同参画に関する講座等を実施します。 

若者活躍・男女

共同参画課 

－ － 

県は、ＤＶに関するセミナー等の実施によ

り、ＤＶに関する正しい認識の浸透を図り、被

害者や加害者本人だけでなく周囲の人に対し

ても、ＤＶ被害の気づきを促します。 

子ども家庭課 

若者活躍・男女

共同参画課 

－ － 

県、市町村、関係機関、ＮＰＯ等民間支援団

体は、被害者がＤＶを受けていることを認識し

ていないために必要な支援が受けられないと

いう事態を防ぐために、啓発用リーフレット等

を被害者が目にして、加害者に気づかれず持ち

帰りやすい場所に設置するなど、被害者に対し

ＤＶについての正しい情報を提供することで、

被害の拡大、深刻化を防ぎます。 

子ども家庭課 

若者活躍・男女

共同参画課 

－ － 

県、市町村、関係機関、ＮＰＯ等民間支援団

体は、高校生、大学生などを対象に、「デート

ＤＶ」を未然に防止するため、出前講座や啓発

用リーフレットの配布等により、若年層に対し

ＤＶについての認識を深める機会を提供する

とともに、ＤＶ未然防止のための教育を通して

将来の被害者支援に関わる人材や専門家の育

成に取り組みます。 

若者活躍・男女

共同参画課 

－ － 

 

 

 

 

 


