
平成26年度実施状況
(実施○、未実施―)

１　女性に対する暴力を許さない社会づくり

(1)女性に対する暴力許さない社会風土の醸成

118 ○

119 暴力が起こる背景や問題性等の認識を深める講座等を実施します ○

120 暴力によらない問題解決能力を身につける保育や教育を推進します ○

(2)女性に対する暴力を防ぐ環境整備

121 ○

122 関係機関の連携の促進に努めます ○

123 地域とともに子どもの安全を守るため青少年の健全育成を阻害する有害環境の浄化に努めます ○

124 性の商品化の根絶に向けて、啓発を推進します ―

２　女性に対する暴力へ対策の推進

(1)性犯罪への対策の推進

125 ○

126 ○

127 ○

(2)相談しやすい体制等の整備

128 ○

129 ○

130 ○

131 被害者支援を推進するために、警察をはじめ関係機関との連携体制を整備します ○

３　配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

(1)ＤＶ被害の防止と早期発見の仕組みづくり

132 ○

133 ○

134 地域における身近な発見者である民生委員・児童委員や人権擁護委員との連携を強化します ○

135 ○

136 デートＤＶに関する予防啓発を強化します ○

　配偶者等からの暴力やセクシュアル・ハラスメント、性犯罪、児童ポルノなどは重大な人権侵害であり、男
女共同参画社会を形成するうえで克服すべき重要な課題です。人権意識を高め、あらゆる暴力を許さない社会
をつくるため、広報啓発活動や相談体制などの充実を図ります。また、ＤＶについては、関係機関との連携に
よる相談・保護体制の強化や自立支援など、被害者やその家族が安心して暮らせるよう支援を行います。

基本目標基本目標基本目標基本目標７７７７　　　　女性女性女性女性にににに対対対対するするするする暴力暴力暴力暴力のののの根絶根絶根絶根絶

セクシュアル・ハラスメント等に関する相談体制の整備や、雇用・教育分野等における防止対
策を推進します

被害者と直接接する機会のある各種相談の担当者や窓口職員、民生委員・児童委員、人権擁護
委員等関係機関への研修を充実します

施策の基本的方向・具体的施策・施策内容

多様な広報媒体を通じて啓発に努めます

犯罪防止に配慮した道路・公園等の施設の普及を図り、安全・安心のまちづくりの推進に努め
ます

性犯罪予防のための啓発を充実します

児童ポルノ、児童売買春への根絶に向けた対策とともに、子どもに対する性的な暴力の早期発
見、相談の充実、こころのケア等を推進します

保健・医療機関、学校、幼稚園、保育所（園）、地域子育て支援センター、地域包括支援セン
ター等と連携、協力しながら早期発見に努めます

相談窓口の周知を行い、サービス向上に努めます

配偶者等からの暴力について理解を深めるため、市職員・教職員等への研修の機会を提供しま
す

被害者が安心して被害を届け出て、相談できるよう、相談やカウンセリング等の環境を充実し
ます

市民をはじめ、医療関係者や相談を受ける人が、配偶者等からの暴力に対する正しい認識をも
てるよう、啓発を充実します



(2)相談・連携体制の充実・強化

137 ○

138 ○

139 「配偶者等からの暴力被害者支援対応マニュアル」の充実を図り、活用します ○

140 ○

141 ○

142 配偶者暴力相談支援センターとの連携を強化します ○

143 配偶者暴力相談支援センターの設置について検討します ○

144 ○

(3)被害者の安全確保の徹底

145 ○

146 一時保護を適切に実施し、場所の秘匿を徹底します ○

147 被害者等の個人情報の管理が適切にできる仕組みを整備します ○

148 警察や子ども家庭センター等関係機関との連携を強化します ○

149 民間団体との連携・協力体制を強化します ○

(4)生活基盤を整えるための支援

150 ○

151 ○

152 ハローワーク等と連携し、就労支援を行います　 ○

153 ○

(5)子どもへの支援

154 ○

155 ○

156 ○

(6)高齢者・障害者・在住外国人女性への支援

157 ○

158 多言語でのＤＶに関する情報提供や相談できる機関との連携を図ります ○

159 ○

当事者のエンパワーメントを支援するため、安全で安心な環境で被害者同士が情報交換等ので
きる場づくりをします

医療機関、警察、民間団体等の様々な機関が連携し、継続的な被害者支援を実施する仕組みを
つくります

各種相談窓口でＤＶが推測される相談に対して適切な対応ができるよう、相談員の研修を充実
します

保護命令申立て手続きに関する情報提供をします

被害者に対応する相談員や市職員・教職員等は、被害者にさらなる被害（二次的被害）が生じ
ることのないよう配慮することを徹底します

子どものこころのケアが必要な場合は、子どもに関する相談窓口が安心して生活できるよう支
援します

被害者が各機関で何度も同じことを話さなくてすむよう、情報共有を図るための仕組みづくり
をします

専門的なこころのケアが必要な被害者に対して、安全で安心な生活ができるよう関係機関と連
携して支援します

ＤＶ加害・被害を含む男性のための相談しやすい窓口を充実するとともに、加害行為について
は、専門の相談機関の情報提供等を行います

児童虐待やＤＶで被害を受けた子どもが保育所（園）・幼稚園・学校等で安全に過ごせるよ
う、情報の保護や対応の整備を推進します

予防から被害者の自立支援までの総合的な支援を充実するため、「茨木市ＤＶ防止ネットワー
ク連絡会」の機能を強化します

高齢者や障害者の相談に携わる機関に対して、ＤＶやＤＶ相談機関等に関する情報提供を充実
します

被害者が高齢者・障害者や外国人で通訳者等の支援が必要な場合に派遣できる体制の整備を図
ります

子どもへの支援について適切な情報提供を行います



実施内容

施
策
番
号

平成27年度の取組
（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課

118

・懸垂幕の掲出・広報誌等への
記事の掲載・女性に対する暴力
をなくす運動のシンボルである
パープルリボンの配布及び普及
等、女性に対する暴力をなくす
運動期間に合わせて、効果的な
啓発を行う。
・ＤＶ予防啓発カード及びデー
トＤＶ予防啓発カードを配布
し、相談窓口の周知を行う。
・ＤＶ予防啓発冊子及びデート
ＤＶ予防啓発冊子を配布し、啓
発を行う。
・ホームページ等の媒体を通じ
て、啓発を行う。

「女性に対する暴力をなくす運動」に合わせ、啓発を
行った。【再掲　施策番号１】

人権・男女共生課

119
市民及び職員を対象とした暴力
防止啓発講座を開催する。

市民、相談員等を対象とした暴力防止啓発講座を開催し
た。
　〔実施事業名〕暴力防止啓発講座（全３回）
　〔実施日〕①９月13日　②11月21日　③12月６日
　〔対　象〕市内在住・在勤・在学者
　〔参加者〕①49人　②89人　③57人
　〔テーマ〕①鳴門市の女性と子どもの支援につい
              て～ぱーとなーを通して見えてきた
              こと～
　　　　　　②暴力をなくすために～女性に対する
　　　　　　　暴力の現状と対応～
　　　　　　③家庭・モラルハラスメント
　　　　　　　～不愉快な気持ちを見逃さないで～

人権・男女共生課

デートＤＶ予防啓発冊子を市内
中学校等に配布し、暴力によら
ない問題解決能力を身につける
教育を推進する。

市内中学生を対象に、デートＤＶ予防啓発冊子を送付
し、「恋人間で起こる暴力」の防止を目的とした啓発を
行った。

人権・男女共生課

中学校へ出向き、中学生向け
デートＤＶワークショップを実
施し、効果的な予防啓発に取組
む。

市民ボランティア団体と連携し、市内中学校でワーク
ショップを実施した。【再掲　施策番号３】

人権・男女共生課

大学生を対象に、デートＤＶに関する講座を、大学と連
携して実施した。
　〔実施事業名〕大学生と学ぶ恋愛事情
　　　　　　　　～これってDV？
　〔実施日〕①平成26年11月25日　②12月４日
　　　　　　③12月９日
　〔内容〕①デートDV朗読劇「これって愛なの？」
　　　　　　上演
　　　　　②公開授業「デートDVにみる恋愛観」
　　　　　③デートDVワークショップと公開授業
　〔講師〕追手門大学教授　善積京子さん、
　　　　　劇団ポケット、ＬＰいばらき

人権・男女共生課

市民、相談員等を対象とした暴力防止啓発講座を開催し
た。【再掲　施策番号119】

人権・男女共生課

保育所において、子どもたち自身が暴力から自分を守る
ための「ＣＡＰワークショップ」や、集団の中で社会的
スキルを身につけ、きれない子どもを育てるための「セ
カンドステッププログラム」を実施した。

保育幼稚園課

全市立幼稚園で、集団の中で社会的スキルを身につけ、
きれない子どもを育てるための「セカンドステッププロ
グラム」を実施した。

保育幼稚園課

学童保育指導員に対し研修を実
施するとともに、日々の学童保
育の中で、子ども自身が暴力に
よらない問題解決能力を身につ
けられるよう取組む。

学童保育指導員に対し、研修を27回実施し、学童保育事
業の充実を図るとともに、児童が暴力によらない問題解
決能力を身につけられるような学童保育を実施した。

学童保育課

全小学校で「暴力から身を守る
ワーク」を実施する。

全小学校で「暴力から身を守るワーク」を実施した。 学校教育推進課

暴力が起こる背
景や問題性等の
認識を深める講
座等を実施しま
す

多様な広報媒体
を通じて啓発に
努めます

施策内容

120

暴力によらない
問題解決能力を
身につける保育
や教育を推進し
ます

市民及び職員を対象とした暴力
防止啓発講座を開催する。
【再掲　施策番号119】

120

暴力によらない
問題解決能力を
身につける保育
や教育を推進し
ます

全市立保育所・幼稚園におい
て、集団の中で社会的スキルを
身につけ、きれない子どもを育
てるための「セカンドステップ
プログラム」を実施し、子ども
が暴力によらない問題解決能力
を身につける保育を推進する。



施
策
番
号

平成27年度の取組
（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課施策内容

・街路灯設置依頼の場合ＬＥＤ
灯を設置する。
・自治会管理の防犯灯のＬＥＤ
化に対し補助する。

街路灯設置依頼の場合ＬＥＤ灯を設置し、既設の街路灯
については計画的にＬＥＤ化した。

建設管理課

横断防止柵などによる歩車分離
の推進を図るとともに、自転車
の通行空間の整備に努める。

犯罪防止に配慮した道路施設の普及を図り、安全・安心
まちづくりの推進に努めた。
　〔実施事業名〕交通安全施設整備事業

道路交通課

安全・安心まちづくりの推進に
努め、事業課及び設計会社等へ
提案・助言の働きかけを行う。

犯罪防止に配慮した公共施設の普及を図り、安全・安心
まちづくりの推進に努めた。

建築課

元茨木川緑地の公園灯の改良を
行う。

元茨木川緑地の公園灯の見直しを行った。
　〔更新〕８基

公園緑地課

・府、警察等の関係機関と連携
して各種取組みを行う。
・街頭犯罪の抑制を図るため自
治会を対象として防犯カメラ設
置補助金を実施する。

茨木警察署、茨木防犯協会との連携を図り、街頭犯罪撲
滅に向けての取組み（青色パトロール車、各種防犯イベ
ント）への支援を行った。

危機管理課

大阪府ＤＶ相談担当者ブロック別連絡会での連携を図っ
た。
　〔内容〕大阪府北摂ブロック相談担当者連絡会
　〔実施日〕平成26年7月2日

人権・男女共生課

ＤＶ被害者等への支援を円滑に行えるよう、ＤＶ防止
ネットワーク連絡会を開催した。
　〔内容〕ＤＶ防止ネットワーク連絡会会議
　〔実施日〕平成26年10月17日

人権・男女共生課

市役所庁内におけるＤＶ被害者対応について記載した
「配偶者等からの暴力被害者支援対応マニュアル」を改
訂し、情報提供に努めた。

人権・男女共生課

123
青少年指導員等による巡回街頭
指導及び立ち入り調査を実施す
る。

青少年巡回街頭指導を実施した。
　〔実施回数〕６回　〔参加者〕193人

青少年課

124

・市民及び職員を対象とした暴
力防止啓発講座を開催する。
　【再掲　施策番号119】
・啓発チラシを作成し、関係機
関と連携して配布し、啓発に努
める。

未実施 人権・男女共生課

府・警察等と連携して啓発活動
を実施する。

安全に暮らせる地域づくりのために、地域安全センター
の設置を行った。（３か所）

危機管理課

・市民及び職員を対象とした暴
力防止啓発講座を開催する。
　【再掲　施策内容119】
・啓発チラシを作成し、関係機
関と連携して配布し、啓発に努
める。
　【再掲　施策内容124】

性犯罪を含む犯罪被害者等支援庁内連絡会議を実施し
た。
　〔実施事業名〕犯罪被害者等支援庁内連絡会議研
　　　　　　　　修会
　〔実施日〕平成26年11月５日
　〔テーマ〕「僕のほうが青やったのに～交通事故
　　　　　　死被害者遺族の立場から～」
　〔講　師〕TAV交通死被害者の会　会員
　　　　　　米村幸純さん

人権・男女共生課

121

犯罪防止に配慮
した道路・公園
等の施設の普及
を図り、安全・
安心のまちづく
りの推進に努め
ます

122
関係機関の連携
の促進に努めま
す

・配偶者暴力相談支援センター
長会議での連携を図る。
・大阪府ＤＶ相談担当者ブロッ
ク別連絡会での連携を図る。
・ＤＶ被害者等への支援を円滑
に行えるよう、ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会を中心とする関係
課及び関係機関の間での情報共
有並びに連携強化を図る。
・ＤＶ防止ネットワーク連絡会
関係機関を対象として研修会を
実施し、ＤＶ被害者支援体制の
充実を図る。
・「配偶者等からの暴力被害者
支援対応マニュアル」を適宜更
新し、支援策や法令等の最新内
容を掲載するとともに、関係課
及び関係機関との情報共有を図
る。

地域とともに子
どもの安全を守
るため青少年の
健全育成を阻害
する有害環境の
浄化に努めます

性の商品化の根
絶に向けて、啓
発を推進します

125
性犯罪予防のた
めの啓発を充実
します



施
策
番
号

平成27年度の取組
（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課施策内容

・セクシュアル・ハラスメント
に関する啓発リーフレット等を
作成し、市民や市内委託事業所
に配布、啓発を行う。
・女性のための相談(電話・面
接）及びＤＶ相談の充実を図
る。

女性のための相談(電話・面接等）の充実を図った。
【再掲　施策番号99】

人権・男女共生課

セクシュアル・ハラスメントについて、ホームページ等
を活用し、啓発を行った。

商工労政課

専門の相談員による就職や労働条件に関する相談を実施
した。
　〔実施事業名〕仕事なんでも相談
　〔相談件数〕362件

商工労政課

各校に児童生徒、保護者の相談
窓口をおき、その周知を努め
る。

各校に児童生徒、保護者の相談窓口をおき、周知した。 学校教育推進課

管理職研修「セクシャルハラス
メントを防止するために」を実
施する。

管理職研修「セクシャルハラスメントを防止するため
に」を実施した。

学校教育推進課

関係機関と連携し、児童虐待対
応マニュアル等に基づいて早期
発見に向けた取組みを進める。

関係機関と連携し、要保護児童対策協議会を中心に、マ
ニュアル等に基づいて早期発見に向けた取組みを進め
た。

子育て支援課

スクールカウンセラーやスクー
ルソーシャルワーカーと連携し
て、こころのケアを図る。

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと
連携して、こころのケアを図った。

学校教育推進課

無料法律相談等を実施するとと
もに、広報誌・ホームページで
相談窓口の周知を行う。

弁護士による無料法律相談等の各種相談を実施した。ま
た、平成25年６月から、一日あたりの相談人数を、法律
相談は16人（以前は12人）、日曜法律相談は８人（以前
は６人）に増やした。

市民生活相談課
（広報広聴課）

ＤＶ被害者等への支援を円滑に行えるよう、ＤＶ防止
ネットワーク連絡会を開催した。
【再掲　施策番号122】

人権・男女共生課

ＤＶ等相談(電話・面接）の充実を図った。
　〔実施事業名〕ローズＷＡＭ相談事業
　〔事業内容〕①ＤＶ面接相談
　　　　　　　②DV・恋人同士の付き合い・
　　　　　　　　(性）暴力の悩み電話相談
　〔相談件数〕①279件　②503件

人権・男女共生課

ＤＶ等相談(電話・面接）の充実を図った。
〔再掲　施策番号128〕

人権・男女共生課

相談員等を対象に、専門家による事例検討会・スーパー
ビジョンを実施した。
【再掲　施策番号103】

人権・男女共生課

　相談員等を対象に、研修を行った。
【再掲　施策番号103】

人権・男女共生課

126

セクシュアル・
ハラスメント等
に関する相談体
制の整備や、雇
用・教育分野等
における防止対
策を推進します

仕事なんでも相談を実施すると
ともに、広報誌・ホームページ
等を活用し、啓発活動に努め
る。

・ＤＶ防止ネットワーク連絡会
において、窓口対応に関する研
修会を実施する。
・配偶者暴力相談支援センター
を設置し、ＤＶ相談の充実を図
る。
・ＤＶ予防啓発カード及びデー
トＤＶ予防啓発カードを配布
し、相談窓口の周知を行う。
【再掲　施策内容118】

・茨木市配偶者暴力相談支援セ
ンターを設置し、ＤＶ被害者支
援を充実する。
・相談員が助言・指導を受ける
機会を設け、相談員が適切な相
談業務が行える環境整備を行
う。
・配偶者暴力相談支援センター
を設置し、ＤＶ相談の充実を図
る。【再掲　施策内容128】
・相談員等の資質向上のための
講座、研修会を実施する。
【再掲　施策内容103】
・ＤＶ予防啓発カード及びデー
トＤＶ予防啓発カードを配布
し、相談窓口の周知を行う。
【再掲　施策内容118】
・ＤＶ防止ネットワーク連絡会
において、窓口対応に関する研
修会を実施する。
【再掲　施策内容128】

127

児童ポルノ、児
童売買春への根
絶に向けた対策
とともに、子ど
もに対する性的
な暴力の早期発
見、相談の充
実、こころのケ
ア等を推進しま
す

128

相談窓口の周知
を行い、サービ
ス向上に努めま
す

129

被害者が安心し
て被害を届け出
て、相談できる
よう、相談やカ
ウンセリング等
の環境を充実し
ます



施
策
番
号

平成27年度の取組
（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課施策内容

ＤＶ被害者等への支援を円滑に行えるよう、ＤＶ防止
ネットワーク連絡会を開催した。
【再掲　施策番号122】

人権・男女共生課

市民、相談員等を対象とした暴力防止啓発講座を開催し
た。【再掲　施策番号119】

人権・男女共生課

　相談員等を対象に、研修を行った。
【再掲　施策番号103】

人権・男女共生課

ＤＶ防止ネットワーク連絡会研
修会への参加、相談担当者や民
生委員・児童委員に対し研修を
実施する。

ケースワーカーがＤＶ防止ネットワーク連絡会等へ参加
した。

福祉政策課

ＤＶ防止ネットワーク連絡会研
修会等の研修を受講する。

大阪府主催のＤＶ被害者の地域支援者養成講座に参加し
た。

子育て支援課

ＤＶ被害者等への支援を円滑に行えるよう、ＤＶ防止
ネットワーク連絡会を開催した。
【再掲　施策番号122】

人権・男女共生課

ＤＶ等相談(電話・面接）の充実を図った。
【再掲　施策番号128】

人権・男女共生課

132

・医療機関等にＤＶ予防啓発の
ポスターを配布する。
・ＤＶ予防啓発カード及びデー
トＤＶ予防啓発カードを配布
し、相談窓口の周知を行う。
【再掲　施策内容118】
・ＤＶ予防啓発冊子及びデート
ＤＶ予防啓発冊子を配布し、啓
発を行う。【再掲　施策内容
118】
・ホームページ等の媒体を通じ
て、啓発を行う。
【再掲　施策内容118】
・市民及び職員を対象とした暴
力防止啓発講座を開催する。
【再掲　施策内容119】

市民、相談員等を対象とした暴力防止啓発講座を開催し
た。【再掲　施策番号119】

人権・男女共生課

130

被害者と直接接
する機会のある
各種相談の担当
者や窓口職員、
民生委員・児童
委員、人権擁護
委員等関係機関
への研修を充実
します

・ＤＶ被害者等への支援を円滑
に行えるよう、ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会を中心とする関係
課及び関係機関の間での情報共
有並びに連携強化を図る。
【再掲　施策内容122】
・ＤＶ防止ネットワーク連絡会
関係機関を対象として研修会を
実施し、ＤＶ被害者支援体制の
充実を図る。
【再掲　施策内容122】

131

被害者支援を推
進するために、
警察をはじめ関
係機関との連携
体制を整備しま
す

・配偶者暴力相談支援センター
を設置し、ＤＶ相談の充実を図
る。　【再掲　施策内容128】
・配偶者暴力相談支援センター
長会議での連携を図る。
【再掲　施策内容122】
・大阪府ＤＶ相談担当者ブロッ
ク別連絡会での連携を図る。
【再掲　施策内容122】
・ＤＶ被害者等への支援を円滑
に行えるよう、ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会を中心とする関係
課及び関係機関の間での情報共
有並びに連携強化を図る。
【再掲　施策内容122】
・ＤＶ防止ネットワーク連絡会
関係機関を対象として研修会を
実施し、ＤＶ被害者支援体制の
充実を図る。
【再掲　施策内容122】
・「配偶者等からの暴力被害者
支援対応マニュアル」を適宜更
新し、支援策や法令等の最新内
容を掲載するとともに、関係課
及び関係機関との情報共有を図
る。【再掲　施策内容122】

市民をはじめ、
医療関係者や相
談を受ける人
が、配偶者等か
らの暴力に対す
る正しい認識を
もてるよう、啓
発を充実します



施
策
番
号

平成27年度の取組
（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課施策内容

ＤＶ被害者等への支援を円滑に行えるよう、ＤＶ防止
ネットワーク連絡会を開催した。
【再掲　施策番号122】

人権・男女共生課

ＤＶ等相談(電話・面接）の充実を図った。
【再掲　施策番号128】

人権・男女共生課

ＤＶ被害者等への支援を円滑に行えるよう、ＤＶ防止
ネットワーク連絡会を開催した。
【再掲　施策番号122】

人権・男女共生課

ＤＶ等相談(電話・面接）の充実を図った。
【再掲　施策番号128】

人権・男女共生課

各機関の連携が強化できるよう
努める。

ＤＶの早期発見や防止のため、民生委員・児童委員や中
学校区ごとに配置したCSWと連携し、地域福祉の向上に取
り組んだ。

福祉政策課

市職員に対し、人権研修を実施
する。

職員を対象に人権問題研修を実施した。
　〔テーマ〕ガラスの心
　　　　　　～虐待する親を助けたい～
　〔開催日〕平成27年2月10日
　〔講　師〕株式会社イージェット
          　島田妙子さん

人事課

関係機関からの研修機会等の情
報を教職員等に情報提供を行
う。

関係機関からの研修機会等の情報を教職員等に情報提供
した。

学校教育推進課

133

保健・医療機
関、学校、幼稚
園、保育所
（園）、地域子
育て支援セン
ター、地域包括
支援センター等
と連携、協力し
ながら早期発見
に努めます

・配偶者暴力相談支援センター
を設置し、ＤＶ相談の充実を図
る。　　【再掲　施策内容
128】
・ＤＶ予防啓発カード及びデー
トＤＶ予防啓発カードを配布
し、相談窓口の周知を行う。
【再掲　施策内容118】
・ＤＶ予防啓発冊子及びデート
ＤＶ予防啓発冊子を配布し、啓
発を行う。【再掲　施策内容
118】
・ＤＶ被害者等への支援を円滑
に行えるよう、ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会を中心とする関係
課及び関係機関の間での情報共
有並びに連携強化を図る。【再
掲　施策内容122】
・ＤＶ防止ネットワーク連絡会
関係機関を対象として研修会を
実施し、ＤＶ被害者支援体制の
充実を図る。
【再掲　施策内容122】
・「配偶者等からの暴力被害者
支援対応マニュアル」を適宜更
新し、支援策や法令等の最新内
容を掲載するとともに、関係課
及び関係機関との情報共有を図
る。
【再掲　施策内容122】

134

地域における身
近な発見者であ
る民生委員・児
童委員や人権擁
護委員との連携
を強化します

・配偶者暴力相談支援センター
を設置し、ＤＶ相談の充実を図
る。【再掲　施策内容128】
・ＤＶ予防啓発カード及びデー
トＤＶ予防啓発カードを配布
し、相談窓口の周知を行う。
【再掲　施策内容118】
・ＤＶ予防啓発冊子及びデート
ＤＶ予防啓発冊子を配布し、啓
発を行う。【再掲　施策内容
118】
・ＤＶ被害者等への支援を円滑
に行えるよう、ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会を中心とする関係
課及び関係機関の間での情報共
有並びに連携強化を図る。【再
掲　施策内容122】

135

配偶者等からの
暴力について理
解を深めるた
め、市職員・教
職員等への研修
の機会を提供し
ます



施
策
番
号

平成27年度の取組
（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課施策内容

市内中学生を対象に、デートＤＶ予防啓発冊子を送付
し、「恋人間で起こる暴力」の防止を目的とした啓発を
行った。【再掲　施策番号120】

人権・男女共生課

市民ボランティア団体と連携し、市内中学校でワーク
ショップを実施した。
【再掲　施策番号３】

人権・男女共生課

大学生を対象に、デートＤＶに関する講座を、大学と連
携して実施した。
【再掲　施策番号120】

人権・男女共生課

デートＤＶ予防啓発冊子を、市
内中学校等に配布し、予防啓発
に努めます。

デートＤＶ予防啓発冊子を、市内中学校等に配布し、予
防啓発に努めた。

学校教育推進課

ＤＶ被害者等への支援を円滑に行えるよう、ＤＶ防止
ネットワーク連絡会を開催した。
【再掲　施策番号122】

人権・男女共生課

　相談員等を対象に、研修を行った。
【再掲　施策番号103】

人権・男女共生課

相談員等を対象に、専門家による事例検討会・スーパー
ビジョンを実施した。
【再掲　施策番号103】

人権・男女共生課

138

・ＤＶ被害者等への支援を円滑
に行えるよう、ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会を中心とする関係
課及び関係機関の間での情報共
有並びに連携強化を図る。
 【再掲　施策内容122】
・「配偶者等からの暴力被害者
支援対応マニュアル」を適宜更
新し、支援策や法令等の最新内
容を掲載するとともに、関係課
及び関係機関との情報共有を図
る。【再掲　施策内容122】
・ＤＶ防止ネットワーク連絡会
において、窓口対応に関する研
修会を実施する。【再掲　施策
内容128】

ＤＶ被害者等への支援を円滑に行えるよう、ＤＶ防止
ネットワーク連絡会を開催した。
【再掲　施策番号122】

人権・男女共生課

139

・ＤＶ被害者等への支援を円滑
に行えるよう、ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会を中心とする関係
課及び関係機関の間での情報共
有並びに連携強化を図る。【再
掲　施策内容122】
・「配偶者等からの暴力被害者
支援対応マニュアル」を適宜更
新し、支援策や法令等の最新内
容を掲載するとともに、関係課
及び関係機関との情報共有を図
る。【再掲　施策内容122】

市の関係課及び関係機関等に向けた「配偶者等からの暴
力被害者支援対応マニュアル」の更新を行い、会議での
周知及び、関係課等へ送付した。
　〔会議名〕茨木市ＤＶ防止ネットワーク連絡会
　〔開催日〕平成26年10月17日
　〔送付先〕ＤＶ防止ネットワーク連絡会
　　　　　　（市の関係課・関係機関）

人権・男女共生課

140

・ＤＶ被害者等への支援を円滑
に行えるよう、ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会を中心とする関係
課及び関係機関の間での情報共
有並びに連携強化を図る。【再
掲　施策内容122】
・ＤＶ防止ネットワーク連絡会
関係機関を対象として研修会を
実施し、ＤＶ被害者支援体制の
充実を図る。
【再掲　施策内容122】
・「配偶者等からの暴力被害者
支援対応マニュアル」を適宜更
新し、支援策や法令等の最新内
容を掲載するとともに、関係課
及び関係機関との情報共有を図
る。
【再掲　施策内容122】

ＤＶ被害者等への支援を円滑に行えるよう、ＤＶ防止
ネットワーク連絡会を開催した。
【再掲　施策番号122】

人権・男女共生課

「配偶者等から
の暴力被害者支
援対応マニュア
ル」の充実を図
り、活用します

予防から被害者
の自立支援まで
の総合的な支援
を充実するた
め、「茨木市Ｄ
Ｖ防止ネット
ワーク連絡会」
の機能を強化し
ます

136
デートＤＶに関
する予防啓発を
強化します

・デートＤＶ予防啓発カードを
配布し、予防啓発に努める。
・デートＤＶ予防啓発冊子を市
内中学校等に配布し、暴力によ
らない問題解決能力を身につけ
る教育を推進する。
【再掲　施策内容120】
・中学校へ出向き、中学生向け
デートＤＶワークショップを実
施し、効果的な予防啓発に取組
む。【再掲　施策内容120】

137

被害者に対応す
る相談員や市職
員・教職員等
は、被害者にさ
らなる被害（二
次的被害）が生
じることのない
よう配慮するこ
とを徹底します

・相談員等の資質向上のための
講座、研修会を実施する。
【再掲　施策内容103】
・ＤＶ防止ネットワーク連絡会
において、窓口対応に関する研
修会を実施する。【再掲　施策
内容128】
・相談員が助言・指導を受ける
機会を設け、相談員が適切な相
談業務が行える環境整備を行
う。【再掲　施策内容129】

被害者が各機関
で何度も同じこ
とを話さなくて
すむよう、情報
共有を図るため
の仕組みづくり
をします



施
策
番
号

平成27年度の取組
（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課施策内容

相談員等を対象に、研修を行った。
【再掲　施策番号103】

人権・男女共生課

相談員等を対象に、専門家による事例検討会・スーパー
ビジョンを実施した。
【再掲　施策番号103】

人権・男女共生課

市民、相談員等を対象とした暴力防止啓発講座を開催し
た。【再掲　施策番号119】

人権・男女共生課

142

・配偶者暴力相談支援センター
長会議での連携を図る。
　【再掲　施策内容122】
・ＤＶ被害者支援において、大
阪府女性相談センター等関係機
関とのきめ細やかな連携に努め
る。
・大阪府ＤＶ相談担当者ブロッ
ク別連絡会での連携を図る。
【再掲　施策内容122】

ＤＶ被害者支援において、配偶者暴力相談支援センター
ときめ細やかな連携を図った。

人権・男女共生課

143

茨木市配偶者暴力相談支援セン
ターを設置し、ＤＶ被害者支援
を充実する。【再掲　施策内容
129】

配偶者暴力相談支援センターの設置に関する情報収集に
努め、設置について検討した。

人権・男女共生課

144
男性のための電話相談を実施す
る。

男性のための電話相談を実施した。
　〔実施事業名〕男性のための電話相談
　〔実施日〕毎月２回　〔相談件数〕12件

人権・男女共生課

145

・茨木市配偶者暴力相談支援セ
ンターにおいて、保護命令申立
て手続きの支援を行う。
・ＤＶ被害者等への支援を円滑
に行えるよう、ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会を中心とする関係
課及び関係機関の間での情報共
有並びに連携強化を図る。【再
掲　施策内容122】
・「配偶者等からの暴力被害者
支援対応マニュアル」を適宜更
新し、支援策や法令等の最新内
容を掲載するとともに、関係課
及び関係機関との情報共有を図
る。
【再掲　施策内容122】

関係各課、関係機関との連携と情報共有を図った。 人権・男女共生課

146

・民間の一時保護施設と連携し
て、一時保護事業を継続して実
施する。
・女性のための相談(電話・面
接）の充実を図る。
【再掲　施策内容102】
・ＤＶ被害者等への支援を円滑
に行えるよう、ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会を中心とする関係
課及び関係機関の間での情報共
有並びに連携強化を図る。【再
掲　施策内容122】
・ＤＶ被害者支援において、大
阪府女性相談センター等関係機
関とのきめ細やかな連携に努め
る。【再掲　施策内容142】

関係各課、関係機関との連携と情報共有を図り、被害者
のニーズに沿って、緊急避難が必要な被害者に対して、
一時保護を行った。また、一時保護者の安全に配慮した
一時保護の実施に努めた。

人権・男女共生課

一時保護を適切
に実施し、場所
の秘匿を徹底し
ます

141

各種相談窓口で
ＤＶが推測され
る相談に対して
適切な対応がで
きるよう、相談
員の研修を充実
します

・相談員等の資質向上のための
講座、研修会を実施する。
【再掲　施策番号103】
・ＤＶ防止ネットワーク連絡会
において、窓口対応に関する研
修会を実施する。【再掲　施策
内容128】
・相談員が助言・指導を受ける
機会を設け、相談員が適切な相
談業務が行える環境整備を行
う。【再掲　施策内容129】

配偶者暴力相談
支援センターと
の連携を強化し
ます

配偶者暴力相談
支援センターの
設置について検
討します

ＤＶ加害・被害
を含む男性のた
めの相談しやす
い窓口を充実す
るとともに、加
害行為について
は、専門の相談
機関の情報提供
等を行います

保護命令申立て
手続きに関する
情報提供をしま
す
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平成26年度の取組実績 担当課施策内容

ＤＶ被害者等への支援を円滑に行えるよう、ＤＶ防止
ネットワーク連絡会を開催した。
【再掲　施策番号122】

人権・男女共生課

ＤＶ等相談(電話・面接）の充実を図った。
【再掲　施策番号128】

人権・男女共生課

ＤＶ被害者等への支援を円滑に行えるよう、ＤＶ防止
ネットワーク連絡会を開催した。
【再掲　施策番号122】

人権・男女共生課

ＤＶ等相談(電話・面接）の充実を図った。
【再掲　施策番号128】

人権・男女共生課

149

・ＤＶ被害者等への支援を円滑
に行えるよう、ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会を中心とする関係
課及び関係機関の間での情報共
有並びに連携強化を図る。【再
掲　施策内容122】
・民間の一時保護施設と連携し
て、一時保護事業を継続して実
施する。【再掲　施策内容
146】

民間一時保護施設と連携しと、緊急一時保護事業を継続
して円滑に行った。

人権・男女共生課

ＤＶ被害者等への支援を円滑に行えるよう、ＤＶ防止
ネットワーク連絡会を開催した。
【再掲　施策番号122】

人権・男女共生課

ＤＶ等相談(電話・面接）の充実を図った。
【再掲　施策番号128】

人権・男女共生課

147

被害者等の個人
情報の管理が適
切にできる仕組
みを整備します

・配偶者暴力相談支援センター
を設置し、ＤＶ相談の充実を図
る。【再掲　施策内容128】
・配偶者暴力相談支援センター
長会議での連携を図る。
【再掲　施策内容122】
・大阪府ＤＶ相談担当者ブロッ
ク別連絡会での連携を図る。
【再掲　施策内容122】
・ＤＶ被害者等への支援を円滑
に行えるよう、ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会を中心とする関係
課及び関係機関の間での情報共
有並びに連携強化を図る。
【再掲　施策内容122】
・ＤＶ被害者支援において、大
阪府女性相談センター等関係機
関とのきめ細やかな連携に努め
る。【再掲　施策内容142】
・民間の一時保護施設と連携し
て、一時保護事業を継続して実
施する。【再掲　施策内容
146】

148

警察や子ども家
庭センター等関
係機関との連携
を強化します

・配偶者暴力相談支援センター
を設置し、ＤＶ相談の充実を図
る。【再掲　施策内容128】
・配偶者暴力相談支援センター
長会議での連携を図る。
【再掲　施策内容122】
・大阪府ＤＶ相談担当者ブロッ
ク別連絡会での連携を図る。
【再掲　施策内容122】
・ＤＶ被害者等への支援を円滑
に行えるよう、ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会を中心とする関係
課及び関係機関の間での情報共
有並びに連携強化を図る。【再
掲　施策内容122】
・ＤＶ被害者支援において、大
阪府女性相談センター等関係機
関とのきめ細やかな連携に努め
る。【再掲　施策内容142】

・配偶者暴力相談支援センター
を設置し、ＤＶ相談の充実を図
る。【再掲　施策内容128】
・ＤＶ被害者等への支援を円滑
に行えるよう、ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会を中心とする関係
課及び関係機関の間での情報共
有並びに連携強化を図る。【再
掲　施策内容122】
・ＤＶ被害者支援において、大
阪府女性相談センター等関係機
関とのきめ細やかな連携に努め
る。【再掲　施策内容142】

民間団体との連
携・協力体制を強
化します

150

専門的なこころ
のケアが必要な
被害者に対し
て、安全で安心
な生活ができる
よう関係機関と
連携して支援し
ます
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151

・配偶者暴力相談支援センター
を中心に、被害者の安全な環境
づくりの支援を行うとともに、
一時保護を行った被害者等への
生活再建に向けた支援を実施す
る。
・自主グループによる被害者の
居場所作り事業を実施し、被害
者の自立支援に取組む。

市民を対象とした暴力防止啓発講座を開催した。
【再掲　施策番号119】
被害者の居場所づくりに取組む自主グループを支援し
た。

人権・男女共生課

ハローワーク等と連携し、就労
支援についての啓発等を行う。

女性のエンパワーメント支援のため、再就職応援セミ
ナー等を開催した。
　〔実施事業名〕再就職応援セミナー
　〔実施日〕①平成26年９月３日　②９月８日
　　　　　　③９月11日
　〔対　象〕市内在住・在勤・在学者（16歳以上）
　〔参加者〕①26人　②20人　③16人
　〔テーマ〕①魅力ある応募書類の書き方と面接で
　　　　　　　の自己アピールのコツ
　　　　　　②最新の再就職状況と求人情報の活用
　　　　　　　の仕方
　　　　　　③自分の強みを知って、内定を獲得し
　　　　　　　よう！
　〔講　師〕①③ハッピーキャリアルートワン
　　　　　　　　代表　中﨑郁子さん
　　　　　　②茨木公共職業安定所職員

人権・男女共生課

キャリアカウンセラーによる専
門相談窓口を設置し、就労等自
立への支援を実施する。

専門家による女性のための生き方や自立に関する相談を
実施した。
　〔実施事業名〕ローズＷＡＭ相談事業
　〔事業内容〕専門家による女性の自立・生活相談
　〔相談員〕キャリアカウンセラー　中﨑郁子さん
　〔相談件数〕22件

人権・男女共生課

ハローワークや茨木商工会議所
と連携し、合同就職面接会など
就労支援を実施する。

ハローワークと連携し、就職サポート事業として、就労
にあたり支援を必要とする人たちに、仕事なんでも相
談、合同就職面接会、スキルアップ講座等の実施の他、
再就職支援助成金制度を実施した。
【再掲　施策番号55】

商工労政課

・配偶者暴力相談支援センター
長会議での連携を図る。
【再掲　施策内容122】
・大阪府ＤＶ相談担当者ブロッ
ク別連絡会での連携を図る。
【再掲　施策内容122】
・ＤＶ被害者等への支援を円滑
に行えるよう、ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会を中心とする関係
課及び関係機関の間での情報共
有並びに連携強化を図る。【再
掲　施策内容122】
・ＤＶ被害者支援において、大
阪府女性相談センター等関係機
関とのきめ細やかな連携に努め
る。【再掲　施策内容142】

ＤＶ被害者等への支援を円滑に行えるよう、ＤＶ防止
ネットワーク連絡会を開催した。
【再掲　施策番号122】

人権・男女共生課

・配偶者暴力相談支援センター
を設置し、ＤＶ相談の充実を図
る。　【再掲　施策内容128】

ＤＶ等相談(電話・面接）の充実を図った。
【再掲　施策番号128】

人権・男女共生課

当事者のエンパ
ワーメントを支
援するため、安
全で安心な環境
で被害者同士が
情報交換等ので
きる場づくりを
します

ハローワーク等
と連携し、就労
支援を行います

152

153

医療機関、警
察、民間団体等
の様々な機関が
連携し、継続的
な被害者支援を
実施する仕組み
をつくります
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配偶者暴力相談支援センターを
設置し、ＤＶ相談の充実を図
る。【再掲　施策内容128】

ＤＶ等相談(電話・面接）の充実を図った。
【再掲　施策番号128】

人権・男女共生課

ＤＶや子どもに関する関係機関
と連携して、適切な情報提供を
行う。

ＤＶを認める家庭に、保健師による活動を実施した。
　訪問　86件、面接相談　10件、電話相談　256件

保健医療課

企業広告付き子育てハンドブッ
ク（情報編）を作成し、情報提
供を行うとともに、電子書籍化
し、情報発信の多様化と利便性
の向上を図る。

子育て支援総合センターだより、子育てハンドブック
（情報編）を発行、配布した。
　〔冊子〕　　子育て支援総合センターだより
　〔発行時期〕平成26年７月・10月・12月・
              平成27年３月
　〔発行部数〕各4,000部

　〔冊子〕　　子育てハンドブック(情報編)
　〔発行・配布部数〕15,000部

子育て支援課

実務者を中心にＤＶや子どもに
関する関係機関との連携を強化
する。

各関係機関と情報の共有を密に行うとともに、適切な情
報の収集を行った。

保育幼稚園課

ＤＶや子どもに関する関係機関
についての情報提供を行う。

ＤＶや子どもに関する関係機関についての情報提供を
行った。

学校教育推進課

・関係各課及び関係機関との
ケース会議を行い、支援体制の
整備を推進する。
・実務者を中心にＤＶや子ども
に関する関係機関との連携を強
化する。【再掲　施策番号
154】

関係各課及び関係機関とのケース会議を行い、支援体制
の整備を推進した。
実務者を中心にＤＶや子どもに関する関係機関との連携
を強化した。

保育幼稚園課

ＤＶや子どもに関する関係機関
と連携し、情報の保護や適切な
対応を行う。

ＤＶや子どもに関する関係機関と連携し、情報の保護者
適切な対応を行った。

学校教育推進課

地域子育て支援センター及びこ
ども相談室等にて子育て相談を
実施する。
こども相談室での相談：電話相
談、面接相談、訪問相談、メー
ル相談、ぽっぽルーム、つどい
の広場での相談【再掲　施策番
号99】

子育て相談の充実および周知を図るとともに、地域にお
ける安心・安全に子育てできる環境を提供した。【再掲
施策番号99】

子育て支援課

「いじめ」ホッと電話相談カー
ドを市内全児童生徒に配布する
とともに、電話教育相談につい
ては広報誌等で周知する。

「いじめ」ホッと電話相談カードを各校に配布し、児
童・生徒や保護者からの電話による相談を受け付けた。
　〔配布部数〕合計27,000枚
　〔配布先〕各校
           （児童・生徒・教職員・その他）

教育センター

・障害者虐待防止センターを市
障害福祉課に設置し、障害者虐
待の通報受理や障害者の権利擁
護に努めるとともに、関係機関
に対しＤＶに関する情報提供を
行う。また、地域の相談支援事
業所でも通報受理や虐待につい
ての相談や支援のできる体制を
作る。
・障害者・高齢者虐待防止ネッ
トワーク連絡会を開催し、情報
提供を行う。

障害福祉課

高齢者虐待ケース対応時に、関
係機関へ情報提供を行う。

高齢者支援課
（高齢介護課）

155

児童虐待やＤＶ
で被害を受けた
子どもが保育所
（園）・幼稚
園・学校等で安
全に過ごせるよ
う、情報の保護
や対応の整備を
推進します

154

子どもへの支援
について適切な
情報提供を行い
ます

156

子どものこころ
のケアが必要な
場合は、子ども
に関する相談窓
口が安心して生
活できるよう支
援します

157

高齢者や障害者
の相談に携わる
機関に対して、
ＤＶやＤＶ相談
機関等に関する
情報提供を充実
します

障害者・高齢者虐待防止ネットワーク連絡会を開催し、
参加メンバーが現状を認識するとともにと意見交換を実
施した。
　〔実施日〕平成26年７月16日
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関係課と協力して、通訳者情報
の提供を行う。

関係課と協力して、通訳者情報の提供を行った。 文化振興課

定住外国人に対する支援等の情報の把握に努め、円滑に
情報提供できるよう努めた。

人権・男女共生課

市役所庁内におけるＤＶ被害者対応について記載した
「配偶者等からの暴力被害者支援対応マニュアル」に、
多言語での相談に対応している関係機関を掲載し、情報
提供に努めた。

人権・男女共生課

159

・関係課と連携し通訳者情報の
提供を通じて、在住外国人に対
する支援を行う。【再掲　施策
内容94　】
・ＤＶ被害者等への支援を円滑
に行えるよう、ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会を中心とする関係
課及び関係機関の間での情報共
有並びに連携強化を図る。【再
掲　施策内容122】

市役所庁内におけるＤＶ被害者対応について記載した
「配偶者等からの暴力被害者支援対応マニュアル」に、
多言語での相談に対応している関係機関を掲載し、情報
提供に努めた。【再掲　施策番号158】

人権・男女共生課

被害者が高齢
者・障害者や外
国人で通訳者等
の支援が必要な
場合に派遣でき
る体制の整備を
図ります

158

多言語でのＤＶ
に関する情報提
供や相談できる
機関との連携を
図ります

・国・府等が作成する多言語に
よるパンフレット等の周知を行
います。（施策内容93　再掲）
・関係課と連携し通訳者情報の
提供を通じて、在住外国人に対
する支援を行います。（施策内
容94　再掲）
・在住外国人相談窓口情報を提
供します。（施策内容94　再
掲）


