
平成２９年度～平成３５年度

配偶者や恋人・家族等からの暴力の防止及び

被害者支援のための基本計画





は じ め に

配偶者や恋人からの暴力（ＤＶ及びデートＤＶ）など

のあらゆる暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権

侵害であるとともに男女共同参画社会の形成を阻害す

る大きな要因となっております。

本市では、平成２６年３月に策定した「第２次宮崎市

男女共同参画基本計画」の中で、重点的に取り組んでい

く施策の一つとして、「ＤＶ（ドメスティック・バイオ

レンス）防止のための啓発及び支援体制の充実」を掲げ、

暴力の根絶のための啓発、暴力の防止・救済に向けた取

り組みを進めてまいりました。

この度、被害者の方に最も身近な行政主体として、関係部局・関係機関が連携して

ＤＶの防止、被害者からの相談対応や安全確保及び自立支援、支援体制の充実など総

合的な推進を図るため、「宮崎市ＤＶ防止・被害者支援計画」を策定しました。

本計画では、「ＤＶを許さない社会づくり」、「安心して相談できる体制づくり」、「迅

速かつ安全な保護」、「生活再建のための支援」及び「関係機関との連携協力等」の

５つの基本目標を掲げるとともに、各々の現状と課題を踏まえた１０の重点分野と、

２５の施策の方向を定め、関係部局・関係機関と連携を図りながら計画を推進してま

いります。

今後とも、市民の皆様と共に、配偶者等からの暴力は絶対に許さないという意識の

醸成を図りながら、関係機関・団体等との連携をより一層強化し、すべての人の人権

が尊重され、個性と能力を十分に発揮できる社会を実現してまいりたいと存じますの

で、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました「宮崎市男女共同

参画社会づくり推進審議会」「宮崎市配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本計画策定

市民作業部会」をはじめ、ご協力をいただきました皆様に対しまして心から感謝申し

上げます。

平成２９年３月

宮崎市長 戸敷 正
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第１章 計画策定にあたって

１ 計画策定の趣旨

配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。）は、

犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。また、DVは多くの場合、女性が被害

者であり、男女が平等でお互いの尊厳を重んじ対等な関係づくりを進める男女共同

参画社会の形成を大きく阻害するものであるため、解決しなければならない重要な

課題です。

こうしたことから、国では平成１３年４月に、配偶者からの暴力防止及び被害者

の保護を図ることを目的として、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律（DV防止法）」を制定しました。

また、平成１９年７月には、保護命令制度の拡充とともに、被害者に対する自立

支援策を充実させるため、市町村における基本計画の策定及び配偶者暴力相談支援

センター設置を努力義務とするDV防止法の一部改正がなされました。

なお、平成２５年６月には、配偶者だけでなく、生活の本拠を共にする交際相手

からの暴力及びその被害者についても、DV防止法を準用するとした改正があり、

法律の名称も「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改め

られました。

これらのことから、住民に最も身近な行政主体である市町村に対してDV防止施

策のより一層の充実が求められているため、本市においても、関係部局・関係機関

が連携してDVの防止、被害者からの相談対応や被害者の安全確保及び自立支援、

支援体制の充実など総合的な推進を図ることを目的に、「宮崎市DV防止・被害者

支援計画」を策定します。
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勘案

２ 計画の位置づけ

本計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下、

「DV防止法」という。）第２条の３第３項の規定に基づく市町村基本計画とします。

また、「第２次宮崎市男女共同参画基本計画」の基本目標２「人権が尊重され、

健康に暮らせる環境づくり」の重点分野③「男女の人権尊重と女性に対するあらゆ

る暴力の根絶」に関する施策の方向（７）「DV（ドメスティック・バイオレンス）

防止のための啓発及び支援体制の充実」を達成するための計画として位置づけるも

のとします。

宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例

第２次宮崎市男女共同参画基本計画

○基本目標２

人権が尊重され、健康に暮らせる環境づくり

○重点分野③

男女の人権尊重と女性に対するあらゆる
暴力の根絶

○施策の方向（７）

DV（ドメスティック・バイオレンス）
防止のための啓発及び支援体制の充実

【法律】

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

【基本方針】

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する

基本的な方針

DV対策宮崎県基本計画

国

宮崎市

宮崎県
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第２次宮崎市男女共同参画基本計画体系図

基本理念

（１） 男女共同参画に関する広報・啓発の推進

（２）
男性・子どもにとっての男女共同参画の促進

（３）
固定的な性別役割分担意識にとらわれない
生活設計の啓発

（４） メディアにおける男女共同参画の推進

②
多様な選択を可能と
する教育と学習の充実

（５）
男女共同参画の視点に立った家庭・学校・
地域・職場等における教育・学習の推進

（６）
セクシュアル・ハラスメントなどあらゆる
ハラスメントの防止対策の推進

（７）
DV（ドメスティック・バイオレンス）防止
のための啓発及び支援体制の充実

（８） 児童虐待防止のための支援体制の充実

（９）
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖
に関する健康/権利）に関する意識の浸透

（１０）
それぞれのライフステージに対応した健康の
保持増進対策の推進

（１１）
ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及・
浸透

（１２）
多様なライフスタイルに対応できる子育てや
介護等の支援

（１３）
雇用における男女の均等な機会及び待遇の
確保

（１４）多様な働き方への支援

（１５）女性の職業能力開発への支援

（１６）
農林水産業・商工業自営業で働く女性の就業
環境の整備

（１７）政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

（１８）女性のエンパワーメントに対する支援

（１９）
高齢者、障がい者、外国人等が安心して
暮らせる環境の整備

（２０）ひとり親家庭の自立支援の充実

（２１）貧困など生活上の困難に対する支援の充実

（２２）
男女共同参画による地域の活性化と
まちづくりの推進

（２３）男女共同参画による防災対策の推進

（２４）男女共同参画による環境対策の推進

（２５）
男女共同参画に関する世界の取り組みに
ついての理解と国際交流の推進

性
別
に
か
か
わ
り
な
く
　
ひ
と
り
ひ
と
り
が
輝
き
　
思
い
や
り
の
あ
る
ま
ち

人権が尊重
され、健康に
暮らせる環境
づくり
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⑥

⑧

⑨

性別に
かかわりなく
あらゆる分野
で活躍でき、
多様な生き方
が選択できる
社会づくり

3

⑦

④

政策・方針決定への
女性参画の拡大

様々な困難な状況に
おかれている人々への
対応の充実

地域・防災・環境に
おける男女共同参画
の推進

⑤
男女の仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラ
ンス）の推進

男女の多様な働き方を
支援する就業環境整備
の充実

生涯を通じた男女の
健康支援

③
男女の人権尊重と
女性に対するあらゆる
暴力の根絶

基本目標 重点分野 施策の方向

1
男女共同参画
社会への意識
づくり

①
男女共同参画の視点に
立った社会制度・慣行
の見直しと意識改革

重点施策

重点施策

重点施策
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※１ 身体的暴行

なぐったり、けったり、物を投げつけたり、突き飛ばしたりするなどの身体に対する暴行。
※２ 心理的攻撃

人格を否定するような暴言、交友関係や行先、電話・メールなどを細かく監視したり長時間
無視するなどの精神的な嫌がらせ、あるいは、自分もしくは自分の家族に危害が加えられるの
ではないかと恐怖を感じるような脅迫。

※３ 経済的圧迫

生活費を渡さない、貯金を勝手に使われる、外で働くことを妨害されるなど。
※４ 性的強要

いやがっているのに性的な行為を強要される、見たくないポルノ映像等を見せられる、避妊
に協力しないなど。

※５ 「恋人や交際相手など親密な関係にある者」

性的少数者（セクシュアルマイノリティ）も含まれる。

３ 計画の期間

この計画の期間は、「第２次宮崎市男女共同参画基本計画」との整合性を図るた

め、平成２９年度から平成３５年度までの７年間とします。

ただし、社会情勢の変化、DV防止法及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等のための施策に関する基本的な方針」（以下、「基本方針」という。）の見

直し等により、新たに盛り込むべき事項等が生じた場合には、必要に応じて見直す

こととします。

４ 定義等

（１）DV防止法における定義

DV防止法では、「配偶者からの暴力」や「被害者」、「配偶者」を次のように

定義しています。

①配偶者からの暴力：身体的暴行※１に限らず心理的攻撃※２、経済的圧迫※３、性

的強要※４といった様々な暴力が含まれる。また、元配偶者からの暴力も含む。

②被害者：配偶者からの暴力を受けた者。

③配偶者：性別を問わない。事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

（２）本市における「被害者」の考え方

本計画では、DV防止法に規定される「配偶者」だけでなく、「恋人や交際

相手など親密な関係にある者」※５も含むものとします。

（３）DVの特徴等

DVは、配偶者だけでなく、交際相手など親密な関係にある者から振るわれ

る暴力であるため、被害が潜在化しやすい傾向にあります。

また、常に暴力を振るう形態だけでなく、3つの段階（緊張が高まり暴力と

なって爆発する「爆発期」、暴力を振るった後は後悔し、しばらくの間平穏に

なる「ハネムーン期」、暴力のエネルギーが高まる「緊張期」）を繰り返す形態

もあると言われており、周囲も気付かないうちに被害が深刻化してしまうとい

う特徴があります。
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第２章 DVに関する現状

１ 配偶者からの暴力の被害経験

（１）全国の状況

内閣府が平成26年度に実施した「男女間における暴力に関する調査」では、こ

れまでに結婚したことのある人に、「身体的暴行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性

的強要」の4つの行為をあげ、それぞれの行為について、配偶者から被害を受けた

ことがあるかを聞いたところ、被害経験が『あった』（「何度もあった」「1，2度あ

った」の計）は女性が23.7％、男性が16.6％となっています。

それぞれの行為については、「身体的暴行」では女性が15.4％、男性が10.8％、

「心理的攻撃」では女性が11.9％、男性が9.1％、「経済的圧迫」では女性が7.4％、

男性が2.2％、「性的強要」では女性が7.1％、男性が1.5％となっています。い

ずれの行為も、女性の割合が高くなっています。

配偶者からの被害経験（男女別）

「男女間における暴力に関する調査報告書」（内閣府 H26年度）

0.0 

0.9 

2.0 

1.4 

3.5 

1.5

1.3

7.1

9.4

13.1

94.8

93.8

87.2

86.2

80.5

3.7

3.9

3.7

3.0

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

D　性  的 強 要

C　経済的圧迫

B　心理的攻撃

A　身体的暴行

配偶者からの

被害経験の有無

男性　n=1,272人

何度もあった 1，2度あった まったくない 無回答

3.0 

3.6 

5.3 

3.3 

9.7 

4.1

3.8

6.6

12.1

14.0

86.9

87.2

82.5

79.6

72.1

6.0

5.4

5.6

5.0

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性　n=1,401人

何度もあった 1，2度あった まったくない 無回答

配偶者からの

被害経験の有無

Ａ 身体的暴行

Ｂ 心理的攻撃

Ｃ 経済的圧迫

Ｄ 性的強要
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（２）本市の状況

本市が平成27年度に実施した「宮崎市男女間における暴力に関する調査。（以

下、「本市調査」という。）」では、これまでに結婚したことのある人に、「身体的暴

行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的強要」の4つの行為をあげ、それぞれの行

為について、配偶者から被害を受けたことがあるかを聞いたところ、被害経験が『あ

った』（「何度もあった」「1，2度あった」の計）は女性が29.2％、男性が13.4％

となっています。女性の割合は、全国の割合を上回っており、約3人に1人は、

配偶者から暴力を受けている現状です。

それぞれの行為については、「身体的暴行」では女性が19.6％、男性が10.1％、

「心理的攻撃」では女性が16.6％、男性が6.4％、「経済的圧迫」では女性が7.9％、

男性が0.6％、「性的強要」では女性が10.7％、男性が1.3％となっています。い

ずれの行為も、女性の割合が高くなっています。特に女性の「身体的暴行」と「心

理的攻撃」の割合は、全国と比較して、ともに4ポイント以上上回っている状況に

あります。

配偶者からの被害経験（男女別）

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）
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D　性  的 強 要

C　経済的圧迫

B　心理的攻撃

A　身体的暴行

配偶者からの
被害経験の有無

男性　n=299人

何度もあった 1，2度あった まったくない 無回答

3.7 

4.6 

7.2 

6.3 

13.1 

7.0

3.3

9.4

13.3

16.1

81.5

85.0

76.5

74.1

65.4

7.8

7.2

7.0

6.3

5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性　n=459人

何度もあった 1，2度あった まったくない 無回答

配偶者からの

被害経験の有無

Ａ 身体的暴行

Ｂ 心理的攻撃

Ｃ 経済的圧迫

Ｄ 性的強要
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２ 相談等の状況

（１）DVに関する行政・民間団体への相談状況

県や市におけるDV相談の機関は、宮崎市女性相談室、宮崎県女性相談所、宮崎

市男女共同参画センター、宮崎県男女共同参画センター、ＮＰＯ法人等の民間団体

があります。

相談状況は、平成27年度が全体で延べ1,186 件となっています。

【DV相談件数の推移】 （単位：件）

※宮崎市女性相談室、宮崎県女性相談所の件数には「交際相手からの暴力」の件数は含まれて

おりません。

（２）宮崎県警察本部における配偶者からの暴力相談対応状況等

宮崎県警察本部における、配偶者からの暴力相談対応状況は、平成27年が391

件、ストーカー相談認知状況が280件となっています。

【配偶者からの暴力及びストーカー事案の推移】 （単位：件）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

宮崎市女性相談室 352 452 415 354

宮崎県女性相談所 464 461 314 476

民間団体 378 305 235 200

宮崎市男女共同参画

センター

（H27年12月～）

－ － － 4

宮崎県男女共同参画

センター 184 196 163 152

合 計 1,378 1,414 1,127 1,186

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

配偶者からの

暴力相談対応状況 373 409 374 391

ストーカー相談

認知状況 201 265 289 280

合 計 574 674 663 671
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３ 男女間の暴力を防止するために必要なこと

（１）全国の状況

「男女間における暴力を防止するためには、どのようなことが必要だと考えま

すか。」と聞いたところ、「被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増

やす」が69.4％と最も多く、「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するた

めの教育を行う」が64.6％、「加害者への罰則を強化する」が60.4％、「学校・

大学で生徒・学生に対し、暴力を防止するための教育を行う」が57.6％などと

なっています。

「男女間における暴力に関する調査報告書」（内閣府 H26年度）

3.7

3.6

5.1

23.7

38.3

34.6

44.0

46.1

58.2

60.0

66.6

66.9

4.6

1.4

4.0

21.4

37.3

46.1

43.5

52.0

57.0

60.9

62.8

71.7

4.2

2.5

4.5

22.5

37.8

40.5

43.7

49.1

57.6

60.4

64.6

69.4

総数

女性

男性

●家庭で保護者が子どもに暴力防止の教育を行う

●加害者への罰則を強化する

●学校・大学で生徒・学生に暴力防止の教育を行う

●暴力を繰り返さないための教育を行う研修や啓発を行う

●メディアを活用して、広報・啓発活動を行う

●暴力を助長するおそれのある情報を取り締まる

●被害者を発見しやすい警察や医療関係者などに研修や啓発を行う

●地域で暴力を防止するための研修会等を行う

●その他

●特にない

●無回答

●被害者が早期に相談できる相談窓口を増やす

（単位：%）

8



（２）本市の状況

「男女間における暴力を防止するためには、どのようなことが必要だと考えま

すか。」と聞いたところ、「被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増

やす」が69.8％と最も多く、「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するた

めの教育を行う」が63.9％、「学校・大学で生徒・学生に対し、暴力を防止する

ための教育を行う」が60.8％、「加害者への罰則を強化する」が59.8％などと

なっています。

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

2.1

2.4

4.8

25.3

31.7

35.7

48.0

42.4

61.1

61.9

63.2

67.2

4.3

1.2

3.4

20.2

36.4

42.4

42.6

50.9

59.4

60.3

64.9

72.3

3.4

1.8

4.2

22.3

34.8

39.5

44.3

47.5

59.8

60.8

63.9

69.8

総数

女性

男性

●被害者が早期に相談できる相談窓口を増やす

●家庭で保護者が子どもに暴力防止の教育を行う

●学校・大学で生徒・学生に暴力防止の教育を行う

●加害者への罰則を強化する

●暴力を繰り返さないための教育を行う研修や啓発を行う

●メディアを活用して、広報・啓発活動を行う

●暴力を助長するおそれのある情報を取り締まる

●被害者を発見しやすい警察や医療関係者などに研修や啓発を行う

●地域で暴力を防止するための研修会等を行う

●その他

●特にない

●無回答

（単位：%）
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第３章 施策の体系及び内容

① 法律等の周知徹底

② 男女共同参画の視点からの啓発活動の推進

③ 啓発資料の充実

④ 被害の早期発見の促進

① 交際相手からの暴力防止等に関する啓発

② 児童・生徒や保護者へのDV防止教育・啓発の推進

③ 教職員等へのDV関連情報の周知

① 相談窓口の周知

② 職員研修の実施

③ 相談機能の充実

④ 高齢者、障がい者等に配慮した相談対応

① 一時保護における関係機関との連携

② 民間支援団体等との連携による一時保護

③ 保護命令制度についての情報提供

（２）被害者の情報管理の徹底 ① 被害者の情報管理の徹底

① 就労・生活・各種手続き全般における支援

② 住宅確保に向けた支援

③ 福祉施策等を活用した支援

（２）被害者への支援 ① 心と体の健康回復に向けた支援

① 心理的ケアにかかる支援

② 就学・保育にかかる支援

① 宮崎市DV防止連絡調整会議による連携の強化

② 県及び近隣他市町村との情報共有・広域連携の推進

③ 民間団体との連携強化

（２）苦情の処理 ① 苦情の処理

生活基盤を整えるための
支援

子どもへの支援

関係機関との連携・協力
の強化

基本目標

市民への啓発の充実

教育・啓発の充実

相談体制の充実

DVを
許さない
社会づくり

安心して
相談できる
体制づくり

迅速かつ
安全な保護

施策の方向重点分野

（１）

（１）

（３）

（１）

（１）

（１）

（２）

安全な保護体制の確保

生活再建の
ための支援

関係機関
との
連携協力等

1

2

3

4

5
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基本目標１ ＤＶを許さない社会づくり

基本目標１ ＤＶを許さない社会づくり

重点分野（１） 市民への啓発の充実

【現状と課題】

本市調査報告書によると、ＤＶという言葉の認知度は高まってきているものの、

被害者の約5割（47.8%）が相談しておらず、「相談するほどのことではないと思

ったから」、「自分にも悪いところがあると思ったから」、「自分さえがまんすれば、

なんとかこのままやっていけると思ったから」などがその主な理由となっています。

また、被害者が、自身への被害がＤＶであると認識していない可能性もあります。

その背景として、固定的性別役割分担意識※６や経済力の格差など構造的な問題があ

ると言われています。加えて、ＤＶに関する理解が深まっていないことも考えられ

ます。

ＤＶを防止するためには、男女の人権を尊重し、個人の尊厳を傷つける暴力は許

さないという意識を、社会全体で共有することが重要です。

また、ＤＶは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることや、子どもの前

で配偶者等に暴力をふるう面前ＤＶは、子どもに著しい心理的外傷を与える児童虐

待にあたるなど、正しい理解を広げていくことが大切です。

さらに、ＤＶは外部からの発見が困難である上、被害者が様々な理由から支援を

求めないことも考えられます。そのため、ＤＶ防止法では、ＤＶを発見した場合の

通報の努力義務とともに、医師その他の医療関係者等から通報することができると

定められています。福祉、教育関係者等も含めて、被害者を発見しやすい立場にあ

る者に対し、ＤＶ防止法の規定や趣旨、関係機関等の情報について周知を図る必要

があります。

本市では「第２次宮崎市男女共同参画基本計画」※７に基づき、男女の人権尊重と

女性に対するあらゆる暴力の根絶を目指し、「ＤＶ（ドメスティック・バイオレン

ス）防止のための啓発及び支援体制の充実」を重点施策として掲げ、様々な活動に

取り組んでいるところです。

※６ 固定的性別役割分担意識

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、
男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分けることを言う。

※７ 第２次宮崎市男女共同参画基本計画（平成 26 年度～平成 35 年度）

男女共同参画社会基本法の規定に基づき、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的
利益などを享受することができ、かつ、ともに責任を負う男女共同参画社会の実現を目指すた
めの本市の基本計画。
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基本目標１ ＤＶを許さない社会づくり

ＤＶ防止法の認知度

※総数には性別無回答者を含む。

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

配偶者からの被害の相談の有無

※総数には性別無回答者を含む。

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

28.5 

19.0 

23.0 

61.9

69.2

66.0

7.7

10.1

9.3

1.9

1.8

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 n=375人

女性 n=564人

総数 n=961人

法律があることも

その内容も知っている

法律があることは知っているが、

内容はよく知らない

法律があることも

その内容も知らなかった

無回答

22.5 

49.3 

44.4 

62.5

45.5

47.8

15.0

5.2

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 n=  40人

女性 n=134人

総数 n=180人

相談した 相談しなかった 無回答
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基本目標１ ＤＶを許さない社会づくり

相談しなかった理由（複数回答）

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

3.5 

14.0 

18.6 

9.3 

3.5 

3.5 

27.9 

10.5 

9.3 

5.8 

4.7 

38.4 

5.8 

53.5 

3.5 

2.3 

3.3 

16.4 

24.6 

9.8 

4.9 

4.9 

32.8 

14.8 

9.8 

8.2 

4.9 

37.7 

6.6 

45.9 

3.3 

1.6 

4.0 

8.0 

4.0 

8.0 

-

-

16.0 

-

8.0 

-

4.0 

40.0 

4.0 

72.0 

4.0 

4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

どこ（だれ）に相談してよいのかわからなかったから

恥ずかしくてだれにも言えなかったから

相談してもむだだと思ったから

自分が受けている行為がＤＶとは

認識していなかったから

相手の仕返しが怖かったから

相談相手の言動で不快な思いをさせられると思ったから

自分さえがまんすればなんとかこのまま

やっていけると思ったから

世間体が悪いと思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

他人に知られるとこれまでどおりの

つき合いができなくなるから

そのことについて思い出したくなかったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相手の行為は愛情の表現だと思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

その他

無回答

総数 n=86人
M.T=214.0％

女性 n=61人
M.T=229.5％

男性 n=25人
M.T=176.0％
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基本目標１ ＤＶを許さない社会づくり

【施策の方向】

①法律等の周知徹底

・「女性に対する暴力をなくす運動」※８期間に加え、様々な機会を捉えＤＶを

未然に防止するための広報・啓発を推進します。

②男女共同参画の視点からの啓発活動の推進

・男女が個人として尊重され、性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮

できる男女共同参画社会づくりを進めるための広報・啓発を推進します。

・宮崎市男女共同参画センター「パレット」において、広く市民に対し、ＤＶ

に関する理解を深め、被害の防止を図るため、ＤＶに関する講座を開催しま

す。

③啓発資料の充実

・若年層、地域、事業所など対象に応じた各種啓発資料の充実を図ります。

・市ホームページや、宮崎市男女共同参画センター「パレット」のホームペー

ジ、リーフレット等による情報提供、宮崎市立図書館や「パレット」内の図

書の充実を図ります。

④被害の早期発見の促進

・医師その他の医療関係者に対し、ＤＶ防止法第6条第2項※９の規定など、

周知を図り、被害者の早期発見の促進に取り組みます。

・従来から地域に根ざした活動を行っている民生委員・児童委員に対し、宮崎

市男女共同参画センター「パレット」の講師派遣事業を活用した研修等の開

催、ＤＶに関する資料の配布、研修への参加を勧め、理解と協力を求めます。

※８ 女性に対する暴力をなくす運動

女性の人権の尊重のため社会の意識啓発や教育の充実を図ることを目的として、国が平成
12年から実施している運動で、期間は 11月 12日から11月 25日までの2週間。

※９ ＤＶ防止法第 6条第 2 項

医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、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たときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又
は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるも
のとする。
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基本目標１ ＤＶを許さない社会づくり

重点分野（２） 教育・啓発の充実

【現状と課題】

本市調査報告書によると「交際相手からの暴力の認知度」では、76.3%が知って

いる現状にあり、国の60.4%と比較すると高い認知度となっています。また、交

際相手から被害を受けたことのある女性は10歳代から20歳代の頃に「身体的暴

行」、「心理的攻撃」、「経済的圧迫」、「性的強要」の暴力を経験しています。

被害を未然に防止するためには児童・生徒に対し、ＤＶについて考える機会を積

極的に提供することが必要です。

本市では、市内全中学校1年生に対する「男女共同参画サポートBook のびのび」

の配布や全公立中学校2年生に対し「デートＤＶ講座」※１０を実施するなど、啓発

に努めているところです。今後はさらに、早期の啓発や教育の重要性を再認識し、

ＤＶを未然に防止するための対策を関係機関と協力しながら推進する必要があり

ます。

「交際相手からの暴力」の認知度

※総数には性別無回答者を含む。

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

34.7 

40.1 

38.0 

41.1

36.9

38.3

19.5

16.0

17.6

4.8

7.1

6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 n=375人

女性 n=564人

総数 n=961人

言葉も、その内容も知っている 言葉があることは知っているが、

内容はよく知らない

言葉があることを知らなかった 無回答

※１０ デートＤＶ講座

民間団体が実施する「デートＤＶ対策プログラム」を活用した、身体的・精神的・性的暴力
等の犯罪への対策及びＤＶを未然に防止する講座。
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基本目標１ ＤＶを許さない社会づくり

【施策の方向】

①交際相手からの暴力防止等に関する啓発

・交際相手からの暴力を防止するため、中学生に向けた「男女共同参画サポー

トBookのびのび」の活用促進と民間団体の「デートＤＶ対策プログラム」

を活用した「デートＤＶ講座」の取り組みを充実させるなど、引き続き広報・

啓発に努めます。

・啓発後にはアンケート調査等を実施し、実態を把握しながら、さらに効率的・

効果的な啓発に繋がるよう努めます。

②児童・生徒や保護者へのＤＶ防止教育・啓発の推進

・人権を尊重する意識を高め、男女平等の理念を推進する教育・学習の一層の

充実を図ります。

③教職員等へのＤＶ関連情報の周知

・宮崎市男女共同参画センター「パレット」の講師派遣事業を活用した研修等

の開催及びＤＶに関する資料の配布等、教職員への積極的な周知を図ります。

また、教職員や保育士などがＤＶに関する研修等に積極的に参加するよう働

きかけを行います。
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基本目標２ 安心して相談できる体制づくり

基本目標２ 安心して相談できる体制づくり

重点分野（１） 相談体制の充実

【現状と課題】

本市では、宮崎市女性相談室及び宮崎市男女共同参画センター「パレット」にお

いて、被害者からの相談に対応しています。

宮崎市女性相談室では、女性相談員２名が女性の生活上の問題、子どもや家庭の

トラブルなど、ＤＶを含めた様々な悩みについて相談を受けています。

宮崎市男女共同参画センター「パレット」では、男女共同参画の視点を踏まえた

男女双方の生き方を支援するため、相談員２名が常駐し電話相談・面接相談を行い、

さらに臨床心理士・弁護士による相談実施日も定期的に設けています。

これらの相談の中で、被害者のニーズや問題点等を整理するとともに、緊急性の

高い一時保護※１１を含めた対応、関係部局と連携した各種福祉制度にかかる支援、

保護命令※１２や離婚調停など法的手段の情報提供などの支援を行っています。

その他健康支援課、医療介護連携課、社会福祉課、生活安全課などの健康・生活・

経済面における相談窓口のほか、市民課、子ども課、国保年金課など各種手続きの

窓口でも相談対応しています。一方本市調査報告書によると、被害に遭われた方の

47.8%が相談しておらず、また「相談できる窓口を知らない」と半数以上（55.3%）

の方が回答しているため、市民への相談窓口の周知徹底を行う必要があります。

また、被害者が関係部局の窓口で様々な手続きをする際の安全やプライバシーに

配慮した相談場所の確保や受付方法など、被害者の心理的負担を軽減するための工

夫が必要と考えます。

高齢者、障がい者等の被害についても、関係部局、関係機関、団体等と連携して

対応しており、個々のケースに応じた支援を行っています。

※１１ 一時保護

都道府県が運営する女性相談所に、緊急に保護が必要な被害者を一時的に保護すること。ま
た、女性相談所から厚生労働大臣が定める基準を満たす民間シェルター等に委託することもで
きる。

※１２ 保護命令

配偶者等からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者等から
の身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときに、裁
判所が被害者の申立により、加害者（事実婚の者及び元配偶者を含む、生活の本拠を共にする
交際相手）に対して発する命令。①被害者への接近禁止命令、②被害者への電話禁止命令、③
被害者の子又は親族等への接近禁止命令、④退去命令がある。
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基本目標２ 安心して相談できる体制づくり

相談窓口の周知度

※総数には性別無回答者を含む。

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

43.7 

42.6 

43.0 

54.4

55.7

55.3

1.9

1.8

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 n=375人

女性 n=564人

総数 n=961人

知っている 知らない 無回答
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基本目標２ 安心して相談できる体制づくり

【施策の方向】

①相談窓口の周知

・パンフレット等を活用し、公的機関だけでなく、民間にも協力を依頼しなが

ら配布先を工夫することで、より多くの市民に対し、ＤＶの相談窓口の周知

を図ります。

・市広報やホームページなどを有効に活用するとともに、多くの市民に情報を

提供できる各窓口やイベントなど、あらゆる機会を捉えて相談窓口の周知を

図ります。

②職員研修の実施

・関係部局の取り組み状況や個別の問題について情報交換を行い、関係部局の

横の連携強化を図るとともに、事例検証を含めた被害者への適切な助言や施

策を行うための窓口対応職員の研修を実施します。

・被害者の個々の状況を正確に理解し、二次的被害※１３を生じさせない等、適

切な対応・支援を実施するための職員研修を実施します。

③相談機能の充実

・宮崎市女性相談室及び宮崎市男女共同参画センター「パレット」において、

引き続き被害者の心理的問題の解決をサポートし、安心して相談できる体制

の充実を図ります。

・基本方針に基づき、関係機関等との連携を強化します。

・被害者の負担軽減等を図るため、ワンストップ・サービスを推進します。

④高齢者、障がい者等に配慮した相談対応

・高齢者や障がい者等からの相談に対しては、心身の状況や必要な支援を踏ま

えて、引き続き関係部局、関係機関・団体等が連携して対応します。

※１３ 二次的被害

被害者が被害を受けた後に、職務関係者の不適切な言動により、さらに傷つけられてしまう
こと。
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基本目標３ 迅速かつ安全な保護

基本目標３ 迅速かつ安全な保護

重点分野（１） 安全な保護体制の確保

【現状と課題】

緊急性、危険性の高い被害者からの相談の場合、警察への相談を促すとともに、

関係機関や団体等に一時保護依頼を行っています。

被害者の一時保護は、宮崎県女性相談所が行っているため、同相談所との緊密な

連携が欠かせません。また、被害者を連れ戻そうとする加害者も少なくないため、

一時保護後も、警察と連携を図りながら安全確保に努める必要があります。

さらに、被害者の生命又は身体の安全を確保するのに有効な手段として、ＤＶ防

止法による保護命令があります。保護命令は要件等が定められており、書類の作成

や審尋など被害者本人が自分で遂行しなければならないことが多いため、被害者に

対し、情報提供や助言が必要です。

【施策の方向】

①一時保護における関係機関との連携

・緊急性、危険性の高い被害者から相談があった際、警察、宮崎県女性相談所

等の関係機関と連携し、迅速に一時保護の対応を行います。

②民間支援団体等との連携による一時保護

・被害者のニーズや状況により、宮崎県女性相談所への一時保護に繋ぐことが

困難な場合には、民間シェルター※１４を活用するなど民間支援団体と連携し

て対応します。

③保護命令制度についての情報提供

・ＤＶ防止法の保護命令について、引き続き制度についての情報提供や助言を

行います。

※１４ 民間シェルター

民間団体によって運営される、被害者が緊急一時的に避難できる施設。相談への対応や、被
害者の自立に向けたサポートなどの援助も行っている。
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基本目標３ 迅速かつ安全な保護

重点分野（２） 被害者の情報管理の徹底

【現状と課題】

被害者等の安全を守るためには、被害者等の支援に携わる関係部局において、情

報管理を徹底する必要があります。

住民基本台帳事務にかかる被害者の保護のための措置手続きを行っている被害

者等の情報については、行政から加害者に漏洩することがないよう、関係部局で情

報管理を行っています。

また、加害者が被害者等を追跡するために、同伴家族である子どもが通っていた

学校等に転出先を聞きだそうとすることも考えられるため、学校等においても被害

者の情報管理を徹底する必要があります。

【施策の方向】

①被害者の情報管理の徹底

・住民基本台帳の閲覧等の制限手続きについて、市民課と関係部局の連携によ

り、引き続き迅速かつ慎重に行います。

・関係部局や学校等において、被害者と同伴家族の個人情報を適切に管理しま

す。
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基本目標４ 生活再建のための支援

基本目標４ 生活再建のための支援

重点分野（１） 生活基盤を整えるための支援

【現状と課題】

本市調査報告書によると「配偶者から被害を受けたときの行動」では、その後相

手と別れた女性が20.9％となっており、国の10.8％と比較すると、本市では離婚

するケースが多い結果となっています。また、「配偶者と別れなかった理由」とし

て、経済的理由が原因で別れられない女性が57.8％と国の44.7％を大きく上回っ

ています。離婚後に自立した生活を送ることができる保障はないため、被害者が将

来自立できるよう、法令により定められた支援を行うほか、各種手続きを行う上で

の情報提供や同行支援を行っています。

市営住宅の優先入居については、これまで利用実績は多くありません。これは制

度自体があまり知られていないことに加え、保証人や初期費用、部屋の条件等の問

題のほか、同一市内で加害者に居場所を知られたくないという被害者の意識が市営

住宅の利用を遠ざけているのではないかと考えられます。そのため、今後は市営住

宅だけではなく民間住宅の活用についても検討していく必要があります。

また、支援を行う中で、被害者が各窓口で何度も状況説明をする手間を省くため

に、予め関係機関において情報共有しておくことも重要です。

配偶者から被害を受けたときの行動

※総数には性別無回答者を含む。

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

5.0 

20.9 

18.3 

32.5

47.8

43.9

52.5

25.4

30.6

10.0

6.0

7.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 n=  40人

女性 n=134人

総数 n=180人

相手と別れた 別れたい（別れよう）と思ったが、

別れなかった

別れたい（別れよう）とは

思わなかった

無回答
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基本目標４ 生活再建のための支援

配偶者と別れなかった理由（複数回答）

※総数には性別無回答者を含む。

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

3.8 

49.4 

20.3 

12.7 

12.7 

8.9 

12.7 

27.9 

3.8 

46.8 

1.3 

4.7 

57.8 

18.8 

12.5 

12.5 

10.9 

14.1 

25.0 

4.7 

45.3 

1.6 

-

7.7 

30.8 

15.4 

7.7 

-

7.7 

38.5 

-

46.2 

-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相手の仕返しが怖かったから

経済的な不安があったから

世間体が悪いと思ったから

相手には自分が必要だと思ったから

これ以上は繰り返されないと思ったから

周囲から別れることに反対されたから

相手が別れることに同意しなかったから

相手が変わってくれるかもしれないと思ったから

その他

子どもがいるから、子どものことを考えたから

無回答

総数 n=79人
M.T=200.0％

女性 n=64人
M.T=207.8％

男性 n=13人
M.T=153.8％
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基本目標４ 生活再建のための支援

【施策の方向】

①就労・生活・各種手続き全般における支援

・宮崎市自立相談支援センター“これから”において就労支援制度を活用し、

履歴書の書き方からハローワークの同行支援まで、個々の状況に応じたきめ

細やかな支援を行います。

・司法手続きが必要な場合は、宮崎市男女共同参画センター「パレット」や宮

崎市母子寡婦福祉協議会等が行っている無料法律相談を活用します。

・国民健康保険の加入手続きや国民年金の各種申請、市税に関する手続きにつ

いて、被害者が適切な支援を受けられるよう、関係部局、各医療保険者（社

会保険や共済組合等）、年金機構等と連携を図りながら事務処理を行います。

・母子家庭等自立支援給付金を活用し、就職や資格取得等の経済的支援を行い

ます。

②住宅確保に向けた支援

・市営住宅の空家補充入居において、引き続き被害者の優先入居を実施すると

ともに、制度の周知徹底を図ります。

・母子家庭等に対する生活支援にかかる事業を活用し、被害者及びその子ども

を保護し、自立支援員による生活支援を行います。

・住居確保給付金事業を活用し、家賃の補助を行います。

・民間企業等と連携し、被害者が入居可能な住居について情報共有します。

③福祉施策等を活用した支援

・児童手当や児童扶養手当制度を活用します。また状況に応じて生活保護や母

子父子寡婦福祉資金の貸付制度等の利用を行います。

・被害者やその子どもが障がい者の場合は手帳取得や障害年金申請についての

可能性を探り、適切な支援を行います。また、高齢者の場合は必要に応じて

介護サービスを提供します。
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基本目標４ 生活再建のための支援

重点分野（２） 被害者への支援

【現状と課題】

被害者は、加害者から受けた暴力だけでなく将来的な不安を抱えることで、精神

的に不安定な状態になる恐れがあります。被害者への支援を行う中で、住居の確保

や就労支援など生活の基盤を整えると同時に、精神面のケアも十分に行う必要があ

ります。そのため、被害者の精神的回復を図る上で、継続的なカウンセリング等の

支援は重要であり、専門機関との連携も不可欠です。

また、被害者が社会から孤立しないよう地域と繋がる仕組みづくりも必要です。

【施策の方向】

①心と体の健康回復に向けた支援

・被害者の状況に応じて、専門職等による訪問支援等を行います。

・精神科医による「こころの相談」を活用し、必要に応じて専門機関へ案内し

ます。

・被害者が関わる（関わっている）医療機関と連携しながら適切な支援を行い

ます。

・民生委員・児童委員と連携し、被害者のニーズに応じた支援を行います。
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基本目標４ 生活再建のための支援

重点分野（３） 子どもへの支援

【現状と課題】

本市調査報告書によると、子どもの被害経験は34.0％で、国の27.3％と比較す

ると高い割合となっています。

面前ＤＶは心理的虐待にあたり、被害者と同様、子どもも心に深い傷を負うこと

になるため、心のケアを十分に行う必要があります。

また、日常生活の中で被害者の子どもが安心して保育所や学校で過ごすことがで

きるよう、保育所の優先入所や就学手続きにおいて配慮しています。

子どもの被害経験の有無

これまでに配偶者から被害を受けたことがある子どもがいる人（162 人）に、子どもが配偶者から被害

を受けたことがあるかを聞き、何らかの被害経験を回答した人の計を『あった』としてまとめた。

「宮崎市男女間における暴力に関する調査報告書」（H27年度）

34.0 

4.3 

48.8 13.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数 n=162人

あった（計） わからない まったくない 無回答

26



基本目標４ 生活再建のための支援

【施策の方向】

①心理的ケアにかかる支援

・宮崎市教育相談センターのカウンセラーと連携し、スクールカウンセリング

による、児童・生徒の心理的ケアを行います。

・被虐待児の支援を行っている宮崎市要保護児童対策地域協議会において、関

係機関と情報を共有し、連携を図りながら支援や見守りを行います。

②就学・保育にかかる支援

・住民票を異動せずに転入してきた児童生徒については、状況に応じて学校間

又は、教育委員会間でやりとりを行うなど、柔軟に対応します。

・被害者から保育所の利用申込があった場合、優先度を上げるなどの対応を行

います。

・関係機関と連携し、学習の遅れや生活環境への不安を抱える子どもの居場所

づくりなどの学習支援を行います。

27



基本目標５ 関係機関との連携協力等

基本目標５ 関係機関との連携協力等

重点分野（１） 関係機関との連携・協力の強化

【現状と課題】

ＤＶ防止及び被害者支援は、広域的な対応かつ様々な機関との連携が必要不可欠

であり、関係機関が共通認識を持ち、日々の相談、保護、自立支援等様々な段階に

おいて緊密に連携し、取り組むことが求められます。

また、庁内においても被害者へ適切な対応を行うためには、関係部局による連絡

会議の開催等、より一層の協力体制が求められます。

なお、民間の被害者支援団体の中には、積極的に被害者の相談や保護、支援に取

り組んでいる団体もあり、重要な役割を担っています。

これらの民間団体を引き続き支援していくとともに、行政との連携を図りながら

対応する必要があります。
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基本目標５ 関係機関との連携協力等

【施策の方向】

①宮崎市ＤＶ防止連絡調整会議による連携の強化

・宮崎市ＤＶ防止連絡調整会議を定期的に開催し、被害者への支援のあり方等

について関係部局が共通認識を持って対応できるよう、マニュアル等の作成

に向け検討します。

・被害者の負担軽減が図られるよう、庁内の窓口連携によるワンストップ・サ

ービスを推進するとともに、関係部局の職員の連携強化を図ります。

・各種相談窓口、警察等の関係機関との情報共有と連携協力体制を整えます。

②県及び近隣他市町村との情報共有・広域連携の推進

・被害者の支援を円滑に行うことができるよう、宮崎県が主催する「ＤＶ被害

者保護支援ネットワーク会議」や「市町村ＤＶ被害者保護支援担当職員研修」

等を通して情報共有に努めるとともに、宮崎県及び他の市町村との連携強化

を図ります。

・宮崎県が、地域における男女共同参画の推進役として養成している「宮崎県

男女共同参画地域推進員」と連携・協力し、情報共有に努めます。

③民間団体との連携強化

・被害者に対し、より充実した支援を行うことができるよう、ＤＶ被害者支援

に関する、豊富な知識と経験を有する民間団体と、さらなる連携強化を図り

ます。
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基本目標５ 関係機関との連携協力等

重点分野（２） 苦情の処理

【現状と課題】

「宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例」に基づく、相談及び苦情の処理で

は男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策について、市民等からの申出等があった場合は、必

要な措置を講ずることとしています。なお、被害者からの苦情についても、本制

度が活用できます。

【施策の方向】

①苦情の処理

・男女共同参画申出処理制度を推進するとともに、制度の周知に努めます。

・関係部局において、苦情の申出に対して適切かつ迅速に対応します。
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第４章 計画の推進

（１）宮崎市男女共同参画社会づくり推進審議会

「第２次宮崎市男女共同参画基本計画」その他男女共同参画社会の形成の促進に

関する事項を調査審議するために設置している「宮崎市男女共同参画社会づくり推

進審議会」において、計画の進捗状況等について確認します。

（２）宮崎市DV防止連絡調整会議

ワンストップ・サービスの推進や的確な初期対応ができるよう、会議を定期的に

開催します。

（３）関係機関との連携

宮崎県女性相談所をはじめ、関係機関との連携を図るとともに、近隣他市町村と

の連携による協力体制により計画の推進を図ります。

（４）民間団体との連携

被害者に対し、より充実した支援を行うことができるよう、民間団体との連携を

強化し、計画の推進を図ります。また、民間団体が持つ豊富な知識と経験、資源や

ノウハウを生かした取り組みを進めます。
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宮崎市配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本計画策定庁内会議設置要綱

（設置）

第1条 配偶者からの暴力（以下「DV」という。）の防止及び被害者の保護等に関す
る法律（平成 13年法律第 31号）第 2条の 3第 3項の規定に基づく、宮崎市配偶
者等からの暴力（ＤＶ）対策基本計画（以下「基本計画」という。）の策定を行う

に当たり、宮崎市配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本計画策定庁内会議（以下

「策定会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第2条 前条に掲げる策定会議の所掌事務は、次に揚げる事項とする。

（1）基本計画の策定
（2）その他前号に関連する事項

（組織及び委員）

第3条 策定会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、地域振興部長を、副会長は福祉部長をもって充てる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。

4 委員は、別表１に掲げる職にあるものをもって充てる。

（会議）

第4条 策定会議の会議は、会長が招集し、議事を進める。

2 委員が出席できないときは、当該委員の指名する者が代理して出席することがで

きる。

（関係者の出席）

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は

説明を聴くことができる。

（幹事会）

第6条 策定会議に第 2条の所掌事務に関する具体的事項を審議検討させるため、幹
事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、地域コミュニティ課長をもって充てる。

4 幹事は、別表２に掲げる職にあるものをもって充てる。

5 幹事会は、幹事長が招集する。

参考資料
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（分科会）

第7条 幹事会は、必要に応じて分科会を置くことができる。

2 分科会は、幹事会の幹事のうちから幹事長が指名する。

3 各分科会にリーダーを置き、それぞれの分科会の幹事の互選によりこれを定める。

（担当者会）

第8条 幹事会（分科会）の所掌事務を円滑に推進するため、担当者会を置く。

2 担当者会は、幹事会組織の各課 1名をもって組織する。

（任期）

第9条 委員、幹事、担当者会メンバーの任期は、計画策定の日までとする。

（庶務）

第10条 策定会議、幹事会及び担当者会の庶務は、地域振興部地域コミュニティ課に
おいて処理する。ただし、分科会の庶務については、各分科会リーダーの所属す

る課において処理する。

（その他）

第11条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に必要な事項は会長が、幹事
会の運営に必要な事項は幹事長が別に定める。

参考資料
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附則

1 この要綱は、平成２７年８月１日から施行する。

別表１ 別表２

策定会議 策定会議 幹事会

会長 地域振興部長 幹事長 地域振興部 地域コミュニティ課長

幹事 生活安全課長

幹事 市民課長

副会長 福祉部長 幹事 福祉部 福祉総務課長

幹事 障がい福祉課長

幹事 長寿支援課長

幹事 子ども課長

幹事 子育て支援課長

幹事 社会福祉課長

委員 税務部長 幹事 税務部 納税管理課長

幹事 国保年金課長

幹事 国保収納課長

委員 健康管理部長 幹事 健康管理部 医療介護連携課長

幹事 健康支援課長

委員 建設部長 幹事 建設部 住宅課長

委員 教育局長 幹事 教育委員会 学校教育課長

幹事 生涯学習課長

参考資料
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宮崎市配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本計画策定市民作業部会設置要綱

（設置）

第 1条 所掌の事務を円滑に推進し、「宮崎市配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本

計画」の素案を作成するため、宮崎市配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本計画

策定市民作業部会（以下「作業部会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第 2条 前条に挙げる作業部会の所掌事務は、次に揚げる事項とする。

（1） 「宮崎市配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本計画」案の策定
（2） その他前号に関連する事項

（組織）

第 3条 作業部会は、別表に掲げる者をもって組織する。

（任期）

第 4条 委員の任期は、計画策定の日までとする。

（会長及び副会長）

第 5条 作業部会に会長及び副会長１名を置く。

2 会長は委員の互選により、副会長は会長の指名によりこれを定める。

3 会長は、作業部会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

（会議）

第 6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

（報償）

第 7条 委員が会議等に出席したときは、報償として１日につき８，０００円を支給

することができる。ただし、２時間未満の場合は半額の４，０００円とする。

（庶務）

第 8条 作業部会の庶務は、地域振興部地域コミュニティ課において処理する。

（委任）

第 9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は地域コミュニティ課長が別に定

める。

参考資料
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附則

1 この要綱は、平成２７年８月１日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成２７年１０月２７日から施行する。

別 表

関係機関 宮崎地方法務局 人権擁護課

宮崎労働局職業安定部 地方訓練受講者支援室

宮崎県警察本部 生活安全部 生活安全企画課

宮崎県こども家庭課

各種団体 宮崎市民生委員児童委員協議会

特定非営利活動法人 ハートスペースM
特定非営利活動法人 子ども虐待防止みやざきの会

公募 一般公募

参考資料
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