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都道府県における配偶者暴力防止法に基づく基本計画の策定状況について 令和４年10月１日時点

県コード 都道府県名 基本計画計画名称 策定日 改定日（最新） WEBサイト

01 北海道 第４次北海道配偶者暴力防止、被害者保護及び支援等に関する基本計画
　～暴力のない男女平等参画社会の実現をめざして～ 平成18年3月27日 平成31年3月 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/djb/dv/4dvkeikaku.htm

02 青森県 第4次青森県DV防止・被害者支援計画 平成17年12月27日 平成31年3月 http://www.pref.aomori.lg.jp/life/family/4th-dvplan.html

03 岩手県 いわて配偶者暴力防止対策推進計画(2021～2025） 平成17年9月 令和3年3月 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/seishounendanjo/danjo/bouryoku/1004908.html

04 宮城県 配偶者からの暴力の防止及び被害者の支援等に関する基本計画 平成18年3月 令和3年3月 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kodomo/dvkihonkeikaku6.html

05 秋田県 第5期秋田県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画 平成18年3月 令和2年3月 http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/6167

06 山形県 第４次山形県DV被害者支援基本計画 令和3年3月 https://www.pref.yamagata.jp/010002/kenfuku/kosodate/dv-keikaku/keikaku.html

07 福島県 福島県ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の保護・支援のための基本計画 平成18年3月 令和2年3月 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035a/dvkihonkeikaku4.html

08 茨城県 第５次茨城県DV対策基本計画 平成18年3月31日 令和4年3月 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/seisyonen/seisyonen/dv_plan5.html

09 栃木県 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画【第4次改定版】 平成17年11月 令和4年3月 https://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/life/jyosei/dv/dv-plan-4ji.html

10 群馬県 第４次ぐんまＤＶ対策推進計画 平成18年3月 平成31年3月 https://www.pref.gunma.jp/04/c2200238.html

11 埼玉県 配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画（第５次） 平成18年2月 令和4年4月 http://www.pref.saitama.lg.jp/kurashi/jinken/dv/dv/index.html

12 千葉県 千葉県DV防止・被害者支援基本計画（第5次） 平成18年3月31日 令和4年3月30日 https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/keikaku/sougoukikaku/dv05/kihonkeikakudai5jisakuteinitsuite.html

13 東京都 東京都配偶者暴力対策基本計画 平成18年3月 令和4年3月 https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/danjo/danjobyodo/0000001688.html

14 神奈川県 かながわＤＶ防止・被害者支援プラン 平成18年3月 平成31年3月 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/cnt/f5903/index.html

15 新潟県 新潟県配偶者暴力防止・被害者支援基本計画 平成18年3月 令和3年3月 http://www.pref.niigata.lg.jp/jidoukatei/1241121693958.html

16 富山県 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画（富山県ＤＶ対策基本計
画） 平成18年3月 令和3年3月 https://www.pref.toyama.jp/101703/kurashi/kyousei/jinken/kj00016594.html

17 石川県 石川県配偶者暴力防止及び被害者保護等に関する基本計画（第３次） 平成17年10月 令和3年3月 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/dvplan/dvplan-dai3ji.html

18 福井県 配偶者暴力防止および被害者保護のための福井県基本計画（第３次改定） 平成18年3月17日 平成31年3月 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/016407/kateifukusi/dvplan3.html

19 山梨県 第４次山梨県配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画 平成30年12月 https://www.pref.yamanashi.jp/danjo-kyosei/87722873297.html

20 長野県 第５次長野県配偶者からの暴力の防止及び被害者のための支援基本計画 平成18年12月28日 令和3年6月28日 https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/5thdvplan.html

21 岐阜県 岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画 平成18年3月24日 平成31年3月 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/5419.html
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22 静岡県 静岡県配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・支援に関する基本計画（第五次静
岡県ＤＶ防止基本計画） 平成18年3月31日 令和4年3月 http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-140/kokatei/index.html

23 愛知県 愛知県配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画（４次） 平成17年12月 平成30年3月 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/dv-keikaku.html

24 三重県 三重県ＤＶ防止及び被害者保護・支援基本計画　第６次計画 平成18年3月31日 令和2年3月 https://www.pref.mie.lg.jp/KODOMOK/HP/m0330400037.htm

25 滋賀県 滋賀県配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する基本計画 平成19年2月 令和2年3月 http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kosodatekyouiku/kosodate/311010.html

26 京都府 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画(第４次) 平成18年3月 平成31年3月 http://www.pref.kyoto.jp/josei/201903-dv-4rdplan.html

27 大阪府 大阪府配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画 平成17年11月 令和4年3月 https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/dv/dvplan2022.html

28 兵庫県 兵庫県ＤＶ防止・被害者保護計画 平成18年4月 平成31年4月 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf12/hw10_000000034.html

29 奈良県 奈良県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画（第４次） 平成18年5月 平成30年3月 http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=12062#katei005

30 和歌山県 和歌山県配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援基本計画（改定版） 平成18年3月16日 平成21年4月1日 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040200/dvhigaisyasien/dvhigaisyasienjyouhou.html

31 鳥取県 鳥取県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援計画～暴力のない社会を目指して～ 平成16年12月2日 令和3年4月1日 https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/857007/dvkeikaku_R3.4.pdf

32 島根県 島根県DV対策基本計画 平成17年7月8日 令和3年3月 https://www.pref.shimane.lg.jp/education/child/dv/josei_soudan/jyosei.data/keikakuhonbun.pdf

33 岡山県 岡山県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画 平成17年3月 令和3年3月 https://www.pref.okayama.jp/page/398614.html

34 広島県 ひろしまＤＶ防止・被害者支援計画（第４次） 平成18年6月 令和3年3月 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/51/dvkeikaku4.html

35 山口県 山口県配偶者暴力等対策基本計画 平成18年1月 令和3年3月 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/37/17140.html

36 徳島県 配偶者暴力防止及び被害者保護に関する徳島県基本計画 平成17年12月 平成21年3月 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/jinken/2012041700380/

37 香川県 第4次香川県配偶者暴力防止及び被害者支援計画 平成18年3月 令和3年10月 https://www.pref.kagawa.lg.jp/danjo/sankaku/dvplan.html

38 愛媛県 愛媛県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画 平成18年2月 平成27年2月 http://www.pref.ehime.jp/h15200/dvkeikaku/keikakukaitei.html

39 高知県 第３次高知県ＤＶ被害者支援計画 平成29年3月 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060901/03dv-keikaku-sakutei.html

40 福岡県 第4次福岡県配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する基本計画（令和3年度
～令和7年度） 平成18年3月31日 令和3年3月 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/gyosei-shiryo/dvboushiplan-ver4.html

41 佐賀県 佐賀県DV防止・被害者等支援基本計画（第4次計画） 平成18年3月 平成31年3月 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00367860/index.html

42 長崎県 第5次長崎県ＤＶ対策基本計画 平成18年3月22日 令和3年3月 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kosodateshien-shoshikataisaku/kakushu-keikaku/dv-keikaku/

43 熊本県 熊本県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画(第４次) 平成17年12月 平成31年3月 https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_26930.html
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44 大分県 第４次大分県ＤＶ対策基本計画 平成17年12月 平成29年3月 http://www.pref.oita.jp/soshiki/13100/dv-keikaku4.html

45 宮崎県 ＤＶ対策宮崎県基本計画 平成18年3月 平成31年3月 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kodomo-katei/kense/kekaku/20190405131500.html

46 鹿児島県 鹿児島県配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成18年3月 平成21年3月 https://www.pref.kagoshima.jp/ab15/dvboushikeikaku.html

47 沖縄県 沖縄県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画（改訂版） 平成18年3月 平成22年1月 http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kodomo/heiwadanjo/danjo/21056.html
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