
資料４地方公共団体からの民間被害者支援団体に対する補助金、負担金等の措置状況(平成26年度)
平成26年４月１日現在

№ 都道府県 民 間 被 害 者 支 援 団 体 名 地方自治体等 科目 額（千円） 使途
北海道（警察費） 委託料 1,627 相談事業（電話相談・面接相談）
北海道 委託料 1,598 相談業務・情報提供委託
青森県（警察費） 委託料 2,858 業務委託（広報啓発業務、カウンセリング業務、直接支援業務）、性暴力被害専用相談業務委託
40市町村 負担金 2,000 限定なし
岩手県（警察費） 補助金 1,500 被害者支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成及び研修事業、相談事業
34市町村 負担金 1,250 限定なし（賛助金）
宮城県（警察費） 補助金 3,600 直接支援事業、相談事業、広報啓発活動事業
仙台市 補助金 3,600 限定なし
34市町村 補助金 1,222 限定なし
秋田県（警察費） 委託料 2,671 業務委託（広報啓発事業、直接支援事業、相談事業）
25市町村 負担金 2,340 限定なし
山形県（警察費） 補助金 2,000 被害者支援事業、広報啓発活動事業、支援員養成・育成事業、調査研究事業
山形県 負担金 741 ｢県民のつどい」開催費用等
市町村 負担金 1,620 限定なし
福島県（警察費） 委託料 2,433 相談業務、直接支援業務、広報啓発活動事業
市町村 補助金 800 限定なし
東京都（警察費） 補助金 17,145 広報啓発費
東京都 負担金 19,089 人件費、相談事業、直接支援に関する事業、各種研修会の費用等
茨城県（警察費） 補助金 2,000 相談・直接的支援・支援活動員養成・広報啓発の各事業費
市町村 負担金 3,015 限定なし

補助金 4,000 相談事業、広報啓発事業、養成研修事業
委託料 408 直接支援事業

栃木県 委託料 271 巡回パネル展示事業
25市町 負担金 4,000 相談事業、広報啓発事業、養成研修事業

委託料 5,538 相談事業費、スーパーバイザー費、広報啓発業務委託費等
補助金 400 シェルター運営費

群馬県（警察費） 委託料 2,625 相談・直接支援業務等委託
市町村 正会費 1585 事業費・管理費

12 埼玉 公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター 埼玉県（警察費） 補助金 900 事業費
千葉県（警察費） 委託料 4,002 民間被害者相談業務委託

委託料 677 犯罪被害者支援員養成講座事業費
委託料 902 犯罪被害者支援フォーラム開催事業費
委託料 340 県及び市町村担当者に対する研修事業費

神奈川県（警察費） 委託料 3,600 いのちの大切さを学ぶ教室実施事業費
補助金 1,490 直接支援事業
委託料 5,476 相談事業、カウンセリング業務、支援ボランティア登録制度業務

新潟県（警察費） 委託料 1,546 被害者支援ボランティア相談員の養成及び研修事業費・広報啓発費
新潟市 委託料 300 自助グループ活動支援
山梨県（警察費） 補助金 4,223
市町村 負担金 2,060
長野県（警察費） 補助金 1,500 事業費（電話相談、面接相談、直接支援事業）
69市町村 負担金 4,075 限定なし

18 静岡 ＮＰＯ静岡犯罪被害者支援センター 静岡県（警察費） 委託料 3,876 相談業務委託、直接支援業務委託、支援員養成研修業務委託
富山県（警察費） 補助金 2,750
15市町村 負担金 2,750

補助金 1,140 事業費（相談、直接支援、自助グループ支援、広報啓発、調査研究、養成研修）、管理費
委託料 1,788 事業費（広報啓発）

福井県（警察費） 委託料 2,778 事業委託（相談業務、直接支援業務、広報啓発事業）
17市町 負担金 2,736 事業費

補助金 1,080 事業費
委託金 1,420 直接支援業務

市町村 負担金 2,040 事業費
愛知県（警察費） 報償費、旅費 2,305 相談員謝金、直接支援委嘱経費、相談員研修旅費

委託料 641 一時利用住宅の提供、啓発・研修事業、活動促進・ニーズ調査
補助金 261

三重県（警察費） 補助金 3,600 犯罪被害者支援事業に要する経費
29市町 負担金 4,637 限定なし
滋賀県 委託料 950 業務委託（総合相談）
滋賀県（警察費） 委託料 1,763 業務委託（電話相談）

京都府 補助金 3,500
犯罪被害者支援活動事業に要する経費（総合対応窓口設置、フリーダイヤル設置、カウンセリング経費、
ボランティア養成・研修、弁護士相談、ボランティア活動経費）

４市町村 補助金等 24 限定なし

京都市 委託料 6,800
総合相談窓口業務委託（人件費、事務所維持管理費、広報・教育活動、フォーラムの開催、支援員養成研
修、事務費、通訳派遣窓口業務）

大阪府 補助金 1,200 犯罪被害者等支援活動補助事業
大阪府（警察費） 報償費 1,263 相談業務・直接支援業務
兵庫県（警察費） 報償費、役務費、委託料 6,335 業務委託（相談事業、直接支援事業、相談員研修事業）、カウンセリング講習、カウンセラー委託
兵庫県 補助金 720 相談･広報等の事業活動に要する経費（電話・面接相談、広報啓発、直接支援、自助グループ支援、養成研修）

委託料 1,349 電話相談事業委託
補助金 500 直接支援事業補助

奈良県 補助金 600 被害者支援員養成事業
和歌山県（警察費） 委託料 2,980 事業費
27市町村 負担金 2,178 限定なし
鳥取県（警察費） 交付金 6,000 事業費
市町村 負担金 1,759 事業費
鳥取県 補助金 394 緊急避難場所確保事業
島根県（警察費） 委託料 4,680 相談事業、直接支援費、広報啓発事業費、命の授業開催費、支援員人件費
島根県 委託料 850 広報啓発事業
岡山県（警察費） 委託料 6,474 事業委託（相談業務・直接支援事業・広報啓発事業）
岡山県 委託料等 300 広報啓発業務委託
岡山市 委託料 500 普及啓発業務委託
４市10町２村 補助金 641 限定なし（補助金内訳：人口×２円）
広島県（警察費） 委託料 3,538 相談業務委託、直接支援業務委託
広島市 補助金 550 広報啓発事業
９市町 助成金 489 相談，直接支援，広報啓発
町長会 負担金 180 相談，直接支援，広報啓発
山口県（警察費） 委託料 6,403 業務委託（相談受理、直接支援、広報啓発）
山口県 委託料 264 業務委託（市町窓口担当者研修、リーフレット作成配付）
徳島県（警察費） 需用費、使用料及び賃借料 132 広報啓発共催事業費
徳島県 委託料 410 心の相談支援事業委託
市町村 補助金 800 事業費
香川県（警察費） 委託料 5,743 犯罪被害者支援業務委託
市町村 負担金 1,500 限定なし

委託料 2,986 事業委託（相談業務・広報啓発事業・直接支援事業）
補助金 624 民間被害者支援団体に対する活動支援（活動基盤強化事業）

市町 補助金・負担金 1,432 事業費
高知県（警察費） 補助金 3,500 事業費
市町村 補助金 1,489 事業費
福岡県 委託料 16,623 犯罪被害者等に対する支援・相談窓口の運営等に関する経費、直接支援業務に関する経費
福岡市 委託料 5,000 犯罪被害者支援業務費
北九州市 委託料 2,500 犯罪被害者支援業務費

41 佐賀 ＮＰＯ被害者支援ネットワーク佐賀ＶＯＩＳＳ 佐賀県（警察費） 委託料 4,523
業務委託（人件費、相談員等の研修費、ボランティア活動等経費、相談員等に対するスーパービジョン事
業費等）

長崎県（警察費） 委託料 5,409 被害者支援業務委託（相談業務、直接支援業務等各種業務委託料）
市町村 負担金 993 事業費

熊本県（警察費） 補助金 2,500
直接的支援事業、相談事業、自助グループ支援事業、関係機関関連事業、相談員、ボランティア養成研修
事業、調査研究事業

市町村 負担金 2,500 犯罪被害者支援の広報・啓発事業費
大分県（警察費） 委託料 7,229 業務委託（相談・支援事業等・広報啓発事業）
市町村 負担金 1,500 事業費

宮崎県（警察費） 委託料 7,288 業務委託（カウンセリング事業、広報啓発、講演会等開催、研修事業、直接支援、専門相談業務等）

市町村 負担金 2,382 事業費

鹿児島県（警察費） 委託料 5,580
業務委託（人件費，直接支援事業費、広報啓発活動事業費・相談事業費、相談員・ボランティア養成研修費，命の大
切さを学ぶ教室事業費）

市町村 負担金 2,489 事業費
沖縄県（警察費） 補助金 779 事業費のうち、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料
市町村 補助金 168 事業費

愛媛県（警察費）

39 高知 NPOこうち被害者支援センター

36 徳島 公益社団法人徳島被害者支援センター

37 香川 公益社団法人かがわ被害者支援センター

38 愛媛 公益社団法人被害者支援センターえひめ

29

1 北海道
公益社団法人北海道家庭生活総合ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
（北海道被害者相談室）

富山

大阪 ＮＰＯ大阪被害者支援アドボカシーセンター

28 兵庫 公益社団法人ひょうご被害者支援センター

27

2 青森 公益社団法人あおもり被害者支援センター

3 岩手 公益社団法人いわて被害者支援センター

4 宮城 公益社団法人みやぎ被害者支援センター

5 秋田 公益社団法人秋田被害者支援センター

6

公益社団法人被害者サポートセンターあいち

24 三重 公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター

25 滋賀 ＮＰＯおうみ犯罪被害者支援センター

26 京都 公益社団法人京都犯罪被害者支援センター

公益社団法人やまがた被害者支援センター

7 福島 公益社団法人ふくしま被害者支援センター

9 茨城 公益社団法人いばらき被害者支援センター

10 栃木 公益社団法人被害者支援センターとちぎ

山形

8 東京 公益社団法人被害者支援都民センター

11 群馬 公益社団法人被害者支援センターすてっぷぐんま
群馬県

13 千葉 公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター

神奈川県
ＮＰＯ神奈川被害者支援センター神奈川14

15 新潟 公益社団法人にいがた被害者支援センター

16 山梨 公益社団法人被害者支援センターやまなし 事業費

17 長野 ＮＰＯ長野犯罪被害者支援センター

相談・直接支援事業、ボランティア相談員養成事業、広報啓発事業

20 石川 公益社団法人石川被害者サポートセンター 石川県（警察費）

奈良 公益社団法人なら犯罪被害者支援センター

公益社団法人紀の国被害者支援センター

31 鳥取 公益社団法人とっとり被害者支援センター

奈良県（警察費）

30 和歌山

19 公益社団法人とやま被害者支援センター

21 福井 公益社団法人福井被害者支援センター

22 岐阜 公益社団法人ぎふ犯罪被害者支援センター

23 愛知

公益社団法人長崎犯罪被害者支援センター

44 大分 公益社団法人大分被害者支援センター

32 島根 一般社団法人島根被害者サポートセンター

33 岡山 公益社団法人被害者サポートセンターおかやま

34 広島 公益社団法人広島被害者支援センター

栃木県（警察費）

千葉県

岐阜県（警察費）

名古屋市

35 山口 ＮＰＯ山口被害者支援センター

47 沖縄 公益社団法人沖縄被害者支援ゆいセンター

45 宮崎 公益社団法人みやざき被害者支援センター

46 鹿児島 公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センター

40 福岡 公益社団法人福岡犯罪被害者支援センター

43 熊本 公益社団法人くまもと被害者支援センター

42 長崎


