5. 関係機関･団体などとの連携
関係機関･団体等との連携

5. 関係機関･団体等との連携
公益財団法人犯罪被害救援基金
公益財団法人犯罪被害救援基金は、昭和56年5月に
広く国民から募った浄財を基に設立されました。
主な事業として、犯罪被害者遺児に対する奨学金の給
与を行っているほか、生活相談、民間被害者支援団体に
対する様々な協力も行っており、我が国の犯罪被害者等
支援の充実に寄与しています。
● 公益財団法人犯罪被害救援基金のHP
http://kyuenkikin.or.jp/

各都道府県の民間被害者支援団体

（公益社団法人全国被害者支援ネットワーク加盟団体）
全国被害者支援ネットワークには、現在、各都道府県
公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体として指定を
受けた 47 の民間被害者支援団体（平成 27 年 6 月に全
都道府県に設立）と、その指定を目指す 1 の民間被害者
支援団体が加盟しています。また、これらの団体のうち、
寄付金控除等の対象となる公益社団法人に 41 団体、認
定特定非営利活動法人に６団体が認定されています。
民間被害者支援団体は、警察や関係機関と連携を図りな
がら、

犯罪被害者等支援に関する広報啓発活動

公益社団法人全国被害者支援ネットワーク

電話相談、面接相談
病院や裁判所等への付添い

全国被害者支援ネットワークは、
８県に設置された民
間被害者支援団体により、平成10年５月に設立されま
した。その後、全国被害者支援ネットワークの加盟団体
は年々増加し、平成21年７月には47都道府県すべてに
設置された民間被害者支援団体が加盟することとなり
ました。
全国被害者支援ネットワークでは、

等の活動を行い、被害者の精神的被害の回復等被害の
早期軽減に大きな役割を果たしています。

全国犯罪被害者支援フォーラムの開催等情報交
換に関する事業

犯罪被害者等早期援助団体

全国研修会等教育・訓練に関する事業
犯罪被害者等支援に関する調査・研究事業
広報啓発に関する事業
等を行っています。
特に、広報啓発に関する事業として、全国被害者支
援ネットワークの活動の契機となった、平成３年の「犯
罪被害給付制度発足 10 周年記念シンポジウム」が開
催された日（10 月３日）を「犯罪被害者支援の日」と定
め、各種キャンペーンを行っています。
● 公益社団法人全国被害者支援ネットワークのHP
https://www.nnvs.org/

被害者・遺族の自助グループ支援
ボランティア相談員の養成・研修

犯罪被害者等早期援助団体とは、
「犯罪被害等を早期
に軽減するとともに、
犯罪被害者等が再び平穏な生活を
営むことができるように支援することを目的として設置
され、犯罪被害者等支援に関する事業を適正かつ確実
に行うことができると認められる営利を目的としない
法人」
であって、その事業を行う者として、都道府県公安
委員会から指定を受けた団体をいい、具体的事業として

犯罪被害者等の支援に関する広報啓発活動
犯罪被害等に関する相談への対応
犯罪被害者等給付金の裁定の申請補助
物品の貸与又は供与、役務の提供その他の方法
による犯罪被害者等の援助
を行っています。

32

犯罪被害を受けた直後の犯罪被害者等は、混乱や精
神的ショックなどにより、自ら援助を求めることができな
い場合があります。
こうしたことから、犯罪被害者等早期
援助団体では犯罪被害者等の同意を得た警察本部長等
から、犯罪被害の概要等に関する情報の提供を受け犯罪
被害者等に積極的にアプローチし、必要とされる援助を
行っています。

警察と関係機関・団体等との
ネットワークの構築
犯罪被害者等のニーズは、生活支援、医療、公判に
関すること等極めて多岐にわたっています。
したがって、
警察においてそのすべてに対応することはできず、総合
的な犯罪被害者等支援を行うためには、
司法、行政、
医療、
報道機関等の犯罪被害者等支援に関係する機関・団体
等が相互に連携していくことが必要です。
こうした考え方に基づき、警察のほか、地方公共団体、
関係機関･団体等で構成する「被害者支援連絡協議会」
が全都道府県に設立されています。
この連絡協議会の
下、各機関・団体等の緊密な連携と協力により、犯罪
被害者等のニーズに対応した支援活動を推進してい
ます。
さらに、個々の事案において、犯罪被害者等の具体的
なニーズを把握し、よりきめ細かな支援を行うために、警
察署等を単位とした連絡協議会（被害者支援地域ネッ
トワーク）
を構築しています。

え、
「社会全体で被害者を支
「社会全体で被害者を支え、
い
被害者も加害者も出さな
被害者も加害者も出さない
の
に向けた気運の
街づくり」に向けた気運
醸成への取組
犯罪被害者等が受けた被害の軽減、回復には、周囲の
方の理解や共感、配慮及び協力がとても大切です。
地域社会において、犯罪被害者等が受けた痛み、命の
大切さ、支援の必要性等に理解が深まれば、
「社会全体
で被害者を支え、被害者も加害者も出さない街づくり」
に向けた気運が醸成され、ひいては「安全で安心して暮
らせる地域社会」の実現にも大きく役立つものと期待さ
れています。
警察では、民間被害者支援団体等の関係機関・団体と
連携しながら、中学生・高校生を対象とした「命の大切さ
を学ぶ教室」を開催するなど、あらゆる機会を利用して
犯罪被害の実態や犯罪被害者等支援の重要性等に関す
る広報啓発活動を行っています。

命の大切さを学ぶ教室

犯罪被害者等支援の
その他の取組
警察以外においても、検察庁、裁判所、都道府県、
市町
村等で様々な犯罪被害者等支援のための取組が行わ
れています。
その他、日本司法支援センター（法テラス）では、損害
や苦痛の回復・軽減を図るための法制度に関する情報
を提供するほか、犯罪被害者等支援の経験や理解のあ
る弁護士の紹介などを行っており、弁護士会では、犯罪
被害者等に対する無料法律相談を実施しています。
● 法務省のHP
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji̲keiji11.html
法務省のホームページ「犯罪被害者の方々へ」のコーナーでは、
被害
者等通知制度をはじめとした被害者保護と支援のための制度について
紹介されています。
● 裁判所「裁判所における犯罪被害者保護施策」HP
https://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/index.html
●日本司法支援センター（法テラス）
「犯罪の被害にあわれた方へ」HP
https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/index.html

犯罪被害者週間におけるフォーラムの開催
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5. 関係機関･団体などとの連携
関係機関･団体等との連携

5. 関係機関･団体等との連携
公益財団法人犯罪被害救援基金
公益財団法人犯罪被害救援基金は、昭和56年5月に
広く国民から募った浄財を基に設立されました。
主な事業として、犯罪被害者遺児に対する奨学金の給
与を行っているほか、生活相談、民間被害者支援団体に
対する様々な協力も行っており、我が国の犯罪被害者等
支援の充実に寄与しています。
● 公益財団法人犯罪被害救援基金のHP
http://kyuenkikin.or.jp/

各都道府県の民間被害者支援団体

（公益社団法人全国被害者支援ネットワーク加盟団体）
全国被害者支援ネットワークには、現在、各都道府県
公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体として指定を
受けた 47 の民間被害者支援団体（平成 27 年 6 月に全
都道府県に設立）と、その指定を目指す 1 の民間被害者
支援団体が加盟しています。また、これらの団体のうち、
寄付金控除等の対象となる公益社団法人に 41 団体、認
定特定非営利活動法人に６団体が認定されています。
民間被害者支援団体は、警察や関係機関と連携を図りな
がら、

犯罪被害者等支援に関する広報啓発活動

公益社団法人全国被害者支援ネットワーク

電話相談、面接相談
病院や裁判所等への付添い

全国被害者支援ネットワークは、
８県に設置された民
間被害者支援団体により、平成10年５月に設立されま
した。その後、全国被害者支援ネットワークの加盟団体
は年々増加し、平成21年７月には47都道府県すべてに
設置された民間被害者支援団体が加盟することとなり
ました。
全国被害者支援ネットワークでは、

等の活動を行い、被害者の精神的被害の回復等被害の
早期軽減に大きな役割を果たしています。

全国犯罪被害者支援フォーラムの開催等情報交
換に関する事業

犯罪被害者等早期援助団体

全国研修会等教育・訓練に関する事業
犯罪被害者等支援に関する調査・研究事業
広報啓発に関する事業
等を行っています。
特に、広報啓発に関する事業として、全国被害者支
援ネットワークの活動の契機となった、平成３年の「犯
罪被害給付制度発足 10 周年記念シンポジウム」が開
催された日（10 月３日）を「犯罪被害者支援の日」と定
め、各種キャンペーンを行っています。
● 公益社団法人全国被害者支援ネットワークのHP
https://www.nnvs.org/

被害者・遺族の自助グループ支援
ボランティア相談員の養成・研修

犯罪被害者等早期援助団体とは、
「犯罪被害等を早期
に軽減するとともに、
犯罪被害者等が再び平穏な生活を
営むことができるように支援することを目的として設置
され、犯罪被害者等支援に関する事業を適正かつ確実
に行うことができると認められる営利を目的としない
法人」
であって、その事業を行う者として、都道府県公安
委員会から指定を受けた団体をいい、具体的事業として

犯罪被害者等の支援に関する広報啓発活動
犯罪被害等に関する相談への対応
犯罪被害者等給付金の裁定の申請補助
物品の貸与又は供与、役務の提供その他の方法
による犯罪被害者等の援助
を行っています。
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犯罪被害を受けた直後の犯罪被害者等は、混乱や精
神的ショックなどにより、自ら援助を求めることができな
い場合があります。
こうしたことから、犯罪被害者等早期
援助団体では犯罪被害者等の同意を得た警察本部長等
から、犯罪被害の概要等に関する情報の提供を受け犯罪
被害者等に積極的にアプローチし、必要とされる援助を
行っています。

警察と関係機関・団体等との
ネットワークの構築
犯罪被害者等のニーズは、生活支援、医療、公判に
関すること等極めて多岐にわたっています。
したがって、
警察においてそのすべてに対応することはできず、総合
的な犯罪被害者等支援を行うためには、
司法、行政、
医療、
報道機関等の犯罪被害者等支援に関係する機関・団体
等が相互に連携していくことが必要です。
こうした考え方に基づき、警察のほか、地方公共団体、
関係機関･団体等で構成する「被害者支援連絡協議会」
が全都道府県に設立されています。
この連絡協議会の
下、各機関・団体等の緊密な連携と協力により、犯罪
被害者等のニーズに対応した支援活動を推進してい
ます。
さらに、個々の事案において、犯罪被害者等の具体的
なニーズを把握し、よりきめ細かな支援を行うために、警
察署等を単位とした連絡協議会（被害者支援地域ネッ
トワーク）
を構築しています。

え、
「社会全体で被害者を支
「社会全体で被害者を支え、
い
被害者も加害者も出さな
被害者も加害者も出さない
の
に向けた気運の
街づくり」に向けた気運
醸成への取組
犯罪被害者等が受けた被害の軽減、回復には、周囲の
方の理解や共感、配慮及び協力がとても大切です。
地域社会において、犯罪被害者等が受けた痛み、命の
大切さ、支援の必要性等に理解が深まれば、
「社会全体
で被害者を支え、被害者も加害者も出さない街づくり」
に向けた気運が醸成され、ひいては「安全で安心して暮
らせる地域社会」の実現にも大きく役立つものと期待さ
れています。
警察では、民間被害者支援団体等の関係機関・団体と
連携しながら、中学生・高校生を対象とした「命の大切さ
を学ぶ教室」を開催するなど、あらゆる機会を利用して
犯罪被害の実態や犯罪被害者等支援の重要性等に関す
る広報啓発活動を行っています。

命の大切さを学ぶ教室

犯罪被害者等支援の
その他の取組
警察以外においても、検察庁、裁判所、都道府県、
市町
村等で様々な犯罪被害者等支援のための取組が行わ
れています。
その他、日本司法支援センター（法テラス）では、損害
や苦痛の回復・軽減を図るための法制度に関する情報
を提供するほか、犯罪被害者等支援の経験や理解のあ
る弁護士の紹介などを行っており、弁護士会では、犯罪
被害者等に対する無料法律相談を実施しています。
● 法務省のHP
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji̲keiji11.html
法務省のホームページ「犯罪被害者の方々へ」のコーナーでは、
被害
者等通知制度をはじめとした被害者保護と支援のための制度について
紹介されています。
● 裁判所「裁判所における犯罪被害者保護施策」HP
https://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/index.html
●日本司法支援センター（法テラス）
「犯罪の被害にあわれた方へ」HP
https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/index.html

犯罪被害者週間におけるフォーラムの開催
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5.5.関係機関･団体などとの連携
関係機関･団体等との連携

● 公益社団法人全国被害者支援ネットワークに加盟する民間被害者支援団体一覧表
都道府
県
北海道

№
1
2

法
人

名称

法人番号

北海道家庭生活総合カウンセリングセンター
公
（北海道被害者相談室）
北・ほっかいどう総合カウンセリング支援センター
一
（北・ほっかいどう被害者相談室）

相談受付日時

法人番号 7430005000961

011-232-8740 月〜金

10時〜16時

法人番号 1450005002284

0166-24-1900 月、
火、
木、
金

10時〜15時

設立年月

早期援助団体
指定年月

H9.5

H19.3

H21.3

-

青森

3

公 あおもり被害者支援センター

法人番号 5420005002449

月、
火、
木、
金 10時〜17時
017-721-0783
水
10時〜20時30分

H19.10

H22.2

岩手

4

公 いわて被害者支援センター

法人番号 1400005005234

019-621-3751 月〜金

10時〜17時

H13.10

H22.6

宮城

5

公 みやぎ被害者支援センター

法人番号 7370005003285

022-301-7830 火〜金

10時〜16時

H12.4

H16.4

018-893-5937
月〜金
0120-62-8010
023-642-7830 月〜金
0234-43-0783 水

10時〜16時

H13.4

H17.4

10時〜16時
10時〜16時

H16.5

H19.11

10時〜16時

H19.7

H21.3

H4.3

H14.5

6

公 秋田被害者支援センター

山形

7

・山形窓口
公 やまがた被害者支援センター
・庄内出張相談所

法人番号 9390005007943

福島

8

公 ふくしま被害者支援センター

法人番号 6380005010471

024-533-9600 月〜金

東京

9

公 被害者支援都民センター

法人番号 9011105004612

03-5287-3336

茨城

10 公 いばらき被害者支援センター

法人番号 4050005010580

029-232-2736 月〜金

10時〜16時

H7.7

H14.12

栃木

11 公 被害者支援センターとちぎ

法人番号 9060005007365

028-643-3940 月〜金

10時〜16時

H17.5

H21.7

群馬

12 公 被害者支援センターすてっぷぐんま

法人番号 5070005008143

027-253-9991 月〜金

10時〜16時

H10.7

H20.7

埼玉

13 公 埼玉犯罪被害者援助センター

法人番号 8030005003302

048-865-7830 月〜金

８時30分〜17時

H14.2

H17.4

千葉

14 公 千葉犯罪被害者支援センター

法人番号 1040005005997

043-225-5450 月〜金

10時〜16時

H16.2

H20.4

９時〜17時
10時〜16時

H13.5

H20.3

秋田

法人番号 6410005001244

月、
木、
金 9時30分〜17時30分
火、
水
9時30分〜19時

法人番号 6020005004427

045-311-4727 月〜土
045-328-3725 月〜金

新潟

・新潟窓口
16 公 にいがた被害者支援センター ・長岡窓口
・上越窓口

法人番号 4110005003066

025-281-7870
0258-32-7016 月〜金
025-522-3133

10時〜16時

H18.2

H23.3

山梨

17 公 被害者支援センターやまなし

法人番号 7090005002885

055-228-8622 月〜金

10時〜16時

H19.4

H24.11

神奈川 15 Ｎ 神奈川被害者支援センター

・長野相談室
・中信相談室

長野

18 Ｎ 長野犯罪被害者支援センター

法人番号 2100005002104

026-233-7830
0263-73-0783 月〜金

10時〜16時

H11.5

H24.5

静岡

19 Ｎ 静岡犯罪被害者支援センター

法人番号 1080005002017

054-651-1011 月〜金

10時〜16時

H10.5

H19.9

富山

20 公 とやま被害者支援センター

法人番号 9230005003470

076-413-7830 月〜金

10時〜16時

H18.9

H22.6

石川

21 公 石川被害者サポートセンター

法人番号 6220005004464

076-226-7830 月〜金

10時〜16時

H9.3

H23.3

福井

22 公 福井被害者支援センター

法人番号 5210005005357

0120-783-892 月〜土

10時〜16時

H13.11

H21.9

10時〜16時

H16.6

H22.11
H16.3

岐阜

23 公 ぎふ犯罪被害者支援センター

法人番号 2200005003934

058-268-8700
月〜金
0120-968-783

愛知

24 公 被害者サポートセンターあいち

法人番号 8180005014301

052-232-7830 月〜金

10時〜16時

H10.2

三重

25 公 みえ犯罪被害者総合支援センター

法人番号 6190005003453

059-221-7830 月〜金

10時〜16時

H17.10

H19.4

滋賀

26 公 おうみ犯罪被害者支援センター

法人番号 8160005002349

077-525-8103 月〜金

10時〜16時

H12.6

H21.7

京都

27 公 京都犯罪被害者支援センター

法人番号 2130005012406

075-451-7830
月〜金
0120-60-7830

0120-78-3974 月・木

12時〜16時

H10.5

H15.10

10時〜16時

・ほくぶ相談室

13時〜18時

大阪

28 Ｎ 大阪被害者支援アドボカシーセンター

法人番号 9120005008010

06-6774-6365 月〜金

兵庫

29 公 ひょうご被害者支援センター

法人番号 9140005021283

078-367-7833 火、
水、
金、
土

奈良

30 公 なら犯罪被害者支援センター

法人番号 3150005007931

0742-24-0783 月〜金

法人番号 4170005002392

073-427-1000

月〜金
土

和歌山 31 公 紀の国被害者支援センター

H8.4

H20.9

H14.1

H21.9

10時〜16時

H13.9

H21.10

10時〜16時
13時〜16時

H9.5

H23.2

10時〜16時

H20.10

H23.3
H26.3

10時〜16時

鳥取

32 公 とっとり被害者支援センター

法人番号 8270005002767

0120-43-0874 月〜金

島根

33 公 島根被害者サポートセンター

法人番号 9280005002583

0120-556-491 月〜金

10時〜16時

H13.10

岡山

34 公 被害者サポートセンターおかやま

法人番号 2260005002889

086-223-5562 月〜土

10時〜16時

H15.11

H23.3

広島

35 公 広島被害者支援センター

法人番号 5240005003515

082-544-1110 月〜土

9時〜17時

H16.2

H19.12

山口

36 公 山口被害者支援センター

法人番号 4250005007607

083-974-5115 月〜金

10時〜16時

H12.10

H24.3

徳島

37 公 徳島被害者支援センター

法人番号 5480005005859

088-678-7830
月、
水〜土
088-656-8080

H21.4

H27.6

香川

38 公 かがわ被害者支援センター

法人番号 1470005005582

087-897-7799 月〜金

10時〜16時

H15.4

H23.2

愛媛

39 公 被害者支援センターえひめ

法人番号 6500005007018

089-905-0150 火〜土

10時〜16時

H13.3

H26.9

高知

40 Ｎ こうち被害者支援センター

法人番号 3490005001850

088-854-7867 月〜金

10時〜16時

H19.4

H24.8

福岡

・福岡窓口
・北九州窓口
41 公 福岡犯罪被害者支援センター
・筑後窓口
・筑豊窓口

法人番号 2290005013413

092-409-1356
093-582-2796
月〜金
0942-39-4416
0948-28-5759

９時〜16時

H12.4

H21.9

佐賀

42 Ｎ 被害者支援ネットワーク佐賀ＶＯＩＳＳ

法人番号 5300005001149

0952-33-2110 月〜金

10時〜17時

H12.4

H24.11

長崎

43 公 長崎犯罪被害者支援センター

法人番号 2310005007131

095-820-4977 月〜金

９時30分〜17時

H15.3

H20.12

熊本

44 公 くまもと被害者支援センター

法人番号 5330005005329

096-386-1033 月〜金

10時〜16時

H15.4

H17.4

大分

45 公 大分被害者支援センター

法人番号 5320005002517

097-532-7711 月〜金

９時〜20時

H15.7

H21.3

宮崎

46 公 みやざき被害者支援センター

法人番号 7350005004839

0985-38-7830 月〜金

10時〜16時

H16.4

H17.11

法人番号 8340005006224

099-226-8341 火〜土

10時〜16時

H17.3

H19.7

法人番号 5360005003098

098-866-7830 月〜金

10時〜16時

H14.4

H19.12

鹿児島 47 公 かごしま犯罪被害者支援センター
沖縄

48 公 沖縄被害者支援ゆいセンター

※ 「法人」欄

34

相談電話

令和3年4月1日現在
令和2年4月1日現在

9時〜16時

6. 被害相談電話
警察では、各種相談については、
全国統一の警察相談専用電話

「＃（シャープ）9110」番
性犯罪被害相談については、各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる
全国共通番号

「＃（シャープ）8103（ハートさん）」
により受け付けています。
そのほか、警察本部において性犯罪、少年、悪質商法、暴力団、交通事故等に関する個別の相談電話を設けてい
るほか、警察署等に相談電話を設けているところもあります。
警察庁犯罪被害者支援室のホームページでは、各都道府県警察の被害相談窓口のリンク先を案内するページを掲
載しています。
※

警察庁犯罪被害者支援室ホームページにおける
各都道府県警察の被害相談窓口等の案内ページ
●https://www.npa.go.jp/higaisya/ichiran/index.html

また、暴力団・交通事故に関する相談については、それぞれ暴力追放運動推進センター、交通安全活動推進セン
ターにおいても受け付けています。

〜公：公益社団法人、Ｎ：認定特定非営利活動法人（認定ＮＰＯ法人）、一：一般社団法人
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