
 

平成 30 年度事業報告 

（平成 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日まで） 

 

第１ 事業方針 

  平成 30 年度の事業方針として 

   ○ 犯罪被害者支援の充実 

   ○ 相談員及び支援活動員等の養成 

   ○ 財政基盤確保のための各種施策の推進 

○ 関係機関と連携した広報・啓発活動の強化 

の４項目を掲げて、限られた予算の中、更なる支援活動の充実を目指し、被

害者等から真に信頼される活動及び基盤の整備を図りました。 

第２ 事業報告 

事業名 項 目 実  施  内  容 

相 

談 

・ 

直 

接 

支 

援 

事 

業 

電話相談及び

面接相談 

犯罪被害者等からの相談に適切に対応するとともに、

各種情報提供に努めた。 

 年度中 電話相談 310 件（-50 件） 

      面接相談  14 回（-8 回） 

カウンセリング 

犯罪被害者等に対し、臨床心理士によるカウンセリン

グを行い、被害回復・軽減を図った。 

 年度中  34 回（+12 回） 

法律相談 

犯罪被害者等に対し弁護士による電話相談及び面接相

談を行い、法的支援、不安の軽減等に努めた。 

  年度中 電話相談  24 件(+２件)  

      面接相談   ２回（-9 回） 

直接支援 

犯罪被害者等の直接的支援を適切に対応した。 

 年度中（延べ） 殺 人  13回（－３回） 

         性被害  11回（－11回） 

         交通事故 ９回（＋７回） 

         暴行傷害 ８回（＋４回） 

         その他  ２回（±０回） 

           計  43回（－３回） 



 

性犯罪被害者

対応拠点派遣 

性犯罪被害者対応拠点「ハートフルステーション･

あいち」の受託事業に対し適切に対応した。 

 年度中（延べ）電話相談 65 件(-9 件) 

        面接相談  7 件(-1 件) 

支 

援 

活 

動 

員 

養 

成 

事 

業 

研修等実施 

支援活動員の活動に必要な知識技能の習得や必要な

情報共有のため研修会等を開催した。 

 研修会   29 回 

・初級研修  ５回、延べ 20 名参加 

・法廷研修  ２回、延べ７名参加 

・継続研修   12 回、延べ 114 名参加 

・自助研修会 ９回、延べ 36 名参加 

・ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲ(電話、面接) １回、延べ２名参加 

 全体会   12 回（弁護士参加 12 回 27 名） 

研修会参加 

全国被害者支援ネットワーク等が主催する研修会等に

参加し支援活動員の質的向上を図った。 

警察本部民間相談員等研修（4/18 警察本部） 

全国フォーラム･全国研修会（6/23～24 東京） 

東海･北陸ブロック質の向上研修会上半期 

（7/21～22 三重） 

全国ネットワークブロック局長会議（7/21 東京） 

新任局長会議（8/22 東京） 

東海・北陸ブロック質の向上研修会下半期 

（1/19～20 三重） 

コーディネーター研修（2/4～5 東京） 

調 

査 

研 

究 

事 

業 

受託事業等 

名古屋市及び矯正所からの委託により職員研修、被害

者支援養成講座、矯正教育を実施した。 

・名古屋市受託職員研修講座 

職員研修（5/30 昭和区役所講堂） 

管理職研修（6/11 同） 

・名古屋市受託犯罪被害者支援講座 

犯罪被害者支援講座（10/24、25 初級） 

同  （11/20、21 ステップアップ講座） 

・矯正所における講話 

名古屋拘置所(３回) 



 

補助金要請等 

補助金、寄付金等の要請、申請活動を実施した。 

愛知県知事訪問（8/31） 

警察幹部との意見交換会（10/1） 

愛知県知事部局県民文化部長訪問（10/11） 

名古屋市補助金 

広 

報 

啓 

発 

活 

動 

事 

業 

支援者拡大活動 

各種会議等に参加し支援者の拡大を図った。 

国際ロータリー2760 地区ガバナー事務所訪（9/10） 

ライオンズ国際協会訪問（10/3） 

警友会に対する会員拡大活動（9/26、11/14） 

広報活動実施 

各種機関、団体、自助グループ等と共働し、被害者支

援に関する広報活動を展開した。 

・愛知県被害者支援連絡協議会関係 

  総会、想定訓練、推進検討会、勉強会等 

犯罪被害者支援特別講演会 2018 共催（11/29） 

犯罪被害者支援実戦塾（2/13） 

・愛知県警との連携 

  女性安全フォーラム（8/2 パネル展） 

警察音楽隊街コンキャンペーン（9/11チラシ配布） 

男性が学ぶ女性安全カレッジ（9/26 チラシ配布） 

愛知県警察視閲式への参加（1/8） 

・愛知県安全なまちづくり推進協議会（6/4、8/3）   

・被害者週間関連行事（11 月） 

センター広報ポスター掲示 

公共交通機関車内広告（市バス 1 か月） 

主要駅にてポスター広報 

緑警察署被害者支援連絡協議会（11/28） 

・長久手市との連携 

被害者支援キャンペーン（12/1 パネル掲示） 

・愛知学院大学生ゼミ研修（12/4） 

・緒あしすとの連携 

犯罪被害フォーラム岡崎～共催（12/18） 

2018「いのちかなでる」～後援（2/17） 

・その他 

交通事故死被害者の会「TAV」キャンペーン（9/23） 

学生サポーターアスクル派遣３回延べ 13 名 



 

講演会等実施 

各種講演活動を実施して命の大切さの浸透を図った。 

・命の大切さを学ぶ教室の開催 

警察本部と共催 延べ 19 回開催 

    中学校 7 校、高校 12 校（定時制１校） 

  センター開催 １回（11/17 岡崎通運） 

・日本福祉大学において講義（6/29）  

・西高生に対する教養実施（7/31、12/6） 

・警察学校における講義（9/27） 

ファンドレイ

ジング活動 

資金獲得活動を展開した。 

・赤い羽根共同募金分配金要請 

・愛知県遊技業協同組合寄付金要請 

・その他寄付金養成活動（県警退職者説明会５回） 

・寄付型自動販売機寄付金（２件４台増加） 

・ホンデリング寄付金 述べ 84 回 

・助成金申請活動 

愛知県健康増進財団、キワニス日本財団 

日本財団預保納付金事業 

・全警察署に募金箱設置 

・その他 

大府市産業文化まつり広報募金活動（10/28） 

東海市秋まつり広報募金活動（10/3） 

あま市安全安心大会にて広報募金活動（11/10） 

 会 

務 

運 

営 

総 会 
定時総会（6/7） 

第１回臨時総会（10/10）／第２回臨時総会（3/4） 

理事会 

第１回理事会（5/16）／第２回理事会（6/7） 

書面表決決議（９月）／第３回理事会（10/10） 

第４回理事会（2/12）／第５回理事会（3/4） 

総務委員会 13 回開催 

第３ 会員状況 

会員区分 平成 30 年度末 （参）平成 20 年度末 平成 10 年度末 

正 会 員 ５５人 ６２人 ６２人 

賛助会員 
法人 １９５社 ２５４社 ４４８社 

個人 １４７人 １９５人 １８２人 

計 ３９７人･社 ５１１人･社 ６９２人･社 


