
事業項目 事業名

電話相談事業 受理件数　329件　（100件）

メール　14件 (9件） 手紙　２件 ※（　）件数、さぽーとねっと宮崎

面接相談事業 受理件数　142件　（10件） ※（　）件数、さぽーとねっと宮崎

弁護士による法律相談　14件 （1件） ※（　）件数、さぽーとねっと宮崎

精神科医・臨床心理士によるカウンセリング　60回　（7回）

物品の供与事業 制服購入　1件

・ 警察関連支援　4件 ※（　）件数、さぽーとねっと宮崎

・ 裁判関連支援　67件

・ 検察庁関連支援　9件

・ 弁護士法律相談付添　14件（1件）

・ 自宅等訪問　１件

・ 自助グループ開催　11件

・ その他　4件

医療支援 0件

宿泊場所提供事業 ０件

犯罪被害者等給付金申請補
助事業

０件　（対象になり得る事案取扱０件）

損害賠償請求制度等各種制
度の情報提供事業

０件　※　情報提供については、弁護士による法律相談にて補助

4月8・9日 定例会 （支援センター）

6月10日 定例会 （支援センター）

7月9日 定例会 （支援センター）

8月5日 定例会 （支援センター）

9月9日 定例会 （支援センター）

10月15日 定例会 （支援センター）

11月11日 定例会 （支援センター）

12月9日 定例会 （支援センター）

1月14日 定例会 （支援センター）

2月10日 定例会 （支援センター）

5月21日 宮崎県犯罪被害者等支援連絡協議会幹事会出席

7月1日 DV被害者保護支援ネットワーク会議出席

7月30日 犯罪被害者等支援施策市町村主管課長会議にて講話

8月19日 司法修習生に対する講話

8月23日 被害者支援教養にて講話

9月3日 被害者支援専科にて講話

9月11日 被害者支援研修会にて講話

9月26日 宮崎県犯罪被害者連絡協議会総会出席

10月1日 被害者支援研修会にて講話

10月2日 宮崎北地区犯罪被害者支援ネットワーク総会にて講話

10月4日 宮崎県再犯防止推進計画検討協議会出席

10月23日 性暴力被害者支援連絡協議会出席

事　業　実　施　結　果

法律・心理相談業務

付き添い支援事業
直接支援事業

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

実　施　結　果

相談事業

手続の補助事業

自助グループの育成・支
援活動

自助グループの育成・支
援事業

各種会合への参加事業
関係機関・団体等との連
携による被害者支援事業

　公社）　みやざき被害者支援センター　　



事業項目 事業名 実　施　結　果

11月8日 犯罪被害者等支援条例に関する勉強会出席

11月11日 高鍋警察署犯罪被害者等支援ネットワーク会議にて講話

11月15日 日向地区犯罪被害者等支援連絡協議会総会にて講話

11月19日 都城地区犯罪被害者等支援ネットワーク会議にて講話

11月22日 西臼杵地区犯罪被害者支援ネットワーク連絡協議会にて講話

11月25日 小林・高原地区犯罪被害者等支援連絡協議会総会にて講話

11月25日 宮崎南警察署犯罪被害者支援連絡協議会にて講話

12月4日 串間地区犯罪被害者等支援ネットワーク総会にて講話

12月17日 西都警察署犯罪被害者等支援連絡協議会にて講話

1月21日 東諸県・高岡地区犯罪被害者等支援連絡協議会にて講話

2月25日 日南市犯罪被害者等支援ネットワーク会議にて講話

2月26日 延岡地区犯罪被害者等支援連絡協議会にて講話

4月18～19日 全国事務局長等会議・新任事務局長等研修出席（東京都）

5月20日 ＮＮＶＳ認定コーディネーター会議出席（東京都）

6月29～30日 上半期九州ブロック研修会参加・講師派遣（沖縄県）

8月2～3日 支援活動活動責任者研修参加（東京都）

8月8日 全国理事長会議出席（東京都）

9月７～8日 上半期中四国ブロック研修会・講師派遣（広島県）

9月9日 ＮＮＶＳ認定コーディネーター会議出席（東京都）

10月19～20日 秋期全国研修会参加（東京都）

秋期全国研修会・講師派遣（東京都）

11月10日 （公社）被害者支援センターえひめ研修・講師派遣（愛媛県）

11月13日 ＮＮＶＳ認定コーディネーター会議出席（東京都）

12月11日 （公社）山口被害者支援センター研修・講師派遣（山口県）

2月1～2日 下半期九州ブロック研修会・講師派遣（沖縄県）

2月6～7日 春期全国研修会（コーディネーター研修）・講師派遣（東京都）

10月18日 全国犯罪被害者支援フォーラム（東京都）

12月6日

2月20～21日 性犯罪被害者等支援体制整備促進事業研修（長崎県）

4月24日 （支援センター会議室）

5月22日 （支援センター会議室）

7月23日 （支援センター会議室）

8月20日 事例検討 （支援センター会議室）

9月3日 被害者支援専科生と支援活動員との意見交換 （支援センター会議室）

9月20日 子供の性被害対応について （支援センター会議室）

9月26日 被害者遺族講演 （支援センター会議室）

11月30日 被害者遺族講演 （宮崎市民プラザ）

● 12月9日 犯罪被害者の心理及び相談員の心のケア （支援センター会議室）

● 2月20日 被害者支援と関係法令 （支援センター会議室）

3月25日 被害者支援活動員の役割と問題点等 （支援センター会議室）

9月20日～3月25日　支援活動員養成講座（初級）１０回　　（支援センター会議室）

支援活動員の養成及び継
続的な研修

※講話・・・被害者支援の必要性について

被害者等の実態等に関す
る調査及び研究事業

●　専門家講師による研修

各種会合への参加事業

関係機関・団体等との連
携による被害者支援事業

若年層を対象とした女性に対する暴力の予防啓発のための研修（熊本県）
先進的組織等の調査及び
研究事業

被害者等の実態等に関す
る調査及び研究事業

全国被害者支援ネット
ワークへの参加

刑事手続きの流れと支援ポイント

電話相談の受理要領と留意点

九州・沖縄ブロック研修会の還元教養



事業項目 事業名 実　施　結　果

ポスター（一行詩募集用） 1,000 枚

チラシ（一行詩募集用紙） 10,000 枚

チラシ（フォーラム広報用） 2,000 枚

冊子（一行詩用） 1,500 冊

7 枚

リーフレット 10,000 枚

ポスター 300 枚

ポケットティッシュ 10,000 個

3,000 枚

3,000 冊

3,500 枚

1,500 個

◎ 200 枚

◎ 5,000 枚

◎ 18,000 枚

◎ 15,000 枚

◎ 3,500 個

◎　「さぽーとねっと宮崎」広報

犯罪被害者週間街頭キャンペーン（宮崎山形屋前）

リーフレット等の配布

犯罪被害者週間街頭キャンペーン（宮交シティー内）

リーフレット等の配布

11月19日 犯罪被害者週間街頭キャンペーン（都城イオン内）

リーフレット等の配布

2月2日 県警音楽隊　定期演奏会

リーフレット等の配布

12月4日 「人権週間」街頭啓発

リーフレット等の配布 （イオンモール宮崎）

12月8日 青島太平洋マラソン「ふれあい広場」において県人権同和対策課ブースでの

リーフレット等の配布 （宮崎市熊野・県総合運動公園駐車場）

1,500 冊

1,500 冊

6月18日～ 「犯罪被害者に関する企画展」

6月30日
パネル展示・リーフレット等の配布 （県立図書館）

9月6日～ 「犯罪被害者に関する企画展」

9月13日
パネル展示・リーフレット等の配布 （綾町立図書館）

11月25日～ 「犯罪被害者に関する企画展」

12月20日
パネル展示・リーフレット等の配布

11月30日 一行詩「生命のこえ」コンテスト表彰式・作品発表

殺人事件の被害者遺族による講演

4月、8月、10月、11月

センターニュース　№29

センターニュース　№30

5月、7月、9月、11月、1月

機関誌の作成配賦事業

ポスター、リーフレット、
カードの作成・配布事業

クリアファイル

ポスター、リーフレット、
カードの作成・配布事業

チラシ（県内学校）

ポスター

ポスター（一行詩作品展示用）

リーフレット

広報・啓発事業

図書館展示事業

ポケットカード

フォーラム等開催事業

（都農町立図書館）

（宮崎市民プラザ　オルブライトホール）「あの日から１６年」～変わらない家族の想い～

付箋紙（広報グッズ）

ボールペン

マスク（センター広報チラシ入り）

「あおぞら」手記



事業項目 事業名 実　施　結　果

5月23日 新富町立富田中学校（２６６名）

5月31日 西都市立妻中学校（４９７名）

6月13日 高鍋町立高鍋東中学校（３３０名）

7月2日 小林市立小林西中学校（１０３名）

7月3日 宮崎市立大塚中学校（６２１名）

7月4日 宮崎市立生目南中学校（１７４名）

7月5日 宮崎県立本庄高等学校（３３５名）

7月9日 国富町立八代中学校（６５名）

10月9日 日向市立東郷学園（１０２名）

11月6日 宮崎県立宮崎南高等学校（７３５名）

11月12日 宮崎県立西都商業高等学校（８６名）

12月19日 宮崎県立延岡工業高等学校（７８０名）

サンシャイン宮崎ラジオＣＭ（11月3日～1月3日） 20秒×147本

宮崎日日新聞・きゅんと（7月19日付）

ホームページの運営事業 インターネット上に掲載（センター・さぽーとねっと宮崎）

広報媒体への広告の掲
載事業

命の大切さを学ぶ教室の
開催

広報・啓発事業


