
公１　犯罪被害者等からの電話相談、面接相談等の事業

事業内容 実施時期 実施場所

週4日（月、水、木、土）

第1・第3日曜日

電話相談日数 電話相談件数

10：00～16：00 208  日 334

面接相談日数 面接相談件数

42 日 43件

月１回 福山市役所市民相談室 6件

随　時 警察署等 1件

弁護士相談 月1回 当センター相談室内等 弁護士相談 18件

臨床心理士相談 月2回 当センター相談室内 臨床心理士相談 3件

付き添い支援事業 随　　時 県内一円

日常生活の支援事業 随　　時 県内一円

犯罪被害者等給付金

申請補助事業

随　　時 県内一円

4・10・11・２月 県社会福祉会館

4・5月 広島県警本部

5・6・2月 自治会館

6月3日 県社会福祉会館

4・5・6月 自治会館

6・12・2月 県警本部

7・8・2・3月 広島・福山・三次

7月 当センター

8月 東京都

8月 東京都 支援活動連絡会議

8・1月 東京都 中四国ブロック事務局長会議

9月 西区民センター 広島市被害者支援講演会

9月 当センター 警察被害者支援担当者研修

5・10・1月 市役所 広島市安全なまちづくり推進協議会

11月 ひとまちプラザ

11月 JA会館 内閣府講演会　犯罪被害者支援と地域社会

11月 弁護士会館 法テラス地方協議会

通　　年 東京都

通　　年 中四国ブロック各センター

警察との連携強化 随    時

当センター、県警本部、警察

署

広島県 随    時 当センター、広島県庁

広島市、県内市町 随    時

当センター、広島市役所､各

県内市役所･町役場

警察からの情報提供による    直

接支援

随　　時 県内一円

東部地区面接相談

425回

被害者支援連絡協議会幹事会・総会

市町・関係機関団体犯罪被害者等支援関係職員研修

全国被害者支援ネットワーク理事会・事務局長会議・広報委員会等(9回）

中四国ブロック各支援センター訪問（12回）

業務についての打ち合わせ､財政基盤の強化についての協力要請

業務についての打ち合わせ､財政基盤の強化についての協力要請

業務についての打ち合わせ､財政基盤の強化についての協力要請

共同募金会社会課題解決プロジェクト運営会議

52回

関係機関及び団体等との連携に

よる被害者支援事業

女性被害者支援研究会

中央警察署協議会

0回

公共交通機関被害者フォーラム（運輸局）

　　　　平成27年度事業報告書

実　施　実　績

電話相談 当センター電話相談室内

面接相談 随　　時 当センター相談室内

実施場所

公２　犯罪被害者等の要望により、日常生活の支援、病院、警察署、検察庁、裁判所等の付き添いなどを行う直接的支援事業

326回

日本財団広報連絡会

弁護士会・県警等連絡会議

実　施　実　績

共同募金会社会課題解決プロジェクト交付式

市町被害者支援担当職員連絡会議

実施時期事業内容



支援活動員

継続研修

実施時期 実施場所 講　師 内　容

4月9日 当センター会議室 村松　周 裁判を振り返って

5月20日 当センター会議室 戸田　慶吾・菊田憲紘 裁判を振り返って

6月25日 当センター会議室 内野　悌司 模擬事例を通して被害者支援を考える

7月22日 当センター会議室 多田野　清 保護観察所における被害者支援について

8月18日 当センター会議室 長井貴義 最近の法律問題についての報道

9月16日 当センター会議室 古曳　衞子 子どもが巻き込まれるネット被害について

10月21日 当センター会議室 長井貴義・活動員 質の向上研修会（上半期）参加者からの報告

11月28日 JA会館 清水誠一郎　他

犯罪被害者週間広島大会　講演「天使が空に帰った日｣

シンポジウム　「犯罪被害者と地域社会の在り方」

12月20日 YMCA国際ホール 飛鳥井　望　他

講演「犯罪被害者等の心を支える－トラウマの理解とその治療」

シンポジウム「支援者の惨事ストレスの予防とケアの現状の課題」

2月17日 当センター会議室 兒玉憲一・活動員

ネットワーク全国研修参加者の報告

ロールプレイ研修

3月24日 当センター会議室 兒玉憲一・長井貴義 28年度マニュアル説明会

メンタルヘルス 実施時期 実施場所 講　師 内　容

4月18日 当センター会議室 兒玉 憲一 スーパービジョン

5月16日 当センター会議室 兒玉 憲一 スーパービジョン

6月20日 当センター会議室 兒玉 憲一 スーパービジョン

7月18日 当センター会議室 兒玉 憲一 スーパービジョン

9月19日 当センター会議室 兒玉 憲一 スーパービジョン

10月17日 当センター会議室 兒玉 憲一 スーパービジョン

11月21日 当センター会議室 兒玉 憲一 スーパービジョン

12月19日 当センター会議室 兒玉 憲一 スーパービジョン

1月16日 当センター会議室 兒玉 憲一 スーパービジョン

2月20日 当センター会議室 兒玉 憲一 スーパービジョン

3月19日 当センター会議室 兒玉 憲一 スーパービジョン

全国ネットワーク研修等 ９月7日～11日 東京都 都民センター主催直接的支援実地研修

８月29日･30日 愛媛

10月2日 東京都

10月3日･4日 東京都

１月30日･31日 ひろしま国際ホテル

その他支援活動員関係行事 実施時期 実施場所

支援活動員面接

2月13日・17日・20日・25

日 当センター会議室

委嘱状授与式 3月24日 当センター会議室

全国被害者ネットワーク質の向上研修(下半期）

全国被害者ネットワーク質の向上研修(上半期）

全国犯罪被害者支援フォーラム

全国犯罪被害者支援ネットワーク全国研修会

公３　犯罪被害者等に対する支援活動員の養成・研修事業

採用研修担当理事・支援活動員　計47名

支援活動員・理事・県警　計41名

参加者



事業内容 実施時期 実施場所

広島被害者支援センター

講演・シンポジウム

12月20日 YMCA国際ホール

犯罪被害者週間街頭キャンペーン 11月25日 JR広島駅南口

犯罪被害者週間における電車･バス車両

内ポスターの掲示

11月～12月

（協力事業者）

県内15交通事業者

犯罪被害者週間における公共施設への

ポスターの掲示

11月～12月

(協力依頼機関）

県内23市町、

広島県警察本部等

広島被害者支援センター広報ＣＭ放映 随　　時

県内街頭大型ビジョン・

マツダスタジアム等

随時放映

ラッピング電車の運行 通　　年 広島電鉄宮島線

広報資料制作配布 随    時

（配布先）県、市、各大学、社会福祉

協議会、協力企業　賛助会員　正会

員　講師　全国ネットワーク等

機関紙発行 7月、1月発行

（配布先）県、市、大学、協力企業、

正会員、賛助会員、講師、全国ネッ

トワーク等

7月　4,000部発行 1月　4,000部発行

5月22日 尾道刑務所 入所者への講話

7月9日 船越公民館

10月22日 広島少年院 視察・授業参観

10月30日 県警察学校 性犯罪捜査専科教養

11月17日 呉市 人権センター講演

2月19日 広島刑務所 入所者への講話

通　　年 県内 企業等への会員募集活動

随　時 広島市・呉市他県内市町 市役所・町役場訪問　現状報告と支援要請

随　時 県内18警察署 警察署訪問　現状報告と支援要請

1月1日～3月31日 県内

ホームページ 随時更新

　総会・理事会・委員会活動

事業内容 実施時期 実施場所

総会 5月29日 ひろしま国際ホテル

理　事　会 5月12日 当センター会議室

8月20日 当センター会議室

2月25日 当センター会議室

採用研修委員会活動 １９回 当センター会議室等

支援活動委員会活動 ２9回 当センター会議室等

財務委員会活動 ４８回 当センター会議室等

広報委員会活動 　28回 当センター会議室等

広島県共同募金会主催社会課題解決プロジェクト参加

ポスター（Ｂ3版）1,500枚

県内28関係機関

当センターの相談電話番号等をラッピングした電車1台を運行する。

 

啓発ポスター                 　 3,000枚

シンポジウムリーフレット 　　5,000枚

シンポジウムプログラム　  　　 350枚

企業・団体等に対する広報活動

ポスター（Ｂ3版） 1,500枚

車両及び電停

安芸地区保護司会更生保護婦人会研修会

実　施　実　績

講演「犯罪被害者等の心を支える－トラウマの理解とその治療」飛鳥井望

シンポジウム「支援者の惨事ストレスの予防とケアの現状」

リーフレット等の配布3,000部  のぼり旗15枚 カープ選手の協力による募金活動

理事　支援活動員　事務局　広島県　広島市　広島県警察　広島保護観察所　　第六管区海上保安

部等　　　30名

公4　犯罪被害者等の置かれている現状や支援の必要性を広く県民に知らせ、支援意識の高揚を図る広報啓発事業


