
令和元年度事業報告 

（平成 31 年４月１日から令和２年３月 31 日まで） 

 

第１ 事業方針  

  令和元年度の事業方針として 

   ○ 犯罪被害者支援の充実 

   ○ 支援活動員等の募集及び養成 

   ○ 支援活動員等に対する研修及びメンタルヘルスの維持 

   ○ 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５項目を掲げて、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 

支援活動員により、犯罪被害者等からの相談に

適切に対応するとともに、各関係機関と連携し各

種情報提供に努めた。 

 年度中 電話相談 367 件（＋57 件） 

      面接相談  13 回（-１回） 

カウンセリング 

臨床心理士によるカウンセリングを行い、被害

回復と軽減を図った。 

 年度中（電話を含む）  20 回（-14 回） 

法律相談 

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 29 回（＋５回） 

       面接相談 ３回（＋１回） 



直接的支援 

支援活動員により、犯罪被害者等の直接的支援

を適切に対応した。 

 年度中 

殺人･強盗 ６回（－７回） 

         性 被 害 12回（＋１回） 

         交通事故 １回（－８回） 

         暴行傷害 ２回（－６回） 

         そ の 他 ２回（±０回） 

           計  23回（－20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  71 件（+６件） 

        面接相談  ８件（+１件） 

        付き添い  ７件（+５件） 

        連絡調整  25 件（+22 件） 

（センター相談員が受理した件数） 

支 

援 

活 

動 

員 

募 

集 

養 

成 

事 

業 

募集活動 

・新規支援活動員 ９名（４月に採用） 

年度を通して研修を行った。 

・犯罪被害者等支援講座（名古屋市受託）終了生

を対象とした募集（３名を研修生として採用） 

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情

報共有並びにメンタルヘルスの維持に必要な研修

会等を開催した。 

 研修会  51 回 

・新人研修(基礎研修) ３回延べ  20 名参加 

・法廷研修  ５回延べ   19 名参加 

・ロールプレイング研修 

(電話、面接)９回、延べ 32 名参加 

・事例検討会 12 回、延べ 28 名参加 

・自助研修会 11 回、延べ 29 名参加 

・全体会（継続研修） 11 回、延べ 149 名参加 

（弁護士参加  10 回 20 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。 

７/20～21 東海・北陸ブロック研修 

質の向上、上半期研修（岐阜）３名 

下半期研修は、感染症の拡大により中止 

８/２～３ ネットワーク責任者研修（東京） 

１名 

10/18～20 全国フォーラム・研修会（東京） 

      ８名（理事４名、支援員４名） 

1/23～24  性犯罪被害者等支援体制整備促進

事業研修（大阪） １名 

1/27～28  春期全国研修「コーディネーター

研修（前期）」（東京） １名 

その他、警察学校における講義に参加（5/21） 

調 

査 

研 

究 

事 

業 

受託事業等 

愛知県、名古屋市及び矯正所からの委託により

性被害者支援連携会議、職員研修、被害者支援養

成講座、矯正教育を実施した。 

【愛知県受託事業】 

・性犯罪性暴力被害者支援連絡会議開催 

（参加者：救命救急病院等） 

第１回（7/29）、第２回（1/11） 

※ 第３回（3/19）は、感染症拡大のため書面会議 

・性犯罪支援ポスター等の作成と各大学等へ配布 

・性暴力被害者支援看護師（SANE）養成支援 

【名古屋市受託事業】 

・一時避難施設の提供 １回 

・職員研修 ２回 

5/2 名古屋市受託職員研修（管理職） 

6/6 名古屋市受託職員研修（一般職員） 

・犯罪被害者等支援講座 ４回 

10/８、10 犯罪被害者支援講座（初級） 

11/６、７ 同 （ステップアップ講座） 

・犯罪被害を学ぶ会  ４回 

8/22 瑞穂区役所  9/3  東区役所 

12/7 中川区役所  12/12 西区役所 

【矯正所における講話】 

・名古屋拘置所（6/27） 



財 

政 

基 

盤 

確 

保 

活 

動 

補助金要請等 

・ 補助金、寄付金等の要請、申請活動 

5/19 共同募金受配申請 

9/20 預保納付金助成事業説明会（東京） 

10/30 預保納付金助成事業申請 

・ 慈善団体における理事による講話（卓話）活動 

4/18 名古屋東山ロータリー 

6/14 岩倉ライオンズクラブ 

9/10 名古屋千種ロータリークラブ 

11/15 国際ソロプチミスト豊橋 

2/19 碧南ロータリークラブ 

支援者拡大活動 

・ 事業所における被害者講話 

4/14 岡崎青年会議所 

6/12 更生保護サポートセンター（緑区保護司会） 

7/６ 大興運輸株式会社 

8/21 株式会社ネイション 

12/9 株式会社豊田自動織機 

資金獲得活動 

・愛知県遊技業協同組合をはじめ各種寄付 

   計 65 件 

（法人･団体 17 件、個人 48 件、匿名４件） 

・寄付型自動販売機設置 

（新規：至学館大学、(株)アタックス） 

・ホンデリング寄付金 述べ 53 回 

・募金箱 65 件（各警察署等） 

・募金活動 

10/20 東区区民まつり 広報募金活動 

10/26 大府市産業文化まつり 広報募金活動 

10/２ 東海市秋まつり 広報募金活動 

11/９ あま市安全安心大会 広報募金活動 



広 

報 

啓 

発 

活 

動 

事 

業 

広報活動実施 

【公共交通機関における広報】 

地下鉄車内広告～東山線、鶴舞線（通年） 

【各種機関･団体、自助グループ等との共働】 

・5/22 男性が学ぶ女性安全カレッジ（県警） 

・6/13 愛知県安全なまちづくり推進協議会 

・8/1、10/16 安全なまちづくり県民大会 

・8/4 いのち奏でる（緒あしす） 

・9/11 女性安全フォーラム（県警） 

・11/28 安全なまちづくり交通安全大会 

・2/21 いのち奏でる in 岐阜（緒あしす） 

【各種会議等】 

・愛知県被害者支援連絡協議会参加 

   総会、想定訓練、推進検討会等 

 11/28 犯罪被害者支援特別講演会 

・日赤なごやなごみ連携推進会議 ４回 

・警察との連携 

5/21 警察学校における講義 

11/25 犯罪被害者支援広報 (中村署) 

12/2 緑警察署被害者支援連絡協議会 

12/3 設楽警察署被害者支援連絡協議会 

2/19 中警察署被害者支援連絡協議会 

講演会実施 

被害者の心情を伝える講演会を開催し、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】 

各警察署と共催 延べ 40 回開催 

    中学校 24 校、高校 15 校（定時制１校） 

   警察署１回 

センター開催 

   企業、慈善団体等における講話 ９回 

【被害者支援入門講座】 

3/30 木曽川文化会館～感染症拡大により中止 



 会 

務 

運 

営 

総 会 ６月 10 日 定時総会、３月９日 臨時総会 

理事会 ３回実施（５月 16 日、 ６月 10 日、２月６日） 

総務委員会 12 回開催 

 


