《犯罪被害者等のニーズに対応する「途切れのない支援」のための連携図（イメージ）》
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- 19 -

第２章

各機関・団体における支援業務

＜総合的な対応＞

＜医療・福祉＞

１ 静岡県(P22)

23

精神保健福祉センター(P54)

２ 県内市町(P23)

24

市(区)福祉事務所 県健康福祉センター (P55)

３ 静岡県警察(P30)

25

保健所(P56)

４ 海上保安部(P34)

26

市町保健センター(P56)

５ 法テラス静岡(P35)

27

静岡県・市区町社会福祉協議会(P56)

６ 認定 NPO 法人静岡犯罪被害者支援

28

地域包括支援センター(P57)

29

医療機関(P58)

７ 公益財団法人犯罪被害救援基金(P38)

30

静岡県公認心理師協会(P58)

８ 被害者団体（自助グループ）(P38)

31

一般社団法人静岡県社会福祉士会(P59)

32

一般社団法人静岡県精神保健福祉士協会 (P60)

センター(P37)

＜司法関連＞
＜就労関連＞

９ 静岡地方裁判所・簡易裁判所 (P39)
10

静岡家庭裁判所(P41)

33

労働基準監督署(P60)

11

静岡地方検察庁(P43)

34

ハローワーク(P61)

12

静岡県弁護士会(P46)

35

総合労働相談コーナー(P61)

13

静岡県司法書士会(P47)

36

公共職業能力開発施設(P61)

＜刑事施設・保護観察所等＞
14

東京矯正管区(P47)

15

刑事施設(P48)

16

静岡少年鑑別所(P48)

17

少年院(P49)

18

関東地方更生保護委員会(P49)

19

静岡保護観察所(P50)

＜人権・外国人対応＞
20

静岡地方法務局(P52)

21

静岡県多文化共生総合相談センター(P53)

22

外国人在留総合ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ(P54)
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＜女性・子ども等＞
37

＜その他＞

静岡県女性相談センター・

59

県健康福祉センタ－(P62)

公益財団法人静岡県暴力追放運動
推進センター(P76)

38

静岡県男女共同参画課(P63)

60

県民生活センター(P77)

39

静岡県性暴力被害者支援センター(P64)

61

いのちの電話(P78)

40

婦人保護施設(P65)

62

日本年金機構年金事務所(P79)

41

民間シェルター （P65）

63

全国健康保険協会静岡支部(P79)

42

児童相談所(P65)

64

税務署(P79)

43

児童家庭支援センター(P65)

44

乳児院・児童養護施設・児童自立支援
施設・児童心理治療施設(P66)

45

母子生活支援施設 (P66)

46

ファミリー・サポート・センター(P67)

47

静岡県教育委員会 各市町教育委員会 (P67)

48

学校(P68)

49

独立行政法人日本スポーツ振興センター (P69)

＜交通事件＞
50

交通事故相談所(P69)

51

一般財団法人静岡県交通安全協会(P70)

（静岡県交通安全活動推進センター）
52

公益財団法人日弁連交通事故相談センター (P70)

53

公益財団法人交通事故紛争処理センター (P71)

54

一般社団法人日本損害保険協会(P72)

55

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理
機構(P72)

56

独立行政法人自動車事故対策機構（NASVA）
静岡支所(P73)

57

公益財団法人交通遺児等育成基金(P74)

58

公益財団法人交通遺児育英会(P75)
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１

静岡県

「犯罪被害者等支援総合調整窓口」を設け、犯罪被害者等へ相談先を紹介する業務を
行っています。また、国その他の関係機関・団体が行っている支援に関する情報提供を
行い、犯罪被害者等が必要な支援をスムーズに受けられるよう、関係機関・団体との連
絡、調整を行っています。
(1) 相談窓口業務
犯罪被害者等支援総合調整窓口では、被害者等が求めている支援に対し、関係機関・
団体が行っている支援に関する情報提供や助言を行うとともに、円滑な支援のため関
係機関・団体との連絡調整を行っています。
【窓口】くらし・環境部 県民生活局 くらし交通安全課（電話 054-221-3220）
〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号
(2) 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
犯罪により従前の住宅に居住することが困難となった犯罪被害者等が、住宅に困窮
する場合に、提供可能住戸があるときに限り、公募によらないで県営住宅への入居を
許可します。ただし、入居期間は原則として１年間を超えない期間です。
（対象要件等）
下記のいずれかに該当することが客観的に証明できる方
① 犯罪等により収入が減少し生計維持が困難となった被害者等
② 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該
住宅に居住し続けることが困難となった被害者等
【窓口】くらし・環境部 建築住宅局 公営住宅課（電話 054-221-3086）
(3) 配偶者からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
配偶者からの暴力により従前の住宅に居住することが困難となった被害者が住宅に
困窮する場合に、提供可能住戸があるときに限り、公募によらないで県営住宅への入
居を許可します。ただし、入居期間は、原則として１年間を超えない期間です。
（対象要件等）
下記のいずれかに該当する方
① 配偶者暴力防止等法により配偶者暴力相談支援センター又は婦人保護施設
において保護を受けてから５年以内の被害者
② 配偶者暴力防止等法に基づき配偶者に対し裁判所から接近禁止命令又は退
去命令が出されてから５年以内の被害者
【窓口】くらし・環境部 建築住宅局 公営住宅課（電話 054-221-3086）
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２

県内市町

(1) 犯罪被害者等支援担当課
静岡県内ではすべての市町において、犯罪被害者支援のための総合的対応窓口が設
置されています。（116 ページ）
犯罪被害者等が必要とする支援は、被害者等が置かれた状況により多岐に渡るため、
市町における担当課も多くの部局にまたがっています。以下、主な支援制度について
掲載しました。
(2) 死亡一時金
第１号被保険者として保険料を３年以上納めた人が、いずれの年金も受けないまま
死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や寡婦年金を選択しない場合に
支給します。
【窓口】各市区町年金担当課
(3) 遺族基礎年金
国民年金に加入している人が死亡した場合に、その死亡した人によって生計を維持
されていた「子のある配偶者」、または「子ども」に支給します。
※子どもとは、18 歳になった年度の末日までの子、または 1、２級の障害の状態に
ある 20 歳未満の子をいいます。
（対象要件等）
下記のいずれかに該当する者が死亡したとき
① 被保険者期間中の者
② 被保険者資格喪失後で 60 歳以上 65 歳未満の日本国内に在住する者
③ 老齢基礎年金の受給権者
④ 老齢基礎年金の受給資格要件を満たしている者 ※
※ 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が 25
年以上ある方に限ります。
ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要となります。
【窓口】各市区町年金担当課
(4) 寡婦年金
第１号被保険者期間だけで老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、年金を受けな
いまま死亡したとき、夫によって生計を維持され、かつ 10 年以上の婚姻期間があった
妻に、60 歳以上 65 歳未満まで支給します。
【窓口】各市区町年金担当課
(5) 障害基礎年金
国民年金加入中の方、または被保険者資格喪失後で 60 歳以上 65 歳未満の日本国内
に在住する方が、病気や怪我で一定以上の障害が残った場合などに支給します。
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（対象要件等）
下記のいずれかに該当する場合
① 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の
うち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が３分の２以上あ
ること
② 初診日において 65 歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近の
1 年間に保険料の未納がないこと。（初診日が 2026 年４月１日の前の特例）
※ 20 歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件
は不要
【窓口】各市区町年金担当課
(6) 特別障害者手当
著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあ
る在宅の 20 歳以上の方に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別
の負担の軽減の一助として手当を支給します。
【窓口】福祉事務所・町障害福祉担当課
(7) 身体障害者手帳の交付
身体に障害のある方本人又は保護者の申請により、手帳を交付しています。手帳の
取得により、障害福祉サービスの給付、更生医療の給付、補装具の交付及び修理、重
度障害者（児）医療費の助成、日常生活用具の給付・貸与、在宅手当の給付、各種税
の減免及び控除、運賃の割引などのサービスが障害の程度に応じて受けられます。
※診断書作成料は有料です。
（対象要件等）
視覚機能、聴覚・平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓・
じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓機能、ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能に永続する障害がある方
【窓口】福祉事務所・町障害福祉担当課
(8) 療育手帳の交付
知的発達に遅れのある子ども（人）の保護者（家族）の申請により、手帳を交付し
ています。手帳の取得により、障害福祉サービスの給付、補装具の交付及び修理、重
度心身障害者医療費の助成、日常生活用具の給付・貸与、在宅手当の給付、各種税の
減免及び控除、運賃の割引などのサービスが障害の程度に応じて受けられます。
（対象要件等）知的発達に遅れのある子ども（人）
【窓口】福祉事務所
※福祉事務所では、受付及び交付事務のみ取り扱い、手帳の発行は、県で実施
しています。
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(9) 精神障害者保健福祉手帳の交付
精神疾患を有する方に、本人の申請により手帳を交付しています。手帳の取得によ
り、自立支援医療費支給制度申請の簡素化、各種税の減免及び控除、公共施設（県）
の使用料等の免除、ＮＨＫの受信料の減免、携帯電話料金の割引などが受けられます。
※診断書作成料は有料です。
（対象要件等）
統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病
及びその他の精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある
と認められた方
【窓口】福祉事務所
(10) 自立支援医療費支給制度
障害者総合支援法に基づいて、身体・知的・精神の障害の種類にかかわらず、市町
が福祉サービスを一元化して提供することになりました。
自立支援医療費の支給としては、精神通院公費（精神疾患があり通院による精神医
療が継続的に必要な程度の方）、育成医療（身体上の障害・疾患があり手術等が必要な
18 歳未満の児童）、更生医療（身体障害者手帳を持っており障害を回復・改善するた
めに必要な医療を要する 18 歳以上の方）にかかる費用の自己負担額上限額が原則とし
て１割になります。ただし、所得制限があります。
※自立支援医療費以外に介護給付費、訓練等給付費があります。
【窓口】福祉事務所
(11) こども医療費助成（市町によって助成内容が異なります。）
18 歳年度末までの子どもが医療保険による診療を受けた場合、その自己負担額の助
成を受けることができます。
【窓口】各市町母子保健窓口
(12) ひとり親家庭等医療費助成（市町によって助成内容が異なります。）
母子・父子家庭等いわゆる「ひとり親家庭」の児童や養育している方に対して、保
険診療にかかった医療費の自己負担額について一部を支給します。ただし、健康保険
組合等から支給される附加給付金や高額療養費は除きます（入院に係る食事療養費は、
助成の対象外となります）。
（対象要件等）
市町内に住所があり、離婚、死別、遺棄などの理由で父と生計を同じくしてない
か、又は父が一定の障害の状況にある児童（20 歳の誕生日の前日が属する月の末日
までの者）を監護している母又は養育している方
ただし、所得税が課税されていない世帯であること。
【窓口】福祉事務所
(13) 母子父子寡婦福祉資金貸付金
母子家庭の母や父子家庭の父、その扶養している児童などに対し、その経済的自立
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の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するた
め、児童の就学に必要な資金などの貸付けを行います。
（対象要件等）
配偶者のいない（死別、離婚、生死不明、法令による拘禁（長期）、労働能力喪失、
未婚の母等）者で扶養している子どもがいる方など。
【窓口】福祉事務所
(14) 自立支援教育訓練給付金事業
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座及び各市町が対象と認める講座を
受講した母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、講座修了後に受講料の一部を支給
します。
（対象要件等）
以下の要件すべてに該当する方
① 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得基準にあること
② 当該教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められる
ものであること
③ 過去に訓練給付金を受給していないこと
【窓口】福祉事務所
(15) 高等職業訓練促進給付金事業
母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業
療法士等、就職に有利な資格を取得するため、１年以上養成機関で修業する場合に、
毎月一定額支給します。
（対象要件等）
以下の要件すべてに該当する方
① 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得基準にあること
② 養成機関において 1 年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見
込まれるもの
③ 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められるもの
④ 過去に訓練促進給付金の支給を受けていないこと
※上記のほか、養成機関で修業を終了した場合、高等職業訓練修了支援給付金
を支給します。
【窓口】福祉事務所
(16) 母子家庭等就業・自立支援事業（政令市と共同運営）
ひとり親サポートセンター等において、就業相談から技能講習、就業情報の提供等
の支援や、養育費の取り決めなどの専門的な相談、その他さまざまな相談に応じます。
【窓口】ひとり親サポートセンター
（本所、東部・中部・西部支所）
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