(7) 公費負担制度
被害に遭われた方の経済的負担を軽減するため、次の費用を公費で負担しています。
ア 傷害等を負われた方
診断書料・初回診察費用
イ 性犯罪被害に遭われた方
緊急避妊費用・性感染症検査費用・人工妊娠中絶費用
ウ ご家族を亡くされた方
検案書料・遺体修復費用・遺体搬送費用
※ その他に精神的負担を軽減するためのカウンセリング等費用、自宅で被害に遭われ
た方のためのハウスクリーニング費用、一時避難場所確保に要する費用を公費で負担
しています。
（対象要件等）
それぞれ一定の要件があります。
【相談窓口】各警察署の警務課（117 ページ）
(8) 再被害防止
犯罪被害者等が再び同じ被疑者から生命又は身体に対する犯罪被害を受けることを
防止するため、警戒、情報収集、防犯指導等を実施しています。
（対象要件等）
再被害を受けるおそれが大きく、組織的・継続的な再被害防止措置を講ずる必要が
ある犯罪被害者等
【相談窓口】各警察署の警務課（117 ページ）
(9) 性犯罪被害者への支援
希望する性別の警察官による捜査、証拠採取における配慮、初回診察費用・診断書料・
緊急避妊費用等の公費負担、性犯罪被害相談窓口、交番・鉄道警察隊における女性被害
相談窓口の設置等を行っています。
【相談窓口】性犯罪被害１１０番 0120-783870（ナヤミ ハナソー）又は性犯罪被害
相談電話全国共通番号「#8103」（ハートさん）
各警察署の警務課（117 ページ）
(10) 被害少年への支援
被害少年の精神的ダメージを軽減し、その立ち直りを支援するため、少年相談窓口
を設置し、専門職員による助言・指導やカウンセリング等を行っています。
【相談窓口】 各地区少年サポートセンター（沼津・富士・静岡中央・志太榛原・磐田・
浜松中央）及び同分室（三島・清水・静岡南・浜松東）
電話 0120-783410「ナヤミ シュート」）
各警察署の生活安全課（117 ページ）
(11) 児童虐待事案への対応
児童相談所等の関係機関と適切に連携して児童の保護にあたったり、保護者に対す
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る指導等を行っています。虐待が犯罪に当たる場合は適切な事件化に努めています。
【相談窓口】各警察署の生活安全課（117 ページ）
(12) 暴力団犯罪の被害者への支援
暴力団犯罪による被害の回復を図るため、被害者からの申出に基づいて、暴力団へ
の連絡や連絡先の教示、被害回復交渉を行う場所としての警察施設の供用などの支援
を行っています。
【相談窓口】暴力相談専用電話（電話 0120-548930）
又は 054-254-8930（ゴヨー ヤクザゼロ）
各警察署の警務課（117 ページ）
(13) 交通事故被害者等への支援
交通事故に関する相談窓口を設け、交通事故被害者等からの相談に応じて自動車保
険・損害賠償制度、被害者支援等の基本的な制度手続等の説明や各種相談窓口・カウ
ンセリング機関の紹介等を行っています。
【相談窓口】各警察署の交通課（117 ページ）
(14) 配偶者からの暴力事案に対する対応
配偶者からの暴力事案には、裁判所が被害者の申立てにより保護命令を発する際に、
裁判所へ書面を提出したり、保護命令を受けた申立人に対して防犯指導等を行ってい
ます。
【相談窓口】各警察署の生活安全課又は警務課（117 ページ）
(15) ストーカー事案に対する対応
つきまとい等に対する警告、禁止命令等の行政上の措置、ストーカー行為に対する
捜査及び被害者が自ら被害を防止するための援助措置等を行っています。
【相談窓口】各警察署の生活安全課又は警務課（117 ページ）

４

海上保安部

海上で犯罪が発生した場合は、犯罪捜査機関として適切な捜査を行うとともに、被害
を受けた方々の保護・支援のための各種取組を実施しています。
事件発生直後から、犯罪の被害を受けた方々のための支援を、各海上保安部署の犯罪
被害者等支援主任者が中心となって実施いたします。
(1) 犯罪被害者等への情報提供
捜査の状況、被疑者の逮捕や検察庁への送致状況などを、捜査上支障のない範囲内
で事件担当捜査員が犯罪被害者及びその家族に連絡します。
(2) 犯罪被害者等支援制度
犯罪被害者等支援主任者を各海上保安部署に配置し、事件発生直後から犯罪被害者
及びその家族への付き添い、支援制度の説明などを行います。
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(3) 事情聴取における配慮
犯罪被害者及びその家族からの事情聴取に当たっては、プライバシーの保護、身体
の安全確保に配慮しています。
また、性犯罪による女性被害者に対しては、女性海上保安官による事情聴取を行う
など、精神的負担の緩和に努めています。
(4) 経済的負担の軽減
① 解剖遺体の搬送・修復費の公費負担制度
司法解剖後の犯罪被害者の遺体について、遺体搬送や解剖後の遺体修復のための
費用を一部公費により負担しています。
② 診断書等の公費負担制度
犯罪被害者の被害に係る診断書料や、捜査上の要請から行う事情聴取のために犯
罪被害者及びその家族が出頭する場合の旅費を公費により負担しています。
海上保安庁における犯罪被害者等支援に関する制度の詳細及び具体的な内容につき
ましては、以下の窓口にお問い合わせください。
【窓口】
下田海上保安部 管理課
〒415-0023 下田市三丁目１８番２３号（電話 0558-23-0118）
清水海上保安部 管理課
〒424-0922 静岡市清水区日の出町９番１号（電話 054-353-1118）

５

法テラス静岡

：日本司法支援センター静岡地方事務所

平成 18 年 4 月に総合法律支援法に基づいて設立された公的な法人です。
法テラスでは、犯罪被害者等が、そのとき最も必要な支援が受けられるよう、①刑事
手続の流れや各種支援制度等、法制度に関する情報の提供、②犯罪被害者支援を行って
いる相談窓口の案内、③犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介、④面談によ
る法律相談（援助要件あり、予約制）、⑤弁護士費用の立替（援助要件あり）などの援助
を行っています。
法テラスは県内３箇所（静岡、沼津、浜松）に事務所があります。
【事務所の連絡先】（法テラスでは、ナビダイヤルとＩＰ電話を使用しています。）
法テラス静岡
法テラス沼津
法テラス浜松
法テラスＨＰ

〒420-0031

静岡市葵区呉服町 2-1-1 札の辻ビル５Ｆ
電話 0570-078321／050-3383-5400

〒410-0833

沼津市三園町 1-11
電話 0570-078322／050-3383-5405

〒430-0929

浜松市中区中央 1-2-1 イーステージ浜松オフィス４F
電話 0570-078324／050-3383-5410

https://www.houterasu.or.jp/
- 35 -

(1) コールセンター・犯罪被害者支援ダイヤル
犯罪被害者支援の知識・経験を持ったオペレーターが、相談窓口や法制度等の情報
提供を行っています。
【相談窓口】0570-079714（なくことないよ）
・ＩＰ電話からは 03-6745-5601
・犯罪被害以外の法的トラブルについては、一般ダイヤル 0570-078374
「おなやみなし」も設け、情報提供をしています。
(2) 国選被害者参加弁護士の選定に関連する業務
刑事裁判への参加を許可された被害者参加人からの国選被害者参加弁護士の選定請
求を受けて、被害者参加人の意見を聴いて国選被害者参加弁護士の候補を裁判所に通
知する業務などを行います。
（対象要件等）
以下の要件すべてに該当する場合
① 殺人、傷害、性犯罪、過失運転致死傷等の被害を受けた被害者や直系親族
などで、裁判所から刑事裁判への参加を許可された方（被害者参加人）であ
ること
② 資力（現金・預金等）に関する基準額（200 万円未満）に該当すること（６
か月以内に犯罪行為を原因として治療費などの費用を支出する見込みがあれ
ば、その費用は資力から控除します。）
(3) 民事法律扶助業務
民事裁判等手続に関する援助として、無料で法律相談を行い、弁護士費用などの立
て替えを行います。
※費用は原則として毎月分割で償還（お支払い）いただきます。
（援助要件等）
以下の要件すべてに該当する場合
① 資力が一定額以下であること
② 勝訴の見込みがないとはいえないこと（法律相談については、この条件は
不要です。）
③ 民事法律扶助の趣旨に適すること
(4) ＤＶ等被害者法律相談援助業務
ＤＶ、ストーカー、児童虐待を現に受けている方に対し、資力に関わらず、弁護
士による速やかな法律相談を実施する業務を行っています。被害の防止に必要な相
談であれば刑事･民事問わず御相談いただけます。
一定の基準を超える資産をお持ちの方には、後日、相談料（5,000 円＋消費税）
を御負担いただきます。
（資産基準）
法律相談実施時に有する処分可能な現金･預貯金の合計額が 300 万円以下である
こと（ＤＶ、ストーカー、児童虐待の被害により、法律相談実施日から 1 年以内に
支出することとなると認められる費用の額（治療費など）は、現金・預貯金の合計
額から控除します。）
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(5) 日弁連委託援助業務
告訴・告発、事情聴取同行、マスコミ対応、刑事手続における和解の交渉など、刑
事手続、少年審判等手続及び行政手続に関して、弁護士費用などの援助を行います。
※要した費用について、負担をしていただく場合があります。
（援助要件等）以下の要件すべてに該当する場合
① 殺人、傷害、性犯罪、ストーカー等の被害を受けた方やその家族
② 収入等の要件に該当すること
③ 弁護士援助の必要性・相当性があること
(6) 被害者参加旅費等支給制度
被害者参加制度を利用して刑事裁判に出席された方に、国がその旅費、日当及び宿
泊料を支給する制度です。資力にかかわらず、すべての被害者参加人の方がご利用い
ただけます。手続きの流れや必要書類は以下でご確認ください。
https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/seido/higaisha_sankaryohi/nagare.html
なお、被害者参加人として裁判に出席した方を対象とした制度のため、被害者参加

人であっても傍聴席で傍聴していた場合には旅費等は支払われませんのでご注意くだ
さい。個別のケースについては、被害者参加の許可決定をした裁判所に直接お問い合
わせください。

６

認定ＮＰＯ法人静岡犯罪被害者支援センター

犯罪被害者等に対して、様々な支援を行っています。また、犯罪被害者等の置かれて
いる現状や支援の必要性などの広報啓発活動も行っています。
(1) 電話相談・面接相談
相談員（被害者支援について専門的な研修を積んだ者）による継続的な相談を行っ
ています。必要に応じ、警察や検察庁等の他の支援機関等の情報提供や紹介を行って
います。
【相談窓口】電話 054-651-1011
（事務局）

認定ＮＰＯ法人静岡犯罪被害者支援センター
〒420-0032
静岡市葵区両替町１丁目４番地 15 芙蓉ビル４階
電話 054-651-1021

(2) 直接的支援
犯罪被害者等に対する物品の提供又は貸与、裁判所等への付添い等、役務の提供そ
の他の方法による直接的支援を行っています。
【窓口】上記「電話相談・面接相談」と同じ
(3) その他の支援
犯罪被害者等の実態を周知していただくための広報・啓発活動や、電話相談員や直
接支援員等のボランティアの養成と研修を行っています。
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７

公益財団法人犯罪被害救援基金

国民の浄財からなる基金で、犯罪被害者遺児等に対する学資の供給などの救援事業を
おこなっています。
【窓口】公益財団法人犯罪被害救援基金
〒102-0093
東京都千代田区平河町 2-3-6 平河町共済ビル内（電話 03-5226-1020）
ホームページ http://kyuenkikin.or.jp/
(1) 奨学金等給与事業
通学先によって給付額は異なりますが、採用時から学業が終了するまでの期間、奨
学金や入学一時金を給与します（給与のため返済の必要はありません）。
（対象要件等）
以下の要件すべてに該当する方
① 人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた方又は重障
害を受けた方の子、孫、弟妹等
② 犯罪被害を受けたときにおいて、主として被害者の収入によって生計を維
持していた子、孫、弟妹等
③ 学校等に在学（幼稚園等に在園する３歳以上の幼児から大学院生及び外国
の大学又は大学院への留学生）し、学業・人物ともに優秀で、かつ、学資の
支払いが困難であると認められる子、孫、弟妹等
【窓口】静岡県警察本部警察相談課犯罪被害者支援室
電話 054-271-0110
(2) 支援金支給事業
（支援概要）
現に著しく困窮し、加害者による賠償が期待できず、かつ公的な救済制度又は保険
による補填がなされないなど、特別な救済の対象とすべき犯罪被害者等に支援金を支
給しています。
（対象者）
犯罪等により被害を被った者又は犯罪等により死亡した場合の遺族
（申出先）
公益財団法人犯罪被害救援基金

８

被害者団体（自助グループ）

被害当事者の方たちが自ら立ち上げた被害当事者の方のグループです。 目的や活動内
容は、団体によって異なります。
（自助グループへの参加）
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