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１ 犯罪被害者等支援施策の現状

(１) 国の状況
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犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被
害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利
利益の保護を図ることを⽬的とし、平成16年12月に制定されました。

前文においては、「国、地⽅公共団体及びその他の関係機関並びに⺠間の団

体等の連携の下、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するた
め、この法律を制定する」とされており、本市においても、国・大阪府・民間
支援団体等と連携し、施策を進めています。

また、法第⼋条の規定により、国の施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、施策の大網や重点課題などを記した「犯罪被害者等基本計画」を定めなけ
ればならないとされています。

１-(１) ①犯罪被害者等基本法
（平成⼗六年⼗⼆⽉⼋⽇法律第百六⼗⼀号）
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１-(１) ②第４次犯罪被害者等基本計画

計画期間：令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５か年

《基本方針》

①尊厳にふさわしい処遇を権利として保障すること

②個々の事情に応じて適切に行われること

③途切れることなく行われること

④国民の総意を形成しながら展開されること

《重点課題》

①損害回復・経済的支援等への取組

②精神的・身体的被害の回復・防止への取組

③刑事手続への関与拡充への取組

④支援等のための体制整備への取組

⑤国民への理解の増進と配慮・協力の確保への取組

※詳細は「第4次犯罪被害者等基本計画」（資料２）参照

第１次（平成１７年１２月）、第２次（平成２３年３月）、第３次（平成２８年４月）を経て、

現在、第４次（令和３年３月）が策定されています。
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１ 犯罪被害者等支援施策の現状

(２) 政令指定都市の状況
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１-(２) 政令指定都市における犯罪被害者等支援条例の制定

都市名 条 例 名 施行日

さいたま市 さいたま市犯罪被害者等支援条例 令和３年４月１日

川 崎 市 川崎市犯罪被害者等支援条例 令和４年４月１日

浜 松 市 浜松市犯罪被害者等支援条例 令和４年４月１日

広 島 市 広島市犯罪被害者等支援条例 令和４年４月１日

本市は、令和２年４月１日に大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例（資料３）
を制定しました。
本市より先に犯罪被害者等支援に特化した条例を制定している政令指定都市は、
横浜市・名古屋市・京都市・堺市・神戸市・岡山市の６都市でしたが、直近の２年
間ではさらに４都市（下記表参照）が条例を制定され、全国的に犯罪被害者等の支
援に特化した条例制定への動きが広がっていることがわかります。

埼玉県

神奈川県

広島県
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２ 大阪市における犯罪被害者等支援

(１)支援事業
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支援名称 支援内容

犯罪被害者等支援のための
総合相談窓口

犯罪被害者等からの相談をお受けして、その方の状況に応じた大阪
市の各種支援事業のご案内や関係機関のご紹介などを行っています。

令和３年度相談件数：１４４件
令和２年度相談件数：１８０件

被害発生初期段階における
アウトリーチ支援（★）

犯罪被害にあわれた方から相談がない場合でも、関係機関等と連携
のうえ、大阪市から犯罪被害者等にご連絡し、その方の状況に応じた
支援を行います。

２-(１) ①各種支援事業（総合相談等）

※詳細は「大阪市犯罪被害者等被害発生初期段階支援実施要綱」（資料４） 参照
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２-(１) ②各種支援事業（見舞金支給）

※詳細は「大阪市犯罪被害者等見舞金支給要綱」（資料５）参照

支援名称 支援内容 支援実績

遺族見舞金（★）
人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等により、
死亡された被害者の遺族に支給します。
（30万円）

令和３年度：１５件
令和２年度： ７件重傷病見舞金（★）

人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等により、
医師の診断により１か月以上（過失の場合は３か月）
の療養、かつ３日以上の入院等を要する重傷病等を負
われた場合に支給します。
（10万円）

性犯罪被害見舞金
（★）

強制性交等の性犯罪被害を受けた場合に支給します。
（10万円）
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２-(１) ③各種支援事業（日常生活支援等）

※詳細は「大阪市犯罪被害者等日常生活支援事業等実施要綱」（資料６）参照

支援名称 支援内容 支援実績

ホームヘルプサービス
（★）

犯罪被害により家事等（調理・掃除・洗濯など）を行う
ことが困難となった方の自宅へ、無料でホームへルパーを
派遣します。
（上限：１回あたり３時間以内/日、合計96時間まで）

令和３年度：０件
令和２年度：０件

配食サービス（★）
犯罪被害により食事の用意が困難となった方の自宅へ、
無料で弁当をお届けします。
（上限：１回/日、合計30日まで）

令和３年度：１件
令和２年度：１件

法律相談（★）
犯罪被害によって生じる法律問題について、無料で犯罪
被害に精通した弁護士による法律相談を行います。
（上限：１回あたり１時間30分/回、合計２回まで）

令和３年度：０件
令和２年度：０件

人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等により、医師の診断で１か月以上（過失の場合は３か月）の療養を要する重傷病等を負わ
れた場合や、性犯罪被害（強制わいせつなど）に遭われた場合、又は死亡された被害者の遺族が利用できます。
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２-(１) ④各種支援事業（助成金交付）

※詳細は「大阪市犯罪被害者等助成金交付要綱」（資料７）参照

支援名称 支援内容 支援実績

一時保育費用助成（★）
犯罪被害により就学前の児童の保育が困難と

なった場合に、一時保育の費用を助成します。
（上限：１回あたり３千円、合計10回まで）

令和３年度：０件
令和２年度：０件

精神医療費用助成（★）
犯罪被害により精神医療機関を受診した方に

対し、医療費を助成します。
（上限：１回あたり５千円、合計24回まで）

令和３年度：２件
令和２年度：１件

転居費用助成（★）

犯罪被害により居住することが困難となった
住居から、新たな住居に転居するための費用
（転居に係る運送費用及び荷造り等のサービス
に係る費用）を助成します。
（上限：20万円、１回まで）

令和３年度：２件
令和２年度：１件

一時的住居確保費用助成
犯罪被害により居住することが困難となり、

一時的に避難するための宿泊費用を助成します。
（上限：1泊あたり7,500円、25泊まで）

令和４年度からの
新制度

人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等により、医師の診断で１か月以上（過失の場合は３か月）の療養を要する重傷病等を負わ
れた場合や、性犯罪被害（強制わいせつなど）に遭われた場合、又は死亡された被害者の遺族に助成します。
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２-(１) ⑤各種支援事業（住居支援）

※各支援事業は、大阪市民の方（大阪市に住民登録されている方等）が対象となり
ます。
※★印の付いた支援事業は、令和２年４月１日（条例施行）以降に発生した犯罪被
害が対象となります。（一時的住居確保費用助成については、令和４年４月１日以
降に発生した犯罪被害が対象となります。）
※支援事業のご利用にあたっては、警察に被害届が提出されており被害事実が客観
的に確認できることなどの要件があります。

支援名称 支援内容 支援実績

市営住宅の優先
入居

殺人や強制性交等の被害により現在の住居に居住でき
なくなった場合に、優先的に市営住宅を提供します。

令和３年度：０件
令和２年度：０件
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２ 大阪市における犯罪被害者等支援

(２)事業取組状況
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２‐(２) ①広報・啓発事業（その１）

市民向けのパンフレットを作成し、各区役所や市内各警察署等へ配架・配付する等、
条例及び各種支援事業等について広報・啓発をしています。

職場での支援や理解を得ることを目的とした、事業者向けのパンフレットを作成し、
昨年度は、大阪商工会議所会員（約29,000社）へ送付し、啓発を行いました。

【他の媒体を活用した広報・啓発】

大阪市ホームページ、市民局Facebook、区広報紙への掲載等により、総合相談窓口
案内や、各種支援事業についての情報発信をしています。
また、ポスター（タイアップポスター含む）を作成し、OsakaMetro駅構内や大阪市
内の関係機関に掲示しました。

【パンフレットを活用した広報・啓発】
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２‐(２) ②広報・啓発事業（その２）

事業名等 事業内容等 実施時期・回数等

「いのちの大切さを伝える」
講演会への講師派遣

大阪市内の在住者、在勤者、在学者で構成され
たグループが開催する講演会や研修会で、犯罪
被害者ご遺族にご講演いただいています。

５回実施
(申し込みは10回であったが、
新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため５回中止)

大阪市出前講座
「もし、あなたや身近な人が
犯罪被害にあったら」

犯罪被害者等支援担当職員が講師となり、主催
者が指定する場所へ出向き、犯罪被害者等の現
状や支援等について説明しています。

２回実施

【講演会や出前講座による広報・啓発】
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２‐(２) ③関係機関・団体との連携

大阪府警察、大阪府及び民間支援団体である認定NPO法人大阪被害者支援アド

ボカシーセンターと連携し、総合的な犯罪被害者等支援を一体となって実施する
ため、支援対象者の犯罪被害の状況や、支援内容について、情報共有するほか、
相互に、パンフレット・リーフレットの設置や配付を行っています。

さらに、堺市や摂津市も加えて、「被害者支援研究会」を開催し、支援の在り
方や啓発事業の実施方法について協議しています。

２‐(２) ④庁内における取り組み等

庁内における推進体制として、犯罪被害者等支援に資することができる施策を実
施している所属が構成員となっている「大阪市犯罪被害者等支援にかかる庁内連絡
会」を開催し、情報共有を図っています。

また、区役所等窓口職員を対象とし、犯罪被害についての認識を深め、被害者等
のおかれている状況に配慮して業務を行うことができるように、犯罪被害者等支援
研修を実施しています。
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３ 今年度の取組
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被害にあわれた方が、「制度を知らなかった」
ということがないようにしてもらいたい！

①今年度の重点的取組

・大阪市が犯罪被害者等支援施策を実施していることに対する認知度
（R2市民意識調査より）

今年度は広報・啓発を重点的に取り組みます。

８％

・市会質疑
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②【重点取組１】
市立小中学生保護者向け広報・啓発

子どもが被害者となってしまった際に、保護者が被害に気づき、子どもを
サポートできるよう、大阪市立小中学生の保護者向けリーフレットを作成す
る予定です。

などにより、広報・啓発を予定しています。これ以外にも効果的な活用
を、引き続き検討していきます。ご相談・ご協力をお願いすることもある
かもしれませんが、その際は、よろしくお願いいたします。

【リーフレットの活用方法】
・大阪市立小中学生の全保護者へ配付
・リーフレットの市ホームページへ掲載
・あわせて作成する解説動画とセットでの啓発
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③【重点取組２】
大阪市内各警察署に対する協力依頼

被害・事件直後に犯罪被害者等に接することが多い大阪市内の各警察署に
対し、直接、本市職員が各警察署へ本市の犯罪被害者等支援施策を説明し、
犯罪被害者等に対し、本市窓口を案内をしていただけるよう、協力を依頼し
ます。

各所属におかれましても、市内警察署とつながりがある場合、犯罪被害者
等支援についても、お口添えいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
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４ 構成員の皆様へのお願い
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皆さまの職場におきまして、犯罪被害者等からのご相談等があった場合
は、下記の相談窓口をご案内いただきますよう、ご協力よろしくお願いい
たします。

①相談窓口の周知

《犯罪被害者等支援のための総合相談窓口》
（市民局ダイバーシティ推進室人権企画課内）
電話：06-6208-7489 FAX：06-6202-7073

【受付時間】9:00～17:30（土・日・祝・年末年始を除く）

※パンフレット等が必要な際は、お申し出ください。
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犯罪被害者等支援の広報・啓発については、現在使用しているツールをさらに
工夫し、また、新たな手法でも啓発活動を推進する必要があります。

市民に広く啓発するため、各地域団体（保護司会、民生委員児童委員、女性
会）の会議や、小中学校長会において、事業説明をさせていただき、講演会への
講師派遣や出前講座の依頼をしてもらうようにお願いしています。

皆さまのご担当する業務におきまして、 講演会への講師派遣や出前講座の依頼
ができる場や、パンフレットやリーフレットを配架するなど、広報・啓発をさせ
ていただける場（研修・会議・イベント等）がありましたら、担当者が事業説明
等をさせていただきますので、情報提供及びご協力をよろしくお願いいたします。

②広報・啓発
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③ご意見等

 広報・啓発への協力について

 本市の犯罪被害者等支援事業についてのご意見

また、不明点等ございましたらあわせてご記入ください。

犯罪被害者等支援事業について、下記のとおり意見聴取を行いますので、
ご意見等ございましたら、別紙の「意見聴取用紙」に記入いただき、メール
でご回答をよろしくお願いいたします。

※当該意見をもって当該会議の議事に代えさせていただきます。 25



会議へのご参加、ありがとうございました。
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