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全国犯罪被害者支援フォーラム 2018 の開催について（ご案内） 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

また、日頃から当法人の活動にご理解とご支援を賜っておりますことに、厚くお礼を申し上げます。 

さて、本年度の「全国犯罪被害者支援フォーラム」について、下記のとおり開催することとしましたので、

ご案内申し上げます。 

本年度の犯罪被害者支援フォーラムは、「被害者支援のあゆみと、これからの支援に向けて」をテーマに、第

１部では被害者支援活動に功労があった方々等の表彰式を行った後、犯罪被害者御遺族である加藤裕司さんに

「明日に生きる」の講演をいただき、第２部では、パネルディスカッション「関係機関との連携の『これまで』

と『これから』」を企画いたしております。 

つきましては、ご多忙のこととは存じますが、ぜひご参加くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 

１． 全国犯罪被害者支援フォーラム 2018 

目  的 ： 犯罪被害者等の置かれている現状と支援の必要性について、支援関係者を対象とする研修

及び国民一般を対象とする広報啓発 

日  時 ： 平成 30年 10 月 12日（金） 13：00－17：10 （開場及び受付開始： 12：00） 

会  場 ： イイノホール （東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 4F～6F） 

参加費 ： 無料 

その他 ： プログラムや会場位置の詳細については別添資料をご覧下さい。 

報道等がはいります。 

定員（５００名）に達し次第、締め切らせていただきます。 

 

２． 参加申し込みについて 

    申込方法 ： 業務委託先である東武トップツアーズ株式会社に別紙参加申込書に必要事項を記入

の上、FAX または e-mailでお申込み下さい。 

（添付の参加申込書以外ではお受けができませんので、必ず添付の参加申込書フォーマ

ットに記入の上お申し込み下さい。/ネットワーク事務局では申込を受付ておりませ

ん。） 

 

B‘ 



申込先（業務委託先） 

東武トップツアーズ株式会社   担当：瀧澤・坂本 

（ＦＡＸ：03-5348-3799）  

（e-mail：shienforum2018@tobutoptours.co.jp ） 

申込受領後、｢参加証｣及び｢受付完了のお知らせ｣をおおよそ 1～2週間程度で FAXまたは

e-mailで東武トップツアーズから返信いたします。 

なお、定員に達したため参加いただけない場合は、参加申込書受領時に東武トップツア

ーズからご連絡いたします。 

｢参加証｣は当日必ずご持参ください。（参加申込書に受領印等を記入した用紙を東武トッ

プツアーズ株式会社から FAX 等にて返信したものが「参加証」となります）申込みが確

認できない場合、ご入場をご遠慮いただく場合がございますので、予めご了承ください。 

           

申込期限 ： ９月 14日（金） 必着  但し、定員に達し次第、期限前であっても受付を停止しますの

で、予め御了承ください。 

 

＜キャンセルについて＞ 

    参加申込後に参加をキャンセルされる場合は、受付番号が記載された参加申込書兼参加証にキャン

セルがわかるように手書きで御記入の上（例：キャンセルします等を記入）、東武トップツアーズ

（03-5348-3799）まで FAXにて送付ください。確認でき次第、折り返し東武トップツアーズからご

連絡いたします。なお、キャンセルについては、可能であれば 10/1（月）までにご連絡いただく

よう御願いいたします。FAX での連絡が困難な場合、電話 03-5348-3500（東武トップツアーズ）に

ご連絡ください。 

 

３． お問合せについて 

   ■内容についてのお問合せ 

→ 全国被害者支援ネットワーク事務局（9：00～16：00） 

TEL 03-3811-8315 FAX 03-3811-8317 

〒１１３－００３３ 東京都文京区本郷２－１４－１０ 

東京外国語大学本郷サテライト６F 

担当：秋葉・鶴見     e-mail nnvs@nnvs.org 

 

   ■お申込状況のご確認 

→ 東武トップツアーズ株式会社東京国際事業部（10：00～17：00） 

フォーラム・研修会担当：瀧澤・坂本 

（警察庁委託により諸業務を担当します）   

電話 03-5348-3500  ＦＡＸ 03-5348-3799 

e-mail  shienforum2018@tobutoptours.co.jp 

〒160-0023東京都新宿区西新宿 7-5-25西新宿木村屋ビルディング 16F 

※電話、メール、FAX以外の対応はできかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

                                                 

以 上 

 



全国犯罪被害者支援フォーラム 2018・平成 30年度秋期全国研修会 

参加申込書兼参加証（一般 HP） 

送信先ＦＡＸ: 03-5348-3799／ 締切り：9月 14日（金） 

送信先 e-mail：shienforum2018@tobutoptours.co.jp（担当：東武トップツアーズ 瀧澤・坂本） 

 
■ 本用紙はお１人様 1枚でご利用ください。複数の方でお申込みの場合は、本用紙をコピーしてお使

いください。 
■ Ｅメールの場合でも、本用紙以外ではお受けできませんので、必要事項を記入の上、スキャンデー

タ等を添付してお申し込みください。 
■ 記入事項に不備がある場合は、受付できないことがございます。 
■ ※印の項目は記入必須項目です。但し、Fax をお持ちで無い場合は fax 番号の記入不要です。 
 

フリガナ
※ 

氏 名※ 

 

  

性 別※ 

 

男 ／ 女 
 

FAX番号※ 

 

   ―    ― 

 

Ｅメールアドレス※ 

（携帯アドレス以外） 

 

電話番号※ ―    ― 携帯電話番号 ―    ― 

所属/勤務先 
 

 
役職/職業  

住 所※ 

（〒   －    ） 

 

 
 

参加申込内容 

              
 

事務局記入欄 
受付が完了しました。 

当日は本用紙をご持

参ください。 

受付番号 受領印 

お申込み後について 

■お申込み登録後、後日（1～2週間程度）FAXまたは E メールにて受付完了をお知らせします。 
■ 定員に達し次第、締め切らせていただきます。予めご了承下さい。 

フォーラム当日は、受付番号が記入された本用紙を必ずご持参ください。 

10月12日（金）

フォーラム

参加費 無料

いずれかを
選択して〇
をつけてくだ
さい。

参加する

参加しない



 

 

 

 

全国犯罪被害者支援フォーラム 2018 プログラム 

「被害者支援のあゆみと、これからの支援に向けて」 

 

日 時： 平成 30 年 10月 12日（金） １３：００～１７：１０ 

会 場：  イイノホール（東京都千代田区内幸町２－１－１ 飯野ビルディング 4階～6階） 

主 催： 公益社団法人全国被害者支援ネットワーク 

日本被害者学会 公益財団法人犯罪被害救援基金 警察庁 

後  援：  総務省 法務省 厚生労働省 国土交通省 内閣府男女共同参画局 公益財団法人日本財団 

日本弁護士連合会 一般財団法人ひまわり基金 公益財団法人日工組社会安全研究財団 

日本司法支援センター（法テラス） 一般社団法人日本臨床心理士会 （以上予定） 

参加費： 無料 

申 込： 要事前申込み・定員 500 名に達し次第、締め切らせていただきます。 

受付開始： １２：００ 

 

第１部：（13:00-14:50） 
 

 

13:00-13:50 

開会挨拶 全国被害者支援ネットワーク理事長 平井  紀夫 

来賓挨拶 
国家公安委員会委員長 

日本弁護士連合会会長 

小此木 八郎 
菊地 裕太郎 

 犯罪被害者支援功労者・功労団体・功労職員表彰 感謝状贈呈 

13:50-14:50 
被害者の声 

「明日
あ す

に生きる」 

講演： 被害者御遺族 加藤 裕司 

14:50-15:10 休 憩 

 
第２部：（15:10-17:10） 

 

15:10-17:00 

パネルディスカッション 

「関係機関との連携の『これまで』と『これから』」 

 

コ－ディネータ－： 京都犯罪被害者支援センター理事、同志社大学法学部教授 

 
川本  哲郎 
 

パネリスト： いばらき被害者支援センター、NNVS認定コーディネーター、臨床心理士 

埼玉県県民生活部 防犯・交通安全課 主幹 

弁護士 千葉県弁護士会犯罪被害に関する委員会委員長 みどり総合法律事務所 

警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室 室長 

 

森田 ひろみ 
川村 政生 
伊東 秀彦 
丸山 彰久 

17:00-17:10 閉会挨拶 犯罪被害救援基金専務理事 黒澤 正和 

 

 
 
 
 

別紙資料 1 



 
 
 
 
 
 
 

全国犯罪被害者支援フォーラム 2018 会場案内 

イイノホール 所在地： 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 4F～6F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙資料 2 

■交通のご案内  

・東京メトロ 日比谷線・千代田線 「霞ケ関」駅 C4出口直結 

・東京メトロ 丸ノ内線 「霞ケ関」駅 B2出口 徒歩 5分 

・東京メトロ 銀座線 「虎ノ門」駅 9番出口 徒歩 3分 

・東京メトロ 有楽町線 「桜田門」駅 5番出口 徒歩 10分 

・JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線、都営地下鉄浅草線、 

ゆりかもめ 「新橋」駅 徒歩 10分 

・都営地下鉄 三田線 「内幸町」駅 A7出口徒歩 3分 


