
所在地 団　体　名 実施日程 時間 場所

北海道
一般社団法人北・ほっかいどう総合カウンセ
リング支援センター北・ほっかいどう被害者
相談室

2022/11/5 13:00～16:00 支援の輪チャリティコンサート(旭川市神楽公民館）

青森
公益社団法人
あおもり被害者支援センター

2022/11、12月
予定

未定 イオン青森店

岩手
公益社団法人
いわて被害者支援センター

2022/10/15 13:00～16:00 県民のつどい（花巻市文化会館）

2022/11/16 13:00～16:30 県民のつどい（日立システムズホール仙台）

2022/10、11月
予定

未定 犯罪被害者週間街頭キャンペーン

山形
公益社団法人
やまがた被害者支援センター

2022/11/22 13:00～16:00 県民のつどい（山形国際交流プラザ）

2022/10/28 14:30～16:00 犯罪被害者遺族講演会（会津若松市）

2022/11/26 13:00～16:00 福島市春日町・とうほうみんなの文化センター

茨城
公益社団法人
いばらき被害者支援センター

2022/11/10 13:00～15:00 犯罪被害者支援講演会（県民文化センター）

栃木
公益社団法人
被害者支援センターとちぎ

2022/11/25 13:15～16:00 県民のつどい

埼玉
公益社団法人
埼玉犯罪被害者援助センター

未定 未定 犯罪被害者支援キャンペーン

2022/11/17 15:00～16:00 犯罪被害者支援キャンペーン（千葉そごう）

2022/11/18 15:00～16:00 犯罪被害者支援キャンペーン（JR船橋駅）

2022/11/21 10:00～16:00 生命のメッセージ展（きぼ-る）

2022/11/22 10:00～16:00 生命のメッセージ展（イオンタウンおゆみ野）

2022/11/26 12:00～15:30 県民のつどい（千葉県教育会館）

東京
公益社団法人
被害者支援都民センター

2022/11/2・3 10:00～19:00 犯罪被害者支援キャンペーン（新宿駅西口広場）

神奈川
認定ＮＰＯ法人
神奈川被害者支援センター

2022/11/25 14:00～16:00 犯罪被害者支援キャンペーン(横浜そごう前広場）

新潟
公益社団法人
にいがた被害者支援センター

2022/11/5 13:30～16:00 犯罪被害者支援フォーラム2022

2022/11/5 12:00～13:00 山梨県警音楽隊ふれあいコンサート（YCC県民文化ホール）

2022/11/24 12:30～13:30 犯罪被害者支援講演会（桃源文化会館）

2022/11/24 10:00～15:00 安曇野市役所

2022/11/26 13:00～15:00 辰野町役場

未定 未定 長野県庁

2022/11/18 午後 犯罪被害者支援講演会

2022/11/21 未定 犯罪被害者支援パネル展示（OKBふれあい会館ロビー）

2022/11/28～
2022/12/2

　 市町村パネル展示（岐阜市）

2022/12/12～
2022/12/16

市町村パネル展示（可児市）

未定 未定 JR岐阜駅前街頭広報、県警パネル展示・ホンデリング

静岡
認定ＮＰＯ法人
静岡犯罪被害者支援センター

2022/11/25 13:30～16:00 犯罪被害者支援講演会inしずおか2022（札の辻󠄀クロスホール）

愛知
公益社団法人　　　　　　　　　　　　　　　
被害者サポートセンターあいち

2022/11/26 13:30～16:00 犯罪被害者を考える集い（サンヒルズ安濃）

2022/11/25 10:00～12:00 大津市役所職員研修　啓発活動

2022/11/25～
2022/12/1

8:30～17:30 甲賀市役所　出張相談会　啓発活動

2022/11/16 13:00～16:00 生命のメッセージ展（イオンモール高の原）

2022/11/25 10:00～12:00 近鉄西大寺駅2階通路

2022/12/3 10:30～15:30 県民のつどい

2022/11/22 13:30～16:00 鳥取県被害者支援フォーラム会場

11月中旬 未定 街頭広報活動

2022/11/12 13:00～16:00 被害者を考える講演会（島根県民会館）

未定 犯罪被害者週間広報活動（イオン松江）

2022/11/25 8:30～17:00 市町窓口、県警窓口

2022/11/26 13:00～17:00 犯罪被害者週間講演会(広島弁護士会館)

2022/10/24 9:00～16:00 パネル展（柳井市文化福祉会館）

2022/11/15 13:00～16:00 週間行事（ルネッサながと）

2022/11/28 9:00～16:00 パネル展（西田布施公民館）

全国被害者支援ネットワーク加盟団体　令和4年度犯罪被害者週間　広報啓発活動・イベント（予定）

公益社団法人
ぎふ犯罪被害者支援センター

岐阜

宮城
公益社団法人
みやぎ被害者支援センター

福島
公益社団法人
ふくしま被害者支援センター

千葉
公益社団法人
千葉犯罪被害者支援センター

長野
認定NPO法人
長野犯罪被害者支援センター

山梨
公益社団法人
被害者支援センターやまなし

滋賀
公益社団法人
おうみ犯罪被害者支援センター

鳥取
公益社団法人
とっとり被害者支援センター

奈良
公益社団法人

なら犯罪被害者支援センター

島根
公益社団法人　　　　　　　　　　　　　　　
島根被害者サポートセンター

山口
公益社団法人
山口被害者支援センター

広島
公益社団法人
広島被害者支援センター



所在地 団　体　名 実施日程 時間 場所

2022/11/30 午前 イオンモール徳島

2022/11/30 午後 徳島グランヴィリオホテル

2022/11/2 13:00～14:30 被害者支援講演会(香川県社会福祉総合センター)

2022/11/25 パネル展（瓦町フラッグ8階）

2022/11/28～
2022/12/2

　 パネル展（県庁1階）

2022/10/1 10:00～15:00 被害者支援チャリティーバザー（砥部町公民館）

未定 未定 安心安全ふれあいフェスティバル（エミフル）

未定 未定 県警音楽隊秋季プロムナードコンサート（県立美術館前）

2022/11/20 13:30～16:00 犯罪被害者週間記念講演会(松山市総合福祉センター)

2022/11/30 13:30～16:00 犯罪被害者支援講演会

2022/12/4 8:30～15:30 じゃんけんふれあいフェスタ

2022/11/8 14:00～16:00 飯塚地区犯罪被害者に優しい街づくり住民大会（桂川町住民センター）

未定 未定 街頭キャンペーン（博多駅前）

2022/11/24 13:30～16:00 被害者支援フォーラム2022（メートプラザ佐賀）

2022/12/1 13:00～14:00 犯罪被害者週間広報活動（ゆめタウン）

長崎
公益社団法人　　　　　　　　　　　　　　
長崎犯罪被害者支援センター

2022/11/23 14:30～16:30 犯罪被害者支援講演会（ホテルセントヒル長崎）

2022/11/7～
2022/12/2

未定 巡回パネル展

2022/11/25 13:30～16:00 犯罪被害者週間事業シンポジウム

2022/11/25 未定 鹿児島中央駅前

2022/12/1 13:00～16:00 フォーラム(かごしま県民交流センター）

沖縄
公益社団法人
沖縄被害者支援ゆいセンター

2022/11/25 未定 壺屋陶器祭り会場（那覇市壺屋小学校）

福岡
公益社団法人　　　　　　　　　　　　　　
福岡犯罪被害者支援センター

香川
公益社団法人
かがわ被害者支援センター

※新型コロナウイルスの感染予防の観点により、募金活動の実施を中止する場合があります。全国被害者支援ネットワークが毎年実施しております、御茶ノ水駅
前及び池袋駅前での街頭募金は、令和4年度は中止します。

佐賀
認定NPO法人
被害者支援ネットワーク佐賀ボイス

鹿児島
公益社団法人
かごしま犯罪被害者支援センター

熊本
公益社団法人
くまもと被害者支援センター

愛媛
公益社団法人
被害者支援センターえひめ

高知
認定NPO法人
こうち被害者支援センター

徳島
公益社団法人　　　　　　　　　　　　　　　
徳島被害者支援センター


