
 

 
 

※表記がない限り、祝日・年末年始を除きます。通話料は有料です。 

東京都総合相談窓口以外にも相談窓口があります。 

●警視庁総合相談センター 

TEL ０３－３５０１－０１１０または♯９１１０ 
24時間 365日 

※相談内容に応じて相談窓口等をご案内します。 

●警視庁犯罪被害者ホットライン 
 （犯罪被害によるこころの悩み相談） 

さあい く なら な や み ゼ ロ 

TEL ０３－ ３ ５９ ７ －７８３０ 
月～金 8:30～17:15 

●東京地方検察庁被害者ホットライン 
 （犯人の処分結果・裁判の進行状況等通知など）  

東京地方検察庁（23区内の事件） 

TEL ０３－３５９２－７６１１ 
月～金 9:00～12:00、13:00～17:00 

FAX ０３－３５９２－７６１４ 

東京地方検察庁立川支部（23 区外の事件） 

TEL ０４２－５４８－５７６６ 
月～金 9:00～12:00、13:00～17:00 

FAX ０４２－５４８－５７６７ 

●東京保護観察所犯罪被害者等相談室 
 （仮釈放に関する意見等陳述、保護観察中の者への心情等伝達ほか相談支援） 

TEL ０３－３５９７－０１３２ 
月～金 9:30～17:00 

●日本司法支援センター（法テラス） 
犯罪被害者支援ダイヤル 

TEL ０５７０－０７９７１４ 
（ＰＨＳ・ＩＰ電話からは０３－６７４５－５６０１） 

月～金 9:00～21:00 ／ 土 9:00～17:00 

●弁護士会による犯罪被害者相談 

TEL ０３－３５８１－６６６６ 
月～金 11:00～16:00 

●各区市町村でも相談に応じています。 

犯罪等により 
被害を受けた方へ 

～被害から回復するためのお手伝いをします～ 

（窓口一覧） 

 

 

 東京都では「第３期東京都犯罪被害者等支援計画」 

に基づき、 区市町村や民間団体等と連携し、 様々な 

支援を実施しています。 

 このリーフレットは、 犯罪被害に遭われた方が、様々な

支援を継続的に受けられるよう、 行政機関や民間団体が 

行う支援内容とその窓口について一覧にしたものです。 

  このリーフレットが少しでも犯罪被害を受けた方   

やそのご家族のお役に立てれば幸いです。
 

 

このリーフレットに関する問い合わせは、下記まで 

東京都総務局人権部人権施策推進課       

電話 ０３－５３８８－２５８９ 

 

 

 

 

令和２年度版 

犯罪被害者相談窓口 

犯罪被害者のための東京都総合相談窓口 
 

○専門の相談員による電話相談 

○各種の支援制度の紹介、情報提供 

○その他、電話等の相談内容により下記の支援を実施 

 
面接相談、自宅訪問、  

警察署・検察庁・裁判所などへの付添い、 

被害直後における一時的な居住場所の提供、 

精神科医等によるカウンセリング 等 

東京都公安委員会指定  犯罪被害者等早期援助団体 

公益社団法人 

被害者支援都民センター 

TEL ０３－５２８７－３３３６ 

月・木・金 9：30～17：30／火・水 9：30～19：00 

※土日祝 年末年始除く 

FAX ０３－５２８７－３３８７ 

ホームページ http://www.shien.or.jp/ 

東京都性犯罪 ・ 性暴力被害者 
ワンストップ支援センター 

 

○電話相談、面接相談を行っています。 

○必要に応じて専門の相談員が医療機関や警察、 

関係機関等に付き添います。 

ナ ナ 

性暴力救援ダイヤル NaNa 

Not alone, Not afraid 

もう 1 人じゃないよ、恐れずに連絡して。 

 
                                  な な きゅうきゅう 

TEL ０３－５６０７－０７９９     

２４時間３６５日相談受付 
 

特定非営利活動法人 

性暴力救援センター・東京（SARC 東京） 

が対応します。 

ホ ー ム ペ ー ジ https://sarc-tokyo.org/ 

  ～ 被害を受けた方へ ～ 

登録番号（31）146



通事故に関すること 

医療に関すること

消費者被害に関すること

 

子どもに関すること

住まいに関すること

しごとに関すること

経済的支援に関すること

性犯罪に関すること

交通事故に関すること  

  

    

 

 

 

 
 

 

◆東京都交通事故相談所 
03-5320-7733 月～金 9:00～17:00 

 

◆警視庁交通相談コーナー 
03-3593-0941 月～金 8:30～17:15 

 

◆公益財団法人 日弁連交通事故相談センター 
弁護士による交通事故電話相談（相談料無料） 
0570-078325 月～金 10:00～16:30(毎月 10日は 19:00まで） 

                  
◆交通遺児に対する支援 

●奨学金の無利子貸与【公益財団法人 交通遺児育英会】    
高校以上の学校に通うための学費を無利子で貸与    
フリーダイヤル 0120-52-1286 月～金 9:00～17:30 

●交通遺児育成基金事業【公益財団法人 交通遺児等育成基金】 
満 16歳未満の交通遺児が損害賠償金などの一部を拠出して 
基金に加入し、その拠出金に援助金を加えた育成給付金（非 
課税）を年金方式で給付する制度 
フリーダイヤル 0120-16-3611 月～金 9:00～17:00 

 

◆交通事故被害者に対する支援 

●交通遺児等支援事業【公益財団法人 交通遺児等育成基金】 
自動車事故により死亡又は重度の後遺障害を被り、そのため 
生計困難となった義務教育終了前の子がいる家庭への生活資 
金等を支給する制度 
フリーダイヤル 0120-16-3611 月～金 9:00～17:00 

●【（独）自動車事故対策機構（NASVA）】  

交通遺児等への生活資金の無利子貸付や自動車事故により
重度の後遺障害が残った方に対する介護料の支給、療護施
設の設置・運営など  

NASVA交通事故被害者ホットライン（相談窓口の紹介） 
0570-000738 月～金 9:00～12：00、13：00～17:00 

（IP電話からは 03-6853-8002） 
 
 

 
◆警視庁 
①最寄りの警察署 生活安全課 生活安全相談係 
②警視庁総合相談センター 
 03-3501-0110または＃9110 24時間 365日 
 ※相談内容に応じて相談窓口等をご案内します。  
③危険が迫っているときは、緊急ダイヤル「110」 

 

 

 

 

◆東京都児童相談センター 
練馬区、小笠原支庁 03-5937-2311 
渋谷・文京・台東・豊島区、大島支庁 03-5937-2314 
新宿・中央・港・千代田区、八丈・三宅支庁 03-5937-2317 

 

◆東京都児童相談所 
（江東） 03-3640-5432   （品川）  03-3474-5442 
（杉並） 03-5370-6001   （北）   03-3913-5421 
（足立） 03-3854-1181     （八王子）042-624-1141 
（立川） 042-523-1321     （小平）  042-467-3711 
         0065-273-240 ）摩多（   

上記の相談受付時間は午前 9時から午後 5時まで 
（月曜日から金曜日まで） 
 それ以外の時間帯については、児童相談所全国共通 ダイヤル 
189 で 365日相談を受付けています。 
 関係機関の方や、現在都内の児童相談所にご相談中の方で、 
緊急の場合は、夜間休日緊急連絡ダイヤル 03-5937-2330におか
けください。（平日夜間（午後 5時 45分以降）、 
 土曜日・日曜日・祝日 ※年末年始を含む） 
世田谷区、江戸川区にお住まいの方は、それぞれ区の児童相
談所にお問い合わせください。 

 

◆よいこに電話相談室 
03-3366-4152 聴覚言語障害者用 FAX 03-3366-6036 
月～金 9:00～21:00／土日・祝日 9:00～17:00※年末年始を除く 
 

◆東京子供ネット 

0120-874-374（フリーダイヤル） 

月～金 9:00～21:00／土日・祝日 9:00～17:00※年末年始を除く 
 

◆東京都立小児総合医療センター「こころの電話相談室」 
042-312-8119 月～木 9:30～11:30、13:00～16:30 

※ホームページで相談内容等を事前にご確認の上、ご連絡ください。 

HP ｱﾄﾞﾚｽ http://www.byouin.metro.tokyo.lg.jp/shouni/info/kokorotel.html 
 

◆東京都教育相談センター 

教育相談一般・東京都いじめ相談ホットライン 
0120-53-8288 24時間 365日相談受付 

 

◆警視庁ヤング ・ テレホン ・ コーナー 
03-3580-4970 毎日 24時間 

 

◆警視庁少年センター 月～金  8:30～17:15 
（大森）03-3763-0012   （世田谷）03-3419-0019 
（新宿）03-3227-8335   （巣鴨）  03-3918-9214 
（台東）03-3828-1044   （江戸川）03-3651-8567 

（立川）042-522-6938   （八王子）042-679-1082  

新宿少年センター総合電話相談室（都内全域） 
03-5348-3415 月～金 9:00～21:00／土日・祝日 9:00～17:00 
※年末年始を除く 

◆東京ウィメンズプラザ 
03-5467-2455 年末年始を除く毎日 9:00～21:00 

 

◆東京都女性相談センター 
03-5261-3110 月～金 9:00～20:00 
※夜間・休日の緊急相談 03-5261-3911 

 

◆東京都女性相談センター多摩支所 
042-522-4232 月～金 9:00～16:00 

 

◆警視庁総合相談センター 
03-3501-0110または＃9110 24時間 365日 
※相談内容に応じて相談窓口等をご案内します。 

 

◆警視庁による経済的支援【事件取扱の警察署】          
性犯罪被害者への診断書料、診察料、緊急避妊薬費用、  
性感染症検査費用、人工妊娠中絶費用、カウンセリング費用 
（一定の条件の下、公費で支出） 

 

◆東京都性犯罪 ・ 性暴力被害者ワンストップ支援センター 
）ナナ（aNaNルヤイダ援救力暴性  

必要に応じて専門の相談員が医療機関や警察、関係機関等に付き
添います。 

03-5607-0799 24時間 365日相談受付  

◆性犯罪被害相談
 

 ＃8103（ハートさん）24時間  

 

◆東京都消費生活総合センター 
〈消費生活相談・多重債務相談〉 
03-3235-1155 月～土 9:00～17:00 
〈高齢者被害 110番〉03-3235-3366 月～土 9:00～17:00 
〈架空請求 110番〉03-3235-2400 月～土 9:00～17:00 

〈高齢消費者見守りホットライン〉 
03-3235-1334 月～土 9:00～17:00 

 

◆警視庁総合相談センター 
03-3501-0110または＃9110 24時間 365日 
※相談内容に応じて相談窓口等をご案内します。 

◆東京都医療機関案内サービス「ひまわり」 
03-5272-0303 保健医療福祉相談 月～金 9:00～20:00 
       医療機関案内 毎日 24時間 
  HPアドレス http://www.himawari.metro.tokyo.jp/  

 

◆東京都医療安全支援センター  「患者の声相談窓口」 
03-5320-4435 月～金 9:00～12:00、13:00～17:00 

（診療所等に関する相談は、所管する各保健所へお問い合わせ 
ください。） 

◆東京都立中部総合精神保健福祉センター（区部西部） 
03-3302-7711 月～金 9:00～17:00 

◆東京都立精神保健福祉センター（区部東部 ・ 島しょ） 
03-3844-2212 月～金 9:00～17:00 

◆東京都立多摩総合精神保健福祉センター（多摩地域） 
042-371-5560 月～金 9:00～17:00 

◆東京都夜間こころの電話相談 
）でま03:12は付受（00:22～00:71 休無中年 8205-5515-30  

◆保健所（精神保健相談を行っている保健所 ・ 保健センター） 
 

◆都営住宅への優遇抽せん制度 

【東京都住宅供給公社都営住宅募集センター】             
抽せん方式の家族向けの募集で、犯罪被害者世帯や DV被害者 
世帯の当せん確率が一般世帯の５倍となる制度 
03-3498-8894 月～金 9:00～18:00 

 

 

◆東京しごとセンター（就業相談 ・ 職業紹介） 
03-5211-1571 月～金 9:00～20:00／土 9:00～17:00 

◆東京しごとセンター多摩（就業相談 ・ 職業紹介） 
042-329-4510 月～金 9:00～20:00／土 9:00～17:00 

 

 

◆犯罪被害給付制度【住所地管轄の都道府県公安委員会】       
通り魔殺人等の故意の犯罪行為によって、不慮の死を遂げた 
方のご遺族、重傷病を負った方、障害が残った方に国が給付 
金を支給する制度 

◆警視庁による経済的支援【事件取扱の警察署】             
被害事実を立証するための診断書料やその作成のために受診  
した診察料等を支給（一定の条件の下、公費で支出） 

◆生活保護【お住まいの地域管轄の福祉事務所】             
生活の困窮の程度に応じ、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、 
医療扶助などの保護費を支給 

◆生活困窮者自立支援【お住まいの地域の自立相談支援機関】      
経済的困窮など様々な問題を抱えた方（生活保護対象者を除く） 
への相談支援等 

◆生活福祉資金【お住まいの地区の社会福祉協議会】          
世帯の自立を図ることを目的として低所得世帯、障害者又は  
介護を要する高齢者世帯への貸付 

◆犯罪被害者等に対する奨学金等の給与 
【公益財団法人 犯罪被害救援基金】 
①幼稚園等に在園する３歳以上の幼児から大学院生及び諸外 
 国の大学又は大学院への留学生に奨学金や入学一時金を支 

給する。 

②現に著しく困窮しており、公的救済の対象外であるなど、 
特別な救済を行うべき理由がある犯罪被害者等への支援金  
を給付する。
03-5226-1020 月～金 9:30～18:00

 
 

ストーカーに関すること

こころの問題に関すること配偶者暴力に関すること  各種相談窓口・各種支援制度の連絡先 
※ 表記がない限り、祝日・年末年始の相談は行っていません。 
※ 臨時休業等については、電話、ホームページなどでご確認ください。 
※ 支援制度には、それぞれ要件がありますので、利用にあたっては 
  【    】内の機関にお問い合わせください。 

※ フリーダイヤル 以外の通話料は有料です。 

電話相談、面接相談を行なっています。


