
内閣府で作成した民間被害者支援団体における
研修DVD教材について

◆民間被害者支援団体におけるボランティア養成（入門編）DVD教材 及び
◆民間被害者支援団体における支援員養成（初級編）DVD教材

１．目的
内閣府では、「支援のための連携に関する検討会」 終取りまとめ（平成１９年１１月犯罪被害者等施策推進会議決定）に基づき、全

国の民間被害者支援団体で支援活動を行う者の一定レベル以上の支援の内容及び質を確保するため、平成２０年度に「民間被害者
支援団体における研修カリキュラム・モデル案」を作成しました。これは、被害者支援に携わる者のレベルを５つに分類し、各レベル別
に研修カリキュラム・モデル案を作成したものです。しかし、民間被害者支援団体のなかには、人材的・財政的な問題を抱え、研修の開
催が困難な団体もあります。そこで、民間被害者支援団体における当該カリキュラム・モデル案に基づいた研修実施の一助となるよう、
今般、標記ＤＶＤ教材を作成したものです。

２．対象
【入門編】主に、これから支援に携わろうとする者、及び犯罪被害者支援に関心を持つ者。
【初級編】主に、これから電話での受付業務や被害者に対する直接的支援活動を行おうとする者、及び組織の事務的な業務を行おうと
する者。

３．活用方法
主に、民間被害者支援団体等が実施する被害者支援者養成研修や啓発研修の教材として活用できます。集団で行う研修会におい

て、講師が講義を行う際の教材としての活用に加え、集団研修の実施が不可能な民間団体や、集団研修への参加が困難な受講希望
者において自学自習の研修が可能となるものです。

入門編は受講者以外も加えた講演やセミナー等での啓発資料としても活用できます。

４．注意点
本教材は、カリキュラム内容の概要説明にとどまっており、それぞれの被害者支援団体等が必要とする具体的で詳細な内容について

は、本教材を使用する団体等による補足説明が必要です。

５．本教材の普及・活用
本教材は、５月上旬に、民間被害者支援団体や都道府県・政令指定都市等の関係機関・団体に配布しました。



民間被害者支援団体におけるボランティア養成研修（入門編）DVD教材の内容

ＤＶＤタイトル・チャプター 時間 内容

　被害者を取りまく状況を知る ６５分

２２分

３１分

１１分

　法・制度を学ぶ ８３分

２２分

７分

１５分

１１分

１１分

１５分経済的支援

被害者支援の意義・必要性

犯罪被害者等基本法・犯罪被害者等基本計画の概略

関連法・制度

諸外国の状況（法制度・システム等）

被害者の状況（経済・精神）
「再び歩む～犯罪被害者になるということ～」（ドラ
マ・解説）

犯罪被害の実態

被害者支援における連携の重要性

日本の犯罪被害者支援の歴史（昭和42年「殺人犯罪の撲滅を推進する遺族会」の活動
から平成17年「犯罪被害者等基本計画」制定まで）を、ＮＰＯ法人全国被害者支援ネット
ワーク理事長の山上晧さんや、元警察庁長官の國松孝次さんのお話を交えながら解説
しています。

犯罪被害者であり、ＮＰＯ法人全国被害者支援ネットワーク副理事長でもある大久保恵
美子さんに、「犯罪被害とは」、「犯罪被害に遭うとどうなるのか」等について、統計資料
等を活用しながらお聞きしています。

被害者遺族を主人公にしたドラマ（約３０分）と、その解説です。
解説では、ドラマに登場した様々な機関・団体で行われている支援について説明してい
ます。
～～ドラマあらすじ～～
普通の生活を送る美杉さん一家。ある日、ショッピングセンターで起きた通り魔事件に
夫と娘が遭遇する。夫は死亡し、娘は意識不明の重傷を負い、今までの暮らしが一変
する。残された家族は被害を受けたことによる生活の変化、マスコミ・近所の人たちから
の二次的被害、裁判など様々な問題に直面する。そのような状況の中、警察や被害者
支援団体などの支えにより、問題を乗り越え歩んでいく姿を描く。

ＮＰＯ法人大阪被害者支援アドボカシーセンター代表の堀河昌子さんに、被害者支援に
関わる機関・団体や、関係機関との連携の重要性及び必要性についてお話いただいて
います。

被害者支援の発展

被害者支援の意義とは何か、そしてその必要性について、ＮＰＯ法人全国被害者支援
ネットワーク副理事長の大久保恵美子さんに、被害者としてのご自身の経験を踏まえな
がらお話いただいています。

弁護士の白井孝一さんに、犯罪被害者等基本法と、犯罪被害者等基本計画の概略に
ついて講義いただいています。

ひとつの事件を例に、事件発生から、その後被害者がどのような状況に置かれ、どのよ
うな支援を受けることができるのか解説しています。また、子どもが被害者になったとき
や加害者が少年のときの法律・制度についても簡単に触れています。

犯罪被害者支援先進国といわれるアメリカとイギリスの被害者支援関係の法制度やシ
ステム等について、同志社大学大学院教授の奥村正雄さんに講義いただいています。

犯罪被害者等への経済的支援のうち、犯罪被害給付制度と、損害賠償命令制度につ
いて、弁護士の内川昭司さんに講義いただいています。

６．被害者を取りまく状況を知る（１２０分）

①犯罪被害の実態

②被害者の状況（経済・精神）

③被害者支援における連携の重要性

１．法・制度を学ぶ（１２０分）

①被害者支援の発展

②被害者支援の意義・必要性

③犯罪被害者等基本法・基本計画の概略

④関連法・制度

⑤諸外国の状況（法制度、システム等）

⑥経済的支援

研修カリキュラム・モデル案の対応箇所



ＤＶＤタイトル・チャプター 時間 講師・出演者（敬称略）

　関係機関における被害者支援 ５４分

２分

７分

５分

６分

６分

４分

３分

２分

４分

７分

１２分

矯正・更生保護における被害者支援

民間被害者支援団体による被害者支援

全国被害者支援ネットワーク

被害者支援都民センター

裁判所における被害者保護

弁護士における被害者支援

法テラスにおける被害者支援

全国女性シェルターネット

行政・司法における支援

警察における被害者支援

検察庁における被害者支援

警察庁の被害者支援担当者に、警察の役割や、警察が行っている被害者支援（被害者
の手引、被害者連絡制度、指定被害者支援要員制度、犯罪被害給付制度等）について
説明いただいています。

検察庁の役割や、検察庁で行われている被害者支援（被害者等通知制度、被害者ホッ
トライン等）について、法務省の担当者に説明いただいています。

高裁判所の担当者から、裁判所の役割や、裁判の際、被害者保護のために行われ
ていること（証言するときの付添い、つい立越しの証言、ビデオリンクによる別室での証
言、被害者参加制度等）に関してお話いただいています。

弁護士の役割や、弁護士が行っている被害者支援（被害者支援弁護士、被害者参加
人のための国選弁護制度）について、弁護士の芦塚増美さんに説明いただいていま
す。

法テラス（日本司法支援センター）が行っている被害者支援（法制度の紹介、被害者支
援を行っている機関・団体の案内、弁護士の紹介等）について、法テラス担当者にお話
いただいています。

矯正と更生保護の役割と、それぞれが行っている被害者支援（被害者の視点を取り入
れた教育、しょく罪指導、意見等聴取制度、心情等伝達制度等）について、法務省矯正
局と同省保護局の担当者に説明いただいています。

民間被害者支援団体の役割（公的機関へ通報をしない被害者等への対応、公的機関
による支援業務の補完、継続的支援への対応、支援活動の調整）について解説してい
ます。

ＮＰＯ法人全国被害者支援ネットワークの役割と事業内容について、副理事長の大久
保恵美子さんにお話を伺っています。

（社）被害者支援都民センターの事業内容について、相談支援室長の阿久津照美さん
にお話いただいています。

ＤＶの特徴や、ＤＶの相談窓口、そしてＤＶ被害者の支援を行っている民間シェルターの
役割などについて、全国女性シェルターネット事務局長の遠藤智子さんに伺いました。

２．関係機関における被害者支援（１２０分）

研修カリキュラム・モデル案の対応箇所

①行政・司法における支援

①行政・司法における支援

①行政・司法における支援

①行政・司法における支援

①行政・司法における支援

①行政・司法における支援

①行政・司法における支援

②民間被害者支援団体による被害者支援

②民間被害者支援団体による被害者支援

②民間被害者支援団体による被害者支援

②民間被害者支援団体による被害者支援

民間被害者支援団体におけるボランティア養成研修（入門編）DVD教材



民間被害者支援団体におけるボランティア養成研修（入門編）DVD教材

ＤＶＤタイトル・チャプター 時間 講師・出演者（敬称略）

　被害者への関わり方 ５８分

９分

１２分

１４分

２２分

　各支援団体について知る １８分

１７分

　被害者の声を聞く ４８分

１分

１２分

１６分

１８分

今井加壽子さん

米村州弘さん

中曽根えり子さん

二次的被害の具体例２

被害者への関わり方の留意点

支援者の倫理

被害者の声

被害者が受ける二次的被害

二次的被害の具体例１

性犯罪被害に遭われた被害者の方に、二次的被害についてお話をお聞きしています。

二次的被害を受けた被害者の手記の朗読と、統計資料から、二次的被害とはどのよう
なことなのか解説しています。

兄を少年同士の暴行で失った高校生の主人公を中心としたドラマから、二次的被害の
具体例を説明しています。

国立精神・神経センター精神保健研究所 犯罪被害者等支援研究室長の中島聡美さん
に、なぜ二次的被害は起こるのか、被害者にどのように対応すべきか、被害者に接す
る際の留意点などについて説明いただいています。

支援者の倫理について、ＮＰＯ法人全国被害者支援ネットワーク副理事長の冨田信穂
さんに、全国被害者支援ネットワークの倫理綱領の解説を含めて説明いただきました。

３名の犯罪被害者の方から、被害に遭われてからの経験や思いをお話いただいていま
す。

「高次脳機能障害を負った長男の自立と周囲の理解を求めて」
　　　ＮＰＯ法人大阪被害者支援アドボカシーセンター　自助グループ(ippo)
　　　今井加壽子さん

「奪われた娘の未来」
　　　自助グループ「さくらの会」（熊本）
　　　米村州弘さん

「子どもの突然の死で失われた家族の平穏」
　　　公益社団法人にいがた被害者支援センター理事・支援局長
　　　中曽根えり子さん

①被害者が受ける二次被害

②被害者への関わり方の留意点

３．被害者への関わり方（１２０分）

研修カリキュラム・モデル案の対応箇所

①被害者の声を聞く

①被害者の声を聞く

①被害者の声を聞く

４．各支援団体について知る（６０分）

②支援者の倫理

５．被害者の声を聞く（６０分）

①被害者の声を聞く

①被害者が受ける二次被害

①被害者が受ける二次被害



民間被害者支援団体における支援員養成研修（初級編）DVD教材の内容

ＤＶＤタイトル・チャプター 時間 内容

基本的な法律と制度（１） ５３分

１６分

９分

７分

１９分

基本的な法律と制度（２） ６８分

１９分

１５分

１９分

１５分

③犯罪被害者等早期援助団体

②刑事手続の流れと被害者の関わり

研修カリキュラム・モデル案の対応箇所

⑦性暴力・ストーカー・セクハラ被害、
人身売買と被害者支援制度

１．被害者を支援するための制度（１）
：基本的な法律と制度（１８０分）

①基本法とその展開

１．被害者を支援するための制度（１）
：基本的な法律と制度（１８０分）

⑧社会保障・福祉制度

④女性・児童等との関連法律・制度

⑥ＤＶ・児童虐待等の「家庭内犯罪」
と被害者救済・支援制度

⑤諸外国の法制度

弁護士の長谷川京子さんに、ＤＶやストーキング、児童虐待や高齢者虐
待など、主に女性・児童等が被害者になる犯罪に関する法律・制度を講
義いただいています。

弁護士の長谷川京子さんに、ＤＶや児童虐待など家庭内で起こる犯罪
被害の特徴と、被害者救済・支援制度について講義いただいています。

弁護士の長谷川京子さんに、性暴力、ストーカー、セクハラ、人身売買
の被害の特徴や支援制度について講義いただいています。

女性・児童等の関連法律・制度

ＤＶ・児童虐待等の「家庭内犯罪」と被害者救済・支援制度

性暴力・ストーカー・セクハラ被害、人身売買と被害者支援制度

諸外国の法制度

犯罪被害者等基本法とその展開

刑事手続の流れと被害者の関わり

生活保護制度や医療保険制度、障害者福祉制度、介護保険制度など、
犯罪被害者支援を行う上で知っておくべき社会保障・福祉制度につい
て、武庫川女子大学文学部心理・社会福祉学科講師の大岡由佳さんに
講義いただいています。

犯罪被害者等基本法と犯罪被害者等基本計画の概要について、弁護
士の白井孝一さんに講義いただいています。

同志社大学大学院教授の奥村正雄さんに、主にアメリカとイギリスにお
ける犯罪被害者支援について講義いただいています。

警察の捜査から裁判に至る刑事手続の流れと、被害者が刑事手続に
どのように関わるのかについて、弁護士の白井孝一さんに講義いただ
いています。

社会保障・福祉制度

犯罪被害者等早期援助団体
常磐大学大学院被害者学研究科教授の冨田信穂さんに、犯罪被害者
等早期援助団体の目的や事業内容等について解説いただいています。



ＤＶＤタイトル・チャプター 時間 内容

支援に関わる機関・団体の種類と役割（３） ９６分

１５分

１９分

２８分

１１分

①支援に関わる機関・団体の種類と役
割／
⑤心理、保健医療関係者の役割

①支援に関わる機関・団体の種類と役
割／
⑥ソーシャルワーカーの役割

研修カリキュラム・モデル案の対応箇所

①支援に関わる機関・団体の種類と役割／
②警察における被害者支援・犯罪被害者支
援法

２．被害者を支援するための制度（２）
：関係機関・団体の役割（６００分）

①支援に関わる機関・団体の種類と役
割
／⑦民間支援団体、民間シェルターの役
割

被害者支援に関わる社会福祉機関の種類と役割について、武庫川女
子大学講師の大岡由佳さんにお話をお聞きしています。また、精神保健
福祉センターや婦人相談所、児童相談所で行っている支援について、
それぞれの施設の方にお話いただき、兵庫県こころのケアセンターで実
際に被害者からの相談を受けている相談員に、相談支援についてイン
タビューしています。

武庫川女子大学文学部講師の大岡由佳さんに、被害者支援における
教育機関（学校・教育委員会）の役割や、民間支援団体・民間シェル
ターの役割についてお聞きしています。

被害者支援を行う上での病院・臨床心理士・保健所等の役割につい
て、兵庫県こころのケアセンター診療所長加藤寛さんや、石川県立看護
大学准教授の武山雅志さんにお聞きしながら解説しています。

・被害者保護における裁判所の役割
裁判所における被害者保護制度として、証人への付添いや証人の遮へ
い、傍聴への配慮、被害者等の意見陳述制度などについて、 高裁判
所の担当者にお聞きしました。

・被害者支援における法テラスの役割
法テラス（日本司法支援センター）が行っている犯罪被害者支援（法制
度の紹介、被害者支援機関・団体の案内、弁護士の紹介、犯罪被害者
支援ダイヤル、民事法律扶助制度、被害者参加人のための国選弁護
制度等）について、法テラスの担当者にお話を伺っています。

・被害者支援における検察庁の役割
被害者等通知制度や被害者支援員制度、被害者ホットラインなど、検
察庁で行われている被害者支援制度について、法務省の担当者に伺
いました。

被害者支援における社会福祉機関の種類と役割

２４分

・被害者支援における弁護士の役割
弁護士が行う犯罪被害者支援について、弁護士の川上賢正さんにお話
を伺いました。

・被害者支援における矯正・更生保護の役割
少年院や刑務所などの矯正施設や、地方更生保護委員会や保護観察
所といった更生保護官署での被害者支援施策（加害者の処遇状況等に
関する通知、意見等聴取制度、心情等伝達制度）を解説しています。

警察の被害者支援制度（犯罪被害給付制度、被害者の手引、指定被
害者支援要員制度等）の解説と、埼玉県警察本部犯罪被害者支援室
長に警察で実際に行われている被害者支援施策について伺いました。

①支援に関わる機関・団体の種類と役
割／
④司法の役割（裁判所、弁護士、検察
等）

被害者支援におけるその他の関係機関・団体の種類と役割

被害者支援における警察の役割

被害者支援における司法機関・司法関係者の役割

被害者支援における保健医療機関の種類と役割

民間被害者支援団体における支援員養成研修（初級編）DVD教材



民間被害者支援団体におけるボランティア養成研修（入門編）DVD教材

ＤＶＤタイトル・チャプター 時間 講師・出演者（敬称略）

支援に関わる機関・団体の種類と役割（４） ５４分

２２分

２４分

※被害者支援に関わる方々からのメッセージ ６分

①支援に関わる機関・団体の種類と役
割／
③行政の役割（被害者支援窓口、条例
等）

①支援に関わる機関・団体の種類と役
割／
⑧企業の役割

２．被害者を支援するための制度（２）
：関係機関・団体の役割（６００分）

研修カリキュラム・モデル案の対応箇所

「支援に関わる機関・団体の種類と役割（３）」と「同（４）」に出演いただい
た方々からのメッセージを紹介しています。

企業が行う犯罪被害者支援について、実際に取組を行っている企業
（茨城トヨタ自動車(株)）を紹介しながら、全国被害者支援ネットワーク理
事の平井紀夫さんにお話を伺っています。

地方公共団体に求められている犯罪被害者支援の解説の後、東京都
中野区で実際に行われている被害者支援について、中野区の担当者
にお話を伺いながら紹介しています。

被害者支援における行政（地方公共団体）の役割

被害者支援における企業の役割

初級編DVD盤面入門編 解説画面（例）




