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イナベムの養成講座 

 イナベムは全国に 150 ある司法省から認定された被害者支援団体の全国連盟であり、フ
ランス全土を活動地域とする。この連盟の目的は被害者の救済と支援を促進・拡大するこ

とであり、調停の実行および被害者認知の改善に貢献する、ありとあらゆる活動を行う。 
 
✓カタログの構成内容 
 イナベムは各団体の職員およびボランティアの養成を請け負う。これらの人材は被害者

の次のような期待に応えるものである： 
 被害者の要望を特定するため、優先的に聞き手に回り、次のような解決案を

提案する： 
・ 心理的サポート 
・ 被害者が持つ権利の情報提供（法的機関の機能、補償のシステムなど） 
・ 社会的手続きへの付き添い（銀行手続き、賃借人、保険など） 

 専門家にサービスを受ける際のアドバイス（弁護士、医療・心理治療など） 
 目的に即した使命を実行する。特に未成年者、集団事故、そして刑事訴訟の

場合。 
 これらの構成内容は、被害者に関係するすべての人にかかわるものである。 
  
✓特殊な構成内容 
 イナベムは被害者支援に活動する人材、および被害者への対応や情報提供にかかわるす

べての人の養成を提案することで、公共政策に沿う資格を有するものである。 
 
 そのため、養成講座サービスは各人のニーズに合った内容であらゆる要望に応えること

ができる。 
 

アンヌ・ウシュア（養成講座コーディネーター） 
電話：01.41.83.42.21 FAX：01.41.83.42.24. formations@inavem.org 

 
✓被害者支援団体の全国大会 2006年 
 イナベムは 6月に、被害者支援団体と関係者対象の全国大会を開催する。日時と場所：6
月 15日と 16日、ブロワにて。テーマは「被害者と近隣（との係わり合い）」。 
 
大会のプログラムと申し込み方法は 3月初めにイナベムのサイト www.inavem.org参照。 
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 一般条件 
組織管理の条件 
 イナベムは 1993年より養成機関としてセンヌ・サン・ドニ県の県庁に登録しており、設
立届出番号は 11930494793である。イナベムは養成講座の契約を結ぶ資格を有し、それに
より生涯教育としての養成講座を運営するものである。 
 
 研修の申し込みは、カタログの最後にある申込用紙にもれなく記入したものを郵送で受

け付ける。申し込み時に参加費用を支払うか、または OPCA（労使間公認徴収機構：企業
研修の財政支援・管理を行う機関）への費用負担要請その他、研修費の請求に必要なすべ

ての事項を添えなければいけない。 
研修終了時に、請求書と出席証明が送付される。支払い済み請求書は研修開始直後に支払

いがなされた場合のみ、発行される。 
 

ドミニック・ロザ－養成講座担当秘書 
電話：01.41.83.42.03 FAX：01.41.83.42.24. Eメールadministration@inavem.org 

 
教育方法 
 養成講座の多様なテーマについて理論的知識が教授される他、研修生自身の知識と実践

による積極的な参加が求められる。 
 
資料センター 
 イナベムは被害者学と刑事訴訟についての専門的な資料センターを有する。その資料は

被害者支援団体、研修生、被害者学と刑事調停の分野で研究にかかわるすべての人に利用

可能である。 
 
 蔵書はあらゆる形式で 3000部におよぶ（さまざまな著作、規範文、記事、大学研究論文）。 
 
 資料センターは予約によってのみ、一般に公開される。資料閲覧は完全に無料であり、

コピー代（１ページ 0.08ユーロ）のみ有料である。 
 
セシル・ビットン－資料センター 
電話：01.41.83.42.20 FAX：01.41.83.42.20. Eメール：documentation@inavem.org 
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INAVEM研修講座案内 
（仮訳） 

 

犯罪被害者への支援 

被害者の受け入れ・対応、ヒアリング、付き添い方 
 

被害者へ親身の支援を 
 

対象     被害者支援団体の常勤ボランティアと職員、新入職員、被害者の対応にあ

たる公共あるいは民間機関とその職員。 
内容 －フランスにおける被害者の支援：定義、歴史、被害者支援ネットワークの

構造 
 －被害者支援の法的側面：司法機関、さまざまな裁判所、国際裁判所、抑圧

的な裁判所に対する市民活動。 
 －被害者への附帯私訴に関する件 
 －保険と交通事項に関する一般規定 
 －刑事犯罪被害者支援の心理的側面： 被害者学入門、心的外傷、面接にお

けるヒアリングの技術 
 －実践練習、具体的なケース･スタディ、ロール・プレイ 
担当者 サブリナ・ベルッチ：コーディネーターおよび団体ネットワーク、イナベム、

（パンタン） 
 カトリーヌ･ジャン：法律家（トゥルクワン） 
 ナデージュ･べザール：法律家（ランス） 
 シルビー・ソトン：ディレクター（ラバル） 
 マリー＝イボンヌ・アリ：心理学者（ムラン） 
期間 5日間 
日にち セッション１：2006年 3月 13日から 17日 
 セッション 2：2006年 9月 18日から 22日 
 セッション 3：2006年 11月 13日から 17日 
場所 パンタンおよび 12名以上のグループの要請により移動も可。 
費用 550ユーロ イナベム会員は問い合わせること。 
参加人数 最大 12名 
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INAVEM研修講座案内 
（仮訳） 

 
面接におけるヒアリングの技術 レベル 1 

 
対象 被害者支援団体の常勤ボランティアと職員、新入職員、公共あるいは民間  

機関の職員。 
内容 －被害者の受け入れ、面接に入る際の形式的な枠組み：被害者についての理

論的アプローチと心的外傷、さまざまな面接形式の理論的および方法論的描

写、さまざまな方法の目的、その優れた点と不都合な点。 
 －被害者の電話での応対 
 －各団体、公的および民間機関との連携：いつ、どうやって、誰に心理的判

断的な面接を促すべきか？ 
 －実践練習：具体的なケース･スタディ、ロール・プレイ 
担当者 マリー＝イボンヌ・アリ：心理学者（ムラン） 
 ベロニック・キュネ＝リシャール：心理学者（パリ） 
期間 2日間 
日にち セッション 1：2006年 1月 16日と 17日 
 セッション 2：2006年 3月 9日と 10日 
 セッション 3：2006年 5月 22日と 23日 
場所 パンタンおよび 12名以上のグループの要請により移動も可。 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 12名 
 
 

面接におけるヒアリングの技術 レベル 2 
（レベル 1の発展および補足的構成） 

 
対象 被害者支援団体の常勤ボランティアと職員、新入職員、公共あるいは民間  

機関の職員で、レベル 1の修了者か被害者対応研修の修了者。 
内容 －心的外傷：ストレスと心的外傷の違いおよび瞬間反応、心的外傷ノイロー

ゼ、ビデオによる描写 
 －面接における聞き方の技術：レベル 1で習得した技術の発展、面接の心理

的分析：TCT、抵抗と防衛のメカニズム 
 －ケース･スタディ、ロール・プレイ：研修生の積極的な参加が求められる。

研修生自身が行っている面接での「ヒアリング」について考えてもらう。 
担当者 マリー＝イボンヌ・アリ：心理学者（ムラン） 
期間 2日間 
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（仮訳） 

日にち セッション 1：2006年 3月 6日と 7日 
 セッション 2：2006年 9月 11日と 12日 
場所 パンタンおよび 12名以上のグループの要請により移動も可。 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 12名 
 

電話での対応の仕方 
 

対象 被害者支援団体の秘書、アシスタント、および被害者の最初の電話対応にか

かわる者 
内容 －被害者および心的外傷の定義 
 －被害者への対応の枠組みを位置づける：職業倫理規範と支援団体内におけ

る実践 
 －考えられるさまざまな反応（恐れ、沈黙など）、または難しいタイプの被

害者にどう対応するか？ 
 －電話をかけてきた人の感情の考慮。その人の依頼をどう特定し、アドバイ

スをするか？ 
 －面接の制限：期間（時間）と次への取次ぎ 
 －被害者への電話対応：電話でのコミュニケーション、言葉のコミュニケー

ションと言葉以外のコミュニケーション、聞き手の感情の考慮。 
 －日常業務の管理 
 －ケース･スタディ、シミュレーション、ロール・プレイ 
担当者 マリー＝イボンヌ・アリ：心理学者（ムラン） 
 被害者支援団体の電話オペレーター１人 
期間 2日間 
日にち セッション 1：2006年 3月 30日と 31日 
 セッション 2：2006年 11月 30日と 12月 1日 
場所 パンタンおよび 12名以上のグループの要請により移動も可。 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 12名 
 

デブリーフィングの技術 
 

対象 心理学者と精神科医 
内容 －心的外傷 
 －被害者への心理的対応：面接の心理的分析と防衛のメカニズム、被害者の
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INAVEM研修講座案内 
（仮訳） 

緊急対応 
 －集団デブリーフィング：目的、方法、実践とその限界 
 －指示：集団的できごとの被害者（テロ、ガス爆発、強盗、人質、自然災害

など）。（そういう場面での）仕事にかかわる人：治療にあたる人、警察、一

般市民への対応を務める人、人道活動団体のメンバーなど。 
 －デブリーフィングの限界 
担当者 フランソワ・ルビゴ：精神科医、アンバリッド廃兵院（パリ） 
 キャロル・ダミアニ：心理学者（パリ）およびイナベム担当 
期間 2日間 
日にち セッション 1：2006年 3月 22日と 23日 
 セッション 2：2006年 9月 13日と 14日 
場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 15名 
 

子供たちの心的外傷：セラピーとデブリーフィング 
 

対象 心理学者と精神科医 
内容 －子供の心的外傷 
 －心的外傷となりうるできごと：病院。年齢による差異（幼児期、潜在期、

青少年期）とリスク要因 
 －セラピーとデブリーフィング：個人別の対応、集団デブリーフィングと親

への対応 
 －臨床ケースの紹介 
担当者 リリアンヌ・ダリゴン：法医学教授（リヨン） 
 ジルベール・ビラ：精神科医（パリ） 
期間 2日間 
日にち 2006年 3月 
場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 20名 
 

性的虐待を受けた子供たち 
 

対象 被害者支援団体の常勤ボランティアと職員、公共あるいは民間の関係機関と

その職員。 
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INAVEM研修講座案内 
（仮訳） 

内容 －定義：語彙の確定、医学的な定義と法的な定義、性的被害の種類 
 －疫学：ODAS（全国地方分権社会活動監察局）の統計 
 －心的トラブル：影響を及ぼす変数、精神病理学の要素と症候学的側面 
 －発覚：良い状況と悪い状況、発覚の様相とその後の導き方、秘密の問題と

サイン（徴候） 
 －医療・ケア機関による仕事：病院での評価と状況（家族と社会生活）の評

価、法医学機関の仕事：公的管理と法的活動 
 －予防 
担当者 イボンヌ・コワンソン：小児精神科医（パリ） 
期間 2日間 
日にち 2006年 11月 6日と 7日 
場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 12名 
 

暴力行為と被害者／加害者の関係 
 

対象 被害者支援団体の常勤ボランティアと職員 
内容 －暴力の定義 
 －被害者／加害者関係についての理論の進化 
 －性的暴行：法的側面の概要、精神病理学的側面の概要（行為に至る決定要

因）-小児性愛者と子供との出会い 
 －近親相姦：法的側面の概要－家族間の相互影響、配偶者（共犯そして／ま

たは行為者本人？） 
 －繰り返される心的外傷 
 －行為者の治療：さまざまなセラピー－刑務所への入所から出所までと刑の

調整 
担当者 モニック・ドゥロック＝フルコー：心理学者 
期間 2日間 
日にち 2006年 9月 11日と 12日 
場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 12名 
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INAVEM研修講座案内 
（仮訳） 

強姦の臨床 
 

対象 被害者支援団体の職員とボランティア、すべてのソーシャル･ワーカー、医

療関係者、法的関係者、犯罪学者、臨床精神科医、第 3課程（博士課程・マ
スター2）の学生 

内容 －臨床の一覧と精神病理学的要点：観念的および概念的成果 
 －近親相姦－近親相姦的なもの－未成年者への性的虐待：問題の複雑さと疫

学的一般データ 
 －クリニックのケース・スタディ、未成年者の強姦：受付面接時のメモ（心

的外傷後の深刻な状態）、描かれた絵など（シルエット･メソッド）、持続的

セラピーにおける診察時のメモ（長期的研究） 
 －強姦と臨床精神病理学：性的心的外傷の要因をはっきり示す、情動のコン

トロールを明確にする、感覚性の考慮 
 －緊急の臨床：強姦被害者の受け入れと最初の面接の重要性、心理医学的検

査と臨床鑑定の複雑さ、臨床と精神病理学の要点 
 －集団強姦：集団強姦の臨床と精神病理学の要点 
担当者 フィリップ･ベッソール：臨床心理学者（大学病院、モンペリエ） 
期間 2日間 
日にち 2006年 2月 27日と 28日 
場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 15名 
 

暴力被害者のためのディスカッション・グループ 
 

対象 心理学者、精神科医 
内容 －トラウマ（心的外傷）の分析的概念の再考 
 －ディスカッション･グループ･メソッドの紹介：実践の条件とその流れ 
 －暴力被害者グループのセラピーで特徴的にもたらされるもの 
 －グループ活動についての意見交換 
 －緊急の臨床：強姦被害者の受け入れと最初の面接の重要性、心理医学的検

査と臨床鑑定の複雑さ、臨床と精神病理学の要点 
 －二つのディスカッションを録画したものを紹介（ビデオ） 
担当者 ジャック･ロワザン：心理学者（ベルギー被害者支援協会） 
 キャロル・ダミアニ：心理学者（パリ、イナベム担当） 
期間 2日間 
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INAVEM研修講座案内 
（仮訳） 

日にち 2006年 10月 5日（2007年 3月 8日に第 2回を予定） 
場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 15名 
 

虐待についての異文化的アプローチ 
（虐待と性的虐待） 

 
対象 被害者支援団体の職員とボランティア、すべてのソーシャル･ワーカー、医

療関係者、法律家 
内容 －家族－幼少年期、そして文化：象徴的な順番と虐待の予防 
 －人類学的概念の定義：（文化、継承、文化化、文化変容）、暴力の概念と 
 文化の象徴的な機能 
 －婚姻関係と血縁者および象徴的近親相姦のタブー、「子供」という事物と

親性：創設神話の参照、一時的な儀式と血統の継承 
 －虐待の心理人類学的アプローチ 
 －文化により虐待に晒されている子供達：特殊な子供達、性差別、一時的な

儀式と身体の切断、強制結婚 
 －虐待の臨床・精神病理学的アプローチ 
 －家系の断絶：虐待に晒されている子供、愛情のもつれと近親相姦的背景（鬱

気味で無神経な母親）、近親相姦的なものから近親相姦へ、母親的態度の否

定的・紛争的な文化変容とそれに晒されている子供 
 －虐待の法医学的アプローチと支援ネットワーク 
 －研修生に紹介されたケースの分析と意見交換 
担当者 ヨランド・ゴバンダナ：民族心理学者、臨床心理学者（パリ） 
期間 2日間 
日にち 2006年 7月 8日と 9日 
場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 15名 
 

（被害後の）悲しみをどう管理するか 
 

対象 被害者支援団体の職員とボランティア 
内容 悲しみのさまざまな段階についての知識 
 －悲しみのさまざまな段階、大人の場合 
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INAVEM研修講座案内 
（仮訳） 

・ 激しい悲しみ 
・ 普通レベルの悲しみ 
・ さまざまな形で現れる悲しみの複雑化 

 －悲しみと鬱、子供の場合 
 －悲しみの解消 
 －悲しみにくれている人の臨床検査 
 －社会的アプローチと慣習 
 悲しみのコントロールを改善する 
 －心理学的治療 

・ 心的外傷と心的外傷性の悲しみの違い（心的外傷の臨床検査、心的外

傷の評価） 
・ 個人別支援とディスカッション･グループ 
・ 方向付けのアドバイスと引継ぎ 

 －心理的サポート 
担当者 心理学者 
期間 2日間 
日にち 2005年 10月か 11月に決定 
場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 12名 
 
 

被害者自身の権利についての情報提供 
被害者への違法行為に対する補償金 

 
対象 被害者支援団体の法律家（新人、ベテランとも）と被害者の権利にかかわる

法的または社会的職業の代表者 
内容 －補償金の権利についての法律を理論的に紹介 
 －CIVI（大審裁判所内の補償委員会）に成立した判例･法解釈 
 －CIVI：その機能と手順：書類作成と申請の説明 
 －CIVIにおける弁護士の立場 
 －テロ被害補償基金の機能とその他の違法行為について 
 －実際の場合 
担当者 アンヌ・ドトビル：法学教授（モンペリエ大学）、司法官、イル・ド・フラ

ンス地方補償基金センター代表 
 エロディー・ショルトガン：弁護士（パリ）、イナベム・ネットワークの法
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INAVEM研修講座案内 
（仮訳） 

律家 
期間 2日間 
日にち 2006年 12月 4日と 5日 
場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 20名 
 

交通事故 
（CDIA（保険資料情報センター）との合同開催） 

 
対象 被害者支援団体の常勤ボランティアと職員で、「被害者対応研修」の基礎修

了者 
内容 －自動車保険：損害賠償責任補償、任意補償（車両の損害、加害車両の運転

手への保険）、任意補償、契約管理のメカニズム 
 －交通事故の補償：物的被害（事故届け、鑑定、損害の支払い）、人的被害

（バダンテール法） 
 －損害賠償：実際に即したケースの研究 
 －強制保険補償基金：その役割と取得条件、実際に即したケースの研究 
 －フランス中央事務所：その役割、外国での交通事故とフランス国内におけ

る外国人との事故 
担当者 CDIA職員 
期間 2日間 
日にち 2006年 12月 11日と 12日 
場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 14名 
 

刑事訴訟の手続き 
 

対象 被害者支援団体の常勤ボランティアと職員（新人およびベテランの法律家） 
内容 －刑事訴訟の主な規則についての法的･技術的アプローチ 
 －公訴と私訴の区別 
 －公訴の実践：司法警察、検察官と予審判事 
 －釈放判事と拘留判事 
 －犯罪行為の裁判：軽犯罪裁判所と重罪院 
 －未成年と刑事訴訟 
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INAVEM研修講座案内 
（仮訳） 

 －刑事訴訟における被害者の新しい権利 
 －刑の適用：罪状と釈放の限定的措置および釈放の個別的・専属的措置 
 －実践：ケース・スタディと書類の研究 
担当者 ジャン＝ルイ・クロワジエ：予審判事 TGI（ボルドー） 
 ドミニク・エスペルバン：刑適用判事（ボルドー） 
期間 3日間 
日にち 2006年 3月 27日から 29日まで 
場所 パンタン 
費用 330ユーロ－イナベム会員は 195ユーロ 
参加人数 最大 15名 
 

執行の手続き 
 

対象 被害者支援団体の常勤ボランティアと職員（新人およびベテランの法律家） 
内容 －定義 
 －強制執行訴訟の中央化：大審裁判所の執行裁判官（権限、上訴の方法）、

報酬の差押に関する小審裁判所の役割、検察局による情報収集（合法的義務、

無活動の場合の刑罰） 
 －債権の回収：さまざまな訴訟手続きの中から選択（帰属差押の分析、銀行

口座の帰属差押、職業報酬の差押、差押売却）、定期扶養料の回収（直接支

払いの手続きと公的回収の手続き）、強制執行費用（合法的原則、執行官の

料金） 
 －債務者の保護：一定の財産の差押不可、 
 強制退去の防止、支払期限、 過剰債務および不動産差押に関する新措置 
担当者 フィリップ・ステル：法学助教授（サン・テティエンヌ） 
期間 2日間 
日にち 2006年 11月 27日と 28日 
場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 15名 
 

身体的損傷への損害賠償 
 

対象 被害者支援団体の常勤ボランティアと職員 
内容 －身体的損傷の概要紹介とその基盤およびさまざまな保険制度 
 －弁護士の方法論と役割 
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INAVEM研修講座案内 
（仮訳） 

 －鑑定 
 －心的損害の評価：暴力行為の管理、被害者／加害者の関係 
 －上訴第三者の支払いと特殊な損害 
 －未成年と刑事訴訟 
 －刑事訴訟における被害者の新しい権利 
 －刑の適用：罪状と釈放の限定的措置および釈放の個別化・排他的措置 
 －実践：ケース・スタディと書類の研究 
担当者 クロード・リオンアール：弁護士、法学教授（ストラスブール） 
 ベルナール・プルースト：神経学者、大学病院センター（ルーアン） 
 キャロル・ダミアニ：心理学者（パリ）、イナベム担当 
 マリー＝フランス・スタンレ＝フエルバック、助教授（ストラスブール） 
期間 2日間 
日にち 2006年 12月 7日と 8日 
場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 20名 
 

刑事訴訟に直面する性的暴行の被害者について 
 

対象 被害者支援団体の常勤ボランティアと職員および被害者の権利にかかわる

法的または社会的職業の代表者 
内容 －被害者のイメージ：先入観と現実 
 －法的な定義：性的暴行とされる違法行為、適用の難しさ、未成年被害者へ

の特殊違法行為、時効の規則 
 －訴訟手続きの選択と被害者への影響：司法当局に訴えるさまざまな方法、

パルケの選択、被害者の付添い人、弁護士の役割 
 －初期調査間の被害者の立場、予審中の被害者の立場、被害者の諮問、争い、

鑑定、予審の終了 
 －回復と補償金：判決の傍聴、判決後、さまざまな私訴：良い選択をする、

公訴消滅の特殊なケース、性的暴行からなる損害評価技術とその難しさ、被

害者の特殊ケース 
 －午前は発表、午後は実際に即したケース 
担当者 コリンヌ・バイヨン：弁護士（パリ） 
 エロディー・ショルトガン：弁護士（パリ） 
期間 2日間 
日にち 2006年 9月 26日と 27日 
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（仮訳） 

場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 18名 
 
 

被害者支援における目的を踏まえた使命 
アドホック（各目的に即した）管理者 

 
対象 被害者支援団体の常勤ボランティアと職員および団体ネットワークでアド

ホック管理を実践・担当する職員 
内容 －アドホック管理者とは（1998年 6月 18日法） 
 －体制の概要と社会、医療、教育面での設備 
 －子供の目撃証言、聴取の方法論と家族の心理ケア 
 －医学的アプローチと鑑定 
 －弁護士とアドホック管理者 
 －さまざまな指示者：子供のための保護、体制判事、 
担当者 ミリアム・クムネ：司法官（モンペリエ大学）DACG 
 ロール・ルガー：司法官 
 アンヌ・オバエール＝バイエ：リール協会ディレクター 
 アンヌ・シャントレンヌ：心理学者（リール） 
 ジェラール・ベルテ警部：国立警察学校（ジフ・シュール・イベット） 
 保護裁判官 
 ジャン＝ポール・ポチュ：精神科医、ロアンヌ協会会長 
 マリー＝ピエール・ポルシー：予審判事（リヨン） 
 少年係判事が一人 
 カトリーヌ・バウシェ：弁護士 
期間 4日半 
日にち 2006年 4月 3日から 7日 
場所 パンタン 
費用 500ユーロ－イナベム会員は 300ユーロ 
参加人数 最大 15名 
 

集団事故、テロ、自然災害 
レベル 1：基礎 

 
対象 被害者支援団体のボランティア責任者と職員、明確には危険都市・産業区域
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（仮訳） 

での仕事にかかわる者 
内容 －定義 
 －集団事故の概要 
 －さまざまな救助計画の概要（赤、Orsec…）、いろいろな方法のコーディネ

ーション－それぞれの計画上、被害者支援団体をどう助けるか、－自然災害

のアプローチ 
 －災害の心理的影響 
 －実際のケース 
担当者 クロード・リアナール：弁護士、法学教授（ストラスブール） 
 エルベ・シュミット：マルヌ県知事 
 キャロル･ダミアニ：心理学者（パリ）、イナベム･パンタン担当者 
 ベロニック・ダンドノー：集団事故担当者（被害者の権利、イナベム・パン

タン） 
期間 2日間 
日にち 2006年 12月 18日と 19日 
場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
参加人数 最大 15名 
 

集団事故、テロ、自然災害 
レベル 2：応用 

 
対象 被害者支援団体のボランティア責任者と職員、明確には危険都市・産業区域

での仕事にかかわる者 
内容 －自然災害の特徴と私的責任 
 －補償金（緊急基金）と補償金監視委員会の設置 
 －法医学的側面 
 －ある支援団体の経験の再現、危機管理 
担当者 マリー＝フランス・スタンレ＝フエルバック、助教授（ストラスブール） 
 被害者支援事務局代表、法務省（パリ） 
 リリアンヌ・ダリガン：法医学教授（リヨン） 
 被害者支援団体  
期間 2日間 
日にち 2006年 12月 20日と 21日 
場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
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参加人数 最大 15名 
 

被害者アンケート 
 

対象 被害者支援団体の常勤ボランティアと職員で、「被害者対応研修」の基礎ま

たは「ヒアリングと面接の技術」レベル 1の修了者 
内容 －紹介と被害者支援団体における実施 
 －2000年 6月 15日法の枠と条文 81-1－予審判事の役割と条文 81-1 
 －職業倫理の規則、権限の授与、財政 
 －経験の再現 
 －アンケートの内容：診断 
 －アンケートの方法論：その流れ、手順、方法、秘密厳守、被害者の同意 
 －特殊な状況：未成年の被害者と死亡した被害者 
 －書面レポート：内容と限界－裁判での口頭陳述への注意喚起 
担当者 マリーズ・ルマン＝レニエ：モントボン協会会長 
 ジャン＝リュク・ドメネック：イナベム・ディレクター 
 ベトリス・フールトー：心理学者、アジャン協会 
 ニコル・テルク：ポー協会ディレクター 
 ダニエル・バラトン：ロアンヌ協会ディレクター 
 モニック・ルベルション：専門心理学者（パリ） 
期間 4日間 
日にち 2006年 10月 16日と 19日 
場所 パンタン 
費用 440ユーロ－イナベム会員は 260ユーロ 
参加人数 最大 12名 
 

刑事訴訟の実行と調停 
刑事調停：原則とその流れ 

 
対象 被害者支援団体の常勤ボランティアと職員 
内容 －調停の実践と構造：調停とは何か？ 目的－さまざまな実践と調停の請願 
 －法制度へのアプローチ：法機関－法的手順－ある刑事訴訟書類についての

研究 
 －調停にかかわる者：調停員－対立するグループ－対立－実際のケースから

見た調停にかかわる者を特定する実践 
 －刑事訴訟の調停と社会的調停 
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 －調停に関する再考：調停と賠償－調停の地域社会での生活－調停と正義 
 －調停の下準備：下準備の仕事、調停請願の方法、各グループのコンタクト

方法 
 －予備面接：受け入れと対応、紹介、話を聞く、意見交換、理解 
 －実践練習、ロール・プレイ、調停の実現 
 －グループの面会：はじめの段階－話し合い－練習 
 －実践：調停の実現 
 －調停承認の実現：ロール・プレイ 
担当者 ダニエル・ジュリオン：グルノーブル協会ディレクター 
 ジャン＝ピエール・コパン：ストラスブール協会ディレクター 
期間 5日間 
日にち セッション１：2006年 5月 15日から 19日まで 
 セッション 2：2006年 10月 2日から 6日まで 
場所 パンタンおよび 12名以上のグループの要請により移動も可。 
費用 550ユーロ－イナベム会員は問い合わせること 
 

家庭刑事調停 
 

対象 被害者支援団体の常勤ボランティアと職員で、「刑事訴訟」の基礎研修を修

了した者および調停の実践経験がある者 
内容 －家庭刑事調停という分野：定義 
 －夫婦と家族の法的関係：婚姻契約－離婚の手順－家族の刑事的権利－共同

体の解消－親権 
 －家族間の争いと感情の紛争：愛情関係の心理学的アプローチ－役割分担、

責任の共有 
 －夫婦と家族の社会的側面：家族の社会学的アプローチ－夫婦と家族の社会

環境－子供と法律 
 －実践練習：ケース・スタディ－家庭刑事調停のロール・プレイ 
担当者 ダニエル・ジュリオン：グルノーブル協会ディレクター 
 ジャン＝ピエール・コパン：ストラスブール協会ディレクター 
期間 2日間 
日にち 2006年 11月 20日と 21日 
場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
人数 最大 12名 
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未成年者の刑事調停 
 

対象 被害者支援団体の常勤ボランティアと職員で、「刑事訴訟」の基礎研修を修

了した者および調停の実践経験がある者 
内容 －未成年者の刑事調停という分野：定義 
 －未成年の法的状況：法記載－危険に晒されている子供の保護－青少年犯罪

への取り組み－責任の原則 
 －未成年者刑事調停の心理的側面：回復の心理学的概念－罪の意識の概念、

責任負荷の概念 
 －未成年者刑事調停の社会的側面：回復の社会学的アプローチ－環境と家族

と青少年の家庭的背景－青少年と法律 
 －実践練習：ケース・スタディ 
担当者 ダニエル・ジュリオン：グルノーブル協会ディレクター 
 ジャン＝ピエール・コパン：ストラスブール協会ディレクター 
期間 2日間 
日にち 2006年 9月 28日と 29日 
場所 パンタン 
費用 220ユーロ－イナベム会員は 130ユーロ 
人数 最大 12名 
 
 

INAVEM会員への特別養成講座 
（AMF顧問） 

活性化と枠組み作り 
 

対象 課題遂行のため、速やかな運営やコミュニケーションに役立つツールを使い、

職員、ボランティアのチームと同様に選出者やパートナーとともに各被害者

支援団体の管理、活性化と枠組み作りにおいて責任者を助ける。 
内容 －マネージメントの主なスタイルとキー・ポイント 
 －マネージャーの役割：オリエンテーション－サービスの計画－支援団体の

計画 
 －内部コミュニケーション：情報の循環 
 －マネージャーとチーム：面接－会議－目的 
 －代表団：各人の役割と争いの管理 
 －書面でのコミュニケーション：方法論と団体サポートのコンセプト 
 －外部コミュニケーション：発言－支援団体のイメージ 
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INAVEM研修講座案内 
（仮訳） 

担当者 イザベル・プリュダン：ＡＭＦ（パリ） 
 サブリナ・ベルッチ：コーディネーターおよび団体ネットワーク、イナベム

（パンタン） 
 オリビア・モンス：コミュニケーション担当、イナベム（パンタン） 
期間 8日間 
日にち 第１部：2006年 5月 30日から 6月 2日まで 
 第 2部：2006年 10月 10日から 13日まで 
場所 パンタン 
費用 640ユーロ 
人数 最大 12名 
 

イナベム･スタッツ(団体管理のツール) 
 

対象 秘書－アシスタントと総務担当およびイナベム・スタッツのデータ入力と統

計の仕事を担当する者 
内容 －コンピューターソフトの紹介（コンセプト、目的など） 
 －統計ファイルのデータ入力 
 －データの統計的活用 
 －事務ツールとの共用 
担当者 ミシェル・ドゥドン：メディアパン 
 オリビア・モンス：コミュニケーション担当、イナベム（パンタン） 
期間 1日間 
日にち 2006年 1期 
場所 未定 
費用 問い合わせること 
人数 最大 12名 
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