
お問い合わせ：公益社団法人北海道家庭生活総合カウンセリングセンター

北海道被害者相談室

〒060-0002 北海道札幌市中央区北２条西７丁目１

道民活動センタービル（かでる２・７）５階

TEL：011-251-6408 FAX：011-271-5068（事務局担当者）

多くの人は犯罪のニュースを見ることはあっても、日常生活の中

でまさか自分や家族など大切な人たちが犯罪に巻き込まれること

はないと思っていますが、被害に遭うとそれまでの生活から、多

くのことが一変します。犯罪は、生命や心身の健康、財産、名誉

など多くのものを奪い傷つけます。

北海道被害者相談室では犯罪被害者やその家族に対し、犯罪被害相談員がカウ

ンセリング技法を用いて、相談活動やこころのケアを行い、以前の日常生活に戻れ

るように支援を行っています。犯罪被害者自身の力で元の生活を取り戻すための

助力として付き添い支援等の活動を行う犯罪被害支援直接支援員になり支援の輪

を広げませんか？

①講座会場：道民活動センタービル７階（かでる 2・7）７３０研修室

（札幌市中央区北２条西７丁目１）

②講座日時：平成２８年 ８月２９日（月）9：30～16：50

平成２８年 ９月２６日（月）9：30～16：50

平成２８年１０月２４日（月）9：30～16：50

平成２８年１１月２８日（月）9：30～16：50

③講座内容：直接支援員としての基本及び実務、緊急対応について

※カリキュラムについては別紙添付

④担当講師：精神科医、弁護士、臨床心理士、有識者、札幌地方検察庁担当官、

北海道警察犯罪被害者支援室担当官、犯罪被害当事者及びその家族、

当相談室担当者等を講師として予定しています。

（詳細はカリキュラムに掲載します。）

⑤募集人数：２０名（全４回受講できる方を対象）

⑥受 講 料：10,800 円（税込・資料代込）

※全４回受講を前提に実施するため返金等は行っておりません。

⑦応募方法：受講申込書等に記入し、事務局にお送りください。（※8 月 12 日必着）

選考の上、受講者には受講通知書を送付いたします。

北海道公安委員会指定 犯罪被害者早期援助団体

公益社団法人 北海道家庭生活総合カウンセリングセンター・北海道被害者相談室
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犯罪被害者等支援直接支援員養成講座カリキュラム

（公社）北海道家庭生活総合カウンセリングセンター・北海道被害者相談室

《プログラム》

１時限目（70 分）

9:30～10:40

２時限目（70 分）

10:50～12:00

３時限目（70 分）

13:00～14:10

４時限目（70 分）

14:20～15:30

５時限目（70 分）

15:40～16:50

第
１
回

9:30～

10:00

ｵﾘｴﾝ

ﾃｰｼｮﾝ

①被害者への理解

②北海道警察における対応

北海道警察本部

被害者支援室

③被害者の心情

犯罪被害者遺族

生井 澄子 氏

④被害者の心理

（１）

武蔵野大学教授

小西 聖子 先生

⑤被害者の心理

（２）

北海道大学院教授

仲 真紀子 先生

第
２
回

⑥民間支援団体

について

全国被害者支援

ﾈｯﾄﾜｰｸ理事

清野 功 氏

⑦民間支援団体

の活動

被害者相談室室長

善養寺 圭子 氏

⑧被害者支援の

ための刑事手続

き

札幌地方検察庁

岡本 春菜 検事

⑨被害者のための

被害者参加制度

札幌地方裁判所

主任書記官

野村 州啓 氏

⑩札幌弁護士会の

犯罪被害者支援に

ついて

札幌弁護士会

被害者支援委員会

大鹿 祐太郎 先生

第
３
回

⑪規定・規約の説

明・様式の書き方

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

事務局長

善養寺 亮 氏

○犯罪被害者支

援の実務につい

て

被害者相談室

統括支援活動員

田畑 美治 氏

移動時間

(昼休み)

12:00

～

13:20

⑫実地研修（札幌地裁）13:30～

・公判傍聴 札幌地方裁判所担当職員

・模擬裁判 被害者相談室

第
４
回

9:30～

10:00

ｵﾘｴﾝ

ﾃｰｼｮﾝ

⑬実地研修（相談室）

・被害者支援ロールプレイ

みやぎ被害者支援ｾﾝﾀｰ参与

大場 精子 氏

⑭ワークショップ

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ理事・精神科医

阿部 幸弘 先生

○修了証

交付式

16:30～

講座会場 道民活動センタービル（かでる２・７）7 階 ７３０研修室（札幌市中央区北２条西７丁目１）

11/28(月)

8/29(月)

９/26(月)

10/24(月)
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《研修内容》

① 犯罪被害者への理解（罪種別）

担当講師：北海道警察本部犯罪被害者支援室

研修内容：犯罪種別に応じて、被害者やその家族がどのような状況に追い込まれるかを説明する。

② 警察における被害者への対応・現状は

担当講師：北海道警察本部犯罪被害者支援室

研修内容：どのような関わりを持って支援するのか、どの段階からどこまでの支援をするのか。

③ 犯罪被害者の心情

担当講師：被害者遺族 生井 澄子 氏

研修内容：犯罪被害者やその家族が社会の中でどのような辛さや困難さを抱えるかを体験談とし

て語ってもらい、その心情を理解する。

④ 犯罪被害者の心理（１）

担当講師：武蔵野大学人間科学部人間科学科 教授 小西 聖子 先生

研修内容：被害体験に起因する心理的危機や心的外傷を学び、その回復までを学ぶ。

⑤ 犯罪被害者の心理（２）

担当講師：北海道大学大学院文学研究科人間システム科学専攻 教授 仲 真紀子 先生

研修内容：犯罪被害による心理の基本や、支援者として必要な心理技法や態度を学ぶ。

⑥ 民間の犯罪被害者支援について

担当講師：全国被害者支援ネットワーク 理事 清野 功 氏

研修内容：全国的な犯罪被害支援の沿革、組織、必要性を説明する。

⑦ 民間相談室の活動（相談支援・直接的支援）

担当講師：北海道被害者相談室 室長 善養寺 圭子 氏

研修内容：当相談室の相談件数・相談の傾向・事例・直接的支援の内容を説明する。

⑧ 犯罪被害者支援のための刑事手続き

担当講師：札幌地方検察庁 検事 岡本 春菜 先生

研修内容：罪種別に応じた刑事手続き、刑事手続き上で利用できる制度、取調べや公判の現状

⑨ 犯罪被害者のための被害者参加制度

担当講師：

研修内容：

⑩ 犯罪被害者支援の弁護士による支援

担当講師：札幌弁護士会犯罪被害者支援委員会 委員長・弁護士 大鹿 祐太郎 先生

研修内容：犯罪被害者等について弁護士の立場からどのように関わるのか、事例等

⑪ 規程・規約の説明、報告書等の書き方

担当講師：北海道家庭生活カウンセリングセンター 事務局長 善養寺 亮 氏

研修内容：犯罪被害者支援に関する諸規約及び規程の説明、様式等について説明する。

⑫ 実地研修（公判傍聴・模擬裁判）

実施場所：札幌地方裁判所（模擬裁判）

実施内容：実際行われている裁判を傍聴するほか、模擬裁判による遮蔽物やビデオリンクを体験。

⑬ 実地研修（相談電話ロールプレイ）

担当講師：みやぎ被害者支援センター 参与 大場 精子 氏
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実施場所：研修室・相談室

実施内容：犯罪被害者等の支援に必要な場面をロールプレイ方式で体験する。

⑭ ワークショップ

担当講師：北海道家庭生活カウンセリングセンター 理事・精神科医 阿部 幸弘 先生

研修内容：事例場面を設定（支援要請・支援内容の確認・支援計画の策定・支援の実際）し、

ワークショップ形式で犯罪被害者等の支援のスキルを学ぶ。

○ 犯罪被害者支援の実務について

担当講師：北海道被害者相談室 統括支援活動員 田畑 美治 氏

研修内容：今後、直接支援活動員として北海道被害者相談室で活動する上で必要となる諸注意

事項（支援要請・支援内容の確認・支援計画の策定・支援の実際）の説明を行ない、

活動を希望する者に対し、申込用紙の記入、事務諸手続きを行う。

○ オリエンテーション・修了証交付式

目的：本養成講座の参加者の自己紹介、実地研修等の諸注意事項等を説明する。


