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１．犯罪被害者支援シンポジウム開催の経緯 

 

岡山大学は、平成 23 年(2011 年)11 月、地域総合研究センター (AGORA(アゴラ)) を設

立し、行政や諸団体と連携しながら、さまざまな地域の課題を発見して解決の途を探り、そ

のための共同事業や催し物を行い、教育研究活動の拡大と地域貢献に繋げています。岡山県

警察本部との共催による「犯罪被害者支援シンポジウム」も、そうした活動の一つです。 

現代社会では、いつでも、誰でも、無差別殺人や交通事故犯罪の被害者となる可能性があ

り、凶悪犯罪の報道は後を絶ちませんが、もしも犯罪被害者遺族となった場合、どのような

立場に置かれるかは、ほとんど知られることがありません。そのような状況下、遺族自身と

支援者が立ち上がり、各地で遺族講演会を開いて、犯罪被害者（遺族を含む）の尊厳と権利

を訴えてきました。犯罪捜査に加え被害者支援に尽力している警察も、人々の理解と支援の

必要性を訴えています。一方、大学では、研究者に犯罪被害者問題への関心はあっても、学

生が被害者遺族の生の声を聞く機会はなかなかありません。 

岡山県警察本部は、被害者の痛みを知ることで犯罪を起こさせない教育を推進するとと

もに、犯罪被害当事者に必要な支援が行き届く体制を作りたいとの観点から、民間支援団体

や大学、地元企業との連携を進めてこられました。そして、平成 19 年(2007 年)から県下の

中学・高校で、平成 22 年(2010 年)から大学で、遺族講演会を実施しています。岡山大学で

もかつて講演会が開かれたことがありますが、平成 26 年(2014 年)に改めて当センターが県

警察本部 犯罪被害者支援室から開催について相談を受けました。岡山大学では、臨床心理

学の立場から犯罪被害者のカウンセリングについて研究し、民間支援団体のアドバイザー

を務めてこられた山本力教授（現・就実大学教授）、刑事学・刑事実務を専門とし弁護士と

しても活躍される吉沢徹教授（大学院法務研究科教授）が、長年にわたり県警の被害者支援

活動に協力してこられた経緯があります。当センターは、両教授のご指導の下に、学生が社

会問題への関心を広げる機会として本シンポジウムを開催する意義は大きいと考え、企画・

運営を県警と共同で担当していくことになりました。大学生がシンポジウムへの参加をき

っかけとして、県内唯一の犯罪被害者支援民間団体である公益社団法人 VSCO（ヴィスコ）

でのボランティア活動に参加したり、他大学の学生と連携の輪を広げたりしていくことも

期待されています。 

岡山大学でのシンポジウムは、第１回平成 26 年 10 月、第 2 回平成 27 年 12 月にそれぞ

れ開催され、被害者遺族のご講話を中心に、大学生、教職員、市民の皆さまが、遺族の苦悩

や支援の必要性について知る貴重な機会となりました。以下に、それぞれの概要について報

告いたします。 
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２．第１回シンポジウム 

― 被害者にも加害者にもならないために ― 

 

日  時： 2014 年 10 月 22 日（水）14:30 – 17:45（4-5 時限）※ 

主  催： 岡山県警察本部、岡山大学 

協  力： 山陽学園大学 

場  所： 岡山大学創立 50 周年記念館 

出席者数： 約 110 人（学生、一般） 

司   会： 地域総合研究センター 副センター長・教授 三村 聡 

 

※授業との連携：岡山大学法学部 2014 年度後期専門科目『法解釈の基礎』（コーディネーター：神例 康博

教授）で、オムニバス授業の一部に犯罪被害者支援をテーマとする講義があり（担当：吉沢徹教授）、シン

ポジウムへの出席を授業の一環として取り入れた。受講生は出席後に、成績評価の対象となるレポートを

提出した。なお、この授業との関係で、シンポジウムの開催時間を 4-5 時限の時間帯に合わせた。 

 

２－１ プログラム 

1. 開会挨拶（三村聡 副センター長） 

2. 講話と護身術実演： 岡山県警察本部犯罪被害者支援室課長補佐 髙本 恵介 

3. 講演： 「犯罪被害者の心情と現状 〜被害者支援の必要性について〜」 

公益社団法人被害者支援センターとちぎ事務局長／全国被害者支援ネットワーク理事 

和氣 みち子 

4. パネルディスカッション「被害者にも加害者にもならないために」 

コーディネーター： 岡山大学大学院教育学研究科教授 山本 力 

全国被害者支援ネットワーク理事 和氣 みち子 

    岡山大学大学院法務研究科教授・弁護士 吉沢 徹 

    岡山県警察本部犯罪被害者支援室課長補佐 髙本 恵介 

 山陽学園大学講師 上地（かみち）玲子 

5. 閉会挨拶： 岡山大学大学院法務研究科教授・弁護士 吉沢 徹 

 

２－２ シンポジウムの概要 

第 1回シンポジウムでは、大学生にとって身近な問題となり得る交通事故犯罪を取り上

げました。講演者の和氣（わけ）みち子さんは、平成 12年(2000年)7月に愛娘（当時 19

歳）を飲酒居眠り運転の大型トラックによる衝突事故で無残にも亡くされた方です。不眠

やマスコミへの対応で生活は一変し、運転手への厳罰を求めて提出した告訴状が警察に放

置されるなど、理不尽な目に遭いながらも、悪質な交通事故犯罪の厳罰化を求めて署名活
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動等を展開し、平成 13年(2001年)に公益社団法人・被害者支援センターとちぎ（宇都宮

市）が開設されてからは、自分と同じ苦しみを味わう人を生みたくないとの思いから、支

援活動に尽力してこられました。そして和氣さんのような被害者遺族の声が、刑法の改正

―「危険運転致死傷害罪」の新設（2001年）―につながりました。犯罪被害者遺族の心情

や生活の激変、支援の必要性については、なかなか世の中に知られることがありません。

愛娘の遺品と共に檀上から穏やかに語りかけ、若者たちに「絶対に加害者にならない

で」、「被害者への理解と支援に協力してほしい」と訴える和氣氏の講話に、会場は水を打

ったように聞き入っていました。 

パネルディスカッションでは、犯罪被害者への支援はどのようなものであるべきかにつ

いて、遺族、警察、弁護士、心理学者、それぞれの立場から議論されました。フロアから

も、自らの支援体験に基づくコメントや、カウンセリングの方法を学ぶ学生による質問が

出ました。被害者への最大の支援は加害者にならないこと（和氣氏）、「声なき声」に耳を

傾けたい（山本教授）、これまで加害者の人権擁護に関心が集中してきたが、まず被害者

に目を向けてほしい（吉沢教授）とのコメントで討議は締めくくられました。買い物を手

伝ったり話を聞いたりするだけでも遺族のケアにつながる、という和氣さんの訴えから、

大学生にもボランティアへの関心が高まることが期待されます。なお、シンポジウムの模

様は山陽新聞、読売新聞が取材し、翌日の紙面に掲載されました。 

 

 

第１回犯罪被害者支援シンポジウムの模様 

  

 校門前の看板を見て来られる市民の方も 会場外のパネル展示 
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県警察本部の講話「犯罪被害者支援の概要」 護身術実演 

和氣みち子さんのご講話   愛娘の等身大パネルを傍らに 

パネル討議と司会者 質問する大学生 

 
 

講演終了後、等身大パネルは

会場の外に展示された    

終了後も展示に見入る人々 
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３．第２回シンポジウム： 被害者遺族の思い 

日   時： 2015 年 12 月 9 日（水）13:00〜16:00 

主   催： 岡山県警察本部、岡山大学 

協   力： 公益社団法人被害者サポートセンターおかやま 

（VSCO） 

場   所： 岡山大学国際交流会館１階交流ラウンジ 

出席者数： 62 人（大学生、企業、市民）＋傍聴者 

司   会： 地域総合研究センター副センター長・准教授 

前田 芳男 

 

３－１ プログラム 

1. 開会挨拶（前田副センター長） 

2. 刑事手続きについて知ろう（岡山大学大学院法務研究科教授／弁護士 吉沢 徹） 

3. 岡山市で起きた殺人事件被害者遺族のご講話（全国犯罪被害者の会「あすの会」 

加藤 裕司氏） 

4. 警察における犯罪被害者遺族支援について（岡山県警察本部犯罪被害者支援室係長／

警部補 藤原 佐千子） 

5. 参加者全員によるグループディスカッション 

6. まとめ（就実大学心理教育相談室室長／教授 山本 力） 

7. 閉会挨拶（吉沢教授） 

・閉会後、希望者にボランティアに関する説明あり。 

・VSCO によるパネル展示「いのちと魂のメッセージ」を併設。 

 

＜出席者内訳（敬称略、かっこ内は人数）＞ 

ｹﾞｽﾄ講演者  1 人 加藤裕司 

大学生 39 人 岡山大学（15）、川崎医療福祉大学（7）、環太平洋大学（1）、 

山陽学園大学（11）、就実大学（5） 

※岡山大学法学部 3,4 年生「刑事訴訟法」演習（原田和往准教

授）の受講生が授業の一環として参加 

企業  5 人 ・株式会社バーズコミュニケーション代表取締役 原全伸 

・社会福祉法人 備作恵済会若松園理事長 髙月和紘 

・両備ホールディングズ株式会社 

 グループワッショイサポート部 清水大助、土屋清 

経営戦略本部 三宅遼太郎 

市民 4 人  

VSCO  3 人 理事長 平松敏男、業務執行理事 寺田和子、支援員 鶴井洋子 
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県警察本部  2 人 業務部県民応接課 犯罪被害者支援室 藤原佐千子係長、 

小池昌広係長 

大学教職員  8 人 ・就実大学：山本力教授 

・川崎医療福祉大学：医療福祉学部臨床心理学科 進藤貴子教授 

・山陽学園大学：総合人間学部生活心理学科 上地玲子准教授 

・岡山大学：吉沢徹教授、前田芳男准教授、近藤亜希子、 

山田晶子、鷹野郁子 

 計 62 人 （この他に数名傍聴者あり） 

 

３－２．シンポジウムの概要 

講演をお願いした加藤氏のご希望により、シンポジウムのタイトルを「被害者遺族の思い」

としました。また、以下のように、参加者同士の対話による学び合いを重視しました。 

 大学生の能動的な学びと自発的活動のきっかけとなることを期待して、参加者全員に

よるグループ討議を行った。 

 大ホールではなく、グループ作業に適した可動式テーブルのある小規模な会場を使用

した。 

 県警担当者の紹介で、被害者支援問題に関心のある地元企業にご参加頂いた。 

前田副センター長の挨拶で開会し、まず吉沢教授から、ご遺族の講話を伺う前の基礎知識

として、犯罪事件発生後の刑事手続きの全体像について、被害者と弁護士の関わり方を中心

に講義がありました。続いて、岡山市で起きた殺人事件被害者のご遺族である加藤氏が、事

件当日の様子や捜査の経緯、さまざまな二次被害の苦しみ、そして、犯人への憎悪と怒りを

抑えて、同じような加害者を生まない社会を作ることを天国の娘に誓うまでの道のりを、多

くの写真と共にお話し下さいました。休憩をはさんで、岡山県警察本部 犯罪被害者支援室

の藤原係長から、警察が犯罪捜査だけでなく、犯罪被害者に精神的支援を含む様々な支援を

行っている状況について、自ら担当された性犯罪被害者の事例を基にご講演いただきまし

た。そして、警察では行き届かない支援を VSCO のような民間団体が行っていること、社

会全体に被害者支援の重要性とそのあり方、つまりどんな支援が求められているかを知ら

せる必要があり、大学生など若い世代の役割の大きいことが説明されました。 

 講演に続き、前田副センター長の司会で、参加者全員によるグループ討議が行われました。

シンポジウム参加申込者は A 班から F 班まで 6 班に分かれ、各班で、加藤氏の講演への感

想、犯罪被害者支援のために自分には何ができるかなど、自由に意見を交換し、最後に代表

者を決めて話し合ったことを発表しました。討議には加藤氏はじめ VSCO や地元企業の

方々、大学教職員、市民の方々も参加し、大学生と語り合いました。 

 討議の後、山本教授より「被害者遺族の思いを想像することが支援の第一歩となる。ご遺

族が何を求めておられるかを知り、長期的にお手伝いをしていくことで、結果として、支援
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されたという思いが被害者家族に残るのでは」との総括がありました。最後に吉沢教授が

「加藤さんの生の声を聞かせていただいたのが支援の第一歩であり、今日を機会に、各自が

それぞれの立場で、自分のその時の状況に応じて、一つでも二つでもできることをやってい

こう。今日知ったこと、考えたことを身の回りの誰かに伝えるだけでも支援につながる」と、

シンポジウム全体を締めくくりました。 

 

３－３．アンケート結果 

参加者へのアンケートを実施し、以下のように集計結果をまとめました。参加者にアンケ

ート用紙（巻末資料参照）を配布し、終了後回収したものです。（有効回答数 32） 

 

【問１】シンポジウムをどのようにして知ったか 

 

各大学の教員を通じてという回答がほとんど

で、その中には授業の一部としての参加が含まれ

る。一方、大学内でチラシを見て来たという回答

はゼロで、一般の授業でのチラシ配布や、学部掲

示板前や図書館ロビーへのチラシ設置を見て参加

した人は少なかった。 

   

【問２】内容について 

 

プログラムの内容について、図

に示す項目について、それぞれ「非

常に良かった＝5 ポイント」、「良か

った＝4 ポイント」、「どちらとも言

えない／無回答＝3 ポイント」、「良

くなかった＝2 ポイント」、「非常に

良くなかった＝1 ポイント」で加重

平均した。 

全体に好評で、中でも「遺族の講話（4.9 ポイント）」「遺族との対話(4.9 ポイント)」

「企業・ＮＰＯとの対話（4.8 ポイント）」については、ほとんどの回答者が「非常に良

かった」と回答した。遺族の講話について、その内容があまりにも衝撃的で重たい意味

のあるものであったことから、アンケートでは評価できるものではないとして「どちら

とも言えない」との回答もあった。 

30

0

0
1
1

2

シンポジウムを知ったきっかけ

1)大学

2)チラシ

3)看板・ポスター

4)HP/FBなど

5)友達

6)その他

4.9

4.5

4.6

4.9

4.5

4.8

4.6

4.5

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

遺族の講話

刑事手続き

グループ討議

遺族との対話

大学生との対話

企業・NPOとの対話

パネル展示

ボラ説明会
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※加重平均は、当該項目に回答した人についてのみ行った。「ボランティア説明会」は

参加した人のみ、「遺族との対話」はグループ討論において加藤氏と同テーブルに着

いた人や直接話す機会を得た人のみの回答である。 

※アンケート項目に「県警による講演」が抜けたが、この内容についても、自由記入

欄やグループ討議での談話で、非常に感銘を受けたという高い評価があった。 

 

プログラムの内容に関する感想（良かった／良くなかった等の理由を自由記入）。大学生

の中には社会人学生も含まれる。 

遺族の講話 

普段なかなか聞くことができない貴重な話を聞くことが出来たから。（岡大生 刑訴法ゼミ）） 

私は大きな事件に幸いあったことがなく、被害者の気持ちに疎かったため具体的に知ることができ良かった。 

（岡大生 刑訴法ゼミ） 

聞いたことのないお話ばかりでしたが、多くの人が聞くべき内容だと感じた。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

生の話を聞けて心に残った。（岡大生 法学部） 

生の話を聞くことによって、今まで学問として学んだ被害者支援の実際の姿を知ることができた。 

（岡大生 刑訴法ゼミ） 

普段聞くことのできないお話しを聞け、遠いと思っていたことを近くに感じることができた。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

被害者遺族の「生」の声を聞くことができたから。法制度が実際には十分に機能していないことを学べた。 

（岡大生 刑訴法ゼミ） 

刑事司法に携わって仕事をしたいと考える自分にとって生の声は深く感じるものがあった。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

お話について良し悪しを語るには不適切。或いはそういった評価をできないもの。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

こういった会に参加していないと聞くことのできない話をたくさん聞けて、いろいろとショックも受けましたが、生の

話を聞けて考えるきっかけになりました。（山陽学園大生） 

娘さんの事件を包み隠さずありのままにお話して頂き被害者遺族としての思い、何を支援して欲しかったかなどを

知ることができたから。（山陽学園大生） 

ご遺族の方の生の声を聞けて大変勉強になりました。警察の方の協力、裁判の様子などもためになりました。

（山陽学園大生） 

貴重なお話を聞くことができよい機会であったと思います。（就実大生） 

被害者遺族の話を初めて生で聞きました。TVや新聞で知るよりも現実味がりとても聞き入ってしまいました。 

（就実大生） 

私も同世代の親で娘を持つ身です。また愛する夫も病気で失いましたので身につまされました。様々な経験の中

で私も寄り添えるものになりたいとトレーニング中です。（就実大生） 

さらに熱い支援をこれからも続けていこうと思った。（環太平洋大生） 

現実味の無いどこか遠くのことで起きているような、そういう意識の低さ、認識の愚かさに恥を感じた。 

（川福大生） 

大学の中にいては日常をただ過ごすだけでは聞くことができない話を聞かせていただいた。（川福大生） 

改めて「自分の体験したことしか理解することができない」ということを感じた。多くの衝撃を受けたがお話の背景

には我々の思いもよらない想像できないことがたくさんあるのだろうと感じた。（川福大生） 

想像以上の苦しみでとても考えさせられるものがあった。（学生） 

被害者遺族の生の声や苦痛を周知しなければならないと感じました。（両備社員） 

直接お話を聞くことができ、苦しい思いは計り知れないほど伝わりました。（両備社員） 

刑事手続きについて 

分かりやすかった。（岡大生 刑訴法ゼミ） 
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刑事手続き上生起する問題について知ることができ、特に良かった。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

知識となった。（岡大生 法学部） 

どこでどう被害者と関わるのか分かりやすかった。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

図が分かりやすかった。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

レジュメ付で理解し易かった。ある程度知っていた内容であった。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

知っている部分が多かったが確認としてよかった。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

既に知識として持っていた。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

途中参加で詳しく聞けませんでしたが、プリントもあり分かりやすかった。（山陽学園大生） 

ニュースなどで少しは知っていましたが、より詳しく知ることができ良かった。（山陽学園大生） 

勉強することが少ないので聞けてよかった。（環太平洋大生） 

普段耳にしないような言葉や意味、刑事手続きの仕組みを知ることができた。（川福大生） 

刑事手続きの流れを知ることができ参考になった。（両備社員） 

非常に分かりやすかった。（両備社員） 

グループ討議 

社会人目線でのお話が聞けて新たな考え方を知った。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

幸い加藤さんとグループ討議を行う機会に恵まれ、加藤さんの考えをさらに具体的に知ることができた。 

（岡大生 刑訴法ゼミ） 

企業の方の話を聞け、考えが広まった。（岡大生 法学部） 

他大学の他の専攻の学生の話を聞くことができ、かなり自分への刺激とすることができた。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

立場も学部も年齢も違う方々のお話や意見を聞け、とても勉強になった。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

多くの人たちの考えを学ぶことができた。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

もう少し時間が欲しかった。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

特に発展した議論にならなかった。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

もう少し話し合いの時間があっても良いかなと思います。グループでじっくりというのは良かったです。 

（山陽学園大生） 

いろいろな話が聞けてよかった。（就実大生） 

時間が十分確保できず残念でした。（就実大生） 

企業の方と実際に何ができるのかを感じました。（環太平洋大生） 

企業の方といろんな討議をすることができた。（川福大生） 

違った意見を聞けてよかった。（川福大生） 

加藤様がテーブルについてくださり、ハードルを下げてでも誰かに手を差し伸べることが第一歩だと感じました。

（両備社員） 

学生、社会人、いろいろな立場からの思いや活動が聞けてよかった。（両備社員） 

遺族との対話 

グループ討議で加藤さんの考えをより深く知ることができた。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

対話の機会がなかった。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

大学生との対話 

他大学の学生と交流できてよかった。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

特にその機会はなかった。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

いろいろな視点から話を聞けた。（岡大生） 
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自分たちにできることは何であるかを考えることができた。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

様々な考え方、見方が知れた。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

同じ年代の方の考えを知ることができ、自分でも支援について改めて考えることができた。（山陽学園大生） 

同年代の人がどのように考えるのか知れて良かった。（就実大生） 

本当に若いときにこのような機会に触れることは重要だと思いました。（就実大生） 

企業・NPO との対話 

企業の取り組みなど知れて良かった。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

企業単位で被害者支援に向けて活動を行っており、その活動内容を知ることができてよかった。 

（岡大生 刑訴法ゼミ） 

VSCOについて理解を広められた。(岡大生 法学部) 

大学生のサークル活動などを通じて支援をしていきたいと感じた。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

既にある取り組みについて面白い話が聞けた。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

企業の方がおり、企業としてのサポートはどうあるべきか？を話をされていて今後の課題としてもっと話し合いた

いとも思いました。（山陽学園大生） 

岡山でも記事にされていない事件が多く存在していること。（両備社員） 

パネル展示 

時間がなく見ることができなかった。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

もっと外部に向け発信することが大切だと感じました。（両備社員） 

ボランティア説明会 

支援室というなじみのない制度について詳しく知ることができた。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

活動を知れた。（岡大生 法学部） 

VSCO という団体を知ることができ、企業として個人の人間として考えることが必要と感じた。（両備社員） 

 

【問３】気づいたことや感想（自由記入） 

自分と犯罪とは関係ないという考えを改め、被害者支援団体への理解などを深めたいと思いました。 

（岡大生 刑訴法ゼミ） 

永山基準は未だ厳然として生きているのか。裁判員裁判である第一審では死刑判決を獲得することができたが、

もし上訴していればどのような判決が下されるのか気になった。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

今日思ったことを大切にしながら今からの生活、学習、活動に活かしていきたいと思う。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

みささんが帰ってこなかった日からの出来事を日にち順に聞くことで、私もそう考えてそう行動するだろうなという

思いで、一緒にその家族の一員になったような気持ちで聞かせていただきました。本当に勉強になりました。あり

がとうございました。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

被害者遺族の「生」の声を聞くことができ、被害者支援を考える第一歩となった。大学のサークルなどの活動を通

じて支援をしていきたいと感じた。（岡大生 刑訴法ゼミ） 

自分に何ができるのかを考えることが大切だと思った。もし、身近な人が被害にあった時に、支えられるようになり

たいと思いました。寄り添うことが大切。（山陽学園大生） 

自分の問題として考えた場合、何を望むかを考えて行動していくこと、そして、その人のニーズは何かを常に考え

つつ生活していくことが大切だと思いました。「何も知らない、何もできない」ことがいけないのではなく、何もしよう

としないことがいけないことだと感じました。（川福大生） 

犯罪は何をしようが許されるべきではないと思った。(山陽学園大生) 

被害者の方への支援というのはできれば理想的ではありますが、第三者がむやみにあれこれ言うべきではない

のではないか？サポートするつもりで声をかけても逆に傷つけてしまうのではないか？と考えてしまい、なかなか

できないことだと思います。今回のような講話を聞いて、知識をつけることも大切だと思いました。 

（山陽学園大生） 
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加藤様、お美しいお嬢様でした。さぞ、ご無念のこととお察し申し上げます。（就実大生） 

支援といっても被害者が本当に必要としていることでないと意味が無いと思った。（就実大生） 

ネットワークがたくさんあると相談するすべを見つけやすいと思いました。些細なことしかできないかもしれません

が自分が出来ることをするということが自分に今できることかなと感じました。（就実大生） 

実際に企業の方や大学の方とお話することにより、改めて大きな支援がしていきたいと感じた。（環太平洋大生） 

どのような人でもまずは知ることが始まりとなるので、TV、雑誌でもまずは知る必要があると思いました。 

（川福大生） 

立場の異なる方とのいろいろな視点でどのように動いているか、少しではありますが考えることができました。

VSCO の方の「寄り添う」という言葉が心に響きました。支援は人によって答えが異なり、それを模索することはと

ても大切だと思います。このような場があれば是非学んでいきたいです。貴重なお時間をありがとうございまし

た。（川福大生） 

加藤さんのお話、性犯罪のお話を聞いて遺族の方は何年経っても気持ちに整理をつけることは難しいことが分か

りました。私たちは長期的に寄り添う(話を聞くなど）できることは何かを考えようと思う。（川福大生） 

自らの経験と結びつけて考えられた。先輩方の様々な考え方に触れられた。（川福大生） 

会社として遺族の方をサポートする仕組みを考えなければいけないと思いました。ありがとうございました。 

（両備社員） 

地方創生を行っている中でやはり地域を元気にする為には人が元気にならなければいけない。被害者と加害者

を出さないことも地方創生につながると考えます。（両備社員） 

被害者支援について直接お話を聞くことで関心を持ち、それに対する支援活動について知ることがまず第一歩目

として大切だと思った。（両備社員） 

素人でも共感できれば良いということが分かった。加藤さんの講演している姿を娘さんは、天国から誇らしげに見

ているように思いました。この講演を聞いて、昔被害にあったときの私の癒えぬ思いが少し癒えました。（無記名） 

 

 

第２回犯罪被害者支援シンポジウムの模様 

   
 
 
 
 

   
 
 

会場の様子 

司会の前田副センター長 吉沢教授の講義「刑事手続きについて知ろう」 
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加藤氏のご講話 

岡山県警察本部藤原警部補の講演 

感想を述べるVSCO支援員の方 発言する大学生（岡山大学） 

加藤氏を含む全員がグループ討議に参加 大学生と社会人が語り合う 
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４．まとめ 

 洋の東西を問わず、近代刑事法において、犯罪被害者は刑事手続から疎外された存在でし

た。欧米では、1960 年代から 1970 年代にかけて、被害者の尊厳と権利を回復する運動が

活発化し、民間の支援団体が次々と創設され、法の整備も進みました。一方、わが国では、

1981 年に犯罪被害給付制度が開始された後も、犯罪被害者（被害者の親族を含む）の精神

的被害の深刻さや支援の必要性が知られることは少なく、対応が遅れてきました。被害者遺

族は、２つのシンポジウムでご遺族が語ったとおり、事件による直接的な被害に加え、事件

の衝撃による心身の不調や生活の支障に悩み、マスコミの取材・報道や警察の捜査過程で理

不尽にも尊厳を傷つけられるなど、第二次被害と総称される被害を受けてこられました。 

平成 7 年（1995 年）の地下鉄サリン事件をめぐって第二次被害の問題が表面化し、また

研究者グループによる本格的な犯罪被害者の実態調査結果（宮澤・田口・高橋編『犯罪被害

者の研究』(1996 年)成文堂）が発表され、さらに被害者自身が立ち上がり実情を訴えたこと

等で、犯罪被害者の置かれた状況と支援の必要性が広く知られ始めました。被害者の視点に

立った施策の必要性が認識されるようになり、刑法や刑事訴訟法の改正につながりました。

警察は、犯罪捜査だけでなく被害者支援のための組織的な取り組みを開始しました。民間支

発言する大学生（環太平洋大学） 山本教授による総括 

吉沢教授による閉会挨拶  パネル展示を見学する人々 
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援団体も多数設立され、平成 10 年(1998 年)には全国被害者支援ネットワークが結成されま

した。平成 16 年(2004 年)制定（平成 17 年 4 月施行）の犯罪被害者等基本法には、被害者

の保護に関する国と自治体、国民の責務が明記されています。 

しかし現在もなお、いったん被害者となればどのような状況に置かれるか、当事者以外に

は想像することも難しく、また警察や支援団体の支援が受けられる状態になっていること

について、知る人も少ないのが実情です。少なくとも、万一自分や周囲の人が犯罪被害に遭

った時、どのような支援が必要になるか、どこに助けを求めることができるかを、誰もが知

っておくべきであり、若者には、そうしたことを社会常識として身につけ、情報発信してい

く力が期待されています。また法改正や制度づくりは、被害者の方々自身の声を受けて実現

してきたことを考えると、当事者の方々に接し、お話を傾聴する機会のあることは重要です。

被害者の苦しみを知れば、決して犯罪を起こしてはならない、起こさせてはならないという

厳粛な気持ちが喚起され、さらには、現在ある支援の仕組みを現実に即してより深く理解し、

改善していくことができるでしょう。そのような展望の下に、県警察本部と岡山大学による

本シンポジウム共催には、大きな意義があると考えられます。 

 一方で、大学生による自発的活動やネットワーク形成が実現するかどうかは、あくまでも

個々の研究者や学生、大学運営者の問題意識と意欲次第です。巻末資料で紹介するとおり、

関西地方では、犯罪心理学や児童教育等を専攻する大学生が学際的ネットワークを作り、長

年にわたって活動を続けています。岡山県下の大学でも、県警の啓発活動をきっかけに学生

ボランティア活動が始まったところもあります。当センターとしては、自発的な活動のきっ

かけとなることを期待しつつ、大学生と教職員、市民の皆さまのために、本シンポジウムの

ような催しを継続してまいります。 

 本シンポジウムの開催に当り、ご登壇下さった和氣様と加藤様に心から御礼申し上げま

す。またパネル展示やボランティア説明にご尽力頂いた VSCO の皆さま、教え子の皆さん

とご参加下さった山陽学園大学の上地先生、川崎医療福祉大学の進藤先生、お忙しい中お越

し下さった地元企業の皆さま、そして、この問題について啓発下さり、日常激務のかたわら

きめ細かなご手配を頂きました岡山県警察本部業務部県民応接課 犯罪被害者支援室の皆

さま、学問領域からご支援下さる山本先生、吉沢先生、授業との連携をご快諾下さった岡山

大学の神例先生、原田先生はじめ、学内での周知にご協力下さった先生方に厚く御礼申しあ

げます。まだまだ試行錯誤の段階にある本事業に、引き続き各方面の皆さまのご指導・ご協

力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

平成 28 年 3 月 

岡山大学地域総合研究センター 

副センター長・准教授 前田 芳男 

研究員        鷹野 郁子 
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