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はじめに

このサポートブックは事件・事故により身近な方、大切な方を亡くしたご遺族の手に

とっていただくことを想定して作成しました。

私たちNPO法人おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズでは、活動を開始した

2005年３月から2009年３月までの間、犯罪・交通死遺族のための自助グループに14事件

で、15名のご遺族が参加しました。

自助グループでは、安心して思いを語ることができるように、その場で語られた内容

は外に持ち出さない約束をして、その場を利用しています。

同じような被害体験をした被害者遺族に共通するのは、【 自分たちと同じ思いを、こ

れから先の被害者の方たちにはしてほしくない 】という思いです。

被害に遭ってはじめて見えてくる課題や、時間をおいて振り返り、気づく体験を踏ま

えて整理しました。

また、専門家の助言を得つつ、内閣府の犯罪被害者支援ハンドブック・モデル案の集

約も踏まえ、岡山県における犯罪被害者遺族支援の視点から、サポート情報やサービス

利用の手引きを作成しました。

どうしていいかわからず活字も頭に入らない時期もあるでしょう、気になったところ

から手かがりを求めて、相談や連絡をしていただけたら、同じ仲間として共に考えてい

きたいと思います。

困った時に電話をください。（土曜：¡º:ºº～¡§:ºº、º•§-™¢∞-¶•£¡）

一緒に解決策を考えてみましょう。

平成21年３月

NPO法人おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ

理事長　　川 1 政 宏



【 できること 】 

まず総合相談窓口につながってください。電話で最初の一歩を・・・ 

❏１ どうしてよいかわからない。 
どこに相談してよいかわからない。 

➥ まず電話をしてみましょう。 

【 できること 】 

いまどこに置かれているか、確認しましょう。 

いま何ができるかを聞いてみることができます。 

❏２ いまどういう状況かわからない。 
何がどう進んでいるのかわからない。 

➥ 一人で悩まず自分の状況を教えてもらいましょう。 
解決策がわかります。 

【 できること 】 

ご自分を責めず、少しおちついたら、振り返ってみましょう。 

❏３ こんな気持ちになるのは、 
自分が悪いのだろうか。 

➥ いいえ、そんな事はないのです。 
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【 できること 】 

ご自分を責めず、少しおちついたら、振り返ってみましょう。 

たとえば、気づかぬうちに、次のようなことが起きていませんか？ 

❏４ なぜか周囲との関係がうまくいかなく 
なった。人を信じられなくなった。 

➥ 無理もありません。 
少しずつ気持ちを言葉にしていきましょう。 

【 できること 】 

あせらず、少しずつ話せる場所や人を見つけていきましょう。 

❏５ わかってほしい。話を聴いてほしい。 

➥ 少しずつ安心して話せる場を見つけましょう。 

❏６ 今までどおりの暮らしができない。 
経済的に不安になる。 

➥ 行政窓口で相談できることもあります。 
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【 できること 】 

加害者は刑事手続の流れの中で、処罰されていきます。 

必要なことにより相談窓口が異なるので、注意が必要です。 

❏７ 加害者への不安、加害者がどうなったか 
知りたい。言いたいことがある。 

➥ 理解ある専門機関の協力を求めましょう。 

❏８ 裁判はどう進んでいくのですか。 
刑事と民事の違いもわかりません。 
何ができますか？ 

➥ 理解ある弁護士の協力を求めてください。 
法テラスもあります、気軽に電話してみましょう。 

❏９ 少年が加害者の場合、 
どうしたらよいですか？ 

➥ 審判までが短いので、早く相談しましょう。 

❏１ ０ 交通死事件の場合、 
どうしたらよいですか？ 

➥ 民事手続と刑事手続に一度に巻き込まれます。 
あわてず、情報提供を受けつつ、遺族の思いを 
大切にして、周囲の協力をもとめましょう。 
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関係機関ができること 
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第1 犯罪の被害に遭うとは～どんな状況におかれるのか

○　犯罪被害に遭うことは予期せぬことです。

○　そして理不尽な出来事です。

○　被害者遺族は嵐の中に投げ込まれた小舟のように混乱した状況に、陥ります。

○　また、次のような様々な問題が出てきます。

・心身の不調　・生活上の問題（仕事、住居、経済、家族）

・周囲や関係機関からの二次被害

・加害者との関係（再被害への不安、安全確保）

・捜査や裁判をめぐる問題

犯罪被害に遭うと、様々なことが一度に襲いかかり、何からどうすればいいのか、

整理できず混乱した状態が続きます。

捜査や裁判や保険会社との交渉など初めてのことばかりで「被害者だけが素人」です。

手引きやリーフレットをもらっても活字は目に入らず、ページを開くこともできず、開

いて読んでも意味がわからないまま、途方にくれるばかりです。

【 できること 】

まず総合相談窓口につながってください。

➥ まず電話で最初の一歩を・・・・・。

❏１ どうしてよいかわからない。
どこに相談してよいかわからない。

➥ まず電話をしてみましょう。
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いまどういう状況にいるのか、そのとき何ができ、何ができないかの情報提供をしま

す。一緒に考えていきましょう。

わかりにくいときは私たちサポート・ファミリーズに電話をください。

（土曜：¡º:ºº～¡§:ºº、º•§-™¢∞-¶•£¡）。

●　その他にも岡山県内の総合相談窓口がありますから、まずつながることが大切です。

これらの関係機関は連携していますから途切れない支援を受けることができます。

相談に応じているのは次の機関です。

① おかやま被害者支援ネットワーク事務局（º•§-™££-•£¢ª）
月～金曜（ª:ºº～¡¶:ºº）

岡山県警察本部県民応接課「被害者支援室」内にある相談電話（直通）で、県警の

被害者支援担当者が応対してくれます。県内の相談機関のネットワークなので、岡

山県警が行っている各種被害者支援策や、ネットワーク加盟機関との橋渡しも可能

です。警察本部に電話しづらい場合でも直通電話ですので安心です。

② 岡山県警被害者支援室（º•§-™£¢-º¡¡º 代表）

月～金曜（ª:ºº～¡¶:ºº）

岡山県警が行う被害者支援策について情報提供と同時に一緒に考えてくれます。県

警代表電話にかかりますので、「被害者支援室につないでください」と言ってくだ

さい。各警察署の対応で十分でない場合や、不適切な対応があった場合にも相談し

てください。カウンセリング（アドバイザー制度）の利用や隔離保護については、

活用して救われた方が多くいます。（P39参照）

（①のネットワークの事務局が②に置かれています。）

③ 各警察署の警務課被害者支援係

警察は事件直後から犯人検挙に向けて捜査活動を行いますが、殺人や傷害致死、交

通死亡事故などの死亡事件の場合は、捜査担当者とは別に指定された警察職員が、

連 絡 先
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被害発生直後から付添、相談などの支援を行います。岡山県警では「指定被害者支

援員制度」と呼んでいますが、各警察署の警務課には、被害者支援係があります。

もし警察の被害者支援員が付いていない場合は、警察に「被害者支援員を付けてく

ださい」と頼んでおくとよいでしょう。

事件直後は誰を信用してよいかわからなくなるほど、被害者は人間不信に陥ります。

最初に被害者に接する警察官の対応に救われたと語る遺族もいます。また一方で最

初に接した警察職員の対応に傷つき対人不信を強めてしまう場合もあります。ただ、

最近では警察職員に対する被害者支援の研修なども充実し、少なくとも警察内部で

は被害者支援について率先して取り組んでいることは間違いありません。したがっ

て、所轄警察署の被害者支援員の対応で疑問に感じることや、傷つきを感じて相談

しづらくなった場合は遠慮なく、②の県警被害者支援室に相談されることをお勧め

します。

④ NPO法人おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ

土曜（¡º:ºº～¡§:ºº、º•§-™¢∞-¶•£¡）

犯罪・交通死遺族とともに活動しています。全国犯罪被害者の会（あすの会）や

TAV交通死被害者の会などと連携して情報交換しており、ご遺族への情報提供や

付添活動を行っています。何から動いてよいかわからないとき、同じ遺族当事者と

して個別相談や自助グループ支援の中から、できることを一緒に考えていきます。

急ぎの際は、事務局（ももたろう第２法律事務所、平日ª:ºº～¡™:ºº、¡£:ºº～

¡¶:ºº。º•§-™™§-¶¶¢¢・川1まで）へ電話ください。

⑤ 社団法人被害者サポートセンターおかやま（VSCO）

月～土曜（¡º:ºº～¡§:ºº、º•§-™™£-∞∞§™）

全国被害者支援ネットワーク加盟組織で、支援ボランティアを中心に被害者支援を

行っています。日曜以外は電話相談を行っています。

－3－



⑥ 岡山県　安全・安心まちづくり推進室（º•§-™™§-¶™∞ª）
月～金曜（•:£º～¡™:ºº、¡£:ºº～¡¶:ºº）

岡山県の犯罪被害者施策の担当窓口です。犯罪被害者の全般的相談や具体的な支援

についての窓口や関係機関の情報提供や紹介を行っています。

具体的相談をそのまま受ける体制ではないため、情報提供や適切な相談窓口の紹介

にとどまることもあります。

ただ、県内部や市町村との連絡調整が必要な事項について、支援者とともに協力を

求めていくことができます。

⑦ 法テラス岡山（º∞º-££•£-∞¢ª¡）

法テラス　犯罪被害者支援ダイヤル（コールセンター）

（º∞¶º-º¶ª¶¡¢）

法テラスは、総合法律支援法に基づき設立された公的な法人です。

刑事手続の流れや各種支援制度、法制度に関する情報提供。犯罪被害者支援の相談

窓口の紹介。犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介を行っています。

情報提供や制度の説明だけならコールセンターで答えてくれます。具体的な支援を

必要とするときは、①から⑥を紹介されると思いますから、岡山事務所に橋渡しを

依頼することもよいでしょう。早い段階から弁護士の協力を求める場合に費用の援

助制度もあります（一定の所得基準はありますが）。（詳しくはP55）
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●　いまご自身が置かれている状況をまず知ることが大切です。事件後の刑事裁判、

少年審判、民事裁判の流れを示しておきます。どの段階にあるのかを確認しましょう。

まずは電話で相談しましょう。

【 できること 】

いまどこに置かれているか、確認しましょう。

いま何ができるかを聞いてみることができます。

➥ まず総合相談窓口（P1～）に電話してみましょう。

●　警察や関係機関から様々な連絡が入ってきて整理ができなくなりがちです。できる

だけ、①いつ、どこの誰から、どんな内容の連絡があったか、②いつ、どんな出来事

が起こったか、などをメモしておくと、後から落ち着いて振り返るとき役に立ちます。

新聞の切り抜きなどしておくのも良いですね。

●　わかりにくいときは私たちサポート・ファミリーズに遠慮なく電話をください。

（土曜：¡º:ºº～¡§:ºº、º•§-™¢∞-¶•£¡）。

❏２ いまどういう状況かわからない。
何がどう進んでいるのかわからない。

➥ 一人で悩まず自分の状況を教えてもらいましょう。
解決策がわかります。
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＜一般的な刑事裁判の流れと犯罪被害者等のかかわり＞
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＜少年の審判手続及び刑事手続の流れと犯罪被害者等のかかわり＞
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＜民事裁判の流れと犯罪被害者等のかかわり＞
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【 できること 】

ご自分を責めず、少しおちついたら、振り返ってみましょう。

犯罪被害に遭うと、からだもこころも深いダメージを受けます。からだも心も頭も動

かず、その場に立ちすくんでしまうような状況になります。一般には別紙のような状況

をお聴きします。

【 体験から感じること 】

○　ご自分がおかしいのではないかと感じられることもあろうかと思いますが、こう

した感情や状況は、ごく自然なからだや心の反応なので、ご自分を責めないでくだ

さい。

○　周りの人からは、ぼうっとして見えたり、逆に落ち着いているように見えるため

に、誤解されることもあります。周囲には、犯罪被害者遺族がおかれる状況を正し

く理解してもらう必要があります。

○　それでもなお、からだや心が苦しいときは、医療機関やカウンセリングなどの専

門家に相談してみるのも一つの方法ですし（P39参照）、ファミリーズの仲間（他

の遺族）にたずねてくださってもよいです（P３参照）。

○　精神科をたずねることへの不安や抵抗、また精神安定剤など薬を飲むことへの不

安を語るご遺族も少なくありません。一方で、理解ある専門医に出会うこともあり

ますし、最近は症状にあった良い薬もありますので、心が苦しいときに薬の助けを

借りてよかったと言う方もおられます。

○　子どもたちの心身の不調は、気づきにくいものです。大人も大きなダメージを受

けているため、子どもたちまで目が届かないからです。これはやむを得ないことか

❏３ こんな気持ちになるのは、
自分が悪いのだろうか。

➥ いいえ、そんな事はないのです。
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もしれません。もし、子どもたちのことで、少しでも気がかりな点があれば、子ど

ものための様々な相談機関（たとえば不登校・引きこもり相談、小児精神科、カウ

ンセリングなど）がありますので、情報提供や、一緒に相談機関を探していくこと

をファミリーズの仲間（他の遺族）にたずねてくださってもよいです（P３参照）。

【 内閣府・ハンドブックモデル案からいくつかの例 】（別紙）

［ 直後の状態 ］

信じられない、現実として受け止められない

感情や感覚が麻痺して、恐怖や痛みをあまり感じない

頭の中が真っ白になる、何も考えられない、ぼうっとする

周りのことが目に入らない、注意集中できない

自分が自分でないような気持ちがする

現実感がない、夢の中のような感じがする

事件の時のことがよく思い出せない

様々な気持ち（恐怖、怒り、不安、自分を責める気持ち）がわいてくる

自分が弱い、何も対処できないという気持ちが強くなる

気持ちが落ち込んだり、沈み込んだりしてしまう

体の反応（どきどきする、冷や汗をかく、手足に力が入らない、手足が冷た

い、過呼吸になる）

［ 中長期の状態 ］

被害直後のショックは落ち着いても、様々な症状や反応が出てくることがあります。

＜精神的な不調の例＞

気持ちがひどく動揺し、混乱していると感じる

気持ちや感覚が自分から切り離されたような状態になる

事件に関することが頭の中によみがえってくる

神経が興奮して落ち着かない

急に不安や憂うつになる

－10－



＜身体的な不調の例＞

眠れない

頭痛やめまい、頭が重い

吐き気、嘔吐、胃がむかむかする、食欲がない、下痢をする、便秘になる

身体がだるい、疲れやすい、微熱がでる

お腹や身体のその他の部分が痛い

生理がない、月経周期の異常、月経痛がある

根気が続かない

［ 子どもの状態 ］

子どもは言葉でうまく表現できないために、理解されづらく勘違いされる場合もあり

ますが、概して下記のような様々な行動や反応を示す場合があります。

突然不安になり興奮する

なんとなくいつもびくびくする

頭痛、腹痛、吐き気、めまい、息苦しさ、頻尿等を訴える（身体の病気でな

くても起きます。）

著しい赤ちゃん返りがある、夜尿・指しゃぶりが始まる

表情の動きが少なく、ぼうっとしている

集中力がなくなる、上手にしゃべれない

家族や友達と関わりたがらない、遊ばなくなる

親への反抗、不登校、非行（性非行を含む）が始まる　　など

－11－



【 できること 】

ご自分を責めず、少しおちついたら、振り返ってみましょう。

たとえば、気づかぬうちに、次のようなことが起きていませんか？

●　同じ体験をした当事者同士が、遠慮なく気持ちを語り合う、「自助グループ」に参

加してみてもよいでしょう。詳しくは、サポート・ファミリーズ相談電話へ

（毎週土曜、º•§-™¢∞-¶•£¡）

犯罪被害を受けた本人のほか、家族もショックを受けて、お互い支えあう精神的な

余裕を失いがちです。また、家族各人のストレスの感じ方、被害についての捉え方や

考え方、感情の表し方や対処方法も異なり、家族の中でいさかいが生じたり、家族関

係に危機をもたらしたりします。時には、家族崩壊に至ることすらあります。

犯罪被害者が子どもで、きょうだいがいる場合には、親がきょうだいに十分な愛情

を注ぐ余裕がなくなり、後にきょうだいへの影響が出てくることもあります。

【 体験から感じること 】

○　犯罪被害に遭った家族に追い打ちをかけるように、家族崩壊がせまってくること

は大変つらいことです。それぞれに気持ちの余裕は全くありませんから、小さな歯

車のきしみが大きな溝になってしまいがちです。大切な判断はさきに延ばしましょ

う。あせらない事です。誰か身近で客観的な立場から助言してくれる人がいると心

強いと思います。

家族の問題

❏４ なぜか周囲との関係がうまくいかなく
なった。人を信じられなくなった。

➥ 無理もありません。
少しずつ気持ちを言葉にしていきましょう。
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○　子どもたちの傷つきは大人になって何らかの行動（異常）として現れるかもしれ

ません。しかし、一方で子どもたちの持つ回復力も大人が想像する以上のものとい

えるかもしれません。子どもたちなりに感情や気持ちを、表現したり語れる場がで

きていくことを願います。

犯罪被害者は社会的に保護されているといった誤解や、被害者支援に関する情報不

足から、周囲の人たちからの支援を受けられず、社会的に孤立して、更に困難な状況

に追い込まれてしまうことがあります。

周囲の人たちから中傷や興味本位の質問をされたり、「早く元気になって」といっ

た心情に沿わない安易な励ましや慰めで傷つけられることもあります。

また決して金銭を求めて起こす民事裁判ではないのに「お金が欲しいだけ」と誤っ

た見方をされたりすることもあります。

【 体験から感じること 】

○　犯罪被害者が事件後も地域で生きて行きづらいのは、被害者みずからが精神的に

追いつめられ、孤立感や社会に対する不信感を抱く一方で、こうした周囲の誤解や

偏見から、余計に遠巻きにされてしまい、孤立を深めてしまうからです。

様々な法律や制度が改善されても、周囲や地域社会における正しい理解が広がら

ないかぎり、被害者の生きづらさは改善されないと思います。

被害者支援機関・団体の対応であっても、事件によって疑心暗鬼になっている犯罪

被害者にとって、必ずしも納得の行く支援を受けたと感じることができるわけではあ

りません。事務的な対応など犯罪被害者等の心情に配慮しない言動、説明不足や不適

切な情報提供などにより、精神的に傷ついてしまい、更に人や社会への不信を募らせ

ることにもなります。

支援者

近隣、友人、知人の言動

周囲や関係機関からの二次被害
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【 体験から感じること 】

○　支援を受けていて、「おかしいな」と思ったり、「何かちがう」と感じても、協力

してくれている支援者に向かっては言葉にしづらいと思います。

ただ、「押しつけ」支援や「思いこみ」支援のほか、被害者を可哀想な人として

しか見ない、上から決めつけて物を言う、などの傾向がボランティアの方たちにな

いとはいえません。

おかしいことはおかしいと伝える方が風通しがよくなります。それすら難しいと

きは当該機関の苦情相談窓口や、監督官庁に相談や申入れをすることもできます。

遠慮することはありません。あなたがこれ以上傷つく必要はないのです。そんな時

は、他の相談窓口に電話してみましょう。

また民間支援組織の支援は無料（シェルターの利用料を除く）が原則です。被害

者に対して寄付を求めたりすることはありませんし、公益法人の場合、政治や宗教

からは中立であることも知っておいてください。

事件後の過熱した報道のため、自宅や告別式会場等にまでマスコミが押しかけてき

たり、事実に反する報道が一人歩きしたり、不必要な被害者のプライバシーをかきた

てるような報道被害に遭い、外出することや社会生活を行うことすら恐怖心がわいて

くることもあります。

【 体験から感じること 】

○　マスコミの過剰取材に対しては、警察や弁護士を介して記者クラブに申入れをす

るなどの方法があります。

被害者の心情を逆なでするような無神経な取材に傷つくことが多いので、警察や

代理人に連絡窓口を一本化し、個別取材には応じないよう、早めに対応策を考えて

おくとよいでしょう。

○　逆に、被害者側から知ってもらいたいことや、社会に向けて訴えたいことがある

場合は、時期をみてコメントを出すなどの工夫もできます。

マスコミによる報道被害

－14－



（記者によっては、裁判が終わっても、被害者の話を丁寧に聞き続けて、被害者の

声を代弁する記事を書いてくれることもあります。）

【 できること 】

あせらず、少しずつ話せる場所や人を見つけていきましょう。

○　犯罪被害に遭うことは理不尽なことです。「なぜ私が？」と自問自答しますが、誰

も答えを教えてくれません。いま生きているこの社会や周囲の人たちに対しても不信

感が募っていきます。「周りの人には話してもわかってもらえない」という諦め、孤

独、不安がおそってきて、誰とも話したくなくなります。普通に暮らしているようで

も、事件のことや亡くなった大切な人のことを話したくても語る場所はありません。

○　遺された家族の間ですら、長い間、事件のことには触れないようにして、家の中で

は互いに話題にしないこともよくあります。

○　事件前後の日や亡くなった方の思い出の日、年末年始、クリスマス、桜の季節など、

世間がにぎやかにしている時期は言葉にできない喪失感、孤立感が襲ってきて、心の

バランスをくずしやすくなります。

○　事件のことや亡くなった方のこと、どんなことでも、どんな思いでも遠慮なく「安

心して話せる」場所や人間関係があるとホッとします。それは、理解ある援助者によ

るカウンセリングであるかもしれません。また、同じ立場の仲間が集まる「自助グ

ループ」かもしれません。また、犯罪被害者遺族の手記を読んだり、県内外の犯罪被

害者の会に出向くときかもしれません。

○　決して無理をなさらず、自分にあう方法で、安心できる場を探していかれたらよい

❏５ わかってほしい。話を聴いてほしい。

➥ 少しずつ安心して話せる場を見つけましょう。
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と思います。同じ仲間として、情報提供やお互いの助け合い（ピアサポート）をでき

たらと思います。

●　同じ体験をした当事者同士（犯罪・交通死遺族）が、遠慮なく気持ちを語り合う、

「自助グループ」に参加を希望される方は電話をください。

詳しくは、サポート・ファミリーズ相談電話へ（毎週土曜、º•§-™¢∞-¶•£¡）

●　個別に話を聴いてほしいと思っても、どこでカウンセリングを受けていいか不安な

ときは、岡山県警のカウンセリングアドバイザー制度を活用してください。県警から

委嘱された３名の臨床心理士が対応します（信頼できる方たちです）。カウンセリン

グは無料です。県警の被害者支援室（代表電話　º•§-™£¢-º¡¡º、「被害者支援

室をお願いします」と言ってください。）に申し込んでください。事件後、できるだ

け早い段階からカウンセリングを受けた方がよかったと言われる方が多いです。

●　近県での当事者の会として、ファミリーズ・メンバーがご案内できるのは、次の団

体です。

全国犯罪被害者の会（あすの会）・関西集会 大阪

少年犯罪被害当事者の会 大阪

交通死被害者の会 大阪

全国交通事故遺族の会 東京・大阪

－16－



仕事でミスが増えたり、能率が落ちることもあるほか、治療のための通院や捜査・

裁判手続のために欠勤などから、周囲に気兼ねをしたり、職場の同僚との関係がうま

くいかなくなるなど、職場で理解を得られず、仕事を辞めざるを得なくなることもあ

ります。

【体験から感じること】

○　事件後に短期間で職場復帰することで、深い悲しみやつらさを紛らわすことがで

きたという方もおられます。一方で、遺族が抱える喪失や悲嘆に気づかず、不用意、

無神経な周囲の言葉掛けに傷つくこともあります。

○　犯罪被害による休暇の取得については、厚生労働省から「被害回復のための休暇

制度」の提案がなされています。

犯罪の被害に遭い、自宅が事件現場になり再被害の恐れがある、近隣のうわさによ

る耐え難い精神的苦痛、放火などによる住居の毀損、事件現場である自宅の捜査の必

要などにより、転居を余儀なくされたり、自宅以外に居住場所が必要になることがあ

ります。

住居の問題

仕事上の困難

生活上の問題

❏６ 今までどおりの暮らしができない。
経済的に不安になる。

➥ 行政窓口で相談できることもあります。
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【体験から感じること】

○　再被害のおそれがある場合は警察の隔離保護制度の利用ができますので、事件担

当の警察署または県警被害者支援室に連絡するとよいでしょう。公営住宅の優先入

居制度については、要件をみたすかどうか県土木部都市局住宅課（県営住宅）また

は各市町村役場（市町村営住宅）に確認する必要があります。

犯罪被害により生計維持者を失う場合や受傷・精神的ショックのため生計維持者の

就業が困難になる場合など、収入が途絶え、経済的に困窮することがあります。

犯罪被害直後には、警察や病院などに急行するためのタクシー代、亡くなった場合

の葬祭費などの当面の出費、治療のための医療費などが発生します。さらに、長期療

養や介護が必要な場合には、将来にわたって経済的に負担がかかることもあります。

また、裁判所に出向くたびに交通費や、場合によっては宿泊費がかかるほか、訴訟

記録の写しを得るための複写代、弁護士を依頼した場合の費用など、予期しない出費

が必要となる場合もあります。

たとえ損害賠償請求に係る民事裁判で勝訴しても、加害者に支払い能力が無い場合

には、損害賠償金を受け取ることはできず、何の補償も受けることができないおそれ

があります。

【体験から感じること】

○　家族が一家の支柱を失うときに経済的な困難に立ち至る場合にも、当面の問題解

決、中長期的な問題解決ともに必要となります。

短期貸付、公的扶助制度、犯罪被害者等給付金などにつき、内閣府の犯罪被害者

支援ハンドブック・モデル案では次のように案内しています（ はNPOが付記）。

経済的な問題
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◆ 犯罪被害に遭ったことに対して金銭的援助を受けたい

★犯罪被害給付制度

故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族又は重傷病を負った被害者や

障害が残った被害者に対し、精神的打撃、医療費や休業等による経済的打撃の緩和

を図るために、一時金を支給します。

（連絡先）警察署・警察本部（ …岡山県警（º•§-™£¢-º¡¡º）「被害者支援室」

に相談してください）

★労災保険給付

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等について、労働者

やその遺族のために、必要な保険給付等を行います。

（連絡先）労働基準監督署（ …勤務先とよく相談して申請が必要です）

★災害共済給付

小学校・中学校等の義務教育諸学校の管理下における児童または生徒の災害につ

き、センターと学校の設置者との契約により、医療費、見舞金を支給します。

（連絡先）独立行政法人日本スポーツ振興センター（ …学校での事件・事故の場合

ですが、学校とよく相談して申請してください）

◆ 生活資金に困っている

★生活福祉資金貸付制度

生活や就業時に必要な資金（生活福祉資金）を低利で貸し付けます。離職者支援資

金や災害援護資金、一時的に生活の維持が困難となった場合に貸し付ける緊急小口

資金があります。修学資金や療養・介護資金は無利子となります。

（連絡先）各市町村社会福祉協議会へ

★児童扶養手当

父親の死亡等、父親が実質的に不在の家庭等で、18歳になった日以降の最初の３月

31日までの児童を監護する母又は養育する者（児童や母又は養育者が公的年金を受
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給している場合等を除く。）に対して支給します。

（連絡先）市、福祉事務所を設置する町村へ

その他の町村は県民局（福祉事務所）へ

★母子寡婦福祉資金貸付金

母子家庭の母やその扶養している児童などに対し、その経済的自立の助成と生活意

欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、児童の修

学に必要な資金などの貸付けを行います。

（連絡先）市、福祉事務所を設置する町村へ

その他の町村は県民局（福祉事務所）へ

★寡婦（寡夫）控除

配偶者と死別又は離婚をした後、婚姻をしていないか、配偶者の生死が不明な方で、

生計を同じにする子などがおり、合計所得額が一定額以下の方に、一定額の税が控

除されます。

（連絡先）税務署へ

◆ 福祉全般につき、制度や手続きを教えてほしい

生活に困っている方、児童、高齢者、身体・知的・精神障害者等いろいろな問題を

持っている方々の福祉の相談に応じます。

（連絡先）市町村（福祉事務所）、地域包括支援センター、社会福祉協議会へ

○　なお、裁判にかかる弁護士費用については、一定の資力要件のもとで、立替制度

があり、法テラス（日本司法支援センター）が犯罪被害者支援の総合案内をしてい

ます（P55）。
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【 できること 】

加害者は刑事手続の流れの中で、処罰されていきます。

必要なことにより相談窓口が異なるので、注意が必要です。

加害者から仕返しされるのではないか、再度被害に遭うのではないかという不安や

恐怖があります。特に、犯人検挙がなされていないときや、身柄が釈放されるときは

なおさらです。

【 体験から感じること 】

○　身辺の安全について不安がある場合は、遠慮なく警察に相談しましょう。警察署

の被害者支援係でもよいですし、県警の被害者支援室でもかまいません。不安な状

況を詳しく伝えてください。近辺のパトロールを密にしたり、必要に応じ身辺警戒

や緊急通報装置の貸出しをしたり、警察官が被害者宅を訪問して、情報提供や防犯

上の助言や警察への要望の確認、相談などの対応をしてもらえます。

○　加害者が出所の際の仕返しなど再被害の不安があるときは、「再被害防止のため

の受刑者の釈放予定等の通知」制度がありますから、検察に制度利用の申し出を行

っておき、釈放が間近になった場合は、警察に身辺警備などの援助を求めることが

できます。

★再被害への不安、安全確保

➥ 警察の被害者支援係へ。県警・被害者支援室へ。

❏７ 加害者への不安、加害者がどうなったか
知りたい。言いたいことがある。

➥ 理解ある専門機関の協力を求めましょう。
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加害者から謝罪が全くなかったり、逆に、いきなり被害者宅を訪ねてきて、形だけ

の言葉で反省の態度がみられない場合があります。

加害者の家族や弁護人から示談の申入れが突然くることもあり、対処に困ることも

あります。

【 体験から感じること 】

○　謝罪を受け入れる気持ちにならないのは当然です。無理せず、お引き取り願う対

応をすることで、被害者側が不利になることはありません。

○　形だけの謝罪は、被害者を二重に傷つけます。ときには、刑事裁判に有利な情状

とするために、謝罪の外形だけを残すための行動もあり、被害者にとって不信感を

かえって強める結果となることもあります。

○　一般的には、加害者との示談ができ、謝罪を受け入れることは刑事裁判の中では、

被告人に有利な情状の一つとなりますから、そのことを理解したうえで、検討して

ください。弁護人の中には、そうした情報提供なしに、いま示談しておかないと後

ではできなくなる、などと話をもちかけられた方もいますので、困ったら被害者支

援に詳しい弁護士の法律相談を受けてください（岡山弁護士会では犯罪被害者相談

の初回相談料は無料です）。

例）裁判前は～　警察の被害者支援係へ。連絡制度の利用を。

裁判中は～　検察の被害者支援員か担当検事へ。通知制度の利用を。

判決後は～　検察の被害者支援員か執行担当係へ。

出所情報等の通知制度の利用を。

受刑者や保護観察中の者の情報は～　保護観察所の被害者担当官へ。

★加害者がどうなったか知りたいとき

➥ 少し複雑なので、総合相談（P1～）で一緒に相談先を探してもらいましょう。

★不誠実な対応、示談の申入れ、民事への対応

➥ 弁護士会、法テラスへ。被害者からの相談は無料です。
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加害者の処分がどうなったのか、裁判はいつ始まるのか、裁判の結果はどうなった

のか、どこの刑務所に行ったのか、いつ出てくるのか、など不安なことは多いと思い

ます。また、言うべきことを言うためにも加害者がいまどのような状況にあるのか、

知りたいと思うのは当然のことです。

ただ、刑事手続きの流れの中で、対応窓口が次々と変わっていくので、混乱しがち

です。

【 体験から感じること 】

○　加害者の処分まで考える余裕のないこともあるでしょう。また警察にすべて任

せておけばよいと思っている方も少なくありません。否が応でも、警察や検察では

被害者の処罰意見や感情を聞かれますし、調書をとられることもあります。

しかし、すべて警察にまかせたままで、処分結果を教えてもらえるわけではあり

ません。必ず、処分結果（起訴したかどうか、起訴したならいつ、どこへ）を教え

てほしいと申し出をしておく必要があります（連絡制度の利用）。

○　また、事件直後の混乱期（心が乱れ、あるいは凍りついた時期）を通り過ぎ、怒

りの感情がわいてくることがあります。加害者側の不誠実な態度により被害者遺族

側に怒りの感情が増すこともあります。これも自然な心の動きです。もし途中で処

罰感情が変化したときは遠慮なく、検察庁の担当検事に連絡して、もう一度気持ち

を聞いてもらうとよいでしょう。

○　もちろん刑事手続きの中で、できる限りのことをしたいという方も多いです。起

訴されたら、被害者参加制度（P43）を利用して、被害者参加人（当事者）として

裁判の行方を見届けることもできます。

○　判決が出た後も、検察庁から出所情報について通知の希望確認（裁判の確定した

ことの通知を希望した方については）がありますから、きちんと返事をしておくと

よいでしょう。

○　検察の通知制度は、加害者がいまどのような手続段階かを知るための手がかりを

得る制度なので、積極的に活用しましょう。わかりにくいときは検察庁の被害者支

援員にたずねるか、被害者ホットライン（º•§-™™¢-££™™）を利用しましょ

う。
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被害者は、情報が不足しており、公の場で加害者に言いたいことがあっても、警察

や裁判所にまかせるほかないと思いこんでいます。

刑事裁判を傍聴していて、目の前で事実に反する被告人の陳述を聞いて、反論した

くなることもあります。

2000年以降、刑事裁判の中で、被害者が意見陳述を行うことをしています。また、

2008年12月からは被害者が刑事裁判に当事者として参加することができるようになり

ました。被告人に直接質問をすることもできるようになりました。

裁判の後、受刑中の加害者が仮釈放されそうなとき意見を聴いてもらったり、保護

観察所を介して被害者の心情を伝える制度もあります。

【 体験から感じること 】

○　被害者が加害者に対して処罰に関する意見を述べたり、気持ちを伝えたりする制

度は各機関ごとに整備されてきていますが、いつどこに相談してよいか大変わかり

にくいのが現状です。

したがって、一緒に考えて動いてくれる同伴者、支援者の存在が大切になってき

ます。しかも、裁判が終わっても仮釈放についての意見を言ったり、出所後の対応

までを視野に入れると長く関わってくれる人や機関とつながることが大切です。

○　一般には、加害者が処罰されていく流れにしたがって、次のような方法がありま

すが、一人で対応するのは大変ですから、被害者のための総合相談窓口か支援組織

につながってください。わからないときはファミリーズにお電話（º•§-™¢∞-

¶•£¡）ください。

★加害者に言いたいとき

➥ 意見を伝える制度があります。使うために専門家のアドバイスを受けましょう。
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★意見陳述

（支援概要）

検察官に希望を申し出て、刑事裁判の法廷で、被害に関する心情等の意見を述べ

ます。

（対象要件等）

・被害者、被害者の法定代理人（親権者など）。

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされていたりする場合は、その配

偶者、直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

（申出先）事件を取り扱った検察庁

（連絡先）

検察庁、（少年事件につき）家庭裁判所、法テラス（ …情報提供、精通弁護士の

紹介）、弁護士会（ …被害者相談、被害者支援弁護士による援助）

★刑事裁判への参加（被害者参加制度）

（支援概要）

あらかじめ検察官に申し出て裁判所の許可を得た場合、公判期日に出席すること

ができるほか、一定の要件の下で、被告人等に質問したり、事実又は法律の適用に

ついて意見を述べたりすることができます。また、これらの行為を弁護士に委託す

ることもできますが、弁護士に依頼するお金がない場合（要件についてはP55参照）

は、国が報酬等を負担する弁護士（国選被害者参加弁護士）の選定を求めることが

できます。（平成20年12月１日以降に起訴された事件）

（対象要件等）

殺人、傷害、自動車運転過失致死傷等の一定の刑事事件について

・被害者、被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、

直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

（申出先）事件を取り扱った検察庁

・国選被害者参加弁護士の選定を求める場合は、日本司法支援センター（法テラス）

へ
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（連絡先）

検察庁、法テラス（ …国選被害者参加弁護士の選定、精通弁護士の紹介）、

弁護士会（ …被害者相談、被害者支援弁護士による援助）

★意見等聴取制度

加害者の仮釈放や仮退院に関する意見や、被害に関する心情等を述べることがで

きます。

（連絡先）

地方更生保護委員会（ …受刑施設を管轄するブロック審査機関、全国で８か所）、

保護観察所（ …岡山保護観察所の被害者担当官、被害者支援保護司に相談でき

ます）

★心情等伝達制度

被害に関する心情、犯罪被害者等の置かれている状況、保護観察中の加害者の生

活や行動に関する意見等を聞き、保護観察中の加害者に伝えます。

（連絡先）

保護観察所（ …岡山保護観察所の被害者担当官、被害者支援保護司に相談でき

ます）
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【 できること 】

裁判への不安は大きいと思います。何度説明を聞いてもわかりに

くいと思います。大まかな手続きの流れは（P6～P8）の図の

とおりですが、説明をしてもらわないと理解できないと思います。

しかし、専門家まかせにするのではなく、わかるまで説明しても

らい、その時点で当事者として何ができるかを確認してください。

刑事裁判についての説明は、事件担当の検察官から聞きましょう。

さらに支援弁護士を依頼することもできます。法テラスで精通弁

護士を紹介しています。

民事裁判は、何を目的に起こすのかを弁護士にきちんと理解して

もらいましょう。事務的に処理されないためには、納得のいくま

で話を聴いて説明してくれる弁護士を探しましょう。

【 体験から感じること 】

○　裁判は被害者にとって初めての体験です。

「被害者だけが素人」という状態なので、無理をせず、あせらず、理解するため

の助けを求めましょう。

早い段階から被害者支援弁護士の助けを借りた方が、動きやすいかもしれません。

一番初めに説明した総合相談窓口（P１～）から橋渡ししてもらってもよいですし、

法テラスで精通弁護士を紹介してもらう方法もあります。また、被害者団体の協力

弁護士に相談することもできます。

❏８ 裁判はどう進んでいくのですか。
刑事と民事の違いもわかりません。
何ができますか？

➥ 理解ある弁護士の協力を求めてください。
法テラスもあります、気軽に電話してみましょう。
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ただ、弁護士探しは大変です。費用も含め弁護士の敷居は高く、忙しい弁護士が

多いため、被害者のために時間をかけてわかりやすく説明してくれる弁護士に出会

うまで苦労された声をたくさん聴きます。

○　刑事裁判では、公判（裁判）担当検事が、被害者遺族のために希望すれば手続き

の流れを説明してくれます。遠慮せずに頼んでみましょう。被害者参加の申し出を

して、参加人として許可されれば、当事者として検事とともに裁判にのぞむわけで

すから、疑問点も含めてどんどん質問しましょう。きちんと説明、対応してくれる

はずです。

○　刑事裁判で、被害者参加するにしろ、しないにしろ、弁護士の援助を受けること

はできます。情報提供、意見陳述の準備、検察官や裁判所との連絡調整、場合によ

ってはマスコミ対策も含むでしょう。経済的に一定の条件をみたせば、法テラスが

費用援助、参加については国選弁護士の選定をしてくれます。

費用のことは皆さん一番不安に思っているので、率直にいくらかかりますか、い

つ支払えばいいですか、法テラスの援助制度は利用できますか、と質問しましょう。

弁護士は求めに応じて見積書を出す義務がありますし、説明もしてくれます。それ

をしない弁護士には注意した方がよいでしょう。

ちなみに、岡山弁護士会に「犯罪被害者の相談をしてほしい」と電話すると、初

回は無料相談（約１時間程度）を担当弁護士の事務所で受けることができます。一

応、研修を受けて登録された弁護士が対応します。

電話は、º•§-™™£-¶•ªª（リーガルエイド岡山）です。

○　民事裁判は、近隣から「お金目的に裁判」などと言われて二次被害を受けること

があります。

加害者の不法行為により取り返しのつかない損害を受けているわけですから、た

とえ支払ってもらえる見込みがあるかないかにかかわらず、損害賠償の請求を行う

ことは当然の権利です。

しかし、加害者には資力がなく、支払ってもらえる見込みのない裁判を起こすこ

との本当の意味を、弁護士に理解してもらうことは難しいかもしれません。法律相

談の場面で、「裁判してみても費用倒れになりますよ」「判決は絵に描いた餅ですよ」

と言われ、傷ついた被害者遺族の声も多く聞きます。
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被害者にとって、民事裁判は、「加害者に責任の重さを知らしめたい」、「刑事裁

判では見えてこなかった事件の真相を知りたい」、「直接、被害者に質問をしたい」、

「亡くなった人の生きてきた証を法廷で認めてもらいたい」など被害者それぞれの

様々な思いがあります。

弁護士にとっては、多くの事件のうちの一件にすぎないため、そこまで丁寧に気

持ちや真意を確認してくれず、事務的な処理がされがちです。

しかし、裁判は時間もかかりますし、費用もかかり、弁護士とは長いつきあいに

なります。ですから、納得のいくまで気持ちを説明し、理解しようとしてくれる弁

護士に依頼してよいのです。

なお、民事に関してですが、交通事件相談で、被害者からの相談は岡山弁護士会

に「交通事故の被害者ですが、相談を受けたい」と予約すれば、無料で受けること

ができます。電話は、º•§-™™£-¢¢º¡です。

○　同じ苦労をした遺族の立場から、情報提供や助言が必要なときは、遠慮なく、フ

ァミリーズにお電話（土曜：¡º:ºº～¡§:ºº、º•§-™¢∞-¶•£¡）ください。

○　参考として、内閣府の被害者支援ハンドブック・モデル案には次のように案内が

されています。（なお、 はNPOが付記）

（参考）

◆ 法的なアドバイスがほしい

●各種相談窓口

司法に関する様々な相談に応じます。

（連絡先）

法テラス（相談窓口や法制度を紹介するほか、資力などについて一定の要件に該当

する方は、無料法律相談（予約制）を行っています。）

…法テラス岡山事務所（º∞º-££•£-∞¢ª¡）

岡山弁護士会（º•§-™™£-¢¢º¡）

岡山地方検察庁（被害者ホットライン　º•§-™™¢-££™™）
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★犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介

弁護士に相談したいが、知っている弁護士がいない、どこに頼んでよいかわからな

いという場合に、個々の状況に応じて、弁護士を紹介します。弁護士費用が心配な

場合、経済状況等に応じて、民事法律扶助や日弁連委託援助の制度を利用できます。

（連絡先）

法テラス岡山事務所（º∞º-££•£-∞¢ª¡）

◆ 刑事手続に関して弁護士に援助してほしい

★日弁連委託援助業務としての犯罪被害者法律援助

日本弁護士連合会が法テラスに業務委託している犯罪被害者法律援助制度で、一定

の犯罪被害者等を対象に、被害届の提出、告訴・告発、事情聴取同行、マスコミへ

の対応など、刑事手続、少年審判についての手続、行政手続に関する援助を行う弁

護士費用を援助します。

（連絡先）

法テラス岡山（ …º∞º-££•£-∞¢ª¡）

岡山弁護士会（ …º•§-™™£-¶•ªª）

★被害者参加弁護士の報酬等を国が負担する制度

資力等の一定の要件に該当する被害者参加人は、国費により、刑事裁判への参加に

関する援助を行う弁護士（被害者参加弁護士）を選定することを、（法テラスを経

由し）裁判所に対して請求することができます。

（連絡先）

法テラス岡山（ …º∞º-££•£-∞¢ª¡）

岡山弁護士会（ …º•§-™™£-¶•ªª）
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◆ 損害賠償請求等をしたい

●法律相談

民事・家事・行政に関する法律問題につき、弁護士や司法書士が一部無料で法律相

談を行います。

（連絡先）

法テラス岡山（ …º∞º-££•£-∞¢ª¡）

岡山弁護士会（ …º•§-™™£-¢¢º¡）

★民事法律扶助

損害賠償請求をしたいが、弁護士に相談したり、委託する費用がないという場合に、

無料で相談を行い、民事裁判や示談交渉等における弁護士費用の立替を行います。

（連絡先）

法テラス岡山（ …º∞º-££•£-∞¢ª¡）

岡山弁護士会（ …º•§-™™£-¢¢º¡）

★損害賠償命令制度

刑事事件を担当している地方裁判所に対し、被告人に損害賠償を命じる旨の申立て

をすることができます。

（連絡先）

法テラス岡山（ …º∞º-££•£-∞¢ª¡）

岡山弁護士会（ …º•§-™™£-¢¢º¡）
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○　加害者が少年の場合、必ず家庭裁判所へ送致されます。そこでの審判は送致から約

３～４週間後なので、あっという間に審判は終わってしまいます（被害者遺族は「49

日審判」と呼んでいます）。しかも、審判が非公開のため、気がついたときは知らな

いうちに審判が終わっていたということになりかねません。

○　多くのご遺族は、家庭裁判所送致後に、家庭裁判所からの連絡文（審判傍聴をする

かどうか、調査官の被害者調査に応じてもらえるかどうか、などの確認が内容となっ

ています）が届いて、どう対応してよいかわからず、あわてることが多いです。

【 できること 】

少しでも早く相談してください。

家庭裁判所へ送致された後、審判までは約３～４週間です。その間に、家庭裁判所調

査官の調査がありますから、調査官に早めに連絡をとって、気持ちをきちんと聴いても

らうとともに、記録閲覧や意見陳述についても準備することになります。

被害者遺族だけでは、とても短い期間で対応できません。被害者支援弁護士に早くつ

ながってください。ファミリーズには少年事件被害者遺族がいますし、これまで複数の

支援を重ねています。迅速に協力、情報提供、付添等を行います。急ぎの場合が多いの

で、ファミリーズ事務局（º•§-™™§-¶¶¢¢）川 弁護士まで連絡をください。

❏９ 少年が加害者の場合、
どうしたらよいですか？

➥ 審判までが短いので、早く相談しましょう。
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○　交通死事件の場合、刑事手続と民事手続とが同時に平行して進むうえに、加害者に

は刑事弁護人と保険会社がついて、被害者遺族だけが「ひとり素人」という孤立した

状態になりがちです。

○　また、死亡事件であるため、被害者の声が反映できず、加害者の言い分だけをもと

に実況見分調書が作成され、被害者の名誉が傷つけられることも少なくありません。

○　加えて、多くの事件の中の一つという定型的処理がされやすく、「交通事故だから」

と軽く扱われることで遺族が二次被害を受けることも少なくありません。命を奪われ

た事件であるにもかかわらず、昭和後半からの交通事件の寛刑化傾向が長く続いてい

たため、命を軽く扱われる無念さを遺族は感じることになります。

【 できること 】

刑事、民事ともに専門家に早く相談することが大切です。

刑事裁判では何もできない、警察、裁判所にまかせておけばよいと考えている方が少

なくありません。

もちろん、加害者側の対応が誠実であったり、双方ともに過失が大きかった場合など、

加害者に対する処罰感情を警察で聞かれた際に、寛大な処分にと答えることもあるでし

ょう。

しかし、在宅事件の起訴までには事件から半年以上かかることは珍しくありません。

遺族感情も時間とともに変化しても当然です。捜査が適正に行われているかどうか、加

❏１０ 交通死事件の場合、
どうしたらよいですか？

➥ 民事手続と刑事手続に一度に巻き込まれます。
あわてず、情報提供を受けつつ、遺族の思いを
大切にして、周囲の協力をもとめましょう。

－33－



害者がどのように供述しているのか、などこれまではなかなか事件について警察は教え

てくれませんでした。

被害者参加裁判が始まり、起訴されたら検事に参加の申し出をしましょう（口頭で足

ります）。裁判所の参加許可があったら、すぐに記録の閲覧謄写をしてください。詳し

い事故状況が捜査報告書などでわかると同時に、加害者の供述を確認できます。また遺

族調書も読み聞かせのうえ署名してはいるものの、ニュアンスが異なっていたりする場

合もありますから、よく確認しましょう。

参加裁判は、遺族側から証人や被告人に質問ができます。検事としっかり打合せをす

ることが大切です。被害者参加代理人として弁護士を依頼することもできますし、一定

の資力要件をみたせば国選被害者弁護士を選定してもらうこともできます（資力要件は

法テラスへ相談してください）。

一般に民事の示談ができていると、刑事裁判では被告人に有利な情状となります。民

事の示談交渉が早く進む場合は、そうした事情を十分理解したうえで、判断しましょう。

民事の交渉が決裂した場合は、訴訟（民事裁判）となりますが、時効との関係で事件か

ら３年以内に提訴する必要があります。保険会社が交渉段階で提示する保険額と裁判で

認められる損害額との間には大きな開きがあると一般には言われています。訴訟に要す

る時間と費用を勘案しつつ、冷静に判断していかれたらよいでしょう。
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僕は精神科医として、40年間患者さんから喜びや悲しみ、苦しみや怒りなど、色々な感情や

思い（情動）について、言葉で表せるもの、あらわせないものを教えてもらい、自分なりに受

け止め、納得し、解釈し、判ってきたつもりでいました。

しかし、７年前の2002年６月３日、妻が突然誘拐され行方すら分からない、身も凍る事件に

巻き込まれました。未だに行方が分かりません。このような被害者になってはじめて、いまま

での感情や思いは頭の中で抽象的に描き捉えたもので、現実に直面して体の内から湧き出るも

のとは大きく異なっていました。異質と言っていいのかもしれません。感情や思いを言葉や文

字で表現するには限界があり、今まで分かっていたつもりの自分は、精神科医としての奢りだ

ったと反省しています。いまは、それらの違いを言い当てる言葉探しをしています。

事件による苦しみは消えることなく続き、決して薄らぐものではありません。形を変えなが

ら波状的にいつまでも襲ってきます。それは、お花畑でスキップしながら口笛を吹き楽しんで

いるさ中に突然、薄暗く陽の当たらない、ジメジメした谷底に転落したような感じです。大け

がをしているのに、腰を下ろす所もなく呆然と立ちすくんでいる状態です。うろたえ・あが

き・疲れはて、落ちてきた崖の上を見上げて助けを求めるも、覗いてはくれても降りて来てく

れる人はいないのです。もう二度と、あのお花畑で過ごす事は出来ないのだろうと、落胆し無

念の思いで日々を送っているのです。事件から７年過ぎた今でも、妻の生死すら分かっていま

せん。奈落の底に押し込められながら、何処にいるのだろうか？　何をしているだろう？　命

だけでも……、と願う心の痛みに変わりはありません。

その日を境に生活は一変してしまいました。何事にも気力が続かず中途半端です。焦る心に、

ただ時を費やしているだけの日々です。四季は移り変わるも、心の季節は当時のままで、全く

ちぐはぐです。あの真夏の暑い日に、落し物でも探すかのように黙々と草を分けながら、妻を

探した情景や、ダムに潜って妻を探している風景が浮かんできます。あの時、出頭してきた犯
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人を捕まえていてさえくれたならば・・・・・・と、悔いる日々です。いまだに供養すらして

やれないのです。それは遠い過去のようでもあり、昨日のようにも感じるのです。暦をめくる

たびに、孤独感、無力感にとらわれます。犯人やメディアへの怒りも新たに涌き、耐え切れな

くなるときもあります。いくら時が過ぎても、心の痛みはやわらぎません。浜辺に打ち寄せる

波のように、静かな時もありますが、うねりの波もあります。でも、そんな赤裸々な気持ちを

むき出して現実の生活は送れません。心の内に仕舞い込んでいるだけなのです。周囲の人達は

元気になったと思うかもしれませんが、生活するために仕舞い込む他に仕方ないのです。心を

押し殺しているのです。このような心情を言葉で表現できず、うまく伝える事ができません。

重いリュックを背負いながら腰をおろして休む場も無い、ジメジメした谷底生活を送っている

のです。今まで、被害者にこんな心情があるとは知らずに精神科医として過ごしてきました。

その発言や行動に恥ずかしささえ覚えています。

住み慣れた土地を離れ転居してみました。帰敬式を行い妻に法名を授かることもしてみまし

た。でも、苦しみは変わりません。僕の心の中で妻は生きているのです。妻の健康保険や介護

保険も払わなければなりません。選挙の度に案内があり、年金手続の知らせもきます。社会的

にも妻は生きているのです。妻は居ないのに妻は生きているのです。こんなちぐはぐを、どう

する事も出来ません。苦しんだ末、やむなく危難失踪宣告を受ける事にしました。法的な死亡

扱いはできました。でも、心の中はお別れもできず、悲しみ苦しみ哀れさに変わりはありませ

んでした。僕の心の中で妻は生きているのです。

僕は、二つの犯罪に遇ったと思っています。犯人は２人の男女とメディアです。メディアも

犯人なのです。妻を誘拐し家から連れ出したのは２人の男女ですが、その犯人は特定され逮捕

寸前でした。しかし、メディアはその容疑者を「表現の自由」・「国民の知る権利」と言いつ

つ、しつこく追いかけまわして、自殺させてしまったのです。その結果、手掛かりを失くして

しまい、妻は僕のもとに帰れなくなったのです。帰れるはずの妻を帰れなくしたのはメディア

なのです。メディアの言う「表現の自由」や「国民の知る権利」が、こんなに濫用されていい

ものでしょうか？「われわれ国民の生存権」や「幸福を求める基本的人権」まで侵害している

と思うのです。自由や権利は、公共の福祉のために利用する責任があり、濫用してはならない

と憲法に書いてあります。いまのメディアは「自由」や「権利」を濫用し暴走しているとしか

思えてなりません。

いろいろな犯罪に遭い身も心も救われない人たちが多いことも知りました。犯罪被害に遭っ

て初めて分かる事は多いです。この事を被害者は勇気を持って訴えないと、広く国民に理解し

てもらえないし、その苦しさは伝わりません。毎日、事件は起っています。これからも多くの

人達が被害者となり、悩み続けなければなりません。とても悲しい出来事です。もう犯罪に遭

いたくありません。

加害者になるか、ならないかは自分で決められますが、被害にあうか遭わないかは選択でき
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ません。犯罪は向こうから襲ってくるのです。これ以上被害者の出ない、安全で安心な社会を

構築したいものです。

一度　犯罪被害に遭ったら、元の生活にはもどれません。お互いに助けあう他ないのです。

まだ、被害者の気持ちを本当に深く汲んで支援してくれる組織は少ないようです。実際に自ら

被害に遭わないと、深い心の痛みが分からない面があるからでしょう。被害者の気持ちを大切

に理解してもらえる、被害者中心の被害者支援組織を立ち上げてみました。被害者だけでつく

る自助グループも立ち上げてみました。そこでは、心の痛みを話し合い、分かち合う事で、ホ

ッとした安らぎと相手への感謝の気持ちが自然とわいてきて、支えられ癒される自分を実感し

ています。心の痛みの深さ・お互いの思いやりの有難さ・自然とわいてくる感謝の気持ち・そ

して安らぎ、これらすべてを実感しながら、今という時をかみしめ、一日一日を過ごしていま

す。事件前の自分を恥じながら、心の底に謙虚な姿を取り戻し　今一度、精神科医として、人

生の歩みに対面して行こうと思っています。
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第2 資料編

●　関係機関ができること。

（組織の紹介）

被害届、被疑者の検挙、再発防止など犯罪被害者と最も密接に関わり、犯罪被害

者等を保護する役割を担う機関です。

（支援概要）

刑事手続の概要、捜査へのご協力のお願い、犯罪被害者等が利用できる制度、各

種相談機関・窓口についてわかりやすく記載した手引き「犯罪の被害にあわれた方

へ」を作成・配布しています。

（支援概要）

刑事手続及び犯罪被害者等のための制度、被疑者検挙までの捜査状況、被疑者の

検挙状況、逮捕被疑者の処分状況について、事件を担当する捜査員が連絡をします。

（対象要件等）

・殺人、傷害、性犯罪等の身体犯の被害者又はその遺族

・ひき逃げ事件や交通死亡事故などの重大な交通事故事件の被害者又はその遺族

（支援概要）

犯罪被害者等の再被害を予防し、その不安感を解消するため、犯罪被害者等の要

望に基づき訪問・連絡活動を実施しています。また、被害の態様等によっては、必

要に応じて、パトロールや女性の警察官による訪問・連絡活動を行います。

地域警察官による被害者訪問・連絡活動

被害者連絡制度

被害者の手引「犯罪の被害にあわれた方へ」の作成・配布

1 警察 岡山県警察本部　086-234-0110
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（対象要件等）

・殺人、傷害、性犯罪等の身体犯の被害者又はその遺族

（支援概要）

犯罪により大きな精神的被害を受けた犯罪被害者等に対し、精神的被害を軽減す

るため、カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置、精神科医

や民間のカウンセラーとの連携などにより、犯罪被害者等のための相談・カウンセ

リングを実施しています。

（支援概要）

通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族や重傷

病又は障害を負わされた犯罪被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国

が一時金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ります。

給付金には、次の３種類があります。

・「遺族給付金」 ：犯罪被害者の遺族に対して、犯罪被害者の年令や勤労による

収入額等に基づいて算定した額を支給

・「重傷病給付金」：重大な障害又は疾病を負った犯罪被害者に対して、保険診療

による自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額を支給

・「障害給付金」 ：障害等級１級～14級の障害が残った犯罪被害者に対して、年

令や勤労による収入額等に基づいて算定した額を支給

（対象要件等）

・亡くなられた犯罪被害者の第一順位遺族

・重傷病（加療１月以上かつ入院３日以上を要する負傷又は疾病（PTSD等の精神

疾患については、加療１月以上かつその症状の程度が３日以上労務に服すること

ができない程度の疾病））を負った犯罪被害者本人

・障害等級第１級～14級の障害が残った犯罪被害者本人

ただし、他の公的給付や損害賠償を受けた場合などについては、給付金の全部又

犯罪被害給付制度

カウンセリングアドバイザー制度
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は一部が支給されないことがあります。

（専門窓口）岡山県警察本部　被害者支援室　º•§-™£¢-º¡¡º

（支援概要）

犯罪被害者等が再び同じ加害者から生命又は身体に関する犯罪被害を受けること

を防止するため、警戒措置、情報収集、自主警戒指導等の措置を実施しています。

（対象要件等）

・再被害を受けるおそれが大きく、組織的・継続的な再被害防止措置を講ずる必要

がある犯罪被害者等

（支援概要）

交通相談窓口を設け、交通事故被害者等からの相談に応じて保険請求・損害賠償

制度、被害者支援・救済制度、示談・調停・訴訟の基本的な制度、手続き等の説明

や各種相談窓口・被害者支援組織・カウンセリング機関の紹介等を行っています。

（支援概要）

自宅が犯罪の現場となり、自宅が破壊されるなど居住が困難で、自ら居住する場

所が確保できない場合などには、公費により、一時的に避難するための宿泊場所を

提供します。

（対象要件等）

・殺人、傷害、性犯罪等の身体犯の被害者又はその遺族

（支援概要）

司法解剖が行われた場合、切開痕等を目立たせないように遺体を修復するための

経費や遺体を遺族の希望する場所まで搬送するための経費を公費で負担しています。

司法解剖に関する経費の公費負担

被害者等の一時避難場所の確保に係る公費負担制度

交通事故被害者への支援

再被害防止
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（組織の紹介）

犯罪を捜査し、刑事事件に関し加害者を裁判にかけるか否かを決めたり、裁判で

法の正当な適用を請求したりします。

被害者支援としては、様々な相談に応じたり、犯罪被害者等へ事件に関する情報

を提供したりしています。

（支援概要）

犯罪被害者等からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲

覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか、犯罪被害者等の状況に応じ

た関係機関・団体等を紹介するなどの支援活動を行っており、各地方検察庁に被害

者専用電話・FAXとして被害者ホットラインを設置しています。

（専門窓口）岡山地方検察庁設置の被害者ホットライン（º•§-™™¢-££™™）

（支援概要）

刑事事件の処分結果、裁判結果、加害者の収容先刑事施設、有罪裁判確定後の刑

事施設における加害者の処遇状況、加害者の刑事施設からの出所情報等をお知らせ

します。

（対象要件等）

・被害者

・被害者の親族又はそれに準ずる者

（親族に準ずる者とは、内縁関係にある方、婚約者の方などです。）

・目撃者その他の参考人等（一部の通知を除く。）

（申出先）事件を取り扱った検察庁

被害者等通知制度

被害者支援員による支援

2 検察 被害者ホットライン　086-224-3322
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（支援概要）

被害者等通知制度とは別に、再被害防止のために必要がある場合に加害者の釈放

予定等を通知します。

（申出先）事件を取り扱った検察庁

（支援概要）

刑事裁判が終了した事件の記録や裁判書は、検察庁で保管しており、これらは、

刑事確定訴訟記録法に基づき、閲覧することができます。

なお、裁判書以外の記録の閲覧可能期間は、原則として裁判が確定した後３年間

となっています。

※　閲覧手数料として収入印紙150円が必要です。

（申出先）事件を取り扱った検察庁（確定した刑事裁判の第一審判決言渡裁判所に対

応する検察庁）

（支援概要）

不起訴記録は、原則として閲覧できませんが、被害者参加制度の対象となる事件

（下記「刑事裁判への参加（被害者参加制度）」参照）の被害者等については、「事

件の内容を知ること。」などを目的とする場合でも、捜査・公判に支障を生じたり、

関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を閲覧することができ

ます。

また、それ以外の事件の被害者等についても、民事訴訟等において被害回復のた

め損害賠償請求権その他の権利を行使するために必要と認められる場合には、捜

査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分

調書等を閲覧することができます。

（申出先）事件を取り扱った検察庁

不起訴記録の閲覧

確定記録の閲覧

再被害防止のための受刑者の釈放予定等の通知
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（支援概要）

あらかじめ検察官に希望を申し出た場合、刑事裁判の法廷で、被害に関する心情

等の意見を述べることができます。

（対象要件等）

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされていたりする場合は、その配

偶者、直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

（申出先）事件を取り扱った検察庁

（支援概要）

あらかじめ検察官に申し出て裁判所の許可を得た場合、公判期日に出席すること

ができるほか、一定の要件の下で、被告人等に質問したり、事実又は法律の適用に

ついて意見を述べたりすることができます。また、これらの行為を弁護士に委託す

ることもできますが、弁護士に依頼するお金がない場合（要件についてはP55参照）

は、国が報酬等を負担する弁護士（国選被害者参加弁護士）の選定を求めることが

できます。

（対象要件等）

殺人、傷害、自動車運転過失致死傷等の一定の刑事事件について

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、

直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

ただし、平成20年12月１日以降に起訴された事件

（申出先）事件を取り扱った検察庁

・国選被害者参加弁護士の選定を求める場合は、日本司法支援センター（法テラス）

へ

刑事裁判への参加（被害者参加制度）

意見陳述
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（支援概要）

性犯罪等の刑事事件について、公開の法廷で被害者の氏名等を明らかにしないよ

うに求めることができ、裁判所の決定があった場合、起訴状の朗読等の訴訟手続は、

被害者の氏名等を明らかにしない方法で行われます。

（対象要件等）

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、

直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

（申出先）事件を取り扱った検察庁

（支援概要）

被害を受けた件の損害賠償請求をするために必要があるときには、起訴された刑

事事件の記録の閲覧、コピーをすることができます。

※　閲覧・コピーの手数料として収入印紙150円（コピーをする場合は別途コピー

代）が必要です。

（対象要件等）

・起訴された事件の同種余罪の被害者

・同種余罪の被害者の法定代理人（親権者など）

・同種余罪の被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、そ

の配偶者、直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

（申出先）起訴された事件を審理している裁判所に対応する検察庁

公判記録の閲覧・コピー（起訴された事件の同種余罪の被害者等）

被害者に関する情報の保護
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（組織の紹介）

罪を犯した疑いがある人が有罪か無罪かなどを判断する刑事裁判と、私人間の紛

争を法律的に解決する民事裁判を行います。裁判手続では、犯罪によって被害を受

けた方等を保護するための様々な制度が設けられています。

（支援概要）

傍聴希望者が多い刑事事件で傍聴券が必要となった際、犯罪によって被害を受け

た方等から事前に傍聴を希望する旨の申出があった場合には、優先的に傍聴席が確

保されるよう配慮します。

（対象要件等）

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、

直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

（申出先）事件を審理している裁判所

（支援概要）

原則として、刑事事件の記録の閲覧、コピーをすることができます。

※　閲覧・コピーの手数料として収入印紙150円（コピーをする場合は別途コピー

代）が必要です。

（対象要件等）

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、

事件記録の閲覧・コピー

裁判の優先的傍聴

3 地方裁判所
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直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

（申出先）事件を審理している裁判所

（支援概要）

あらかじめ検察官に希望を申し出た場合、刑事裁判の法廷で、被害に関する心情

等の意見を述べることができます。

（対象要件等）

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされていたりする場合は、その配

偶者、直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

（申出先）事件を取り扱った検察庁

（支援概要）

事案によっては法廷で証言する際、心理カウンセラーや民間団体の支援者、検察

庁の被害者支援員、家族、教師に付き添ってもらうことや、被害者等と被告人・加

害者や傍聴席との間につい立てを置くこと、法廷とテレビ回線で結ばれた別室から

証言することができます。

（申出先）

・検察官（刑事事件のみ）または事件を審理している裁判所

（支援概要）

性犯罪等の刑事事件について、公開の法廷で被害者の氏名等を明らかにしないよ

うに求めることができ、裁判所の決定があった場合、起訴状の朗読等の訴訟手続は、

被害者の氏名等を明らかにしない方法で行われます。

被害者に関する情報の保護

証言する場合の不安等緩和措置

意見陳述
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（対象要件等）

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、

直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

（申出先）事件を取り扱った検察庁

（支援概要）

あらかじめ検察官に申し出て裁判所の許可を得た場合、公判期日に出席すること

ができるほか、一定の要件の下で、被告人等に質問したり、事実又は法律の適用に

ついて意見を述べたりすることができます。また、これらの行為を弁護士に委託す

ることもできますが、弁護士に依頼するお金がない場合（要件についてはP55参照）

は、国が報酬等を負担する弁護士（国選被害者参加弁護士）の選定を求めることが

できます。

（対象要件等）

殺人、傷害、自動車運転過失致死傷等の一定の刑事事件について

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、

直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

ただし、平成20年12月１日以降に起訴された事件

（申出先）事件を取り扱った検察庁

・国選被害者参加弁護士の選定を求める場合は、日本司法支援センター（法テラス）

へ

刑事裁判への参加（被害者参加制度）
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（支援概要）

刑事事件を担当している地方裁判所に対し、被告人に損害賠償を命じる旨の申立

てをすることができます。

※　申立手数料として収入印紙2,000円と、別途郵便切手が必要です。

（対象要件等）

殺人、傷害等の一定の刑事事件について

・被害者

・被害者の一般承継人（相続人など）

ただし、平成20年12月１日以降に起訴された事件

（申出先）事件を審理している地方裁判所

（支援概要）

被告人との間で、事件に関する損害賠償などの民事上の争いについて示談（和解）

ができた場合には、被告人と共同して、事件を審理している刑事裁判所に対し、示

談の内容を公判調書に記載することを求める申立てをすることができます。示談の

内容が記載された公判調書には、民事裁判で和解ができたのと同じ効力があります。

※　申立手数料として収入印紙2,000円が必要です。

（対象要件等）

・被害者

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、

直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

（申出先）事件を審理している裁判所

刑事和解

損害賠償命令制度
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（組織の紹介）

非行少年、つまり罪を犯した少年や罪を犯すおそれのある少年などについて、調

査、審判を行います。少年審判手続では、少年犯罪によって被害を受けた方等に配

慮した様々な制度が設けられています。また、夫婦や親子関係などの争いごとを解

決するために、審判や調停なども行っています。

（支援概要）

原則として、少年事件に関する事件記録の閲覧、コピーをすることができます。

※　閲覧・コピーの手数料として収入印紙150円（コピーをする場合は別途コピー

代）が必要です。

（対象要件等）

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、

直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

（申出先）事件を審理している裁判所または審理した裁判所

（支援概要）

少年事件において、裁判官や家庭裁判所調査官に対して、被害に関する心情等の

意見を述べることができます。

（対象要件等）

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、

意見陳述

事件記録の閲覧・コピー

4 家庭裁判所
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直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

（申出先）事件を審理している裁判所

（支援概要）

少年事件において、少年に対する処分結果等の通知を受けることができます。

（対象要件等）

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、

直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

（申出先）事件を審理している裁判所または審理した裁判所

（平成20年12月15日から実施）

（支援概要）

少年事件において、審判期日における審判の状況について説明を受けることがで

きます。

（対象要件等）

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、

直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

（申出先）事件を審理している裁判所または審理した裁判所

（平成20年12月15日から実施）

（支援概要）

少年事件のうち、一定の重大事件（被害を受けた方が亡くなったり、生命に重大

な危険を生じさせた傷害を負った事件）については、裁判所の許可により、審判の

傍聴をすることができます。

審判傍聴

審判状況の説明

審判結果の通知
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（対象要件等）

少年の故意の犯罪行為（殺人、傷害致死など）や自動車運転過失致死傷等の一定

の重大事件によって

１　被害者が亡くなった場合

・亡くなった方のご遺族（配偶者、直系親族（被害を受けた方の親や子など）、

兄弟姉妹

２　被害者が生命に重大な危険を生じさせた傷害を負った場合

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が重い病気やけがにより傍聴をすることが難しい場合は、その配偶者、

直系親族、兄弟姉妹

（申出先）事件を審理している裁判所

（組織の紹介）

各高等裁判所の管轄区域ごとに全国８か所に設置され、加害者の仮釈放等を許す

旨の決定及び仮釈放を取り消す旨の決定等をする権限を有する合議機関です。

（支援概要）

刑務所などからの仮釈放や少年院からの仮退院を許すか否かに関する審理におい

て、仮釈放等に関する意見や被害に関する心情を述べることができます。

（対象要件等）

・加害者が仮釈放等審理中であること

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

意見等聴取制度

5 地方更生保護委員会
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・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、配偶者、直系

親族（被害を受けた方の親や子など）又は兄弟姉妹

（申出先）仮釈放等審理を行っている地方更生保護委員会又は被害者等の居住地を管

轄する保護観察所

（支援概要）

刑務所、少年院などに収容されている加害者の仮釈放等審理の開始や結果に関す

る事項について通知を行います。

（対象要件等）

１　刑務所などに収容され、仮釈放審理を行う場合

・被害者

・被害者の親族又はそれに準ずる者

（親族に準ずる者とは、内縁関係にある方、婚約者の方などです。）

２　少年院に収容され、仮退院審理を行う場合

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、

直系親族（被害を受けた方の親や子など）又は兄弟姉妹

（申出先）１については、事件を取り扱った検察庁

２については、少年鑑別所

被害者等通知制度
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（組織の紹介）

各地方裁判所の管轄地域ごとに全国50か所に設置され、保護観察や精神保健観察

などを行う法務省所管の機関です。保護観察中の加害者が再び犯罪・非行をするこ

とのないよう、期間中、指導監督などをするとともに、犯罪被害者等の心情などを

伝達し、保護観察中の加害者に被害の実状等を直視させて、反省や悔悟の情を深め

させることも行っています。

（支援概要）

被害に関する心情、犯罪被害者等の置かれている状況、保護観察中の加害者の生

活や行動に関する意見を聴き、これを保護観察中の加害者に伝えます。

（対象要件等）

・加害者が保護観察中であること

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、

直系親族（被害を受けた方の親や子など）又は兄弟姉妹

（申出先）加害者の保護観察を実施している保護観察所又は被害者等の居住地を管轄

する保護観察所

（支援概要）

犯罪被害者等に対し、保護観察中の加害者の処遇状況などに関する事項について

通知を行います。

（対象要件等）

１　加害者が刑事処分になった場合

被害者等通知制度

心情等伝達制度

6 保護観察所
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・被害者

・被害者の親族又はそれに準ずる者

（親族に準ずる者とは、内縁関係にある方、婚約者の方などです。）

２　加害者が保護処分になった場合

・被害者

・被害者の法定代理人（親権者など）

・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶

者、直系親族（被害を受けた方の親や子など）又は兄弟姉妹

（申出先）１については、事件を取り扱った検察庁

２のうち、少年院送致処分の場合は少年鑑別所、保護観察処分の場合は保

護観察所

（支援概要）

犯罪被害者等の相談に応じ、悩み等を聴いたり、各種制度の説明や、関係機関の

紹介などを行ったりします。

相談・支援
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（組織の紹介）

平成18年４月に、総合法律支援法に基づいて設立された公的な法人です。法テラ

スでは、犯罪被害者等が、そのとき最も必要な支援が受けられるよう、①刑事手続

の流れや各種支援制度等、法制度に関する情報の提供、②犯罪被害者支援を行って

いる相談窓口の案内、③犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介を行って

います。

（支援概要）

犯罪被害者支援の知識・経験を持った専門の担当者が、相談窓口や法制度、犯罪

被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介に関する情報提供を行っています。

※　料金は全国どこからでも　３分8.5円（税別）です。

（電話番号）º∞¶º－º¶ª¶¡¢（「なくことないよ」）

利用時間　平日ª:ºº～™¡:ºº、土曜日ª:ºº～¡¶:ºº

・PHS・IP電話からは、º£-§¶¢∞-∞§º¡

・金銭の貸し借りや相続など、様々な法的トラブルについては、一般ダ

イヤル（º∞¶º-º¶•£¶¢「おなやみなし」）も設け、情報提供して

います。

（支援概要）

刑事裁判への参加を許可された被害者参加人からの国選被害者参加弁護士の選定

請求を受けて、これを裁判所に通知するとともに、その意見を聴いて、国選被害者

参加弁護士の候補を裁判所に通知する業務などを行います。

国選被害者参加弁護士の選定に関連する業務

コールセンター・犯罪被害者支援ダイヤル

7 日本司法支援センター（法テラス）
岡山事務所（050-3383-5491）
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（対象要件等）

・殺人、傷害、性犯罪、自動車運転過失致死傷等の被害を受けた被害者や直系親族

などで、裁判所から刑事裁判への参加を許可された方（被害者参加人）であること

・資力（現金・預金等）に関する基準額（150万円未満）に該当すること（３か月

以内に犯罪行為を原因として治療費などの費用を支出する見込みがあれば、その

費用は資力から控除します。）

（支援概要）

民事裁判等手続に関する援助として、無料で法律相談を行い、弁護士費用などの

立て替えを行います。

※　費用は、原則として毎月分割で償還（お支払）していただきます（無利息）。

（対象要件等）

・収入等が一定額以下であること

・勝訴の見込みがないとはいえないこと（法律相談については、この条件は不要で

す。）

・民事法律扶助の趣旨に適すること

（支援概要）

告訴・告発、事情聴取同行、マスコミ対応、示談申入れへの対応など、刑事手続、

少年審判等手続及び行政手続に関して、人権救済の観点から弁護士費用などの援助

を行います。

※　要した費用について、負担をしていただく場合があります。

（対象要件等）

・殺人、傷害、性犯罪、配偶者暴力（DV）、ストーカー等の被害を受けた方やそ

の家族

・収入等の要件に該当すること

・弁護士に依頼する必要性・相当性があること

日弁連委託援助業務

民事法律扶助業務
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このハンドブックを手に取り、このページを開いてくださった被害者の方がいてくださった

ら、よく開いてくださいました、とお礼の言葉を述べたいと思います。

私は1999年３月に、当時18歳だった次男を、同級生一人と先輩二人の、合わせて三名の男た

ちによる集団暴行で失いました。

事件後、何故息子がそういう形で命を奪われなければならなかったのか理解することができ

ず、息子の死を受け止められませんでした。でもその一方で、今まで経験したことのない様々

な状況が一気に動き出しました。今思えば、それはいきなり羅針盤も何もない小舟で、嵐の海

に放り込まれてしまったような状況だったと思います。現実としては、お葬式などの目の前に

次々表れてくる課題は片付けなければならず、それは暗闇の中、荒波や雨風が容赦なく次々と

襲ってくる状態と同じで、灯台の明かりさえも見えず、どちらに向いていけば陸があるのか、

何時になったら嵐は治まるのか、見当もつかない状況でした。

そんな状況の中で、警察、検察、報道やその他の、事件後関わらざるをえなかった様々な方

との、ほんの些細な出来事や何気ない一言に傷つきました。また周囲の方々は心配をしたり気

遣ってくれ、様々な声をかけてくれました。たとえば「辛かったね」とか「悲しかったね」と

か言われましたが、その言葉を聞くと「あなたが想像している、辛さではない」とか「あなた

が想像している、悲しさではない」と心が叫びました。私はそれまで、本を読んだり新聞を読

んだりテレビを見たりして、犯罪であれ、交通事故であれ、病気であれ、その他の事であれ、

子どもを亡くすということは、こういう風につらいのだろう、と勝手に想像をしていました。

けれど、現実に子どもを亡くすということは、想像を絶する辛さでした。また「頑張ってね」

と言われることもよくありましたが、そう言われると「これ以上、なにをどう頑張れと言うの」

とやはり心が叫びました。
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声をかけてくださったそれぞれの方の想いはわかるのですが、その一つ一つの言葉に、私は

傷つきました。そして、その言葉を素直に受け取れない自分を責めました。

そういうこととは別に、何故息子が命を奪われたのか分からなかったため、息子に落ち度が

あったのかも知れないと思ったり、そんな風に息子を育ててしまった私の育て方が悪かったか

ら、などと思い自分を責めることばかりを続けていました。

そんな状況の中で私は、どんどん人間不信がひどくなり、人と関わることができなくなり、

買い物も知り合いに出会わない場所まで出かけたりしていました。でもその一方で事件直後か

ら、同じような経験をした被害者の方に出会いたいとずっと思い続けていました。

事件後半年たったとき、偶然書店で見かけた本から、少年犯罪被害当事者の会に繋がり、同

じように集団暴行で子どもを亡くした親たちに出会いました。同じ経験をした親たちの中では、

なにも語らなくても想いが通じましたし、気兼ねなく泣くことができ、それまで誰にも語れな

かった色々な想いを、語ることができました。そしてなにをどうしたらいいのか全く分からな

いまま、目の前にある課題だけを必死で片付けていた私は、その後出会った多くの被害者の

方々から、その時々に必要な情報をお聞きすることができました。また、息子に落ち度があっ

たのかも知れないという思いから、誰にも聞いてほしくなくて、主人と二人で闘っていた刑事

裁判に、県外から被害者の方々が支援傍聴にきてくださるなど、当時、被害者支援という言葉

がやっと社会に認知され始めたばかりで、誰にも相談することができず、孤独な闘いを続けて

いた私にとってそういう状況は、嵐の海で灯台の灯りが見え、どちらに向いていけばいいのか

を指し示してもらったのと同じ事のように感じました。そしてそういう風にそれからも、多く

の被害者の方々に支えられ助けられて、今まで事件後を生きて来られたのだと感じています。

でも地元岡山では、息子の事件は終わったこととして、思いを話す場所も聞いてくれる人も

いない状況がありました。だから岡山でもそういう場をとファミリーズを立ち上げ、同じよう

に犯罪や交通事故で大切な方を亡くした方たちと自助の集まりをもち始めました。自助の集ま

りでは、泣いても怒っても構いません。また、大切な方のことを、気が済むまで話してくださ

っても構いません。そして、裁判など、どうしていいか分からないことも、同じような経験を

した方々が、少し先を歩いた者として聴いてくださり、ご自分たちの経験から、情報提供をし

てくれたり、アドバイスをしてくださったりもします。

もし今あなたが、どうしていいのか分からなくて悩んでいたら、どうぞ遠慮なくお電話くだ

さい。分からないことが分からないのであれば、その時もお電話ください。あなたと一緒に、

なにが分からないのか、どうしていいのかを見つけるお手伝いをさせていただきたいと思いま

す。
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NPO法人おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ 

〒700-0816　岡山市北区富田町1-6-10

東光第一ビル２階　ももたろう第２法律事務所内 

TEL：086-226-7744　FAX：086-226-6161

URL  http://www17.ocn.ne.jp/̃families/

〈本冊子の内容を許可無く転載・複製（コピー）することはご遠慮ください。〉 
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