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  １．開  会 

○事務局（西田道民生活課長） 時間になりましたので、早速、開会させていただきます。 

 本日は、お寒い中、また、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございまし

た。 

 私は、環境生活部道民生活課長の西田と申します。よろしくお願いいたします。 

 

  ２．挨  拶 

○事務局（西田道民生活課長） 初めに、くらし安全局長の田辺から、開会に当たり、ご

挨拶を申し上げます。 

○田辺くらし安全局長  

 北海道環境生活部くらし安全局長をしております田辺と申します。 

 北海道犯罪被害者等支援施策推進懇談会の開会に当たりまして、一言、ご挨拶申し上げ

ます。 

 本日は、天候の悪い中ご出席を賜り、ありがとうございます。 

 道では、犯罪被害者等基本法に基づき国の計画を踏まえて、平成１９年に北海道犯罪被

害者等支援基本計画を策定して以降、国の計画の見直しに合わせ、昨年の３月に策定いた

しました第４次計画に基づき、犯罪被害者の方やそのご家族などを社会全体で支えるため

に様々な取組を進めているところでございます。 

 本日の会議におきましては、こうした取組の推進状況についてご説明を申し上げること

としております。 

 また、支援を行う際の留意点、連携方法などをまとめましたハンドブックを平成２１年

度に作成をしておりましたけれども、作成から１０年以上も経過し、この間、社会情勢の

変化や各種制度が新たに整備されるなどしておりますことから、このハンドブックを改定

することとしまして、現在、作業を進めているところでございます。 

 本日は、このハンドブックの改定内容につきましても、皆様からご意見をいただくこと

としております。 

 限られた時間ではございますが、皆様から忌憚のないご意見を賜りますよう、お願いを

申し上げ、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  ◎事務局連絡事項 

○事務局（西田道民生活課長） 初めに、本日、ご出席の皆様をご紹介いたします。 

 まず、初めに、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室長の高山一

枝様です。 

○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（高山室長） 皆さん、

こんにちは。北海道被害者相談室、昨年４月より室長を拝命して活動しております高山と
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申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（西田道民生活課長） 以下、時計周りでご紹介させていただきます。 

 北海道交通事故被害者の会代表の前田敏章様です。 

○北海道交通事故被害者の会（前田代表） 前田です。大変お世話になっております。今

日はよろしくお願いいたします。 

○事務局（西田道民生活課長） ありがとうございました。 

 続きまして、一般社団法人北海道医師会常任理事の目黒順一様です。 

○北海道医師会（目黒常任理事） 皆さん、こんにちは。北海道医師会常任理事の目黒で

ございます。 

 前回から参加させていただいており、大変勉強になっております。 

 色々発言させていただきますが、ご容赦ください。よろしくお願いします。 

○事務局（西田道民生活課長） 北海道臨床心理士会副会長の佐藤由佳利様です。 

○北海道臨床心理会（佐藤副会長） よろしくお願いいたします。北海道臨床心理士会か

ら参りました副会長をしております佐藤と申します。 

 被害者支援の担当理事が今日は欠席で、私が副会長として代理で参りました。 

 被害者支援のことについては、当会でもいろいろと活動しておりますので、今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

○事務局（西田道民生活課長） 北海道弁護士会連合会犯罪被害者支援委員会委員長の山

田廣様です。 

○北海道弁護士会連合会犯罪被害者支援委員会（山田委員長） 山田です。 

 最近、東京の電車の放火事件、また、大阪のビルの放火事件と、悲惨な事件が続発して

おります。誰がいつ犯罪に遭うかは分からない、それが現在の社会かと思います。 

 北海道の基本計画の施策が十分に浸透して実行されて、道民が安心して生活するための

セーフティーネットとして機能することを切に祈念しております。 

 今日は、よろしくお願いいたします。 

○事務局（西田道民生活課長） 札幌国際大学教授の鈴木憲治様です。 

○札幌国際大学（鈴木教授） 皆さん、初めまして。今年度から参加させていただきまし

た札幌国際大学の鈴木と申します。 

 ３年前まで家庭裁判所で調査官として勤務しており、そのときには裁判所のあまりにも

被害者の方々への対応の冷たさで批判を浴びる立場でしたけれども、立場を変えてこちら

に参加させていただいて、そのときの経験を少しでも生かせたらいいなと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○事務局（西田道民生活課長） 北海道市長会参事の野宮治夫様です。 

○北海道市長会（野宮参事） 市長会の野宮でございます。今日はよろしくお願いいたし

ます。 

○事務局（西田道民生活課長） 北海道町村会主幹の川代進一様です。 
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○北海道町村会（川代主幹） 川代と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局（西田道民生活課長） 札幌高等検察庁公安事務課長の髙岡健一様です。 

○札幌高等検察庁犯罪被害者等支援対策室（髙岡公安事務課長） 札幌高等検察庁の髙岡

です。どうぞよろしくお願いします。 

 検査庁も被害者支援ということに積極的に取り組んでいます。皆様のご協力を仰ぎなが

ら役割を果たしていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局（西田道民生活課長） 本日、出席予定でありました北海道警察本部警務部警務

課防犯被害者支援室の駿河課長補佐におきましては、急遽欠席となりましたことを、ご報

告させていただきます。 

 引き続きまして、皆様にお配りしました資料の確認をさせていただきます。 

 次第、出席者名簿、配席図のほか、資料１、第４次北海道犯罪被害者等支援基本計画、

資料２、令和３年度（２０２１年度）第４次北海道犯罪被害者等支援基本計画推進状況（案）、

資料３－１、北海道犯罪被害者支援ハンドブック（案）、資料３－２、北海道犯罪被害者

支援ハンドブック（案）改訂版（主な改正内容）となっております。 

 

  ３．議  事 

○事務局（西田道民生活課長） それでは、議事に入らせていただきます。 

 本日の懇談会につきましては、昨年に引き続きまして、北海道弁護士連合会の山田様に

これからの進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○山田座長 道弁連の犯罪被害者支援委員会からお願いしておりましたところですが、昨

年の１２月１８日付で道弁連の理事長から全道の市町村に犯罪被害者支援に特化した条例

の制定を求めるという理事長声明が発出されております。 

 また、今年の道弁連大会は８月２６日に札幌で開催ですが、その際の記念シンポジウム

のテーマも、全道の市町村に特化条例の制定を求めるということに既に決定いたしました。 

 シンポジウムには、既に制定している８市町村の首長や担当者にお越しいただきまして、

制定の経過や運用状況についてお話をいただくことを検討しております。 

 道内では、４％の市町村にしかこの特化条例はありません。全国平均が２２％ですから、

北海道はかなり低い水準にあります。シンポジウムでは、これを機会に、担当者、市町村

会議員や市民の多くに参加していただき、条例の理解を深めてもらい、これを機に条例の

制定が増えていくことを願っている状況です。 

 また、道警においても、条例制定の増加に努力する旨を承っております。 

 それでは、議事に入ります。 

 議事（１）第４次北海道犯罪被害者等支援基本計画について、議事（２）第４次北海道

犯罪被害者等支援基本計画の推進状況について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（古川主幹） 事務局の道民生活課人権啓発担当主幹をしております古川と申し

ます。 
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 私から、議事の（１）（２）について併せてご説明をさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

 早速、議事（１）第４次北海道犯罪被害者等支援計画についてでございますけれども、

皆様のお手元に、資料１ということで、令和３年３月に策定しましたこの基本計画の本書、

それから、概要版がございます。本日、この内容まで詳しくご説明差し上げる時間がなか

ったものですから、皆様にこちらの資料をお配りしておりますというご案内をさせていた

だきたいと思います。 

 こちらの第４次計画につきましては、平成２８年３月に策定した第３次計画の後を受け

まして、国の計画の見直しや社会情勢の変化等に対応するため、昨年度、１年余りの期間

をかけまして、関係機関や、この懇談会からもいろいろご意見を伺いながら見直しを行っ

たもので、令和３年３月に策定したところでございます。 

 山田座長をはじめ、当時、懇談会において様々にご議論いただき、ご意見くださいまし

た皆様には、改めてお礼を申し上げます。 

 計画の詳細につきましては、先ほど申し上げましたとおり、お手元の資料を後ほどご参

照いただければと存じます。 

 続きまして、議題（２）の第４次北海道犯罪被害者等支援基本計画の推進状況について

ご説明させていただきます。 

 お手元にございます資料２をご参照いただければと存じます。 

 本資料は、表題に「推進状況（案）」と「（案）」をつけさせていただいておりますが、

この資料は、平成３０年３月に策定しました北海道犯罪被害者等支援条例に基づき施策の

実施状況について公表することにしており、この資料を本日の会議で皆様方にご説明差し

上げた後に公表することを予定しております。 

 この資料につきましては、計画に基づく北海道の取組について、第４次計画の重点課題

ごとに具体的な施策の令和２年度、令和３年度の取組状況を取りまとめております。 

 それでは、重点課題の第１、総合的推進体制の整備から順にご説明いたします。 

 なお、こちらの資料には施策を多く掲載しており、ボリュームが非常に大きいものです

から、私どもで項目をピックアップしてご説明をさせていただきます。 

 ピックアップするに当たっては、令和３年度から新規に取り組まれた事業、取組の充実、

改善が図られた事業、それから、新型コロナの影響を受けて対応を変更した事業、あとは、

当課で所管しております主な施策についてご説明を差し上げたいと考えております。それ

から、こちらの資料には警察本部の取組についても記載がございます。実は、本日、警察

本部の駿河課長補佐から詳しくご説明いただくことを予定しておりましたが、本日、急遽

ご欠席となりました。主な点につきましては、当職の説明の中で触れさせていただきたい

と思いますけれども、力及ばない点につきましてはご容赦いただければと思います。どう

ぞよろしくお願いをいたします。 

 それではまず、重点事項の第１、総合的推進体制の整備に関する施策についてですけれ
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ども、こちらは、資料２の１ページから１７ページにかけて掲載しております。 

 まず、１ページをご覧になっていただきたいのですが、第１の重点項目の中の施策の１、

相談及び情報提供体制の充実については、継続して取り組んでいるところでございまして、

具体的なところは、資料の左から数えて３列目にＲ２、Ｒ３ということで、令和２年度の

施策と令和３年度の施策について説明を書いておりますが、例えば、こちらの１番でした

ら、上の段から参りまして、道の総合相談窓口の設置などについて掲載しているところで

す。 

 （１）の真ん中、左から３列目の６行目、令和３年度の取組のところに記載しておりま

すが、局長から挨拶でもご紹介しました、北海道犯罪被害者支援ハンドブックの改訂予定

につきましては、議事（３）で詳しくご説明をさせていただき、また皆様にご意見いただ

ければと考えております。 

 また、１ページの下のほうになるのですが、施策的には左から３列目の一番下、それか

ら、その上のＲ２、Ｒ３と書かれているところの取組の部分ですが、（２）の性犯罪・性

暴力被害者への相談対応、情報提供の充実として、性暴力被害者支援センター北海道、通

称ＳＡＣＲＡＣＨ（さくらこ）の取組を掲載してございます。 

 ＳＡＣＲＡＣＨ（さくらこ）では、被害者から電話等による相談をお受けしてございま

すけれども、令和３年１１月から、国が開設しました性暴力被害者の相談を受けるための

夜間休日コールセンターに接続することで、夜間、休日についても相談を受けられる体制

としてございます。 

 また、Ｒ３の四角の中にも書いてございますけれども、相談窓口の周知に当たりまして、

資料に書かれている事項のほか、ＱＲコードや連絡先を記載した啓発資材、具体的にはシ

ールを作成し、道内全ての小中高、専門学校、専修学校、短大、大学、それから、コンビ

ニエンスストアやカラオケボックスなどに送付し、施設に掲示をしていただくといった取

組を行っているところでございます。 

 続きまして、重点課題第１の中の中項目で２の支援充実のための人材育成についてご説

明をします。恐縮ですが、資料の１０ページ、１１ページをご覧ください。 

 一番左側の施策の欄の上から３段目に、２の支援充実のための人材育成という項目を記

載しておりますけれども、こちらの項目の中で特にご説明をしたかったのは、もう１ペー

ジめくっていただいて１１ページをお開きいただけますでしょうか。 

 このページの上段に記載がございます（３）職員等に対する研修の充実等についてです

が、Ｒ２、Ｒ３それぞれ知事部局、道警本部、道教育委員会の犯罪被害者等の支援に携わ

る職員等を対象とした犯罪被害者等支援職員研修会の開催について掲載しております。 

 こちらは、例年実施をしているもので、当課が事務局となりまして、知事部局、警察や

関係職員の方を対象として開催しているものです。 

 令和２年度につきましては、残念ながら新型コロナの影響で開催できなかったところで

すが、令和３年度におきましては、新たに本格稼働しました道のウェブ会議システムを活
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用しまして、オンラインで開催いたしました。オンラインで開催することで、全道各地域

の関係団体や市町村の職員にもご参画をいただきまして、幅広い対象者、８９名のご参加

をいただいて開催したところです。 

 また、私どもの研修会以外に、１３ページの上から四つ目ですが、保健福祉部で実施を

しております相談援助技術研修トラウマケア研修等について、新型コロナ対策ということ

でオンラインで開催しております。令和３年度は、新型コロナの影響を受けまして、この

ような研修会や会議につきましては、オンラインで開催しているところが幾つか見受けら

れます。 

 重点課題の第１についてのご説明は以上とさせていただき、第２の損害回復・経済的支

援への取組についてご説明をさせていただきたいと思います。 

 お手元の資料につきましては、１７ページから２３ページにかけて、重点課題の第２に

ついて具体的な施策を掲載しております。 

 お手元の資料１９ページをお開き下さい。 

 １９ページの左上の２、経済的負担の軽減についてですが、（１）犯罪被害給付金制度

の適正かつ効果的な運用に関する具体的な取組の記載の一番下の、北海道警察での取組で

ある、身体犯被害者に係る診断書料の公費負担についてですが、令和３年４月から新たに、

診断書料のほかに初診料についても公費負担の対象としております。令和３年度に新規に

開始した事業ということで、一言、触れさせていただきました。 

 また、こちらのページの下段には、継続した取組ですが、性犯罪・性暴力被害者の医療

費の負担軽減についての公費負担の取組についても記載しておりますので、後ほどご覧に

なっていただければと存じます。 

 それでは、引き続き、重点課題の第３、精神的・身体的被害の回復・防止への取組につ

きましてご説明いたします。 

 お手持ちの資料では２３ページから４０ページまでに、重点課題の第３についての具体

的な施策を掲載しております。 

 それでは、２４ページをご覧ください。 

 資料の②医療機関における性暴力被害者への対応体制の整備の項ですが、こちらの項の

具体的な施策の一つ目に記載している北海度性暴力被害者支援ハンドブックの配布の記載

について、令和３年度においては、性暴力被害者支援についての理解を深めるため、被害

者支援に携わる協力病院、具体的には産婦人科になりますけれども、そちらの協力病院の

医師、看護師等を対象にオンラインによる研修会を４回開催したところでございます。 

 また、お手元の資料の２８ページをお開きください。 

 ２８ページから、２の安全の確保についての施策を掲載しております。私からのご説明

として、３３ページをお開き下さい。 

 ３３ページの一番下の欄、④の高齢者虐待の防止や対応についての支援に関する具体的

な取組で、具体的には保健福祉部で行っております高齢者虐待への対応、支援の展開や虐
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待防止のための体制づくり等に関する研修会について、令和３年度は、オンラインでの開

催並びにオンデマンドの配信により受講機会の拡大を図っているところでございます。 

 また、次の３４ページの、⑤障がい者虐待の防止や対応についての支援の具体的な取組

として、記載をしておりますが、新規に項目立てをし、障がい者虐待等への対応や支援の

展開、虐待防止のための体制づくり等についての施設従事者研修を掲載しております。こ

ちらの研修につきましても、新型コロナ対策を兼ねてオンラインで開催したところでござ

います。 

 重点課題第３につきましては以上とさせていただきます。重点課題の第４、刑事手続へ

の関与拡充への取組については、資料４０ページから４２ページに掲載しております。 

 こちらの取組については、例えば、４１ページにございますような道警で取り組んでい

る性犯罪の証拠採取キットの整備協力など、継続した取組を現在粛々と進めているところ

でございます。 

 第４については以上とさせていただき、重点課題の第５、道民及び事業者の理解増進等

の項についてご説明をいたします。 

 お手元の資料では、具体的な施策について、４２ページから５５ページに掲載しており

ます。 

 ４２ページの一番下から４３ページにかけて、道民理解の増進への取組について記載し

ております。 

 具体的な取組としては、（１）道民に対する普及啓発の推進として、１１月２５日から

１２月１日にかけての犯罪被害者週間を中心とした取組について掲載しておりますけれど

も、例えば、４３ページの、道、警察本部、検察庁、弁護士会などが連携して行っており

ます普及啓発の取組について、令和２年度は残念ながら新型コロナの影響で中止しました

が、今年度は、感染対策を十分に取った上で、１１月２５日の北海道犯罪被害を考える日

に合わせて街頭啓発を行ったり、パネル展などの取組を行っております。 

 また、４３ページの一番下の犯罪被害者等支援フォーラムについても、開催時期が週間

よりも後の１月２５日になってしまいましたが、令和３年はオンラインで開催し、犯罪被

害者の遺族の方のご講演など、全道各地から１０２名のご参加を得て開催したところでご

ざいます。 

 このほか、コロナの影響があったにもかかわらず、オンラインで開催しましたというも

のをあと一つだけご紹介をしたかったのですが、お手元の資料の４８ページをご覧くださ

い。 

 道教育庁で実施しております養護教諭の専門性を高めるための研修がこのページの一番

上に記載しているところですが、こちらの養護教諭の専門性を高めるための研修について

も、令和３年度はオンラインを活用して実施したところでございます。 

 非常に雑駁かつかいつまんだ説明しかできずに大変恐縮ですけれども、この基本計画の

推進状況の説明につきましては以上で終了させていただきたいと思います。 
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 どうもありがとうございました。 

○山田座長 ありがとうございます。 

 ただいまの説明に関しまして、ご質問またはご意見があればお願いいたします。どうで

しょうか。 

○北海道臨床心理会（佐藤副会長） 配偶者暴力のところで、「配偶者等」になっている

ところと「配偶者からの」になっているところがあります。大抵のところは「配偶者等か

らの暴力」になっているのですけれども、３９ページの一番上だけが「配偶者からの暴力」

になっています。基本計画を見ると、「配偶者からの暴力」になっているのですね。これ

は「等」を入れていただいたほうがいいのではないかと思います。 

 今、法律的には配偶者だけには限定していなくて、籍の入っていない人でもＤＶの対象

者になっていますので、これに全て「等」を入れていただいたほうがいいかなというのが

１点です。 

 また、デートＤＶについて私は見つけられなかったのですけれども、どこかにあります

でしょうか。もしなければ入れていただいたほうがいいかなと思います。 

○山田座長 ありがとうございます。 

 事務局、どうでしょうか。 

○事務局（古川主幹） まず、一つ目のご指摘の「配偶者等」の部分ですけれども、こち

らは私どもの基本計画の項目と併せて整理をさせていただきたいと思います。ご指摘あり

がとうございます。 

 また、デートＤＶの記載ということだったのですけれども、具体的な取組としての記載

ということでよろしいでしょうか。 

○北海道臨床心理会（佐藤副会長） それでいいと思います。高校ですとデートＤＶの講

演会をやっています。今はコロナで分からないですが、大抵の学校はやっておりますので、

対策していると思いますし、かなり大きな問題になっていますので、入れていただいたほ

うがいいのではないかと思います。 

○事務局（古川主幹） ご指摘をありがとうございます。 

 引き続き整理をしてまいる際に、また、来年度等に向けても同じような形で整理をして

まいりますので、その際に、学校側の取組などを確認させていただいて、ご指摘いただい

た点について、事業の有無も含めて確認させていただきたいと思います。 

○山田座長 ありがとうございます。 

 ほかにありますか。 

○北海道臨床心理会（佐藤副会長） 質問なのですけれども、これは何回か同じ文章が出

てくるのですが、３ページの一番上にＲ２もＲ３もほぼ同じ文章が出てきていますけれど

も、３ページの③のところの真ん中の実施予定等のところ、二つ目の丸ポツの意味が私は

ちょっとよく分からなくて、要望に応じた道立学校へのスクールカウンセラーの派遣によ

る、児童生徒に対する集中的な教育相談やカウンセリング技術向上のための教育研修の実
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施と書いているのですが、この意味は、道立学校がスクールカウンセラーを要望するとス

クールカウンセラーがきて教員研修をしてくれるということですね。この教員研修の中身

が児童生徒に対する集中的な教育相談やカウンセリング技術向上と書いてあって、教育相

談とカウンセリングはどう違うのかが分からないのと、この集中的なというのは、集中的

な研修をするという意味なのか、集中的な教育相談をするという意味なのかが分からない

ので、この文章を説明していただけますでしょうか。 

○事務局（古川主幹） ご質問をありがとうございます。 

 具体的にこの事業は教育庁が所管しておりまして、本日、教育庁の担当が出席できてい

ないものですから、後ほど確認させていただくということでよろしいでしょうか。申し訳

ございません。 

○北海道臨床心理会（佐藤副会長） 少し文章を整理していただくと分かるのではないか

と思います。 

 同じく教育庁の管轄だと思うのですけれども、次のポツで、北海道教育カウンセリング

ＩＣＴ活用事業と書いております。ウェブ上で調べてみたのですけれども、実態が分から

ないのと、ＩＣＴを活用して被害者が出たときに学校に助言する制度があるらしいという

ことはスクールカウンセラーから聞いているのですが、ほとんど活用されていないという

話も聞いており、これについて実態がどうなっているのかということをできれば知りたい

と思ってまいりましたが、調べていただければと思います。 

○事務局（古川主幹） 申し訳ございません。そこの部分も細かいところまではこちらで

把握していないので、また後日確認をさせていただきたいと思います。 

○山田座長 ほかにご質問、ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

 目黒さん、何かないですか。 

○北海道医師会（目黒常任理事） 大変すばらしい取組をたくさんされているので、これ

がさらに市民、道民に広く伝わればいいと思います。 

 話が変わりますが、今日のメンバーの方々の中にもマスコミ関係の方はいらっしゃいま

せんよね。いろんな啓発するときにマスコミを上手に使うのが非常に大事だということを、

医師会活動をしていて思いますが、犯罪被害者についても、いつも加害者と被害者、守ら

れているのはどちらかというと、被害者がいつもマスコミの餌食になって、加害者は匿名

で守られるという非常に理不尽なことがいまだにたくさん出ています。もちろん人権の問

題はなかなか難しいと思うのですが、いつも理不尽だと思っていますので、そろそろマス

コミの方も巻き込んでこういう協議会もやっていいのではないかと思いました。 

 マスコミの抵抗もかなりあると思いますけれども、せっかくこういうすばらしいプラン

が出てきても、実際に自分たちが被害に遭わないとなかなか目が向かないということもあ

りますので、マスコミの方を上手に巻き込んでやるのも一手かなと思いました。 

 以上です。 

○山田座長 ありがとうございます。 
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 前田さん、交通事故被害者の会として、何かご意見、ご質問はありましょうか。 

○北海道交通事故被害者の会（前田代表） 機会を与えていただいたので、お礼も兼ねて、

一言、発言させていただきます。 

 この懇談会に参加させていただいて、本当にありがたく思っております。お願いして、

ようやく数年前から参加できるようになりましたが、交通犯罪の被害者団体ということで、

私の感覚では、交通犯罪と性犯罪の課題は根深く、被害者理解を一層深めていただきたい

課題であると思っております。 

 基本計画の４～５ページを見ましても、被害の数は、私が計算しましたら、身体犯被害

の８割が交通犯罪の被害なのです。それは、関係機関とか個人も含めてですが、交通犯罪

被害への無理解が根底にあると私は思っております。 

 事故だからとか、被害に遭われても時間がたてば元気になっているのではないか、損害

賠償で一件落着といいますか、そんな風潮がまだあるのではないか。マスコミのことを言

いましたら、ほかの事件では言わないのに、交通の事件があったときに、「命に別状はあ

りませんでした」と報道する。私はとても違和感を覚えます。 

 そのことも含めて、この懇談会を通して、理解を深めていただきたいと強く願っており

ます。 

 私たちの会報をお配りしましたが、最近入られた会員の方には、警察署の支援担当の方

から被害者団体のことを聞いて私に連絡がある、あるいは、保護観察所の保護監察官から

連絡がある、そういう連携の中で会とつながる例が多くなっておりまして、今日はそのこ

とのお礼を言いたくて参りましたので、よろしくお願いします。 

 私はハートバンドという全国の犯罪被害者団体ネットワークの活動にも関わっています。

ここに２０団体が入っていますけれども、そのうち、交通被害の関係が１０団体以上です。

大会などで集まりますと７割、８割が交通犯罪の被害者なのです。そういう団体ですが今、

基本法制定から１６年がたったということで、残された課題は何かということを討議して

おります。 

 参考までに項目だけ紹介しますが、 

 一つ目は、支援が届かない被害者がまだいますというものです。 

 二つ目は、被害者というのは、損害賠償とか民事裁判が大変つらい対応で、それがまだ

不十分なので支援の手が差し伸べられることが必要だということ。 

 三つ目は、山田先生からもありましたけれども、各地方、身近な自治体からの具体的な

生活支援の必要性、経済的支援の重要性です。 

 四つ目は、連携の問題。ワンストップということが本当に実質化しているのか、隅々に

行き渡っているかというと、そうではないということが全国的にも言われております。 

 

 五つ目は、法律の問題がまだあり、その根底には被害者理解をもっともっと進める必要

があるということです。 



- 11 - 

 

 この五つが全国的にも指摘されているということをこの場を借りて報告しておきたいと

思っています。よろしくお願いいたします。 

○山田座長 ありがとうございます。 

 カウンセリングセンターの高山さんですけれども、施策の推進状況について、ご意見や

ご感想、何かありますでしょうか。 

○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（高山室長） 私たち

の場合は、民間の被害者支援団体、そして、早期援助団体としてより多くの被害者と接す

る機会がある団体として日頃の支援の中で感じていることは、やはり前回もお話ししたか

と思いますけれども、精神科とか医療関係に速やかにつながるルートというのがすごく困

るのです。例えば、精神科に行きたいということになっても、一般の新規の患者さんと同

じような対応になってしまい、なかなかタイムリーにつながらないといったことも出てき

ています。あとは、経済的な問題です。やはりいろいろ施策の中にはありますけれども、

実際、すぐ使えるものというのはいろんな条件に阻まれて少な過ぎるというところが支援

の中で感じているところです。 

 以上です。 

○山田座長 ありがとうございます。 

 ほかにご意見、ご質問はありますでしょうか。 

○札幌国際大学（鈴木教授） 先ほどご説明がありました犯罪被害者等支援職員の研修会

でお話をさせていただいたのですけれども、今回、コロナ禍で初めてオンライン開催だと

いうことだったのですが、話をした当日だけではなくて、その後もいろいろとご質問をい

ただいて、私からは、少年犯罪の被害者の方々への司法機関の対応とか、そういったこと

についてお話をさせていただいたのですが、やはり少年犯罪ということで、被害者はもう

最初から難しいことがあるのかなと思われている方々もいらっしゃったので、そういった

意味では、裁判所の広報活動がまだまだ足りないのだなというところもありますが、逆に、

今回、オンラインで、特に北海道は広い地域にいろいろな方々が活動されていますので、

コロナ禍だということだけではなくて、やはりこの後、少しでも多くの方々にそういった、

特になじみのない少年犯罪の被害者の方々がどういった権利があるのかとかということは、

きちんと支援する職員の方々に周知できれば非常にいいのではないかと思っています。 

 オンライン開催というのは、ある意味、コロナ禍で苦肉の策として出てきたものではあ

ると思いますが、使い方によっては、より多くの方々に、特になじみのない少年犯罪の被

害者の方々のことを知っていただく機会にもなるかと思いますので、ぜひこれからこうい

ったコロナ禍だからということではなくて、積極的に多くの方々にあまりなじみのないこ

とを知っていただくというような取組をしていただければと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○山田座長 ありがとうございます。 

 ほかにご質問、ご意見のある方はいらっしゃいますか。 
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○北海道市長会（野宮参事） 本当はその他でお話しさせていただこうと思ったのですけ

れども、先ほど、目黒様からマスコミの関係が出たので、私からも発言させていただきた

いと思います。 

 基本計画の２ページの基本方針の一番最初に犯罪被害者の尊厳を尊重した支援と高らか

にうたっていますけれども、なぜこれが一番上にあるかというと、私はマスコミ関係の報

道機関による、加害者、被害者問わず、実名報道というのですか、そういうものがあるの

かなと常々感じているところがありまして、それがあるからこそ、ハンドブックの中にも

新規で追加されたインターネットでの誹謗中傷、これは匿名性が高いだけにとんでもない

意見が出てきたりとかという二次被害を受けるような現象があるのかなと考えております。 

 先ほど、この懇談会の中にマスコミも報道機関もという話があり、私も全くそのとおり

だと考えていまして、この懇談会、あるいは、基本計画の中での守備範囲として、被害者

の尊厳を踏みにじることのないような抑制策として実名報道を報道機関に控えるような働

きかけをする部局がないものかなと考えています。 

 私が最近読んだ本で、報道機関が何で実名報道するのだというその言い訳というか、そ

ういうものを報道機関の人が話している記事を読んだことがあるのですけれども、それに

はこんなことが書いてありました。加害者、被害者を実名報道することによって、その犯

罪の背景が明らかになって、類似の犯罪を防止できるのだ、というようなことが書いてい

たのですけれども、そんなことがあるのかなと個人的には思った次第です。 

 被害者の実名がどうして報道機関に行くのかなというと、それを抑える担当部局はどこ

になるのかなと聞いたら、素人的にはまずは警察さんなのかなと、今日はいらっしゃって

いないということでしたけれども、そういうところもこの懇談会の活動とか分野の一つに

加えることを検討していただければなと思いました。 

 以上です。 

○山田座長 ありがとうございます。 

 私からの意見ですけれども、被害者の実名報道に関しましては、皆さんご存じのように、

座間事件、遺族全員が警察に強く実名の公表をしないように要請しましたけれども、警察

は公益性ということを重視して全員の名前を発表しています。それから、京アニ事件、こ

れは３５名が亡くなりましたけれども、２１名の遺族からは、これも警察に強く実名の公

表をしないように要請しました。しかし、警察は全員の名前を公表。これも理由としては

事件が重大で公益性があるということを理由として挙げております。 

 しかし、考えていただきたいのは、どうして遺族は実名の公表を拒むのかということで

す。私は遺族からいろいろ聞いていますけれども、マスコミが周りに来て普通の生活がで

きないとか、外に出たら世間から変な目で見られるという理由ではないのです。これは、

自分の心の中のお葬式、弔い、そのプロセスが妨げられるからなのです。実名が公表され

ますと、遺族の胸に他人が土足で入り込んでくるような気がするとおっしゃっています。 

 この間、新聞で、京アニの会社が跡地に慰霊碑を建てる計画を遺族に説明したところ、
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遺族からは、跡地に他人が足を踏み入れてほしくないという意見があったということが報

道されておりました。まだ心の葬儀が終わっていないということです。 

 これは、被害者の尊厳をどう捉えるかということです。私はあちこちでそういうお話を

させていただいているのですけれども、本来的に公表するかどうかは警察の権限とされて

います。ですから、警察が報道すれば、マスコミもそれに応じて公表するという流れにな

っております。今日は道警の担当者がいませんけれども、被害者の尊厳をもう一度確認し

てかみしめていただいて、匿名とするか、発表するか、考えていただきたいと思います。 

 それでは、この資料の中で、私から意見を言わせてください。 

 一つは、５ページの⑤に、学校における命の大切さを学ぶ教室の開催ということで、犯

罪被害者遺族が道警の依頼でこれまで学校を回って事件の話をしております。西区信金事

件の生井澄子さんも回っておられます。ただ、今回はコロナでおやりになっておりません

けれども、これはこれからもやるべきだと私は考えております。 

 これはどうしてかというと、成人年齢が１８歳に引き下げられたからです。ということ

は、考えてみれば、高校を卒業する前でも裁判員になる可能性があります。非常に若い裁

判員が登場することになりますから、この間の新聞では戸惑いがあるという高校生の意見

が載っていましたけれども、当たり前ですよね。人を裁くことは戸惑いがあります。 

 しかし、それよりも大事なことは、被害者の気持ちや、命の大切さを含めたお話をしっ

かり聞けば、おのずから人を裁く意味が分かってくると思います。そういう意味で非常に

大切な取組かと思います。ぜひこれを継続的に精力的にやっていただきたいと思います。 

 もう一点、４４ページですが、北海道犯罪被害を考える日の関連行事として、弁護士会

によって無料法律相談を実施しています。これは、道弁連の犯罪被害者委員会から各４会、

札幌、函館、旭川、釧路の弁護士会にお願いして、１週間、時間を取ってもらって、担当

者も決めて体制を整えて毎年実施させていただいています。しかし、いかんせん実績がな

くて、１件ないし２件という状況です。 

 道弁連としては、４会の委員にお願いして待機させているという状況にありますので、

非常にもったいない話だと思います。以前にも言いましたけれども、この広報に関しまし

ては、もう一工夫しないことには、これだけ体制整えている割には効果がないということ

を言わざるを得ませんので、仮にこれを継続するとなれば、広報に関しては抜本的に考え

直さないとほぼ空振りに近いと思います。 

 弁護士も、これは無料でもちろんやるわけですけれども、実績がなければ意味がなくな

ってしまいます。よろしくお願いいたします。 

 これで、この項を終わります。 

 それでは次に、議事（３）北海道犯罪被害者支援ハンドブックの改訂につきまして、事

務局からご説明願います。 

○事務局（澤井主査） 今年度より犯罪被害者等支援を担当しております澤井と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 



- 14 - 

 

 本日は、北海道犯罪被害者支援ハンドブックの改訂についてご説明させていただきます。 

 資料３－１と資料３－２をお手元にご用意ください。 

 資料３－１は、現在、改訂作業を行っているハンドブック改訂版（案）、資料３－２は、

主な改正点を取りまとめたものとなります。 

 このハンドブックは平成２２年３月に作成したものであり、犯罪被害者支援を行う際の

留意点や連携方法などをまとめ、市町村や関係機関の相談窓口に配布するなどしてきまし

たが、犯罪被害者を取り巻く社会情勢の変化や支援制度の整備も進んできたことから、最

新の情報に更新することといたしました。 

 各関係機関等にご確認いただいた箇所と当課で見直した箇所を朱書きで修正しておりま

す。 

 それでは、資料３－２に沿って、主な内容についてご説明させていただきます。 

 区分１につきまして、構成等の見直しについて、本編と資料編に分かれていた情報を利

用者が使用しやすいよう、１冊に集約しました。 

 ２０ページから３６ページのそれぞれの機関の連絡先にページを記載し、機関の制度等

を検索しやすいようにしました。 

 ４３ページから５４ページのニーズに応じた解決手段の掲載位置を見直しました。改訂

前は１３６ページの関係機関の連絡先の前に掲載しておりましたが、利便性を考慮し、掲

載位置を見直しております。 

 区分２のインターネット関係につきまして、９ページに戻りますが、９ページ上段のネ

ット上のトラブル・誹謗中傷に係る相談窓口についてのご案内について、ここは新規に掲

載いたしました。インターネット上の書き込みにより、被害に遭われた方への相談窓口を

掲載いたしました。 

 次に、９３ページになります。 

 （１９）法務局・地方法務局の外国語インターネット人権相談の相談窓口では、１０カ

国語に対応していることを新規に掲載いたしました。 

 三つ目の区分になります女性支援関係につきまして、２７ページと１１８ページに記載

している性暴力専用窓口である性暴力被害者支援センター北海道、通称ＳＡＣＲＡＣＨ（さ

くらこ）のご案内を掲載しております。ここは２か所とも同じ内容となっております。Ｓ

ＡＣＲＡＣＨ（さくらこ）は、平成２４年から運営されたため、新規に掲載いたしました。 

 １１０ページの（４０）配偶者暴力相談支援センターの相談窓口に、函館市、旭川市、

苫小牧市の配偶者暴力支援センターの情報を新規に掲載いたしました。 

 最後の四つ目の区分になります主な情報の更新や追加などにつきまして、５６ページ（２）

市町村の支援制度では、新たに見舞金を支給する市町村の情報として、札幌市、北斗市、

広尾町の支援内容を紹介するホームページなどを掲載いたしました。現在、道内では、見

舞金を支給しているのは、札幌市、北斗市、広尾町のみとなっております。 

 次に、６７ページになります。精神療法等費用の公費負担につきまして、新規に掲載し
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ております。窓口は、警察本部及び各警察署になります。 

 次に、９３ページになります。（２０）外国人在留総合インフォメーションセンターの

組織紹介につきまして、当初から掲載しておりましたが、リニューアルし、掲載内容を充

実いたしました。窓口は札幌出入国在留管理局となります。 

 １０６ページの（３７）労働相談ホットライン（北海道）と１１５ページ（４５）児童

相談所の児童相談所虐待対応の全国共通ダイヤルを新規に掲載いたしました。 

 最後に、２ページ、５ページ、７ページ、８ページ、１６ページのグラフにつきまして

は、警察庁のホームページ、犯罪被害類型別調査、調査結果報告書から転記し、更新、追

加をいたしました。 

 資料に沿った説明は以上になりますが、今後、修正する箇所としまして、７２ページの

（６）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の性

暴力専用ダイヤルの電話番号を追記いたします。 

 また、中段にあります詳しい連絡先の参照ページに誤りがございますので、修正いたし

ます。正しいページは１７ページとなります。 

 １４４ページの関係機関・団体一覧の法務局・地方法務局の電話番号が記載されており

ませんので、記載いたします。 

 主な改正内容につきましては、以上になります。 

 このハンドブックは、年度内に改正内容を全て反映させた完成版を各市町村及び関係機

関・団体等にご提供させていただく予定としております。 

 以上でハンドブック改正の説明を終わらせていただきます。 

 本日は、このハンドブックの改正内容についてご意見をいただきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○山田座長 ありがとうございます。 

 それでは、今の説明に関しまして、ご質問、ご意見があればお願いいたします。 

○北海道交通事故被害者の会（前田代表） 

 大変貴重な改訂だと思っておりますので、よろしくお願いします。６ページの、これは

前からある部分で、家族関係の変化についての記述がありますけれども、当事者として、

切実な会員の状況を考えますと、本当にこのとおりだと思います。そういう被害者の現状

の理解を一層深めるハンドブックであって欲しいと思っております。 

 言葉が非常に重要だと思っておりまして、私たちが指摘させていただいた言葉で直され

て大変ありがたく思っておりますが、一つ残っているのが４３ページの後半に、「自助グ

ループ」への参加とありますけれども、ここは、やはり「被害者団体」に直していただい

たほうが良いと思います。私たちは、先ほど言われました被害者の尊厳と権利、その権利

主体として活動しているので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、もう一つは、最近、実際に会員からの相談があったのですが、加害者が服役

して、その後、保護観察に入って、そこで保護観察所などから被害者支援の立場で加害者
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との関係や心情伝達等の、通知制度がありますけれども、この制度の目的や概要をこのハ

ンドブックの中でも、構造的にもそのことをもう少し詳しく記していただきたいと希望し

ます。 

 例えば、１１ページ、１２ページ、１３ページにフロー図があって、その中での関係機

関の対応がありますが、この判決後の保護観察所での関わりの部分について、パンフレッ

ト「更生保護における犯罪被害者等の方々のための制度」では、保護局の更生保護におけ

る犯罪被害者等の制度の中で図式化されていて、制度の趣旨が分かりやすく書いてありま

す。こちらの５～６ページの「被害者等通知制度について」を加えてはどうでしょうか。

仮釈放になるときに意見を出せるとか、保護観察に入ったときに心情伝達ということでで

きるなど、制度の趣旨と手続が事前に分かっていればアドバイスも可能かと思います。 

 当事者は大変苦しんでおります。加害者と向き合うこと自体が私たちにとってはとても

つらいことなのです。その中で、どのような趣旨でどのような制度があって何ができます、

ということを丁寧に知る機会というのが必要だと思いますので、よろしくお願い致します。 

 ８７ページから９１ページの説明についても、被害者支援の立場でこのような制度があ

りますということを分かりやすく示していただきたいと希望いたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○山田座長 ありがとうございます。 

 ほかにご質問、ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

○札幌国際大学（鈴木教授） 体裁上の問題ですけれども、ハンドブックの中に書いてあ

るのが全てＵＲＬなのですね。最近はＵＲＬだけではなくてＱＲコードが併記してあるも

のがあって、アクセスするのは、今はスマホとかを使う方が多くて、ＵＲＬを打ち込むよ

りも、スマホでＵＲＬよりもＱＲコードを読み込んでというほうが、多分、特に年齢が若

い方々にはなじみがあると思います。 

 このハンドブックをどのように使うかというときに、そういった支援につなぐといった

ときに、ＵＲＬよりもＱＲコードで読み取って、その場でこういったところがありますと

いうことが可能なように、もし可能であれば、そういったＵＲＬだけではなくて、ＱＲコ

ードのある支援先とか、そういったところは併記をしていただくとハンドブックとして使

い勝手がよくなるのではないかという印象を持ちましたので、よろしくご検討ください。 

○山田座長 現在ではそういう要望もあるということです。 

 先ほど前田さんもご指摘したのですけれども、９１ページです。これは保護観察所の仕

事ということで紹介されていますが、心情等伝達制度、通知制度、相談・支援ということ

で三つ囲って書いてありますけれども、保護観察所のパンフレットなどを見ますと四つな

のです。つまり、被害者から意見を聴く意見聴取制度と心情伝達制度と通知と相談・支援

の四つ書いています。聴取制度と伝達制度は、新しくできた更生保護法で初めて規定され

たもので、条文も違います。 

 ですから、心情等伝達制度のところを読みますと、意見聴取と心情伝達制度を併せて書
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いたのかなとも思うのですけれども、保護観察所のパンフレットには四つ書いてあります。

更生保護法で意見聴取制度と心情伝達制度は新しくできた目玉の制度です。できたらこれ

を分けて書いていただければと思います。ほかのパンフレットとの整合性もあります。で

きればお願いしたいというのが私からの意見です。 

○事務局（古川主幹） ありがとうございます。 

 ここの記載の部分は、更生保護委員会にもご確認いただきながら書いたのですが、今の

ご指摘を踏まえて、きちんと分けて書けるように工夫、検討をしてまいりたいと思います。 

○山田座長 パンフレットはそうなっていますので、よろしくお願いします。 

○事務局（古川主幹） ありがとうございます。 

○山田座長 ほかにご質問、ご意見はありますか。 

○北海道町村会（川代主幹） 先ほどの資料での支援基本計画の令和２年度、令和３年度

の実績などについて、各機関からそれぞれ研修会を開催しました、事業を実施しました、

情報を提供しましたとありますが、その成果が見えない気がしました。計画の推進に対す

る成果により、次年度もこうした取組で行けるとか、この取組では足りないということを

把握できると思いますので、推進状況をまとめるのはご苦労かと思いますが、そうした点

も踏まえた上で、資料をこれから提供していただければと思います。 

 もう１点、先ほど、資料１の中でも性暴力被害者支援センター、ＳＡＣＲＡＣＨ（さく

らこ）が夜間の対応を可能にしましたということで、いい取組だなと思って話を聞いてい

ましたが、ハンドブックの中で時間帯の記載があり、１０時から２０時までやっています

というところまではいいのですが、年末年始を除くことになっているのです。自分が当事

者になった時のことを考えると、年末年始だからといって被害を受けないわけではないと

思いますので、関係機関が年末年始に休みとなり相談できないことに、何となく寂しい感

じを受けました。 

 この点は、関係機関等の協力も必要になると思いますが、こうしたことも今後協議して

いただいて、３６５日相談が受けられるよう体制を整え、被害者の支援を更に充実してい

ただければと思います。 

 以上です。 

○山田座長 ありがとうございます。 

 ほかにご質問はありますでしょうか。 

○北海道医師会（目黒常任理事） ＱＲコードについては全面的に賛成でございます。一々

ＵＲＬを打ち込むのも大変ですし、入力を間違えたら表示されません。 

 というのは、学会の災害マニュアルでも、細かいところはＱＲコードを掲載し開くとい

うシステムになっているので、このガイドブックもぜひそのようにしたらいいと思います。 

 それから、かなり難しい話かと思いますが、大変すばらしい内容なので、もっと見やす

くする方法はないかなと考えたのですが、索引をつくるというのは相当難しいことでしょ

うか。索引があると大変見やすくなっていいかなと思ったのです。 
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 以上です。 

○山田座長 ありがとうございます。 

 それでは、事務局からどうぞ。 

○事務局（古川主幹） すみません。皆様方、本日、こちらのハンドブックとか先ほど私

からご説明させていただいた施策について取りまとめた資料について、いろいろご意見を

頂戴しまして、ありがとうございます。 

 この議題の（１）から（３）の内容について頂戴しましたご意見につきましては、私ど

もで検討させていただいた上で必要な見直しをさせていただきたいと思います。 

 また、ご質問をいただきました事項につきましては、本当にこの場でお答えできなくて

申し訳なかったのですけれども、内容について確認をした上で、後日、ご回答をさせてい

ただきたいと思います。 

 また、懇談会の在り方につきましても、私どものほうで点検、検討をしてまいりたいと

思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

○山田座長 ありがとうございます。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○山田座長 ないようですので、次に進みたいと思います。 

 その他ということですけれども、事務局または今日集まっている方から連絡事項、ご意

見等、総合的なものがありましたらいただきたいと思います。どうでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○山田座長 ご質問はないようですので、事務局から何かありましたらお願い申し上げま

す。 

○事務局（西田道民生活課長） 私から１点だけご連絡とお願いがあります。 

 本日の議事録につきましては、後日、私どものホームページで公開する形になりますの

で、私どもで議事録を整理した上で、皆様方のご確認後、道のホームページに掲載したい

と思います。ご了承をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○山田座長 作業をよろしくお願いいたします。 

 以上で議事を終了いたします。 

 皆様、どうもありがとうございました。 

 進行を事務局にお渡しいたします。 

 

  ４．閉  会 

○事務局（西田道民生活課長） 山田座長、皆様、ありがとうございました。 

 以上もちまして、令和３年度北海道犯罪被害者等支援施策推進懇談会を終了させていた



- 19 - 

 

だきます。 

 本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただき、誠にありがとうございました。 

                                  以  上   


