
犯罪被害者に関する現状と課題犯罪被害者に関する現状と課題



犯罪被害者支援策研究会の設置犯罪被害者支援策研究会の設置

これまでの取組

○ 「犯罪被害者等への支援の推進」を，「京都市生活安全基本計画」における８つの柱の一つに位置づけ
○ 社）京都犯罪被害者支援センターへの支援，京都府犯罪被害者支援連絡協議会，京都府犯罪被害者
サポートチームへの参画を実施

○ 社）京都犯罪被害者支援センタ における相談件数が増加傾向

近年の状況

○ 社）京都犯罪被害者支援センターにおける相談件数が増加傾向

17年度：３５０件 18年度：４２９件 19年度：４２９件 20年度：５５９件 21年度：５８０件

○ 国の「第二次犯罪被害者等基本計画」が平成２２年度中に策定

※ 10/15～11/15：パブコメ⇒12月上旬：素案の策定⇒1月下旬～2月：閣議決定⇒4月：施行定 議決定

設置目的

①条例化を含め，本市が取り組むべき具体的な支援策を調査・研究①条例化を含め，本市が取り組むべき具体的な支援策を調査・研究
②庁内及び関係機関の連携体制を構築②庁内及び関係機関の連携体制を構築
⇒⇒ 犯罪被害者の言葉をしっかりと受け止めながら，社会全体で犯罪被害者をしっかりと支え，共に将来に犯罪被害者の言葉をしっかりと受け止めながら，社会全体で犯罪被害者をしっかりと支え，共に将来に

目を向けて歩んでいける社会を築いていく目を向けて歩んでいける社会を築いていく目を向けて歩んでいける社会を築いていく。目を向けて歩んでいける社会を築いていく。



京都市犯罪被害者支援策研究会の委員構成

氏名（敬称略） 備 考

◎奥村 正雄
(社)京都犯罪被害者支援センター 副理事長

庁内関係課（16課・室・センター）

行財政局人材活性化推進室
◎奥村 正雄

(社)京都犯罪被害者支援センタ 副理事長
（同志社大学大学院司法研究科教授）

宮井 久美子 (社)京都犯罪被害者支援センター 事務局長

総合企画局国際化推進室

文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課

文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課

細川 治 京都弁護士会 犯罪被害者支援委員会 委員長

藤田 均 犯罪被害者遺族の方

文化市民局市民生活部人権文化推進課

文化市民局市民生活部市民総合相談課

産業観光局商工部産業政策課

保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課

大塚 照美
京都府警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室
室長補佐

中川 多鶴子
京都府府民生活部安心・安全まちづくり推進課

保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課

保健福祉局保健福祉部こころの健康増進センター

保健福祉局生活福祉部地域福祉課

保健福祉局子育て支援部児童家庭課
中川 多鶴子

京都府府民生活部安心 安全まちづくり推進課
参事

樋掛 実喜雄
京都市文化市民局市民生活部地域づくり推進課
安全対策・市民活動支援担当課長

保健福祉局子育て支援部児童相談所

都市計画局住宅室住宅政策課

中京区区民部まちづくり推進課

教育委員会事務局指導部生徒指導課

教育委員会事務局体育健康教育室

◎座長

※メンバーは研究会の議論に応じて柔軟に対応する。



京都市犯罪被害者支援策研究会 京都市生活安全施策懇話会

研究会の位置付け

成果を報告
京都市犯罪被害者支援策研究会

（関係実務者で構成）
京都市生活安全施策懇話会
（各界選出の委員で構成）

追加調査
依頼など

＜調査・検討＞ ＜報告を基に議論＞

京都市生活安全条例京都市犯罪被害者等支援条例（仮称）

次期京都市生活安全基本計画
〈計画期間：平成２３ ３２年度〉

※犯罪被害者支援に係る
基本方針を規定 〈計画期間：平成２３～３２年度〉基本方針を規定

京都市生活安全実施計画※犯罪被害者支援に係る
具体施策を規定 〈毎年度策定〉具体施策を規定

平成２２年 ７月２７日 第１回研究会，９月１４日：第２回研究会，１０月１２日：第３回研究会

スケジュール

平成２２年 ７月２７日 第１回研究会，９月１４日：第２回研究会，１０月１２日：第３回研究会
１０月２９日 「京都市生活安全施策懇話会」に中間報告
１１月９日～１２月８日 パブリックコメントの実施
１２月中旬 第４回研究会の開催
１２月２２日 「懇話会」に最終報告１２月２２日 懇話会」に最終報告

平成２３年 １月上旬 「懇話会」から答申
２月 京都市犯罪被害者等支援条例（仮称）を市会に提案
４月 条例の施行，支援策の実施



犯罪被害者等の置かれた状況
～被害者等の抱える様々な問題を理解する～

犯罪被害者等は，思いがけず被害者となったものであり，生命を奪われ，家族を失い，傷害を負わされ，財産を奪われるといった
目に見える被害だけでなく，様々な二次的被害に苦しめられている。

被害者等の抱える様 な問題を理解する

●心身の問題

・身体的被害，精神的被害

事件後の状況

●近隣や知人からの中傷や誤った励まし

●配慮ないマスコミ報道や取材活動

周囲の人の言動による傷つき

●経済的な問題

・財産の喪失

・主たる生計者の喪失

当面の出費

●犯罪被害者等は被害の弁償を受け社会的にも

保護されているといった誤解

●周囲の人たちからの中傷や興味本位の質問による

精神的な被害・当面の出費

（葬祭費，医療費，転居費用，裁判費用など）

・住居の問題

●仕事や就労の問題

精神的な被害

●各種手続の窓口での二次的被害

⇒社会の中で孤立を余儀なくされる

●仕事や就労の問題

・入院等によるやむを得ない欠勤

・雇用の維持（収入の途絶え）

●家族・親族の支えあいの喪失

・被害のショックで家族が精神的に余裕のない状態

・家事，子育て，介護の問題

●裁判に伴う様々な負担

裁判の傍聴 証言 意見陳述などでの時間や労力・裁判の傍聴，証言，意見陳述などでの時間や労力

・損害賠償請求に伴う負担

平成２０年度犯罪被害類型別継続調査結果報告書



犯罪被害者等支援の意義及び必要性

《不幸にして，犯罪に巻き込まれた被害者等の現状》
○ 権利が尊重されてきたとは言い難い
○ 十分な支援が受けられず，社会において孤立

○ 多くの犯罪被害者等は 直接的被害だけではなく

行政機関の取組だけではなく，
地域や社会全体で支える取組が必要

○ 多くの犯罪被害者等は，直接的被害だけではなく，
・収入の途絶や医療費の負担等による経済的困窮
・居住場所の確保，
・雇用の維持，
・周囲の心無い対応による精神的被害 など犯罪被害者の視点に立った施策を講じ，被害者の権利利益の

保護が図られる社会の実現のために 社会全体で支える必要

市民の誰もが犯罪被害者等となる可能性がある中

行政機関の役割は

○ 犯罪被害者等の置かれた状況は様々であり 必要とする支援も

様々な問題に苦しめられ，社会の中で孤立するといった
『二次的被害』を受けることが少なくない

保護が図られる社会の実現のために，社会全体で支える必要

○ 犯罪被害者等の置かれた状況は様々であり，必要とする支援も
刑事手続に関するものだけでなく，経済支援や医療・福祉，住宅，
雇用など生活全般にわたっている。

⇒ これら多岐にわたる支援を被害直後から中長期にわたって途切れ
なく行うには，府，府警，本市，民間支援団体及び関係機関が一体
とな た 犯罪被害者等施策 総合的な推進が必要 ある

直接的被害の軽減，二次的被害の防止，
平穏な生活の回復のために，

市民全体の意識の高揚が必要である

犯罪被害者の言葉をしっかりと受け止めながら，社会全体で犯罪被害者をしっかりと支え，犯罪被害者の言葉をしっかりと受け止めながら，社会全体で犯罪被害者をしっかりと支え，
共に将来に目を向けて歩んでいける地域社会の形成共に将来に目を向けて歩んでいける地域社会の形成

となった，犯罪被害者等施策の総合的な推進が必要である。 市民全体の意識の高揚が必要である。

共に将来に目を向けて歩んでいける地域社会の形成共に将来に目を向けて歩んでいける地域社会の形成

『条例』を制定し 社会全体で犯罪被害者等の支援に取り組むことは

条例化により，行政，市民，事業所等の責務，役割を明確する

『条例』を制定し，社会全体で犯罪被害者等の支援に取り組むことは
○ 様々な困難に直面している犯罪被害者等にとって大きな支えとなる
○ 市民の誰もが犯罪被害者等になり得る状況の中で，事件・事故への不安や懸念に対する市民の安心のよりどころ，

『心のセーフティネット』となる。



国，地方公共団体における犯罪被害者支援施策

○ 平成１６年１２月 「犯罪被害者等基本法」が成立し 犯罪被害者等のための施策に関し 基本理念が

国の取組

○ 平成１６年１２月，「犯罪被害者等基本法」が成立し，犯罪被害者等のための施策に関し，基本理念が
定められ，国，地方公共団体，国民の責務が明らかにされた。

○ 同法に基づき，平成１７年１２月には，総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱
や施策を相互的かつ計画的に推進するために必要な事項を取りまとめた「犯罪被害者等基本計画」が閣議
決定された決定された。

○ これを受け，地方公共団体においても国との適切な役割分担を踏まえて，地域の実情に応じた施策を自ら
策定し実施することが求められている。

○ 現在，第二次犯罪被害者等基本計画（仮称）の策定を進めている。
※ 10/15～11/15：パブコメ⇒12月上旬：素案の策定⇒1月下旬～2月：閣議決定⇒4月：施行※ 10/15～11/15：パブコメ⇒12月上旬：素案の策定⇒1月下旬～2月：閣議決定⇒4月：施行

地方公共団体の取組

○ 地域住民にとって最も身近な存在であり，かつ，各種
保健医療・福祉制度など，市民生活施策の実施主体で
ある基礎自治体として，施策を総合的に推進するための
体制づくり
⇒ 総合相談窓口の設置や庁内外の推進体制の整備，
職員の意識付け，条例・計画等の制定・策定等が求め
られている。



地方公共団体の取組状況 平成２１年６月１日現在（内閣府調査）

１ 総合的対応窓口の設置状況

犯罪被害者等からの相談や問い合わせに対応する総合

的な対応窓口を設置・設置予定の団体は，都道府県では

９３ ７％ 政令市では６６ ７％ 市町村では４２ ３％と９３．７％，政令市では６６．７％，市町村では４２．３％と

なっている。

本市では，地域づくり推進課が総合的対応窓口

犯罪被害者等施策に関する規定を含む条例を制定して

いる団体は 都道府県では１８団体（３８ ３％） 政令市で

２ 条例の制定状況

いる団体は，都道府県では１８団体（３８．３％），政令市で

は２団体（１１．１％），市町村では１３３団体（７．５％）と

なっている。※現在は４団体

新潟市（H19.4施行） 札幌市（H21.4施行）

浜松市（H22 1施行） 静岡市（H22 4施行）浜松市（H22.1施行） 静岡市（H22.4施行）

⇒ 全て「安心・安全まちづくり」や「防犯」に関する条例

に犯罪被害者支援の項目を盛り込んでいる。

犯罪被害者支援に特化した条例を制定しているのは，

都道府県が２団体（宮城県，神奈川県），政令市はなし，

市町村では５７団体となっている。

本市では，犯罪被害者等施策に関する規定を含む条例は未制定
生活安全基本計画において，８つの取組の柱の一つとして位置づけ



京都府内及び政令指定都市の支援策の状況

独自の取組条 例

１ 府及び府内２６市町村の状況

相談窓口の設置 見舞金の支給 資金の貸付 ヘルパーの派遣犯罪被害者等支援条例（特化条例）久御山町

・被害者サポートチームの設置，
・（社）京都罪被害者支援センターの支援などを実施

安心・安全なまちづくり条例
（生活安全条例）の一部に規定
【平成16年12月施行】

京 都 府

相談窓口の設置 見舞金の支給犯罪被害者等支援条例（特化条例）城 陽 市

相談窓口の設置，市営住宅の一時使用，見舞金の支給犯罪被害者等支援条例（特化条例）
を制定【平成22年4月施行】

宇 治 市

相談窓口の設置，見舞金の支給，資金の貸付，ヘルパ の派遣犯罪被害者等支援条例（特化条例）
を制定【平成21年4月施行】

久御山町

相談窓口の設置，見舞金の支給犯罪被害者等支援条例（特化条例）
を制定【平成22年10月施行】

城 陽 市

京丹後市 生活安全条例の一部に規定
【平成21年4月施行】

相談窓口の設置，講演会を実施

条 例 独自の取組

２ 他政令市（１８市）の状況

○生活安全条例等の一部に規定が４都市
（新潟，札幌，浜松，静岡）
※特化条例はなし

○特化条例を検討中が１都市
（岡山／１１月市会条例提案予定）

○公営住宅入居などで特別の配慮をする制度
（抽選倍率の優遇など）が５都市
⇒仙台，新潟，名古屋，神戸，福岡

○他の取組（見舞金，ヘルパー派遣など）はなし
（岡山／１１月市会条例提案予定）


