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　第 4章　雑則
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第１章　総則
（目的）
第１条　この条例は、犯罪被害者等のための施策に関する基本理念を定め、市町村及び
市町村民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる
事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進
し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。

　　
解説
第 1条
・本条例は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るために、基本理念を定め、市町村及び
市町村民等の責務を明確にするとともに、犯罪被害者等のための総合的かつ計画的な施
策を推進するものである。
・犯罪被害者等基本法（以下、本項において「基本法」という。）に定める基本理念を実
現するためには、地域による差異がないよう、全国の地方自治体にあまねく犯罪被害者
等支援条例を制定すること、特に、もっとも身近な行政機関である市町村に条例が整備
されることが重要である。
　条例の制定は、①法的拘束力を持たせるだけでなく、②市町村としての意思を住民に明
確に示すとともに、③市町村民等に対し、犯罪被害者等及びその支援について関心を喚
起し、幅広い参加を促し、一方で、市町村としても条例に基づいて犯罪被害者等のため
の施策を積極的に行うことができることとなる。
　近時では、明石市において、明石市犯罪被害者等の支援に関する条例第５条に基づき、
市内の書店に対して加害者が作成した手記の販売自粛を要請し、広報誌等を通じて市民
にも呼びかけたことが記憶に新しい。
　　
　　

（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ 
による。 
（1）犯罪等　犯罪（刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 35 条又は第 36 条第 1項の規定
により罰せられない行為を除き、同法第 37 条第 1 項本文、第 39 条第 1 項又は第
41 条の規定により罰せられない行為を含む。）及びこれに準ずる心身に有害な影響
を及ぼす行為をいう。

（2）犯罪被害者等　犯罪等により被害を被った者及びその家族又は遺族であって、市
町村内に住所を有する者をいう。

（3）犯罪被害者等のための施策　犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽
減し、地域社会で再び平穏な日常生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被
害者等がその被害に係る手続に適切に関与することができるようにするための施策
をいう。

資
料
３
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（4）市町村民等　市町村内に住所を有し、居住し、勤務し、在学（通学）し、滞在す
る者並びに事業者及びこれらの者の組織する団体をいう。

（5）二次的被害　犯罪等の被害にあったことによる経済的な損失、精神的な苦痛、身
体の不調、転居を余儀なくされること、周囲の人々の中傷等の噂及びマスメディア
の報道等によるプライバシーの侵害その他犯罪等に関する二次的な被害をいう。

　　
解説
第 2条（1）
・「犯罪等」の定義は、基本法第２条第１項と同様である。
・条例の対象となる「犯罪等」の犯罪被害者等は、刑法上の犯罪による犯罪被害者等に限
られず、DV、ストーカー、児童虐待等の犯罪の被害者等も含まれるものとする。
同（2）
・「犯罪被害者等」に犯罪被害者本人だけでなく、家族及び遺族も含めている点は、基本
法第 2条第 2項と同様である。
・条例の射程（市町村の責任範囲）を明確にする趣旨で、市町村内に住居を有する者（住
民票の有無が基準となろう）に限定する。
　この点、いくつかの市町村では、保護を受けうる犯罪被害者等に外国人登録原票に登録
されている者も含むことを明記している（ex. 大津市、米原市など）。犯罪被害者等の保
護の見地からは、これらの者も保護の対象とすることが望ましいが、各市町村の実情等
に照らして規定されるべきと考える。
・全国の市町村にあまねく本条例が制定されることを前提とし、各市町村間の連携につい
ては、第 4条第 2項（市町村の責務及び連携協力）に定めることとした。
同（3）
・「被害に係る手続」には、刑事手続のみならず被害に係る損害賠償請求等の手続（民
事）も含まれる。
同（4）
・当該自治体内の犯罪被害等の保護の実効性を図るため、「市町村民等」については、当
該自治体内に居住、活動、滞在等する者、事業者、団体を広く含めるべきである。
同（5）
・犯罪被害者等にとって、二次的被害の苦しみは極めて大きいので、二次的被害について
明記することで、その存在を知らしめ、予防効果も期待する。
・犯罪被害者等が受ける被害は、加害者のみならず、第三者の行為によっても生じうるも
のであることを明確にした。
　　
　　

（基本理念）
第３条　すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇
を保障される権利を有する。
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２　犯罪被害者等のための施策は、被害の状況、原因、犯罪被害者等の置かれている
状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。
３　犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏
な日常生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れること
なく受けることができるよう、講ぜられるものとする。

　　
解説
第 3条
・基本法第 3条（基本理念）と同様である。
　特に、犯罪被害者等が個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障され
ることが「権利」であることを明確にする。
・犯罪被害者等は、犯罪等による身体的、精神的な苦痛のみでなく、二次的被害、生活上
および経済上の負担等、様々な面で尊厳を奪われる。
　本条例は、犯罪被害者等が尊厳を取り戻すこと、そのための処遇を保障されることが犯
罪被害者等の権利であり、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再
び平穏な日常生活を営むことができるようになるまで、必要な支援等を途切れなく受け
ることができることを、最も重要な基本理念とする。
　　
　　

（市町村の責務及び連携協力）
第４条　市町村は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、犯罪被
害者等の支援等に関し、地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有す
る。
２　市町村は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、国、他の地方公
共団体、民間の団体、市町村民等、その他の関係機関及びその他の関係する者と、
相互に連携を図りながら協力しなければならない。
３　市町村は、犯罪被害者等のための施策を実施するに当たり、二次的被害の発生防
止に最大限配慮し、これを防止する施策を講じるよう努めるものとする。

　　
解説
第 4条 1項
・基本法第 5条（地方公共団体の責務）を実現するものとして、市町村に施策策定、実施
の責務を明定した。
・地域の特殊性に鑑み、各市町村における独自の施策が期待される。
　例えば、観光都市であり、かつ、大学等において被害者や臨床心理の研究が進んでいる
京都府京都市の京都市犯罪被害者等支援条例第 15 条では、次のように定められてい
る。

（観光旅行者等に対する支援）
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　「本市は、本市の区域内において犯罪等により害を被った観光旅行者その他の滞在者に
対し、民間支援団体及び大学等と連携して、相談等必要な施策を行うものとする。」
同 2項
・犯罪被害者等に対する途切れない支援のため、関係機関等が連携することが極めて重要
である。
　　事件発生から経過した時間、犯罪被害者等の所在、状況等に応じ、関係機関等の多様
な支援が求められる。
同 3項
・二次的被害防止の重要性に鑑み、これを防止する施策を講じることを明確にした規定で
ある。
　　前述した明石市犯罪被害者等の支援に関する条例第 5条も、二次的被害の防止につい
ての規定であり、これに基づいて、加害者作成の手記につき販売自粛要請がなされたも
のである。
　　
　　

（市町村民等の責務）
第５条　市町村民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯
罪被害者等を支援することの重要性についての理解を深め、市町村が実施する犯罪被
害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。
２　市町村民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう二次
的被害の発生防止に努めるものとする。
３　事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る法的手続に適切に関与することができ
るように、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分に配慮するよう努めなければ
ならない。

　　
解説
第 5条 1項
・犯罪被害者等は、地域に生活する一市町村民であり、その支援を実効的なものとするた
めには、周囲の市町村民等の協力が必要不可欠である。
　また、犯罪被害者等は、事件による直接の被害だけでなく、周囲の人の無理解等によっ
て二次的被害を受ける場合がある。
　そのため、市町村だけではなく、犯罪被害者等を取り巻く市町村民等に対しても市町村
が実施する施策に協力すること、二次的被害の発生防止に努めることを責務として規定
した。
・特に、犯罪被害者等が被害に係る刑事手続、損害賠償請求等の手続（民事）に適切に関
与することができるようにするには、勤務先等の理解、協力が不可欠となるため、第 3
項を設けた。
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第２章　体制の整備
（総合的支援体制の整備、相談及び情報の提供等）
第６条　市町村は、国、他の地方公共団体及び市町村民等と連携して犯罪被害者等の支
援を実施するために必要な総合的な支援体制を整備するものとする。
２　市町村は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう
にするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な
情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必
要な施策を講ずるものとする。
３　市町村は、前項の支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

　　
解説
第 6条 1項
・犯罪被害者等の支援は、事件発生からの時期、犯罪被害者等の所在、個別の状況等によ
って、必要とする支援が異なり、また多様な方面における支援が求められることから、
これに応えるべく総合的な支援体制を整備することは必須である。

（参考）
　岡山県総社市では、総社市犯罪被害者等支援条例第 13 条において支援体制の構築につ
いて定め、これに基づいて「総社市権利擁護センター『しえん』」を設立し、ワンスト
ップでの支援を実施している。「しえん」の中には犯罪被害者支援委員会が設置されて
おり、警察、医療機関、弁護士、支援者、消防士等が委員となって月 1回打合せを行っ
ている。また「しえん」では週 1日、弁護士が職員から業務に関する法律相談に応じて
いる。
同 2項
・犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談及び情報の提供等を実施すること
を規定するものである。
　犯罪被害者等は突然犯罪に巻き込まれ、混乱の中にいるのであり、相談及び情報の提供
は、犯罪被害者等の多種多様な支援への入り口となるものである。
・なお、犯罪被害者等の相談に応じ、適切な情報提供等を行うためには、専門性を有する
総合的窓口を設置することが重要であるので、小規模地方公共団体等で、犯罪被害者等
支援に特化した専門窓口を設置することが困難な場合であっても、いわゆるワンストッ
プでの対応が可能となるような窓口を設置することが望ましい。
　実際、既に窓口を設けている市町村では、市民安全課、防災安全課、総務課等に窓口が
設けられているところもある。
　（参考）
　　警察庁犯罪被害者等施策ホームページ
　　　http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/bukyoku/bukyoku.html
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（財政上の措置）
第７条　市町村は、犯罪被害者等の支援に関する施策を推進するために必要な財政上の
措置を講ずるものとする。

　　
解説
第 7条
・犯罪被害者等の支援のための施策を推進するに当たっては、様々な費用等が必要となる
ので、財政上の措置を講ずべきことを明確にしておくことは極めて重要である。
　下記に要する費用の例を挙げる。
　　支援金、見舞金、貸付金
　　犯罪被害者等の支援に要する物的費用
　　　安全確保のための施設設備費用
　　　住居確保費用
　　　生活支援費用
　　　相談窓口整備費用
　　　研修・広報啓発活動等に要する費用
　　　二次的被害等防止のために要する費用　他
　　犯罪被害者等の支援に携わる人的費用
　　　相談員
　　　支援員
　　　社会福祉士
　　　保健師
　　　精神保健福祉士
　　　医師
　　　臨床心理士
　　　カウンセラー
　　　弁護士　他
　　　法的手続きに関する費用
　　　民間支援団体に要する費用
　　
　　

（経済的負担の軽減）
第８条　市町村は、犯罪被害者等の日常生活に支障を来すことがないよう、犯罪等に起
因する経済的負担の軽減を図るために必要な施策及び経済的な助成に関する情報の提
供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 8条
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・犯罪被害者等は、犯罪等による身体的・精神的被害だけでなく、医療費や引っ越しを余
儀なくされる等の経済的負担が発生したり、就労が困難になる等して、日常生活にも支
障を来すことがある。そのため、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るために必要な
施策を講ずることが望ましい。また、施策実効化のため、各制度について犯罪被害直後
から犯罪被害者等に情報が提供され、迅速に手続きが進められることが期待される。
　　
（参考）
犯罪被害者等は、被害に係る刑事裁判に被害者参加等を行うことができるが、金銭的な
負担（旅費交通費等）や欠勤を余儀なくされること等によってこれを断念することも少
なくない。
被害者参加人に支給される旅費は、実際に法廷内に参加する必要がある等、支給に条件
があるため（法廷内に参加できない上告審では支給されない）、必要な費用を補助する
制度を設けることを期待するところである。例えば、明石市犯罪被害者等の支援に関す
る条例第 12 条は下記のように定めている。

（刑事被告事件の手続への参加についての支援）
　「市は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事被告事件の手続に容易に参加することが
できるようにするため、犯罪被害者等が公判期日に出席するために必要な費用の補助を
行うものとする。」
　　
　　

第 3章　基本的施策
（支援金・貸付金等）
第９条　市町村は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、規
則で定めるところにより、犯罪被害者等に対し、支援金の支給及び無利子の貸付けを
行う。

　　
解説
第 9条
・前条の具体的施策の一つとして、支援金、及び無利子の貸付金について定めた。すなわ
ち、犯罪被害者等の被害回復については、国の犯罪被害給付制度があるが、支給を受け
るには、公安委員会へ申請し、査定を受けなければならず、査定において調査に時間を
要したり、親族間の犯罪や被害者に帰責性がある場合には給付金が支給されない等、犯
罪被害者等の経済的支援に直結しない場合もあるため、犯罪被害直後に速やかに支給さ
れる支援金、及び無利子の貸付金が実施されることが望ましい。
　なお、岡山県総社市では、支援金の手続きが非常に迅速で、申請から 1週間程度で支払
いがなされており、必要に応じて窓口での手渡しも行っている。
・さらに、他にも、例えば、明石市犯罪被害者等の支援に関する条例第 13 条は、下記の
ように債務名義を取得した犯罪被害者等からの請求により、300 万円までの立替支援金
（立替後、市が加害者に請求する）を定める。
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　（立替支援金）
　「市は、加害者に対する損害賠償請求権に係る債務名義を取得した犯罪被害者等が当該
請求権の立替払いを請求した場合は、立替支援金の支給を行うものとする。」
　　
　また、ノルウェーでは暴力犯罪被害者補償法を定め、暴力犯罪の被害者は国家から補償
を受ける権利が与えられている。
　加害者の中には犯罪被害者等の受けた損害を賠償する資力がない場合も多く、犯罪被害
者等の損害回復のための施策については、今後より一層の検討が必要と考える。
　　
　　

（日常生活の支援等）
第 10 条　市町村は、犯罪被害者等が早期に平穏な日常生活を営むことができるよう、
病院等への付添い、送迎、家事、育児、介護その他の日常生活の支援のため、援助者
の派遣等必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 10 条
・犯罪被害者等は、犯罪等によって被った身体的・精神的被害により、また、犯罪等によ
って発生した生活の支障、経済的負担、二次的被害等により、事件以前のような日常生
活を営むことができなくなる場合がある。
　このような犯罪被害者等が、日常生活に不便をきたさないために必要な施策を講ずるこ
とは、特に被害を受けた初期の支援として重要である。
　具体的には、犯罪被害者等の実情、置かれている個別の状況に応じ、病院等への付添
い、送迎、家事、育児、介護の支援のための訪問介護員等の派遣、一時保育費用の補助
等が考えられる。
　　
　　

（心身に受けた被害からの回復）
第 11 条　市町村は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた被害から早期に回復で
きるよう、適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するために必要な施策を
講ずるとともに、心理相談その他の必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 11 条
・犯罪被害者等は、犯罪等によって心身ともに被害を受け、精神的な立ち直りが困難にな
ることも少なくない。
　したがって、速やかに、適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供や、心理相談
等を受けることにより、犯罪等により受けた心身の被害から早期に回復できるような施
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策が講ぜられる必要がある。
・心理相談その他の必要な施策においては、臨床心理士、精神保健福祉士、カウンセラ
ー、保健師等の活用が期待される。
　　
　　

（弁護士による相談体制の充実等）
第 12 条　市町村は、犯罪被害者等が犯罪等に起因して直面している法律問題の円滑な
解決を図るため、犯罪被害者等の援助に精通している弁護士による相談体制の充実そ
の他の必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 12 条
・犯罪被害者等は、民事・刑事を問わず、少なからず法律問題に直面することとなるた
め、当該法律問題について速やかに法律相談を受け、また、円滑な問題解決が図れるよ
うな体制作りが重要となる。
　そこで、基本法第 11 条（相談及び情報の提供等）の具体的施策として、弁護士による
相談体制の充実を図ることが必要である。本条項は、神奈川県犯罪被害者等支援条例第
12 条を参考にした。
　　
　　

（居住の安定、一時的な住居の提供等）
第 13 条　市町村は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害
者等の生活の安定を図り、又は犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けること
を防止するため、公営住宅への入居における特別の配慮、新たに入居する賃貸住宅の
家賃の補助、転居に要する費用の補助、一時的な利用のための住居の提供、その他の
必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 13 条
・犯罪の現場が自宅であったり、犯罪被害者等の自宅を知る加害者が身柄拘束を受けてい
ない場合等は、犯罪被害者等が従前の住居に居住することが不可能ないし困難となるこ
とがあり、安心安全な生活場所の確保は、被害後直ちに発生する重要な課題である。
　　「公営住宅への入居における特別の配慮」としては、抽選によらない入居、入居要件
の緩和等が考えられる。
・上記のように、居住の安定は、被害後直ちに発生する問題なので、施策の一つとして、
基本法第 16 条（居住の安定）に規定される支援項目の他に、「一時的な利用のための住
居の提供」（一時保護施設等の優先的利用など）についても規定した。
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（参考）
・岡山県総社市においては、上記第 13 条と同様の居住の安定に関する規定を設け、一時
避難住宅用に、市営住宅の一部屋を常に確保し、一般社団法人岡山県宅地建物取引業協
会と連携して住宅の情報を提供している。
　　
　　

（雇用の安定等）
第 14 条　市町村は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携し、犯
罪被害者等が置かれている状況について、事業主の理解を深め、犯罪被害者等の事情
に配慮した職場環境の整備等がされるよう必要な支援を講ずるものとする。

　　
解説
第 14 条
・基本法第 17 条（雇用の安定）と同様である。
・犯罪被害者等は、犯罪被害による心身への影響により事件前と同様に働くことが困難に
なったり、法的手続等への対応により、休業を余儀なくされる場合があるが、そのよう
な場合でも、事業主が柔軟に対応し、犯罪被害者等の希望に応じた形態で働き続けられ
ることが望ましい。
　事業主や職場が犯罪被害者等に理解がない場合は、解雇や職場にいづらくなる等の事態
も起こり得るため、これを回避する施策として規定したものである。具体的な施策とし
ては、市町村から事業主に対し、被害回復のための休暇制度等を広報周知し、かかる制
度整備促進のための支援を行うこと等が考えられる。
・関係機関としては、ハローワーク等が挙げられる。
（参考）
　厚生労働省ホームページ「犯罪被害者の方々のための休暇について考えてみましょう」
　http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/101216_02.html
　　
　　

（安全の確保等）
第 15 条　市町村は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、
その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、犯罪被害者等に係る
個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 15 条
・犯罪被害者等が、さらなる犯罪等によって被害を受けるようなことは決してあってはな
らない。そのための手段として、市町村に一時保護等の必要な施策を講じることを義務



― 225 ―

資料３

付けたものである。
・都道府県レベルにおいて、安全確保のための施策が講ぜられるべきことは勿論である
が、各市町村においても、同様の施策が講ぜられることが望ましい。
　具体的には、公営住宅を犯罪被害者等のために確保する、ホテル等の費用を負担する、
関係各機関との連携（婦人相談所、児童相談所、民間のシェルター等との連携）等が考
えられる。
　　
　　

（人材の育成等）
第 16 条　市町村は、相談、助言、日常生活の支援その他の犯罪被害者等の支援を担う
人材を育成するために必要な施策を講ずるものとする。
２　市町村は、犯罪被害者等が配慮に欠ける言動により更なる被害を受けることのな
いよう、市町村の職員、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係する団体の
業務に従事する者その他の関係者に対し、犯罪被害者等支援に係る研修の実施その
他の必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 16 条 1 項
・犯罪被害者等へは、被害直後から総合的かつ計画的な支援が必要である。
　適切な相談対応、助言、支援を行うためには、その担い手である人材の育成が重要であ
り、研修等を通じ、正確な知識や情報を修得するとともに、犯罪被害者等の置かれてい
る状況や支援の重要性を理解することが必要であるため、市町村の職員、民間支援団体
その他関係者等に対し、研修の実施等の施策を講ずることを義務付けたものである。
同 2項
・犯罪被害者等が支援を受ける過程で必ず接する、職員や支援者等が、二次被害を与える
ようなことがあってはならないので、改めてそのための施策の必要性を明記した。
　　
　　（参考）

宮城県では、人材の育成に止まらず、「被害者支援員」制度を創設し（被害者支援
員の登録、紹介は公安委員会の管轄である）、機動的な犯罪被害者等の援助を行
うようにしている。育成した人材を活用する例として参考になることから、以下
紹介する。

　　宮城県犯罪被害者支援条例
　　（被害者支援員の登録）

第 10 条「公安委員会は、公安委員会規則で定めるところにより、被害者等の支援
に関して専門的な知識、技術及び経験を有すると認められる者を被害者支援員と
して登録することができる。
２　被害者支援員は、被害者等の相談に応じるとともに、役務の提供その他の方
法により被害者等の援助を行うものとする。
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３　公安委員会は、被害者等が支援を必要としていると認める場合において、当
該被害者等の求めがあったときには、被害者支援員の同意を得て、当該被害者
支援員を紹介することができる。
４　公安委員会は、被害者支援員の同意を得て、民間団体に対し、当該被害者支
援員を紹介することができる。
５　公安委員会は、被害者支援員が円滑な支援を行うために必要な知識又は技術
の提供その他の必要な配慮を加えるものとする。」

　　
　　

（支援従事者に対する支援）
第 17 条　市町村は、犯罪被害者等の支援に従事する者が犯罪被害者等の支援を行う過
程において、二次受傷（外傷体験を負った人の話に耳を傾けることで生じる被害者と
同様の外傷性ストレス反応）を負うことを防止するため、支援従事者に対する相談体
制の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 17 条
・犯罪被害者等の支援に携わる者は、犯罪被害者等に寄り添い、支援を行うことによっ
て、二次受傷を負う危険がある。
　支援者が二次受傷を負えば、支援者自身の心身や生活に悪い影響を及ぼしかねないし、
犯罪被害者等への適切な支援も困難となる。
　そのような事態を防止するために、支援従事者に対する相談体制の充実等についても規
定したものである。
　（参考）
　　　一般社団法人日本トラウマティック・ストレス学会『二次受傷』
　　　　http://www.jstss.org/topics/03/217.php
　　
　　

（民間支援団体等に対する支援）
第 18 条　市町村は、民間支援団体等が適切かつ効果的に犯罪被害者等支援を推進でき
るよう、支援を行う者の安全を確保し、財政上の措置、場所及び情報の提供、助言そ
の他の必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 18 条
・基本法第 22 条（民間の団体に対する援助）に基づくものである。
・民間支援団体等が犯罪被害者等の支援に果たす役割の重要性にかんがみ、民間支援団体
等への支援について規定する。すなわち、犯罪被害者等に対する支援は、民間支援団体
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が犯罪被害者等に寄り添いながら支援の中心となって、必要に応じて専門家へつなげて
いくことが多いが、民間支援団体は、財政的基盤が乏しく、全国にある犯罪被害者支援
センターの支援員の 5割以上が、無給か各都道府県で定められている最低賃金未満の報
酬での活動を強いられているのが現状である（毎日新聞 2016 年 8 月 30 日）ので、民間
支援団体に対し、公的な財政援助を行わなければ、支援が行き詰まる恐れがあり、早急
な手当が必要である。
　　
　　
　（参考）
　　大和郡山市では、大和郡山市犯罪被害者等支援条例第 11 条に民間支援団体に対する
必要な支援について規定しているところ、その具体策として，市が公益社団法人なら犯
罪被害者支援センターの賛助会員となり，賛助会費として同市の人口 1人あたり 2円と
して算定した 17 万円（人口約 8.5 万人）をセンターに納付している。
　　
　　

（市町村民等の理解の増進等）
第 19 条　市町村は、市町村民等が犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等
を支援することの重要性についての理解を深めるとともに、犯罪被害者等へ二次的被
害を与えないよう、情報の提供、啓発活動、教育の充実その他の必要な施策を講ずる
ものとする。

　　
解説
第 19 条
・犯罪被害者等の支援や二次的被害防止のためには、市町村民等が犯罪被害者等について
の理解を深めることが重要である。そのためには、市町村が、市町村のHPや広報誌等
を活用して、市町村民等に対し、犯罪被害者等に関する情報の提供、啓発活動、教育の
充実等を行うことが必要である。
　　
　　
　（参考）
　　秋田県では、「犯罪被害を考える日」（秋田県犯罪被害者等支援条例第 17 条第 2項）
を制定し、全県的に広報啓発活動を展開して県民理解の増進を図り、犯罪被害者等を支
える地域社会の形成を促進する等している（平成 26 年版犯罪被害者白書 80～82 頁）。
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（調査研究の推進等）
第 20 条　市町村は、犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行うことが
できるようにするため、心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける
影響及び犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推
進並びに市町村の内外の情報の収集、整理及び活用、犯罪被害者等の支援に係る人材
の養成及び資質の向上等必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 20 条
・基本法第 21 条（調査研究の推進等）と同様である。
・犯罪被害者等の支援の内容や在り方は、時代と共に変遷し、その都度、個々の事件の内
容、地域、犯罪被害者等の個別の状況等によって適切な支援を講ずることが必要であ
る。
　既存の施策や制度を、犯罪被害者等のニーズに応じ、発展させるためには、継続的な調
査研究、情報の収集等、人材の養成等が求められる。
　　
　　

第４章　雑則
（委任）
第 21 条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市町村
長が別に定める。
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犯罪被害者等支援モデル条例案（都道府県モデル）
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　　　第 22 条　委任
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第１章　総則
（目的）
第１条　この条例は、犯罪被害者等のための施策に関する基本理念を定め、都道府県及
び都道府県民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本と
なる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推
進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。

　　
解説
第 1条　犯罪被害者等支援モデル条例案（市町村モデル）（以下「市条例」）第１条を参照
されたい。
・特に、都道府県には、国、各市町村、都道府県域全体にまたがる関係機関・団体等と
の連絡及び協力を実施し、各支援が実効的なものとなるよう調整する役割が期待され
る。

　　
　　

（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ 
による。
（1）犯罪等　犯罪（刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 35 条又は第 36 条第 1項の規定
により罰せられない行為を除き、同法第 37 条第 1 項本文、第 39 条第 1 項又は第
41 条の規定により罰せられない行為を含む。）及びこれに準ずる心身に有害な影響
を及ぼす行為をいう。

（2）犯罪被害者等　犯罪等により被害を被った者及びその家族又は遺族であって、都
道府県内に住所を有する者をいう。

（3）犯罪被害者等のための施策　犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽
減し、地域社会で再び平穏な日常生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被
害者等がその被害に係る手続に適切に関与することができるようにするための施策
をいう。

（4）都道府県民等　都道府県内に住所を有し、居住し、勤務し、在学（通学）し、滞
在する者並びに事業者及びこれらの者の組織する団体をいう。

（5）二次的被害　被害にあったことによる経済的な損失、精神的な苦痛、身体の不
調、転居を余儀なくされること、又は周囲の人々のうわさ及び中傷並びにマスメデ
ィアの報道等によるプライバシーの侵害その他犯罪等に関する二次的な被害をい
う。

　　
解説
第 2条　市条例第２条を参照されたい。
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（基本理念）
第３条　すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇
を保障される権利を有する。
２　犯罪被害者等のための施策は、被害の状況、原因、犯罪被害者等の置かれている
状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。
３　犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏
な日常生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れること
なく受けることができるよう、講ぜられるものとする。

　　
解説
第 3条　市条例第 3条を参照されたい。
　　
　　

（都道府県の責務及び連携協力）
第４条　都道府県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと
り、総合的な犯罪被害者等支援施策を策定し、及び計画的に実施する責務を有する。 
２　都道府県は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、国、他の地方
公共団体、民間の団体、都道府県民等、その他の関係機関及びその他の関係する者
と、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
３　都道府県は、市町村が犯罪被害者等支援のための施策を策定し、及び実施しよう
とするときは、情報の提供、助言、人材育成その他の必要な協力を行うものとす
る。
４　都道府県は、犯罪被害者等のための施策を実施するに当たり、二次的被害の発生
防止に最大限配慮し、これを防止する施策を講じるよう努めるものとする。

　　
解説
第 4条　第 1項、第 2項及び第 4項については、市条例第 4条を参照されたい。

第 3項については、秋田県犯罪被害者等支援条例第 19 条及び神奈川県犯罪被害
者等支援条例第 4条第 3項を参考にした。

　　
　　

（都道府県民等の責務）
第５条　都道府県民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び
犯罪被害者等を支援することの重要性についての理解を深め都道府県が実施する犯罪
被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。
２　都道府県民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう二
次的被害の発生防止に努めるものとする。
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３　事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る法的手続に適切に関与することができ
るように、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分に配慮するよう努めなければ
ならない。

　　
解説
第 5条　市条例第 5条を参照されたい。
　　
　　

第２章　体制の整備
（総合的支援体制の整備、相談及び情報の提供等）
第６条　都道府県は、国、他の地方公共団体及び都道府県民等と連携して犯罪被害者等
の支援を実施するために必要な総合的な支援体制を整備するものとする。
２　都道府県は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよ
うにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要
な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等
必要な施策を講ずるものとする。
３　都道府県は、前項の支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

　　
解説
第 6条　市条例第６条を参照されたい。
　　
【参考】都道府県独自の支援体制の例
　犯罪被害者等支援条例を制定している都道府県の中には、総合的な支援体制に加え、独
自の支援推進等の体制を設けているところもある。都道府県の実情に合わせた支援や推進
体制を整備するにあたって参考になることから、以下に紹介する。
　　
１　宮城県
　（1）宮城県犯罪被害者支援連絡協議会
　　犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に調整し、かつ、相互協力及び連携の下に
効果的に実施するために、県が設置する機関である（宮城県犯罪被害者支援条例第６条
第１項）。
　　同機関は、
　　①関係行政機関
　　②被害者等を支援する活動を行っている民間の団体
　　③被害者等の支援に関連する事業者
　　④学識経験者
　によって構成される（同条第 2項）。
　（2）宮城県犯罪被害者支援審議会
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　　被害者等の支援に関する基本的な施策及び重要事項を審議するために、公安委員会の
附属機関として設置された附属機関である（同第 8条第 1項）。
　　同機関は、公安委員会が任命する委員 10 人以内で組織される（同条第 2項）。
　　なお、公安委員会の犯罪被害者支援推進計画の策定にあたっては、同協議会の意見聴
取が必要とされる（同第 9条第 4項）。
　（3）警察署単位の推進体制
　　警察署の管轄区域内において、関係行政機関、民間団体、事業者及び学識経験者との
協働による被害者等の支援に関する施策を推進するための体制を、同警察署の署長は整
備するものと定められている（同第 7条）。
　　
２　山形県
　（1）推進体制
　　国、市町村及び県民等と連携して犯罪被害者等の支援を推進するための体制を採って
いる（山形県犯罪被害者等支援条例第 11 条）。
　（2）総合的相談体制
　　犯罪被害者等に対し、必要な情報の提供及び助言を行うため、市町村及び民間支援団
体との連携の下に総合的な相談体制を整備する体制を採っている（同第 12 条）。
　　
３　神奈川県
　（1）総合的支援体制
　　知事及び公安委員会が、民間支援団体と連携し、及び協力して、犯罪被害者等が直面
している各般の問題について相談に応じ、犯罪被害者等支援を一体となって実施するた
めに必要な総合的な支援を行う体制を採っている（神奈川県犯罪被害者等支援条例第
10 条第 1項）。また、体制の整備にあたっては、市町村その他犯罪被害者等支援に関係
する機関及び団体と緊密に連携し、犯罪被害者等がどの機関及び団体を起点としても同
様に必要とする支援を受けられるように努めるものとしている（同条第 2項）。
　（2）推進体制
　　県が、県民等、市町村その他犯罪被害者等支援に関係する機関と連携して、犯罪被害
者等支援を推進するための体制を整備するものとしている（同第 20 条第 1項）。
　（3）警察署単位の推進体制
　　警察署の管轄区域内において、県民等、市町村その他犯罪被害者等支援に関係する機
関と連携して、当該管轄区域内における犯罪被害者等支援を推進するための体制を整備
するものとしている（同第 20 条第 2項）。
　　
４　富山県
　（1）協議会
　　県は、犯罪被害者等支援施策の効果的かつ円滑な実施を図るため、県及び関係機関等
により構成される協議会を組織する（富山県犯罪被害者等支援条例第 22 条第 2項）。同
協議会は、県及び関係機関等が相互の連絡を図ることにより、犯罪被害者等支援に関す
る課題について情報を共有し、県及び関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、犯罪
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被害者等支援施策について協議を行うものとする（同条例第 2項）。
　　
　　

（財政上の措置）
第７条　都道府県は、犯罪被害者等支援を推進するために必要な財政上の措置を講ずる
ものとする。

　　
解説
第 7条　市条例第７条を参照されたい。
　　
　　

（経済的負担の軽減）
第８条　都道府県は、犯罪被害者等の日常生活に支障を来すことがないよう、犯罪等に
起因する経済的負担の軽減を図るために必要な施策、並びに経済的な助成に関する情
報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 8条　市条例第 8条を参照されたい。
　　
　　

第３章　基本的施策
（犯罪被害者等支援推進計画の策定、意見聴取）
第９条　都道府県は、犯罪被害者等支援施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯
罪被害者等支援に関する計画（以下「犯罪被害者等支援推進計画」という。）を定め
なければならない。
２　犯罪被害者等支援推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
（1）犯罪被害者等支援に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向
（2）前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等支援施策を総合的かつ計画的に推進す
るために必要な事項

３　都道府県は、犯罪被害者等支援推進計画を定め、又は変更しようとするときは、

市町村及び都道府県民等及び犯罪被害者等その他の関係者の意見を聴くために必要
な措置を講ずるものとする。
４　都道府県は、犯罪被害者等支援推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく
これを公表するものとする。

　　
解説
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第 9条
・犯罪被害者等の支援を迅速かつ効率的に行うためには、計画を定めることが必要であ
り、計画は行政機関が自身の裁量により定めることができるものであるが、犯罪被害者
等の支援は、本条例で明らかなように都道府県民等の協力が必須である。そのため、計
画の策定・変更手続きについて、都道府県民が関与できるようにしたものである。
　　
【参考】犯罪被害者支援推進計画
　複数の県が、犯罪被害者等支援条例中、本条と同様の条文を定めている。これらは、地
域の実情を反映したものであり、今後、犯罪被害者等支援推進計画を策定するに当たって、
参考になることから、次頁にて、紹介する。
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犯罪被害者支援推進計画対照表
　　

名称
計画策
定権者

計画事項 意見聴取

宮城県
犯罪被害者
支援推進計
画

公安委
員会

・被害者等の支援に係る施策
の実施に関する事項
・被害者等の支援に係る役割
分担及び連携に関する事項
・被害者等の支援に係る市町
村の施策に対する助言に関す
る事項
・民間団体の活動の促進に係
る事項
・被害者等の支援に係る広報
啓発に関する事項
・被害者等の支援に係る情報
提供に関する事項
・被害者等の支援に関し必要
な事項

・県民の意見を反映
することができるよ
うな必要な措置を講
ずる。
・宮城県犯罪被害者
支援審議会から意見
を聴取する。

秋田県

犯罪被害者
支援に関す
る基本的な
計画

知事

・総合的かつ長期的に講ずべ
き犯罪被害者等支援のための
施策の大綱
・犯罪被害者等支援のための
施策を総合的かつ計画的に推
進するために必要な事項

・県民の意見を反映
させるために必要な
措置を講ずる。
・あらかじめ秋田県
犯罪被害者等支援推
進会議から意見を聴
く。

山形県

犯罪被害者
等の支援に
関する施策
を総合的か
つ計画的に
推進するた
めの計画

知事

・犯罪被害者等支援に関する
施策を総合的かつ計画的に推
進するために必要な事項
・犯罪被害者等の支援のため
の施策に関する事項

・市町村及び県民等
から意見を聴取す
る。

神奈川県
犯罪被害者
等支援に関
する計画

知事

・犯罪被害者等支援に関する
総合的な長期的な目標及び施
策の方向
・犯罪被害者等支援施策を総
合的かつ計画的に推進するた
めに必要な事項

・県民等及び犯罪被
害者等その他の関係
者の意見を聴くため
に必要な措置を講ず
る。
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静岡県

犯罪被害者
等支援に関
する推進計
画

県
・犯罪被害者等支援を総合的
かつ長期的に推進していくた
めの基本方針及び取組

推進計画を定めるに
当たって、あらかじ
め広く県民の意見を
聴く。

富山県
犯罪被害者
等支援に関
する指針

知事

・犯罪被害者等支援に関する
基本方針
・犯罪被害者等支援に関する
具体的施策
・犯罪被害者等支援施策を推
進するために必要な事項

規定なし。

奈良県

犯罪被害者
等の支援の
ための施策
に関する基
本的な計画

県

・犯罪被害者等の支援のため
の施策の大綱
・犯罪被害者等の支援のため
の施策を総合的かつ計画的に
推進するために必要な事項

基本計画を定めよう
とするときは、あら
かじめ、県民、事業
者、民間支援団体及
び犯罪被害者等の意
見を聴く。

岡山県
犯罪被害者
等の支援に
関する指針

県

・犯罪被害者等の支援に関す
る基本方針
・犯罪被害者等の支援に関す
る施策を推進するために必要
な事項

規定なし。

佐賀県

犯罪被害者
等支援に関
する推進計
画

県

・犯罪被害者等支援に関する
施策についての基本方針
・犯罪被害者等支援に関する
具体的施策
・犯罪被害者等支援に関する
施策を推進するために必要な
事項

規定なし（ただし、
条例第 22 条にて「犯
罪被害者等支援に関
する施策の推進に当
たっては、犯罪被害
者等をはじめ広く県
民から意見を聴き、
その反映に努めるも
のとする。」として
いる。

　　
　　

（支援金・貸付金等）
第 10 条　都道府県は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るた
め、規則で定めるところにより、犯罪被害者等に対し、支援金の支給及び無利子の貸
付けを行う。

　　
解説



― 238 ―

資料３

第 10 条　市条例第 9条を参照されたい。
　　
　　

（日常生活の支援等）
第 11 条　都道府県は、犯罪被害者等が早期に平穏な日常生活を営むことができるよ
う、病院等への付添い、送迎、家事、育児、介護その他の日常生活の支援のため、援
助者の派遣等必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 11 条　市条例第 10 条を参照されたい。
　　
　　

（心身に受けた影響からの回復）
第 12 条　都道府県は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた被害から早期に回復
できるよう、適切な保健医療サービス又は福祉サービスが提供されるよう必要な施策
を講ずるとともに、心理相談その他の必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 12 条　市条例第 11 条を参照されたい。
　　
　　

（弁護士による相談体制の充実等）
第 13 条　都道府県は、犯罪被害者等が犯罪等に起因して直面している法律問題の円滑
な解決を図るため、犯罪被害者等の援助に精通している弁護士等による相談体制の充
実その他の必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 13 条　市条例第 12 条を参照されたい。
　　
　　

（居住の安定、一時的な住居の提供等）
第 14 条　都道府県は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被
害者等の生活の安定を図り、又は犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けるこ
とを防止するため、公営住宅への入居における特別の配慮、新たに入居する賃貸住宅
の家賃の補助、転居に要する費用の補助、一時的な利用のための住居の提供その他の
必要な施策を講ずるものとする。
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解説
第 14 条　市条例第 13 条を参照されたい。
　　
　　

（雇用の安定等）
第 15 条　都道府県は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携し、
犯罪被害者等が置かれている状況について、事業主の理解を深め、犯罪被害者等の事
情に配慮した職場環境の整備等がされるよう必要な支援を講ずるものとする。

　　
解説
第 15 条　市条例第 14 条を参照されたい。
　　
　　

（安全の確保等）
第 16 条　都道府県は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、
その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、犯罪被害者等に係る
個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 16 条　市条例第 15 条を参照されたい。
　　
　　

（人材の育成等）
第 17 条　都道府県は、相談、助言、日常生活の支援その他の犯罪被害者等の支援を担
う人材を育成するために必要な施策を講ずるものとする。
２　都道府県は、犯罪被害者等が配慮に欠ける言動により更なる被害を受けることな
く、適切な支援を受けることができるよう、都道府県職員、民間支援団体その他の
犯罪被害者等支援に関係する団体の業務に従事する者その他の関係者に対し、犯罪
被害者等支援に係る研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 17 条　市条例第 16 条を参照されたい。
　　
　　

（支援従事者に対する支援）
第 18 条　都道府県は、犯罪被害者等の支援に従事する者が犯罪被害者等の支援を行う
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過程において、二次受傷（外傷体験を負った人の話に耳を傾けることで生じる被害者
と同様の外傷性ストレス反応）を負うことを防止するため、支援従事者に対する相談
体制の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 18 条　市条例第 17 条を参照されたい。
　　
　　

（民間支援団体等に対する支援）
第 19 条　都道府県は、民間支援団体等が適切かつ効果的に犯罪被害者等支援を推進で
きるよう、支援を行う者の安全を確保し、財政上の措置、場所及び情報の提供、助言
その他の必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 19 条　市条例第 18 条を参照されたい。
　　
　　

（都道府県民等の理解の増進等）
第 20 条　都道府県は、都道府県民が犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者
等を支援することの重要性についての理解を深めるとともに、犯罪被害者等へ二次的
被害を与えないよう、情報の提供、啓発活動、教育の充実その他の必要な施策を講ず
るものとする。

　　
解説
第 20 条　市条例第 19 条を参照されたい。
　　
　　

（調査研究の推進等）
第 21 条　都道府県は、犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行うこと
ができるようにするため、心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受け
る影響及び犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の
推進並びに市町村の内外の情報の収集、整理及び活用、犯罪被害者等の支援に係る人
材の養成及び資質の向上等必要な施策を講ずるものとする。

　　
解説
第 21 条　市条例第 20 条を参照されたい。
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第４章　雑則
（委任）
第 22 条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は知事が
別に定める。

　　
　　
　　
オプション条文（都道府県独自）
　　
　都道府県の犯罪被害者等支援条例等を調査した結果、多くの都道府県で取り入れられて
はいないが、参考になると思われる条文を以下に挙げる。各地の実情に応じて、これらも
参考にして、発展させた犯罪被害者等支援条例を制定していただきたい。
　　
１　遺児に関する条文
　犯罪被害者等が、犯罪被害によって生活に重大な影響を被ることは、異論がないとこ
ろである。その中でも特に、犯罪によって親を失った児童への影響は極めて深刻であ
る。犯罪被害者等支援条例の中には、特に、親権を行う者を失った児童又は未成年後見
人その他の者で児童を現に監護する者と死別した児童（以下「遺児」という）につい
て、手厚く保護をすべく、遺児に関する施策を定めるものがある。下記に紹介する。
　　
（定義）
第○条　遺児　親権を行う者又は未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者と
死別した児童をいう。

　　
（遺児等への支援）1）

第○条　都道府県は、犯罪被害者等のうち遺児又は特に支援を必要とする者について
は、個別支援計画を策定し必要な施策を講ずるものとする。

　　
２　警察に関する条文
　犯罪被害者等が、捜査の過程で二次的被害を被ることは誠に遺憾ながら、少なからず
存在する。そこで、犯罪被害者等支援条例の中には、これらの被害を防ぐために、捜査
の過程における配慮について犯罪被害者等支援条例に定めるものも存在する。そこで、
下記のとおり紹介する。
　　
　　（捜査の過程における配慮等）2）

第○条　都道府県は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査過程にお

１）　岡山県新見市犯罪被害者等基本条例第 7条を参考にしている。
２）　静岡県犯罪被害者等支援条例第 17 条を参考にしている。
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いて、名誉又は生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、犯罪
被害者等の負担が軽減されるよう、専門的知識又は技能を有する職員を配置する等
必要な施策を講ずるものとする。

　　
　　
３　大学等との連携
　犯罪被害者等支援に関する調査研究は、より適切な支援を行うために必要不可欠であ
る（そのため、本条例第 21 条でも調査研究について定めている）。大学と犯罪被害者等
支援に関する調査・研究を連携して行うことは、適切な支援に資することから、犯罪被
害者等支援条例の中には大学等との連携を定めるものも存在する。そこで、下記のとお
り紹介する。
　　
　　（大学等との連携）3）

第○条　都道府県は、大学その他の教育研究機関（以下「大学等」という。）と連携
して、犯罪被害者等の支援に関する啓発及び犯罪被害者等の支援の推進を担う人材
の育成に取り組むよう努めるものとする。

３）　京都市犯罪被害者等支援条例第 14 条を参考にしている。
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編集後記
　　
　貧困と格差が拡大する中，「何もしないわけにはいかない」ということで取り組み始め
たシンポジウムであり，どこに照準を合わせ，何を獲得目標にするか，実行委員全員で考
えながら準備を進めてきた。
　貧困問題については，2006 年の釧路大会以降，富山大会，岩手大会，香川大会でも取
り上げてきたが，今回は，これまで本格的に取り上げてこなかった税制について踏み込む
こととなった。
　税と社会保障による所得再分配，応能負担原則，租税法律主義，財政民主主義。これら
はいずれも憲法上の重要なテーマであるが，社会保障，労働法制，税財政等について，民
意が十分に反映されているのか，疑問がある。
　国民一人ひとりが，この国の主役であるという実感を持てるようにするためには，何が
必要かを考え，評論家的な提言を超えたシンポジウムになるよう心がけたつもりである。
　誰もが希望を持てる公正な社会の実現のためには，不平等社会の克服がまず必要であろ
う。
　今回のシンポジウムが，その取組のきっかけとなれば幸いである。
　　
  第 56 回人権擁護大会　　　　　　 　
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム第３分科会実行委員会　
  事務局長　　辻　　　泰　弘　　　
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