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巻 頭 言 

日本弁護士連合会（以下「日弁連」といいます。）犯罪被害者支援委員会は、２０２

１年３月１１日、第１４回国連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）において、「被

害者の刑事手続への参加とリーガルアクセス」と題したサイドイベントを開催しました。 

 日本では、２００８年、被害者が刑事手続に参加する被害者参加制度が導入され１０

年以上経過し、課題を克服しつつ運用されてきています。他方で、被害者を支援する国

選の弁護士が付されるには一定の要件が必要であり、リーガルアクセスに問題を抱えて

いる現状にあります。 

 本サイドイベントは、日本の状況を紹介するとともに、諸外国の被害者支援の状況を

共有し、被害者の刑事手続への参加とリーガルアクセスを進めるために企画されました。

日本の状況を望月晶子弁護士、フィンランドをアールネ・キンヌネン氏（フィンランド

法務省）、オーストラリアをマイケル・オコーネル氏（世界被害者学会事務局長）、ＥＵ

をサミ・ネバラ氏（ＥＵ基本権機関（ＦＲＡ）自由と正義部門統計・調査部長）に報告

いただきました。 

 いずれの報告者からも、示唆に富む優れた制度や活動が報告されました。他方で、被

害者支援が優れている国や地域においても、いまだ課題が残されていることも分かりま

した。 

 長い間、犯罪被害者は忘れられた存在と言われていました。１９６０年代頃から徐々

に世界各国が被害者支援を進めてきたものの、その道はまだ半ばであり、課題のない国

はありません。課題を克服するには、世界の様々な知恵を共有する必要があります。本

サイドイベントが知恵を共有することの重要性を再認識するきっかけとなり、世界の被

害者支援が一層進むことを願ってやみません。 

 本サイドイベントに御参加いただき有益な情報の提供と活発な意見交換をしてくだ

さった海外のゲストスピーカの方々に感謝をいたします。また、後援を快く引き受けて

くださった世界被害者学会（ＷＳＶ）、国連ヨーロッパ犯罪防止研究所（ＨＥＵＮＩ）

にもただただ感謝を申し上げます。 後に、本サイドイベントは高橋みどり弁護士がい

なければ実現しえず、犯罪被害者支援委員会コングレスチーム（天野康代弁護士、伊藤

佑紀弁護士、今枝隆久弁護士、大張慎悟弁護士、岡本矢弁護士、黒井新弁護士、高橋み

どり弁護士、武内大徳弁護士、長谷川桂子弁護士、平瀬義嗣弁護士、宮川倫子弁護士、

望月晶子弁護士、山本剛弁護士）、さらには犯罪被害者支援員会の全委員が一丸となっ

て企画実現したことを申し添えさせていただきます。 

日弁連犯罪被害者支援委員会委員 

琉球大学法科大学院教授 

弁護士 齋藤 実 

1 / 59



 

１ サイドイベントについて 

      

日弁連犯罪被害者支援委員会副委員長 

   弁護士 高橋 みどり 

(1) サイドイベント開催の意義 

日弁連犯罪被害者支援委員会の活動は盛りだくさんであり、弁護士の日常

的な被害者支援活動に関する諸問題から、これら活動の根幹となる国や地方

公共団体の制度設計に関することにまで及びます。現在、２０１７年１０月

の第６０回人権擁護大会で採択された決議 1において国と地方公共団体に求

めた諸施策の実現に向けた地道な活動を続けています。 

この人権擁護大会のシンポジウム開催準備のため、２０１４年と２０１７

年の二度にわたり北欧諸国を視察する機会を得ました。北欧諸国では、犯罪

被害を受けることが決して他人事ではなく、国を挙げてその支援に取り組む

べきであるという意識が共有されており、何と、犯罪被害者庁という国の機

関が存在し重要な役目を担っているのです。被害者の権利を中心に据えた合

理的な制度が実現していることに刺激を受けました。施策実現の根拠となる

ＥＵ指令も重要な役割を担っているようです。詳細は海外視察報告書のとお

りです2。 

前述の北欧視察と前後して、日弁連では、２０２０年に京都で開催される

ことが決まった国連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレスと呼ばれていま

す。）に対応する２０２０年コングレス日本会議対応ワーキンググループが発

足し、当委員会にも委員の派遣要請がありました。当初はコングレスが何を

するものであるのか、なぜ犯罪被害者支援委員会が関係するのかも分かって

いませんでしたが、実は１９８５年のミラノコングレスでは「犯罪及び権力

の濫用の被害者のための司法の基本原則の宣言」が採択され、「被害者は、受

けた被害について、国内法の規定に従って、裁判制度にアクセスし速やかな

回復を受ける権利がある」こと等、犯罪被害者に保障されるべき権利が明ら

                                                       
1 ２０１７年１０月６日「犯罪被害者の誰もが等しく充実した支援を受けられる社会

の実現を目指す決議」

https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/2017/2017_1.html 
2 ２０１７年１０月「ノルウェー・スウェーデン・フィンランド犯罪被害者支援制度

に関する調査報告書～２０１４・２０１７北欧調査結果～」

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/norway_sweden_fi

nland_report.pdf 
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かにされており、コングレスでは被害者支援関係のテーマが必出であること

が分かりました。私たちの被害者支援活動をより充実させるために、日本の

被害者支援の取組を海外に向けて発信し、また海外の被害者支援について学

び意見を交わすことが有意義であるという考えの下、当委員会でもサイドイ

ベントを開催することに決まりました。サイドイベントの準備と実施を通じ

て、海外のスピーカーや後援団体とのコミュニケーションも図れますので、

幅広い関係構築も期待されました。現に、後援団体である世界被害者学会（Ｗ

ＳＶ）、国連ヨーロッパ犯罪防止研究所（ＨＥＵＮＩ）、スピーカーである世

界被害者学会事務局長マイケル・オコーネル（Michael O'Connell）氏、ＥＵ

基本権機関（ＦＲＡ）のサミ・ネバラ（Sami Nevala）氏、フィンランド法務

省のアールネ・キンヌネン（Aarne Kinnunen）氏とは、結果としてオンライン

を通じてではありますが、被害者支援の充実という共通の目標を持つ仲間と

して情報共有するなど協力関係を続けていけると信じています。 

(2) サイドイベント準備状況 

  サイドイベントの開催が決定したら、次に企画を詰める必要があります。 

  当委員会にコングレスチームを立ち上げ、具体的な企画を立てる準備を始め

ました。ところが、チームには、過去、コングレスに関わったことがある委員

がいません。そこで、世界被害者学会理事を務められ、コングレス等の国際会

議に参加されたことがある諸澤英道氏にご相談してテーマのヒントをいただ

くなどしました。 

 サイドイベントを盛り上げるためには、国際的にホットな話題で集客し、時

間が許せば聴衆参加型のディスカッション形式も取り入れるのがよいと思わ

れました。日本のこれまでの歩みの報告としては、「被害者参加制度１０年の

振り返り」と「公費による被害者代理人弁護士の必要性」を中心に据えること

にしました。いずれも、コングレスの全体テーマ「法の支配の推進」のうち、

「全ての人々に司法へのアクセスを提供すること」という議題に関連するので、

コングレスのサイドイベントにふさわしいテーマだと考えました。 

 次にスピーカーの選定

です。コーディネーター

は、チームメンバーであ

り、北欧の刑事司法につ

いて研究しておられる齋

藤実弁護士に即決し、コ

ーディネーターから適任
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と思われる方に声かけをしてもらい、海外スピーカーはスムーズに決まってい

きました。日弁連報告は、この後の頁で報告のある望月晶子弁護士に快諾いた

だきました。 

  手探りながらも徐々に企画を進めていき、本番まであと少しという時に、コ

ロナ禍により京都コングレスが時期未定の延期となりました。この時は、京都

でのコングレスが果たして実施されるのかすら分からず、大変落胆させられま

した。そして、開催の有無、開催されるとしてその時期や方法等の情報がない

中、ただ国連からの連絡を待つ日々でした。 

  ようやく２０２０年１２月頃、翌年３月にハイブリッド形式で開催するとの

決定があり、コングレス参加者の再登録、国連のコングレスプラットフォーム

の操作確認、サイドイベントの日程確保、スピーカーの参加可否確認等、慌た

だしく準備が再開しました。私たちのサイドイベントのスピーカーは１名のみ

交替となりましたが、特に大きな混乱もなく本番に向けた準備を進めました。 

  私たちコングレスチームの思惑としては、早い段階で各スピーカーのレジュ

メ等を入手してスピーチ内容を把握した上で全体のまとめ方等を決めたかっ

たのです。またレジュメや資料等の日本語訳も当日までに用意して日本人の視

聴者も多く得たいと思っていました。ところが、海外スピーカーの皆さん、直

前までレジュメ等を送って来られず、焦りました。実際のスピーチは澱みなく

行われ、このようなプレゼンテーションに慣れておられるのだと感じました。 

  また、本番直前に、急遽、Ｚｏｏｍミーティングを行いました。スピーカー

の予定や日本との時差に合わせて２回に分けてのミーティングでした。ここで、

チームメンバーがレジュメの説明から気になる点、詳しく話してほしい点等を

スピーカーに伝えて打ち合わせをすることができ、企画者である私たちがスピ

ーチ内容を理解する時間が持てたことはよかったです。 

  なお、日弁連では私たちのサイドイベント以外にも５つのサイドイベントを

主催し、４つのサイドイベントに共催または後援しています3。 

 

 

２ 日本に関する報告 

日弁連犯罪被害者支援委員会事務局次長 

弁護士 望月 晶子 

                                                       
3 日本弁護士連合会「京都コングレスにおいて日弁連が主催・関与したサイドイベン

ト（Ancillary Meeting）」

https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2021/210312.html#rigaruakusesu 
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今回、サイドイベントのスピーカーという大役

をお任せいただいたことに心より感謝申し上げま

す。コングレスチームに参加したいと手を挙げた

時は、コングレス本体で活躍している同期（磯井美

葉弁護士）と一緒に仕事をしてみたい、くらいの動

機だったのですが、ミーティングをしているうち

に、なぜかいつの間にかスピーカー担当に。 

そこからは、弁護士による犯罪被害者支援全般、被害者参加制度についての説

明、刑事裁判に参加する被害者の数、国選を利用する被害者の数、日弁連委託援

助制度を利用する被害者の数、日弁連が被害者のために出している金額、国が国

選被害者参加弁護士のために出している金額等のグラフ等からなるパワーポイ

ント資料の作成と、スピーチの練習に励みました。 

運よく、カナダ在住、普段から国連等で通訳をしている先生を紹介していただ

き、Ｚｏｏｍでレッスンを重ねました。私のスピーチがなんとかなっていたとし

たら、それは全てＡＹＡ先生のおかげです。 

並行して、チームでもＺｏｏｍで打ち合わせを行い、私が作成したパワーポイ

ント、日本語版のレジュメに意見をいただいて、直し、英語版を直す、も繰り返

し行いました。夜１０時くらいまでＺｏｏｍでミーティングをしたり、厳しくご

指導くださったチームの皆様に感謝です。 

コングレス当日は、チーム全員が京都会場で参加できると思っていたところ、

直前にスピーカー限定との連絡があり、なんともさみしく心もとない気持ちにな

りました。なんとか、チームリーダーの高橋弁護士（スピーカーではない）は参

加でき、齋藤弁護士と３人での会場参加となりました。 

いざ本番、と緊張する日本チームと違って、海外のスピーカーはリラックスさ

れている感じでした。レジュメが来たのも直前でしたが（我々がどんなにやきも

きしたか）、当日も、自宅のような場所から、ポロシャツのようなラフな服装で、

開始前の挨拶ではワイン片手だったり。おかげでこちらの緊張もほぐれ、和やか

な雰囲気で進みました。 

発表中は、オンラインで流れてくる質問にどう対応するか、グループラインで、

会場内外のチームメンバー全員で意見交換を行い、会場外からのメンバーのサポ

ートにとても助けられ、とても心強かったです。 

チーム一丸となってやり終えたサイドイベント。日本の被害者支援の現状、国

からの経済的支援の乏しさが世界に発信されたことで、今後の被害者支援の充実

に繋がることを期待しています。 
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おまけ。今回のコングレスイベントの映像は、国連の図書館に格納されるそう

ですが、国連が撮った映像は、セカンドスピーカーから始まっていて、ファース

トスピーカーである私は１ミリも映っていませんでした。ほんの少しだけ悲しい

エピソード。 

 

 

３ フィンランドに関する報告 

日弁連犯罪被害者支援委員会委員 

弁護士 岡本 矢 

アールネ・キンヌネン氏の報告は、フィンランドにおける被害者の権利と司法

へのアクセスをテーマとするものでした。 

フィンランドでは、被害者の立場を改善する責任が法務省つまり国にあること、

被害者は独立の当事者として訴訟に参加できること、一定の犯罪について被害者

は国から補償を受けられること等が説明されました。 

また、フィンランドは、犯罪被害者の権利、支援、保護に関する 低基準を確

立する欧州議会及び理事会の指令（ＥＵ指令、２０１２年）に基づいて２０１６

年に国内法を改正し、特に、女性に対する暴力の防止等に関する国際人権条約で

あるイスタンブール条約を批准するなど、被害者の権利拡充のために国際的な枠

組みを利用していることも併せて報告されました。 

その上で、フィンランド国内の具体的な施策及び現在フィンランド政府が取り

組んでいる施策を報告して終わられました。 

なお、キンヌネン氏は、自身の報告後、チャットにてフィンランドの被害者保

護法について質問があったところ、チャットにて回答されるなど、誠実な人柄が

感じられました。 

 フィンランド国内の具体的な施策の

報告では、犯罪被害者が、刑事手続にお

いて当事者の立場を有することや、有罪

判決を受けた者から被害者支援事業の

ための資金を調達するための刑罰賦課

金制度があるなど、日本と全く異なる法

制度となっていることに驚き、見識を広

く持たねばと思うとともに、今後の日本

における施策の参考になると感じました。一方で、各国の法制度は、そもそもの

前提が違うこともあり、参考とするにしても、その国の法制度全体からの視点を
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持つ必要があるとともに、安易に、「海外では〇〇だから～」と述べることの危

険性を強く感じました。 

 

 

４ ＥＵに関する報告 

日弁連犯罪被害者支援委員会委員 

弁護士 大張 慎悟 

サミ・ネバラ氏からは、ＥＵ（欧州連合）における被害者支援の法制度、特に

加盟国に向けてのＥＵ指令－犯罪被害者の権利、支援及び保護の 低基準－とそ

の具体的な法令の報告がされました。 

ＥＵ指令は、被害者の権利として、①自身の事件に関する情報（権利や資格を

含む。）をシンプルで分かりやすい言葉で得る権利、②被害者支援を利用する権

利、③刑事手続への被害者の参加－被害者からの聴取の機会を国内法に含めなけ

ればならない（その際、国内法の定める条件の下で法律扶助が利用できる）、④

具体的な保護の必要性を評価した上で保護を受ける権利（刑事手続中の保護を含

む。）等を謳っているとのことでした。 

一方で、課題として、ＥＵでは身体的暴力の被害者の半数以上が警察への通報

やその他の機関への相談等をしなかったという調査結果も報告されました。 

このような現状に対して、被害者の権利に関するＥＵ一次戦略（２０２０－２

０２５）によって、①犯罪を通報するための安全な環境を作る、② も弱い立場

の被害者に対する支援及び保護を改善する、③補償へのアクセスを容易にする、

④関係者間の協力を強化するなどの対策を講じるとのことでした。 

日本でも、近年、被害者参加制度等の被害者の権利が確立されつつありますが、

ＥＵでは、より被害者の立場に立った具体的かつ実効的な支援の法制度が図られ、

さらに改善を続けていることを知ることができ、大変参考になるものでした。 

 

 

５ オーストラリアに関する報告 

日弁連犯罪被害者支援委員会事務局委員 

弁護士 今枝 隆久 

マイケル・オコーネル氏から、オーストラリアにおける犯罪被害者の権利の

状況について報告されました。 

初に、オーストラリアで犯罪被害者の権利はどのように進展してきたかに

ついて、その歴史の流れについて説明がありました。１９６０年代には、賠償
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と公的資金による補償が中心だったのが、１９８０年代に被害者権利憲章・宣

言が採用され、公的資金による補償、刑事手続への参加の権利等、段階的に被

害者の種々の権利が強化されてきた、ということです。２０００年代に入ると、

被害者の権利の強化と後述する犯罪被害者のためのコミッショナーが台頭し、

２０１０年代には、被害者支援の協力と調整体制を改善するため、全国規模の

アプローチを推進している、ということでした。連邦制のオーストラリアでは、

各州で、例えば被害者参加制度の採否に違いがあり、連邦政府ではまだ不十分

ということです。オーストラリアで特徴的なのは、被害者の権利を守るコミッ

ショナーの制度で、このコミッショナーは、各州の知事からの指名により選任

され、刑事手続において被害者の代理人として活動しています。必ずしも弁護

士が選任されるわけではない、ということです。コミッショナーには犯罪被害

者基金から報酬が支払われ、また、法律扶助制度を利用して弁護士を雇うこと

ができる、ということでした。このコミッショナー制度は、他に例をみないも

ので、大変興味深いものでした。日本に当てはめてみれば、各都道府県に、刑

事手続全般にわたって、被害者の代理人を務める職員がいて、民事手続等が必

要になれば、その職員が代理人として弁護士を雇う、そんなイメージでしょう

か。コミッショナー制度について、もっと詳しく知ってみたいと思いました。 

 

 

６ 質疑応答 

日弁連犯罪被害者支援委員会委員 

弁護士 伊藤 佑紀 

４人のスピーチの後、コーディネーターの齋藤実弁護士から、被害者支援の

ために残された課題は何か、そしてそれを克服するために必要なことは何かに

ついて、質問がなされました。 

これに対し、望月晶子弁護士からは、日本において、被害者の権利はいまだ

制限されており、特に国家における財政的な制約が大きいこと等が述べられ、

そのような問題があることを周知していくことの重要性や、国家の義務として

被害者支援が行われるべきであること等の指摘がなされました。また、キンヌ

ネン氏からは、フィランドにおいては、被害者に対する情報提供が十分とはい

えない側面があるとの説明があり、検察官や警察官等において、被害者が適切

な判断を成し得るだけの情報提供を行うことができるよう、トレーニングする

必要があること等が述べられました。さらに、ネバラ氏からは、ＥＵの多くの

国において、被害者は、刑事手続上、いまだに「証言者」として扱われている
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現状があるため、そのような現状が改善されるべきであること、そして、被害

者から話を聞くのは、専門的な訓練を受けた者である必要性があること等が述

べられました。 

これらの話を受けて、 後に、齋藤弁護士か

ら、各国・各地域における被害者支援制度は、

それぞれの課題を克服しながら形作られてき

た一方で、いまだに残された課題が存在してお

り、それを改善するための努力を続けていくこ

とが重要であること等が述べられました。 

以上のような議論を通じて、より良い被害者支援を実現するためには、常に

被害者の声に耳を傾け、現状の課題や問題点について正しく把握した上で、こ

れを克服するための手段を考え続けることが重要であると再認識することが

でき、今後、被害者支援の制度・運用改善を図っていく上でも、非常に貴重な

機会となりました。 

 

 

 

（左から）スピーカー・望月弁護士、コーディネーター・齋藤弁護士、イベント運営担当・髙橋弁護士 
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March 11, 2021

Japan Federation of Bar Associations
Committee of Support For Crime Victims

Akiko Mochizuki, Attorney at Law

VVictim Participation System
and

Role of Victim Lawyers
in Japan

資料1

History of Victim Support in Japan
1980 National Compensation System for Crime Victims
1999 Crime Victim Committee in Japan Federation of Bar Associations

us!
Crime Victims Support Network (nonprofit organization)

2000 Crime Victim Protection Law
National Association of Crime Victims and Surviving Families (nonprofit)

2001 Compensation System improved
2004 Basic Act on Crime Victims
2005 Primary Master Plan for Crime Victims

2008 Victim Participation System
2011 Second Master Plan for Crime Victims
2016 Third Master Plan for Crime Victims
Present Fourth Master Plan for Crime Victims

10 / 59



Victims used to be treated as

pieces of evidence

Victims used to be treated as

pieces of evidence

Judge

Defense
Counsel

Attorney

Audience

Prosecutor

Court Clerk

Defendant

Victim 
Particip

ant
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Victims can participate in the following trials:

Homicide (excluding murder due to negligence) , Intentional
injury
Rape, forcible indecency
Illegal arrest, confinement
Kidnapping, abduction, human trafficking
Negligent driving causing death or injury
Attempted crimes of through above

Who can participate: victim, spouse, direct family members, siblings
Need court’s permission

Victim Participation

1 Attending the trial
2 Stating opinions to Prosecutor
3 Asking witness questions
4 Asking defendant questions
5 Making a statement

Victim participants can choose what they do.
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1 Attending the trial
Victim attends the court on trial day.
Victim sits next to the public prosecutor.
Court needs to consider Victim’s schedule to arrange trial dates.

Prosecutor

Judge

Audience

Victim’s attorney

Court
Clerk

Defendant

Defence
CounselVictim 

Participant

2 Stating opinions to Prosecutor
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Witness
I will supervise him and
never let him commit a
crime again

Victim Participant:

How?

He committed a crime
while living with you and
you didn’t even notice.

Please explain specific plans
to prevent future crimes.

3 Asking witness questions
about mitigating circumstances
surrounding the crime

4 Asking defendant questions
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5 Making a statement

Victim/ Bereaved family

It was an attempted murder.

I demand 10 years in prison.

I demand the defendant in
prison for as long as possible.

Prosecutor

We prosecute the accused for injury.

We demand 5 years in prison.

Victim participant

VVictim 
Participant’s

Attorney

Victim 
Participant

Judge

Defense
Counsel

Court Clerk

Defendant

Prosecutor

Audience
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Victim participant

Victim Participant’s Attorney

Court Clerk

Judge

Defense
Counsel

Prosecutor

Defendant

Audience

Financial support for victim participants

Victim participants may receive court appointed attorney’s

service If their financial resources are

less than ¥2 million (about 18,000, €16,000)

Defendants have no choice of who would be their court

appointed attorney. Victims can nominate a specific

attorney if the victim and the attorney so agree.

16 / 59



Crime Victim Support by Lawyer
Criminal Procedure

Occurrence of the Crime Legal consultation
Filing damage report

Investigation, Interrogation Accompanying victim during interviews
Dealing with the media

Prosecution Committee for the Inquest of Prosecution

Trial Support victim when:
examined as a witness
delivering a statement of feelings

Judgement (Sentencing)

Prison/Jail Information of the offender
prison location
release date

Lack of Governmental Support

Occurrence of the Crime Legal Consultation
Filing damage report

Investigation, Interrogation Dealing with the media
Accompanying victim during interviews

Prosecution Committee for the Inquest of Prosecution

Trial Court appointed Attorney Government Support

Support victim when:
examined as a witness
delivering a statement of feelings

Judgement (Sentencing)

Prison/Jail Information of offender
prison location
release date

NoOfficial
Financial

Support

NoOfficial
Financial

Support
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JFBA Financial Support Covers the Lack

Occurrence of the Crime Legal Consultation
Filing damage report

Investigation, Interrogation Dealing with the media
Accompanying victim during interviews

Prosecution Committee for the Inquest of Prosecution

Trial Court appointed Attorney Government Support

Support victim when:
examined as a witness
delivering a statement of feelings

Judgement (Sentencing)

Prison/Jail Information of offender
prison location
release date

JFBA
Supports
Since
2007

Victims with
no more
than
3 million
(about
$27,000)

Government Financial
Support

less than ¥2 million

$1.10 million

JFBA Financial Support

$1.65 million

Financial Support from
Government and JFBA in 2019
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Table 1: Victim Participation in Disrict Courts,
2009 2019
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Table 2: Attorneys for Victim Participants

560

839
902

1000

1297
1227

1377
1400 1380

1485 1466

367
557

632 677

873
951

1081
1102

1060

11841157

131
272 275

324
410

462
533

580
552

649 602

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Victim Participants’ Attorneys

Victim Participants

2009 2019

Court appointed Attorneys

x 3

x 4.5

x 2.6

19 / 59



Table 3: Victims used JFBA’s financial support
(outside of Victim Participation)
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Government should support Victims!!

Occurrence of the Crime Legal consultation
Filing damage report

Investigation, Interrogation Accompanying victim during interviews
Dealing with the media

Prosecution Committee for the Inquest of Prosecution

Trial Support victim when:
examined as a witness
delivering a statement of feelings

Judgement (Sentencing)

Prison/Jail Information of the offender
prison location
release date

Need
Official
Support

!!!

IIsao Okamura

Lawyer.
Founder &
Representative of
nonprofit for victims
and bereaved
families.

Spouse of murder
victim (1997)

revised Code of
Criminal Procedure
(2008)
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Attorney’s support for all victims

Thank you very 
much!!
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Dr. Aarne Kinnunen
Senior Ministerial Adviser

Side Event at the 14th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice
Victims Participation in Criminal Proceedings and Access to Justice
March 11th, 2021

Victim´s Rights and Access to 
Justice in Finland

資料2-1

• The Ministry of Justice is responsible for drafting the legislation related to the
legal status of crime victims and for improving the position of crime victims

• Strong legal status of crime victims
• The victim of a crime has the status of an injured party at a trial
• Main rights in the criminal procedure

• Right to institute criminal proceedings
• Right to claim compensation in connection with the proceedings
• Right to legal counsel (in some cases partly or fully paid by the State)
• Right to support and right to a support person
• Right to protection

• The efforts to improve the position of crime victims are based on national
objectives and international recommendations and obligations

Victims´ policy in Finland
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• Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council establishing
minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime

• The directive regulates the rights of victims of crime concerning information,
support and protection provided to them, as well as their participation in criminal
procedures

• The national legislative amendments supporting the implementation of the
Directive entered into force in 2016

• Victims’ Directive introduced, among other things:
• Wider obligation to notify the victim of their rights
• Personal assessment of the victim’s need for special protection
• Strengthening the funding of crime victim services (Victim surcharge)

EU Victims´ Directive

• Council of Europe Convention on preventing and combating violence
against women and domestic violence (Treaty Series no. 210)

• The Convention aims to create a legal framework at pan European level to
protect women against all forms of violence, prosecute and eliminate
violence against women and domestic violence.

• The Convention focuses strongly on prevention, most prominently the
prevention of violence against women and girls.

Istanbul Convention
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• Victim support services are mostly provided by NGO´s
• Main service provider is Victim Support Finland
• Victim Support Finland is mostly funded by the Ministry of Justice of

Finland and the Ministry of Social Affairs and Health
• The Ministry of Justice has entrusted Victim Support Finland with a public

service obligation to provide and produce public support services for
victims of crime. The services are intended for all victims of crime and their
families.

Support to the victims of crime

• Main operation is to improve the position of the victim of crime, his/her
loved ones and the witness of the criminal case by influencing and
producing support services

• The operations are based on professionally guided voluntary work, which
complements existing services. The aim is the appropriate, humane and
equal treatment of victims of crime. Services are produced as nationwide
phone and online assistance services, as well as personal services at our 30
service points around Finland.

• Over 500 volunteers involved

Victim support Finland
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• The Assistance system for victims of human trafficking
• Rape Crisis Center Tukinainen is a national victim support center that

provides support and guidance for people who have been sexually
assaulted or abused

• Nollalinja is a round the clock helpline for victims of domestic violence
and violence against women

• Federation of Mother and Child Homes and Shelters helps children and
families in difficult and insecure situations and prevents domestic violence

• State Treasury provides assistance for matters related to compensation in
all kinds of criminal cases

Other support services for the special needs of 
victims 

• In 2016, the Government introduced a victim surcharge, collected from
sentenced offenders, to strengthen the central government financing for
victim support services

• A victim surcharge shall be charged for crimes, where the strictest
punishment is imprisonment. The payment shall be 40 euros, if the
maximum punishment is six months of imprisonment. For more serious
crimes, it shall be increased to 80 euros. The victim surcharge imposed on
a legal person, such a company, community or public administrative body,
shall be 800 euros.

Victim Surcharge
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• The victim of crime is entitled to compensation for the caused damage.
Compensation for damages can be claimed from the offender

• The victim of a crime can be compensated for personal injury and suffering
from Government funds from the State Treasury

• Compensation from the offender must be claimed in the court proceedings
• State compensation is always subsidiary
• All other compensation that the victim has received is deducted from the

state compensation
• The state mainly pays compensation for personal injuries

Compensation for criminal damage

• Legal aid subject to a charge, but in some cases the expenses can be covered by the
State
• Legal aid is provided to persons who are unable to meet the costs of proceedings
• The court may appoint a legal counsel for a victim, if the case concerns intimate partner

violence, sex offence or a serious offence against the life, health or liberty of the victim
• Right to receive legal assistance throughout the process
• Possibility for a support person, e.g. from Victim Support Finland
• Legal aid does not cover the legal costs of the opposing party
• The state has public legal aid offices for granting the legal aid
• Legal aid is provided by public legal counsels. However, in matters to be considered by

a court, a private legal counsel who has consented to the task may also be appointed
to give legal assistance.

• Legal aid is usually not provided if the applicant has legal expenses insurance

Legal aid in Finland
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• Victim has a strong position in criminal proceedings
• Victim holds a position of a party in legal proceedings
• Victim has a right to make his/her own claims besides the prosecutor. The

victim may claim for a sentence and claim compensation from the accused.
• If the victim has during the criminal investigation declared that he or she

requests the offender to be punished, he or she can bring charges even if
the prosecutor decides not to prosecute.

• Issues concerning the compensation of damages can be dealt within the
trial hearings

• Studies indicate victim satisfaction in the procedure

A victim of crime in a criminal procedure 

1) Ensuring wider access to legal aid
2) Recording of testimonies given in district courts to be used in proceedings
in courts of appeal

3) Providing better support for victims of crime and to persons close to
homicide victims, including government compensation schemes

4) Low threshold channels for vulnerable groups for reporting crime
5) Reforming the legislation concerning a restraining order to better protect
the rights of the victim

Current government initiatives

29 / 59



6) Developing an action plan for combating violence against women and
creating a post for an independent rapporteur on violence against women

7) Drafting a new act on assistance to victims of human trafficking
8) Extending the range of services offered at support centres for victims of
sexual violence will be extended and their availability across Finland will be
improved

9) To prevent sexual violence against children, the Government will draw up a
plan for the national implementation of the Lanzarote Convention and will
ensure all necessary services for victims

10) Online hearings and video testimonies

Current government initiatives

www.ministryofjustice.fi

Facebook: facebook.com/oikeusministerio
Twitter: twitter.com/oikeusmin @oikeusmin

Visiting address: Eteläesplanadi 10, Helsinki
Postal address: PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Telephone: +358 29 516 001

MINISTRY OF JUSTICE   _ FINLAND

Thank you for your
interest!

Please feel free to ask
anything
aarne.kinnunen@om.fi
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• Nollalinja
24

Nollalinja – Line Zero
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9

10

www.ministryofjustice.fi

Facebook: facebook.com/oikeusministerio
Twitter: twitter.com/oikeusmin @oikeusmin

Visiting address: Eteläesplanadi 10, Helsinki
Postal address: PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Telephone: +358 29 516 001

MINISTRY OF JUSTICE   _ FINLAND

aarne.kinnunen@om.fi
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Crime victims’ rights
Justice and support to 

victims in the 
European Union

Sami Nevala
Policy Coordinator

資料3-1

2

European Union (EU) legislation
• Victims’ Rights Directive 2012 – minimum standards on

the rights, support and protection of victims of crime
(2012/29/EU)

• In addition, specific legislation exists to protect and
support:
– Victims of human trafficking
– Child victims of sexual exploitation
– Victims of terrorism
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3

EU Victims’ Rights Directive – selected 
measures
• Right to have information about their case in simple, 

accessible language, including rights and entitlements
• Right to access victim support
• Victim’s participation in criminal proceedings – national 

law must include the possibility for victims to be heard 
(with access to legal aid, under conditions determined by 
national law)

• Right to protection, with individual assessment of specific 
protection needs – including protection during criminal 
proceedings

4

Other relevant European Union (EU) 
legislation
• Directive 2004/80/EC on compensation to crime victims

– Access to compensation in instances of violent, intentional cross-
border crime

– Requires that national compensation schemes are in place for 
victims of violent, intentional crime

• Mutual recognition of protection measures
– In criminal matters – Directive 2011/99/EU (European protection 

order)
– In civil matters – Regulation (EU) No. 606/2013
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5

Access to rights in practice

Focus – victims of physical violence

6

Experiences of physical violence

• Results based on FRA’s Fundamental 
Rights Survey
– Data collected from 35,000 people in 27 EU 

Member States, North Macedonia and 
United Kingdom, in 2019

– Representative results, published in 
February 2021

• 6 % of people in the EU have experienced physical violence in 
a period of 12 months (ages 16 years and older)

• This corresponds to 22 million people in the 27 Member States 
of the European Union
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7

People not reporting the most recent incident of 
crime, to the police or somewhere else (EU-27, %)
For burglary and physical violence, (non-)reporting to the police only
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Reporting physical violence, the most recent 
incident (EU-27, %)
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9

Victims of physical violence – contact with police 
and other services (EU-27, %)

7

14

2158

Reported to police

Reported to police and
contacted another service
Contacted other services
only
Not reported to police
and no services contacted

10

Responding to challenges
• First EU strategy on victims’ rights (2020-2025) –

priorities:
– Creating a safe environment to report crime
– Better support and protection to victims who are most vulnerable
– Easier access to compensation
– Strengthening cooperation among relevant actors

• Victims’ rights platform
– Includes relevant EU institutions, bodies, agencies, networks and 

civil society organisations
– Horizontal approach to victims’ rights
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fra.europa.eu

Thank you!

sami.nevala@fra.europa.eu
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Sami Nevala

資料3-2

2

EU
• 2012 –

2012/29/EU
•

–
–
–
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3

EU –

•

•
• –

•

4

EU

• 2004/80/EC
–
–

•
– – 2011/99/EU 
– – EU 606/2013
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5

–

6

• FRA
– 2019 EU 27

35,000
– 2021 2

• EU 6% 12
16

• EU 27 2,200
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EU27 %
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9

–
EU27 %
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Reported to police

Reported to police and
contacted another service
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only
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10

• EU 2020-2025 –

–
–
–
–

•
– EU
–
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fra.europa.eu

sami.nevala@fra.europa.eu
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Status of crime victims’ 
rights in Australia”

Participatory rights and the Commissioner for Victims’ Rights

South Australia

Michael O’Connell AM APM
Consulting Victimologist
Secretary-General, WSV
Member, INVICTM
Member, VSA

資料4-1

HOW HAVE THE RIGHTS OF VICTIMS OF CRIME EVOLVED?

O’Connell (2015) points to a similar evolution in Australia, although he refers to the 
changes over decades:

1960s – Focus on restitution and state-funded compensation

1970s – Opening of specialist services then general victims of crime support services

1980s – Introduction of victims’ rights charters / declarations

1990s – Consolidation then a shift from compensation to financial assistance

2000s – Strengthening of victims’ rights (especially participatory rights) and the rise of 
Commissioners for victims of crime

2010s – Drive for a national approach to improve collaboration and co-ordination of victim 
assistance

O’Connell, M. (2015) Evolution of Victims’ rights and victim assistance, in D. Wilson & S. Ross (eds) Crime, victims and 
policy, Palgrave: UK.
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10 FUNDAMENTAL RIGHTS FOR VICTIMS OF CRIME

UN Fed ACT NSW NT QLD SA TAS VIC WA
Respect

Information

Participation

Legal aid

Privacy

Protection

Alternatives

Restitution

Compensation

Assistance

Adapted from O’Connell, M. (2004) ‘Victimology – An introduction to the notion of criminal victimisation’, in R. Sarre
& J Tomanio Key Issues in Criminal Justice, Australian Humanities Press, Australia, Chapter 8

OBSTACLES TO ‘REAL RIGHTS’

A right is something ‘owed’ that creates ‘an obligation’

Victims’ rights are largely pious platitudes unless they are accepted as 
mandatory.

Beloof (2005) obstacles to mandatory rights include:

Discretion to deny rights.

Lack of a meaningful remedy to enforce rights.

Having an agency designed to enforce victims’ rights is an important way to … 
enhance the attainment of victims’ rights (Kercher & Johnson 2005)

Beloof, D. (2005). The Third Wave of Crime Victims' Rights: Standing, Remedy, and Review, 2005 BYU L. Rev. 255.
Kercher, G. & Johnson, M. (2005). Enforcement of the rights of crime victims, Legislative Brief, Crime Victims’ 
Institute, No.3
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PARTICIPATORY RIGHTS AND SOUTH AUSTRALIA’S COMMISSIONER FOR 
VICTIMS’ RIGHTS

Victims of Crime Act 2001, South Australia

FUNDAMENTAL RIGHTS FOR VICTIMS OF CRIME – ACCESS 
TO JUSTICE

Access to justice:

Allowing the views and 
concerns of victims to be 
presented and considered 
at appropriate stages of 
the proceedings where 
their personal interests are 
affected, without 
prejudice to the accused 
and consistent with the 
relevant national criminal 
justice system;

Providing proper assistance 
to victims throughout the 
legal process

Many victims seek opportunities to
participate in the criminal trial process.
Participation is often equated with giving
victims a voice in proceedings – the
opportunity to tell their story and to feel
that they have been heard. Participation
can mean interacting with criminal justice
agencies that are required to seek and
consider views or preferences of victims.
Where the interaction is meaningful, it can
provide victims with a sense of
empowerment and convey official
acknowledgement of their interest.

(Victorian Law Reform Commission, 2016, The Role of
Victims of Crime in the Criminal Trial Process, Victorian Law
Reform Commission, p xviii)
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WHAT ARE THE FUNCTIONS OF THE COMMISSIONER FOR 
VICTIMS’ RIGHTS

The Commissioner has the following functions:

a) to marshal available government resources so they can be applied for the benefit 
of victims in the most efficient and effective way;

b) to assist victims in their dealings with prosecution authorities and other government 
agencies;

c) to monitor and review the effect of the law and of court practices and procedures 
on victims;

d) to carry out other functions related to the objects of this Act assigned by the Attorney-
General;

e) if another Act authorises or requires the Commissioner to make submissions in any 
proceedings—to make such submissions (either personally or through counsel);

f) to carry out any other functions assigned under other Acts.

IS THE COMMISSIONER FOR VICTIMS’ RIGHTS AN 
APPROPRIATE RESPRESENTATIVE?

Victim may exercise rights through an appropriate representative

(1)         Rights granted to a victim under this, or any other, Act may be 
exercised on behalf of the victim by an appropriate representative chosen 
by the victim for that purpose.

"appropriate representative", in relation to a victim, means any of the 
following:

(a)  an officer of the court;

(b)  the Commissioner for Victims' Rights or a person acting on behalf of the 
Commissioner for Victims' Rights;

(c)   an officer or employee of an organisation whose functions consist of, or include, the 
provision of support or services to victims of crime;

(d)   a relative of the victim;

(e)   another person who, in the opinion of the Commissioner for Victims' Rights, would 
be suitable to act as an appropriate representative.
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HOW DOES THE COMMISSIONER FOR VICTIMS’ RIGHTS 
ENSURE ACCESS TO JUSTICE?

Charge Bargaining
Withdrawal of charge

Variation of charge

Criminal Proceedings
Stay of Proceedings

Suppression Order

Protected Communications

Sentencing
Victim Impact Statements

Mentally Incompetent Offenders

Post-proceedings / sentence
Revocation or Variation of ‘Licence’ [Mental 
Incompetence]

Revocation of Anti-Violence Order [Domestic 
Violence]

Justice denied anywhere diminishes 
justice everywhere.

Martin Luther King Jr

Email - michaeloconnell@consultingvictimologist.com
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Palgrave D. Wilson & S. Ross (eds) O’Connell, M. 2015
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