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I 犯罪被害者等給付金支給制度 

１ 犯給制度と警察の役割 

 日本では，1950 年代末から 1960 年代にかけて，慶應義塾大学の宮澤浩一(Prof. Dr. Dr 

h.c. mult Koichi Miyazawa) 博士 1等によって被害者学の研究が始められ，その成果もあ

り、1970 年代後半になると被害者支援に関する施策の検討が始まった 2。 

既に欧米では被害者補償制度が成立していたので、日本でも同制度の導入が目指され， 

1980 年に犯罪被害者等給付金支給法（現在の名称は，「犯罪被害者等給付金の支給等によ

る犯罪被害者等の支援に関する法律」）が成立し，公的費用による犯罪被害者への経済的

支援制度が実現した。 

当初，法務省に犯罪被害者等給付制度の裁定機関である地方委員会を新設する案も検討

されたが，行政簡素化の観点から現実的ではないとされ，住民との密接な関係をもってい
、、、、、、、、、、、、、、

る地方自治体としての警察が裁定機関となるのが相当である
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

という理由から 3，警察が主

体となって犯罪被害者等給付金支給制度（以下，「犯給制度」と称する）が創設，運用され

ることとなった。 

但し，アメリカでは一定時間以内の通報や捜査協力が補償金の支給要件となっているが

4，犯罪捜査を担う警察が犯給制度に関わることで捜査に関する諸事情が給付金の裁定に

影響を与えるおそれがあるなどの懸念があったため，日本では，都道府県警察そのものが

給付の裁定を行うのではなく，民間人等の委員から成る都道府県公安委員会が給付金の裁

定を行うこととなった。日本では，第 2 次世界大戦後，中央集権的な警察制度が廃止さ

れ，韓国のような国家警察制度ではなく，都道府県の警察本部が警察活動の主体となる地

方警察制度が導入され，さらに民間人（大学教授，弁護士，医師，財界人など）や警察以

外の公務員などの委員がシビリアン・コントロールの観点から都道府県警察を管理する都

 
1 宮澤浩一『被害者学の基礎理論』世界書院(1966)。  
2 大谷實＝宮澤浩一編『犯罪被害者補償制度』成文堂(1976)。  
3 第 91 回国会衆議院地方行政委員会議録第 9 号（昭和 55 年 3 月 25 日）1-2 頁。  
4 最近の状況について，内閣府犯罪被害者等施策推進室『平成 23 年度諸外国における犯罪被害者等に対

する経済的支援に関わる制度等に関する調査報告書』(2012)106 頁。  
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道府県公安委員会が設置されている。犯罪被害者は，最寄りの警察署において給付金の申

請を行うことができるため，申請の負担も少なく，警察による様々な支援を受けることも

できる。 

 

２ 犯給制度の特色 

 日本の制度は，アメリカ各州やフランスのような被害者が犯罪被害によって被った損害

（の一部）を補塡するものではなく，社会連帯共助の精神に基づく見舞金の制度として発

足し，現在は，犯罪被害者の早期の回復を支援する支援金と位置付けられている。給付金

は，一時金であり，ドイツのような年金や分割支給の制度はない。 

 ３種類ある給付金のうち，遺族給付金と障害給付金は，被害者の被害当時の所得（日額）

の一定割合に被害の程度の基づく倍数を掛けて支給額を算出する点は，2010 年に全面改正

された韓国の犯罪被害者救助金と同様であるが，重傷病給付金は，韓国の重傷救助金と異

なり，医療保険の適用のある医療費の自己負担分を還付するものである。現在，給付最高

額は，遺族給付金で 2,964.5 万円（生計維持関係の遺族がある場合），障害給付金は 3,974.4

万円（第３等級以上の場合）である 5。 

 予算は国（警察庁）の一般予算で賄われており，アメリカのような特別賦課金や追加罰

金(special assessment, fine surcharge)に基づく犯罪被害者基金や，韓国のような通常の

罰金の一部を財源とする犯罪被害者保護基金のような仕組みはない。 

  

３ 犯給制度の課題 

制度発足後，何度か制度の改正が行われてきており，特に 2004 年の犯罪被害者等基本

法や翌年の犯罪被害者等基本計画の制定後は，要件の拡大や制度の大幅な見直しが行われ

ている 6。しかし，給付対象を故意犯の被害者や国内で発生した犯罪被害に限定する点な

どの要件は維持されている。そのため，内閣府において，犯給制度の改革に向けた検討が

行われており，給付の仕組みや財源など制度の根本的改革を求める声もある。  

また，現在，PTSD 等の一定の精神的障害（第 1, 2, 3, 5, 7, 9 等級の障害）に対しては

障害給付金の対象となり，医療保険の対象となる精神科診療を受けた被害者の医療費の自

己負担分は，一定の範囲で重傷病給付金として支給できる。しかし，臨床心理士が単独で

行う心理療法は「医療行為」ではなく，医療保険の対象にもならないため，１回（60 分）

5,000 円程度の費用は被害者が負担しなければならない。日本では，都道府県警察が委託

する臨床心理士の心理療法を無料で受けることができる制度もあるが，回数の制限がある

 
5 実際の平均支給額は，被害者１人当たり（受給者１人当たりではない），生計維持関係にある遺族に対

する遺族給付金が 1,063 万円，生計維持関係のない遺族に対する遺族給付金が 391 万円となっており，

重度障害(3 等級以上 )を受けた者に対する障害給付金が 1,522 万円，それ以外の者に対する障害給付金は

147 万円となっている。警察庁「平成 23 年度中における犯罪被害給付制度の運用状況について」（2012）。  
6 「特集・改正犯罪被害者支援法」警察学論集 61 巻 7 号(2008)1 頁以下等。  
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ほか，特定の臨床心理士に限られる。現在，内閣府において，こうした心理療法の費用に

ついて，犯給制度の中に新しい給付金制度を設けるか，別立ての制度を設けるかなどにつ

いて委員会が設置され，検討が行われているが，制度の障壁が大きく，制度化は前途多難

である。 

 

４ 警察によるその他の経済的支援 

 性暴力犯罪の被害者は，本来なら，診察費用，緊急避妊費用，人工妊娠中絶などを自己

負担しなければならないが，緊急避妊や人工妊娠中絶には医療保険の適用がなく，従って，

犯給制度による給付の対象にならない。しかし，これらの費用を被害者に負担させること

は被害者にとって経済的損失のみならず，大きな精神的ダメージとなるため，以前より警

察が部内の予算を用いて被害者に支給してきたが，2006 年の通達により 7，こうした費用

を都道府県警察が公費負担する制度が公式に導入されている。 

 

 

II 被害者連絡制度―犯罪被害者への情報提供 

 犯罪被害者は事件の真相や刑事手続の進捗状況に対する関心が高く，特に捜査段階では

被疑者の検挙や身上について知りたいという被害者のニーズが強いことから，1996 年の被

害者対策要綱 8によって，被害者に対し警察が一定の情報提供を行う被害者連絡制度が導

入されている。 

被害者対策要綱は，1996 年に警察庁が策定した，警察の被害者支援施策である。日本で

は，犯給制度導入後しばらく，犯罪被害者の支援策が検討されることはなかった。しかし，

犯給制度 10 年に当たる 1991 年，警察庁主催の記念シンポジウムにおいて，被害者遺族の

大久保恵美子さんが行った発言を契機として，当時設立されたばかりであった日本被害者

学会のメンバーを中心に日本初の犯罪被害者に対する実態調査が行われ，その成果を踏ま

え，警察庁が策定したのが被害者対策要綱である。 

 被害者対策要綱により，捜査過程における様々な被害者支援策が打ち出され，このうち

犯罪被害者への情報提供制度として導入されたのが被害者連絡制度である。情報提供の対

象となるのは，原則として，殺人，傷害，性犯罪など身体犯の被害者や，交通死亡事件（自

動車運転過失致死，危険運転致死）やひき逃げ事件の被害者であるが，都道府県警察の独

自の施策により対象者を拡大しているところもある。  

 提供される情報の内容としては，被疑者検挙までの捜査状況，検挙の事実，被疑者の身

上（氏名，年齢など），逮捕被疑者の処分状況（事件送致先の検察庁など）である。日本で

 
7 警察庁「性犯罪被害者に対する緊急避妊等に要する公費負担による被害者支援について（通達）」（2006
年 3 月 29 日）。  
8 警察庁「被害者対策要綱の制定について（依命通達）」（1996 年 2 月 1 日）。  
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は，少年事件における被害者への情報提供に限界があるとして，2000 年の少年法改正によ

り家庭裁判所における事件記録の閲覧及び謄写（5 条の 2）や審判結果等の通知（31 条の

2）が導入され，2008 年の同法改正により審判傍聴制度（22 条の 4）や審判状況説明制度

（22 条の 6）が導入されているが，少なくとも捜査段階においては，被害者連絡制度に基

づいて検挙された少年の身上に関する情報提供も行われている。但し，少年の健全育成の

観点から，少年ではなく，少年の保護者の氏名などを連絡する場合もある。  

 このほか，被害者が元の犯罪者から再被害を受けるおそれがある場合には，後述するよ

うに，再被害防止措置の一環として受刑者の出所情報を警察から教示してもらうことがで

きるほか，検察庁が 1999 年から実施している被害者等通知制度を通じて，起訴不起訴な

どの事件処理結果（不起訴の理由も含む），公判期日，裁判結果，上訴，釈放情報などの通

知を受けることもできる。 

 

 

III 警察による犯罪被害者の保護・支援 

警察による犯罪被害者の保護・支援については，1996 年制定の被害者対策要綱によって

導入され，現在は 2011 年に制定された犯罪被害者支援要綱等に基づき 9，性犯罪被害者の

保護，DV被害者の保護，ストーカー被害者の保護など様々な施策が行われている。 

法令上も，1999 年，捜査の方法や手続，心構えなどを規定した犯罪捜査規範（国家公安

委員会規則）に被害者等に対する通知や保護の規定（10 条の 3， 11 条）が追加され，ま

た 2001 年の犯罪被害者等給付金支給法の一部改正の折に被害者に対する警察の援助努力

義務が法定されている（22 条）。 

 

１ 性犯罪被害者の保護・支援 

 性犯罪被害者については，1996 年以降，都道府県警察本部への性犯罪捜査指導官や性犯

罪捜査指導係の配置を始め，事情聴取（調査）における被害者への対応改善，性犯罪捜査

担当者への女性捜査官の配置，被害者専用事情聴取室や被害者専用警察車両の導入，性犯

罪被害 110 番や性犯罪被害者相談コーナーの設置，女性相談交番の指定，鉄道警察隊への

女性被害相談所の設置などが進められてきている 10。 

また，性犯罪被害者に限られないが，犯罪被害の発生直後から，事件捜査の担当者とは

別に，被害者の支援を行う「指定被害者支援要員」制度が導入されている。指定被害者支

援要員は，病院の手配や付添い，実況見分への立会い，自宅等への送迎，事情聴取の際の

補助，相談やケア，刑事手続の説明などの情報提供，家族・学校・会社などへの説明，定

 
9 2011 年に被害者対策要綱に代わる警察庁の被害者支援要綱がまとめられている。警察庁「犯罪被害者

支援要綱の制定について（依命通達）」（2011 年 7 月 7 日）。  
10 警察庁犯罪被害者対策室監『［新版］警察の犯罪被害者対策』立花書房(1999)。 
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期的な被害者連絡，民間被害者支援団体その他の機関の紹介や引き継ぎなどを行っている。 

さらに，新しい動向としては，2010 年に，大阪の「SACHICO」や愛知の「ハートフル

ステーション・あいち」といった性暴力被害者の支援を目的とした One-Stop センターが

設置され，さらに 2012 年には東京（「SARC」）と佐賀（「さが mirai」）にも類似のセンタ

ーが設置されている。これらの One-Stop センターでは，性犯罪又は性暴力の被害者等に

対し，相談，付添い，産婦人科的診療（緊急避妊，性感染症検査など），証拠採取，警察に

よる事情聴取，法的支援，他機関への連携・引き継ぎなどの支援を行っている。特に，愛

知の「ハートフルステーション・あいち」は，警察庁と愛知県警察本部のモデル事業とし

て行われていることから，女性警察官が常駐しており，大阪の「SACHICO」でも，セン

ターの要請に応じて警察官が来所し，支援制度の説明や捜査への引き継ぎ（事情聴取や証

拠採取），警察の臨床心理士によるカウンセリングを実施している。 

 

２ DV・ストーカー被害者の保護・支援 

DV（家庭内暴力）被害者の保護については，2001 年に制定された「配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下，配偶者暴力防止法という）に基づき，裁判

所が保護命令を発する制度が導入されている。それと関連し，被害者が保護命令を申し立

てた場合，警察が，裁判所の求めに応じて，被害者が警察職員等に相談・援助・保護を求

めた際の状況や執られた措置の内容を記載した書面を提出したり，説明を行ったりするな

どして，保護命令の決定に協力を行っている。また，保護命令違反も１年以下の懲役又は

罰金であるため，こうした犯罪行為に対しては捜査・検挙が行われる 11。 

 このほか，警察は，配偶者暴力の被害防止措置（配偶者暴力防止法 8 条）や被害者に対

する被害防止のための援助（8 条の 2）を行うものとされており，被害者自らが被害を防

ぐための措置の教示，住所や居所を知られないようにするための措置，被害防止交渉につ

いての助言や交渉場所としての警察施設の提供を行っている。配偶者暴力の警察認知件数

は増加する一方で（2011 年には約 3 万 4,000 件），警察（本部長等）による援助も 2011

年には 1 万件を超えるに至っている 12。 

 ストーカー被害者については，2000 年に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が

制定され，警察がストーカー被害者の保護について主導的な役割を果たすものとされてい

る。同法は，「つきまとい等」と「ストーカー行為」という二段階の概念を設けている。本

法は議員立法であるが，立法にあって問題となったのが規制の対象となる行為の範囲であ

った。人につきまとう行為は動機や形態が様々であり，概念にも曖昧な部分があるため，

 
11 2001 年の施行から 2011 年末までの保護命令請求の既済件数 25,833 件のうち 79％に保護命令が発令

され，保護命令違反件数は 2010 年末までで 606 件である。内閣府男女共同参画局『平成 24 年版男女共

同参画白書』100-101 頁。  
12 警察庁「平成 23 年中のストーカー事案及び配偶者からの暴力事案の対応状況について」（2012）5
頁。 
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規制が過度に広範に及ぶ危険性があり，そのため，最終的に法律では恋愛感情や好意感情

に起因する行為に限定することになった。 

まず，恋愛感情や好意感情等と関連してつきまとい，待ち伏せ，無言電話などを「つき

まとい等」とし，これに対しては（つきまとい等＋反復のおそれ）警察本部長等が加害者

に警告を発することができ，警告に違反してつきまとい等を行った場合は（警告違反＋つ

きまとい等＋反復のおそれ）公安委員会が禁止命令を出すことができる。禁止命令違反は

１年以下の懲役又は罰金の犯罪である。一方，「ストーカー行為」とは，「つきまとい等」

のうち危険性の高い一定の行為を反復することを言い，これは犯罪化され，6 月以下の懲

役又は 50 万円以下の罰金が法定されている（親告罪）。 

毎年 1,000 件を超える警告が発せられる一方，禁止命令は 100 件未満に止まり，さらに

禁止命令違反は一桁台であることから 13，一応，警告や禁止命令にはつきまといやストー

カー行為を防止する一定の効果が認められると言ってよい。しかし，ストーカー行為罪の

検挙人員は毎年 200 件前後あるほか，ストーカー事案の認知件数は毎年１万件を超えてい

る。警察にストーカー行為を通報又は告訴したものの，警察の対応が遅れ，被害者が殺害

される事件も発生しており，被害届や告訴の受理体制の改善など，警察の迅速且つ適切な

対応が課題とされている。その一方で，交際を続けたがる恋人と別れるための手段として，

相手方をストーカーとして届け出ることもあるため，警察として事実関係の確認に苦慮す

る場合もあるとされる。ストーカー行為には，警察による迅速且つ的確な対応が求められ

るが，一方で難しい判断を短時間に迫られ，マンパワーの限られる警察にとって負担とな

る場合もある。 

 

３ 児童虐待被害者の保護 

 親権者の懲戒権（民法 822 条）を逸脱するような児童虐待に対して，警察は，刑事事件

として捜査・検挙を行うとともに，さらなる虐待の発生を防がなければならない（警察官

職務執行法 5 条）。しかし，児童虐待は，家庭や団体（福祉施設等）のなかで行われるた

め密行性が強く，いかに早期に児童虐待を発見して，警察や児童相談所といった関係機関

に通報・通告し，児童の安全を確認・確保するかが鍵となる。 

 日本では，被虐待児童を含めた「要保護児童」の保護については，従前，児童福祉法が

児童の一時保護（33 条）や入所措置（27 条１項 3 号，28 条）が定めていたが，被虐待児

童の早期発見と保護・支援を強化するため，2000 年に「児童虐待の防止等に関する法律」

（以下，児童虐待防止法という）を制定した。 

 同法の制定にあたり，まず問題となったのが，アメリカの児童虐待通告法(Child Abuse 

and Neglect Reporting Act)のように，児童虐待を発見しやすい職業的立場にある学校教

 
13 警察庁・前掲注 (12)1 頁。  



7 
 

員や医師等に罰則付きの通告義務を課すかどうかであったが，最終的に，罰則のない一般

的な通告義務を課すに止まった（6 条）。 

もう一つの大きな課題が，被虐待児童の安全確認のための住居等への強制立入調査権の

導入であった。しかし，立法当初の児童虐待防止法は，児童福祉法にも規定されている都

道府県知事の立入調査質問権（29 条）と同様，強制的（解錠など）ではない，一般的な立

入調査権（9 条）を定めるに止まった。しかし，児童虐待が疑われながら，その確認がで

きないまま，児童が虐待によって死亡するケースが相次いだことから，2007 年に児童虐待

防止法等を改正し，裁判所の許可状を得て，児童の住所や居所を強制的に立入る「臨検」

制度を導入するとともに（9 条の 3），その前提（要件）となる，出頭要求や再出頭要求の

手続を設けた。但し，これまで臨検制度自体の適用件数は極めて少なく 14，要件や運用の

あり方が論議されている。 

 この児童の安全確認や立入，臨検を行うのは児童相談所であるが，警察も児童相談所長

の要請に応じて援助を行うことができ，また児童の安全確認及び安全確保の観点から，必

要に応じ迅速かつ適切に援助を求めなければならないとされており（10 条），実務におい

ても，保護者（加害者）から物理的な抵抗が予想される場合などに，警察官が立入や臨検

に同行している。特に，近年は，悪質な児童虐待のケースが見られ，児童の早期の安全確

認と保護のため，児童相談所の警察との連携が重要視されている 15。近年、警察官を、警

察官の身分のまま、児童相談所に配置する自治体も増えてきている。但し，これまで臨検

制度自体の適用件数は極めて少なく，要件や運用のあり方が論議されている。  

 なお，日本でも，アメリカや韓国のような児童虐待罪（韓国は虐待罪，ドイツは性的虐

待罪）を導入すべきであるという議論もあるが，必要性や構成要件の規定の難しさもあり，

現在まで設けられていない。 

 

４ 再被害防止制度 

日本では，暴力団の存在もあり，犯罪被害者が元の犯罪者から再び被害を受けるという

「再被害」が少なくない 16。犯罪被害者が同じ犯罪者又は同じ集団に属する者から再び犯

罪被害を受けないように保護することは警察にとって当然の責務であり，必要最低限の被

害者支援である。しかし，日本では，1997 年に強姦被害者が通報や告訴をしたことに対す

る報復として元犯人に満期釈放後殺害されるという事件が発生し 17，改めて再被害防止の

 
14 2008 年と 2009 年，臨検はそれぞれ年２件と１件に過ぎない。厚生労働省「児童虐待相談対応件数

等及び児童虐待等要保護事例の検証結果（第６次報告概要）」（2010）。   
15 厚生労働省『子ども虐待対応の手引き（改訂版）』(2009)53 頁以下，警察庁「児童虐待への対応にお

ける児童相談所との連携について（通達）」（2010 年 10 月 1 日）。  
16 警察庁刑事企画課「再被害事件の実態調査結果」（1997）。  
17 最高裁平成 16 年 10 月 3 日判決（最高裁判所裁判集刑事 286 号 357 頁）。  
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施策が検討されることとなった。その結果，2001 年，再被害防止要綱が定められ 18，再

被害を受けるおそれの大きい被害者等を都道県警察本部長が再被害防止対象者に指定し，

また再被害防止措置実施警察署と再被害防止担当官を指定して，原則１年間（延長可），被

害者の再被害防止措置にあたる再被害防止制度が導入された 19。 

再被害防止のための具体的な措置の内容としては，関連情報の収集，被害者の要望把握

と連絡体制の確立，自主警戒（防犯）の指導，警察による警戒措置（警らなど），加害者へ

の警告などである。これらは従来の法制度の下でも実施できるものであるが，再被害防止

要綱によって新たに導入されたものとして受刑者の情報取得と提供制度がある。これは，

被害者が再被害を受けるおそれが大きい場合，警察は，法務省に対し受刑者の釈放に関す

る通報要請を行い，釈放（仮釈放を含む）予定日や帰住予定地の通報を受けることができ，

さらに一定の基準を満たす場合，再被害防止対象者（被害者）へ釈放などの一定の関連情

報の教示することができるものである 20。もっとも，犯罪被害者への釈放情報の提供に関

しては，2007 年から，出所情報提供制度が導入され 21，被害者は，再被害の危険性の有

無にかかわらず，刑事施設や少年院での処遇状況のみならず，仮釈放や保護観察について

も情報提供を受けることができようになっている 22。 

 

 

IV 修復的司法と警察―少年対話会の試行と失敗 

日本では，海外で導入されているような修復的司法の理念を体現したような公式の制度

はまだない。しかし，2005 年から２年にわたり，全国の警察署で「少年対話会」と呼ばれ

る修復的司法のパイロット事業が実施された。これは，非行少年の中にも，検挙後の早い

段階で一定の感銘力をもった教育的措置を取ることで，その更生と再犯防止を図る必要の

ある者がいることから 23，少年の更生と犯した非行に対する損害回復のあり方について，

少年，少年の保護者，被害者が一同に会して協議する家族集団協議 (Family Group 

Conferencing: FGC)を警察段階で試みるものであった。 

しかし，パイロット調査の結果，少年対話会が行われたケースについては良い成果が報

告されたものの，任意参加が原則の少年対話会に参加を希望する少年や保護者，さらには

 
18 警察庁「再被害防止要綱の制定について」（2001 年 8 月 1 日）。  
19 再被害防止要綱は 2007 年に改正されている。警察庁「再被害防止要綱の改正について」（2007 年 6
月 11 日）。  
20 警察庁「再被害防止のための行刑施設等との連携及び再被害防止対象者への関連情報の教示について」

（2001 年 8 月 1 日），法務省「被害者等の保護を図るための受刑者の釈放等に関する情報の取扱につい

て」（2001 年 8 月 1 日。2004 年と 2006 年に改正）  
21 法務省「被害者等に対する加害者の処遇状況等に関する通知について」（2007 年）。  
22 2001 年から 2010 年までに計 4,612 人の被害者に受刑者の出所情報を通知している。内閣府『犯罪

被害者白書』(2012)66 頁。  
23 制度の意義については，太田達也「警察における修復的司法としての家族集団協議(Family Group 
Conferencing)の理念と可能性―軽微事犯少年の再非行防止と被害者・地域の立ち直り・回復に向けて」

警察政策７巻（2005）20 頁以下。  
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被害者が少なかったことから，実際に少年対話会を実施できた件数は極めて少なく，実効

性に問題があることが明らかとなった 24。少年や保護者が被害者に会うことを躊躇すると

いうのもその原因の一つであったが，それ以上に，全件送致主義（裁判所先議主義）を採

る日本では，少年事件において警察や検察段階でのダイバージョンが認められていないた

め，たとえ警察段階でConferencingを実施したとしても，少年が家裁に送致されることに

変わりはないため，少年に参加の意欲が湧かず，さらに参加の任意性や少年審判における

事実認定への影響という理由から，少年対話会の結果を家裁に報告すらしないことにした

ことが決定的な原因であった 25。 

また，全件送致主義との関係から，非行事実が軽微で，要保護性が小さく，家庭裁判所

で「審判不開始」又は「不処分」決定が相当とされるような事件が対象とされ，実際にも

万引や自転車等などの窃盗事件が大半であったことから，被害者の側も，加害者に対面す

る不安や時間と労力を割くことの負担から，少年対話会の参加に消極的であった。また，

実施した現場からは，検察官に事件送致するまでの僅か１～２週間の間に当事者への趣旨

説明，同意確認，日程調整，対話会を行うのは手続的に容易ではないとの指摘もなされた。 

こうしたことから，パイロット調査の後，2007 年から少年対話会が導入されることとな

ったが 26，実務では全く用いられていない。やはり全件送致主義の制約が圧倒的に大きく，

制度設計にもかなり無理があったことは否めない。 

 

 

V 被害者支援団体と警察 

 日本では，1992 年に犯罪被害者相談室が東京医科歯科大学に開設されたのを皮切りに，

都道府県警察の支援もあって，各地で被害者支援の民間団体である被害者支援センターが

設置されるようになった。現在，全ての都道府県に被害者支援の民間団体である被害者支

援センターが設置されている（北海道に２つのセンターがあるため計 48 センター）。 

 日本の被害者支援センターでは，犯罪被害者に対する相談やカウンセリング，付添いな

どの直接的支援活動が行われているが，概して経済的基盤が弱く，治療費支援や生活費支

援といった経済的支援まで行っている韓国の被害者支援センターに比べ，活動内容が限定

されている。なお，全国のセンターが全国被害者支援ネットワークを組織し，1999 年に被

 
24 修復的カンファレンス（少年対話会）モデル・パイロット事業研究会『修復的カンファレンス（少年

対話会）モデル・パイロット事業報告書』(2007)，植木百合子「修復的カンファレンス(少年対話会)モデ

ル・パイロット事業報告書の概要について」警察学論集 61 巻 4 号(2008)83 頁以下。 
25 太田達也「日本における修復的司法の現状と課題」梨花女子大學校法學論集 15 巻 1 号(2010)129 頁

以下。  
26 警察庁「少年対話会による立直り支援について」（2007 年 11 月 21 日）。  
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害者人権宣言の公表したほか，被害者支援ボランティアの研修教育，広報啓発活動などを

行っている 27。 

日本には，韓国のような犯罪被害者保護法に基づく犯罪被害者支援法人のような，犯罪

被害者支援に特化した特殊な法人格の制度はなく，どの被害者支援センターも概ね公益社

団法人や一般社団法人，NPO 法人である。しかし，2001 年の犯罪被害者等給付金の支給等

に関する法律（旧法の名称）の改正により，組織の管理運営や活動内容などについて一定

の厳しい要件を満たす民間被害者支援団体を「犯罪被害者等早期援助団体」に指定する制

度が導入された。この制度は，被害者に提供する支援の内容を一定の水準に保つとともに，

被害者にも安心して利用してもらうことができるようにすることが目的の一つである。し

かし，より重要な目的は，一定の水準を満たす被害者支援団体を指定する制度を設けるこ

とで，個人情報保護の制約の中で，被害者の氏名や被害事実など被害者の個人情報を（被

害者の同意はいるものの）警察から直接団体に提供できるようにし，被害者に対し早期の

段階から支援を行うことができるようにすることであった。制度発足当初は，設置母体の

性格や活動内容などから犯罪被害者等早期援助団体に指定される被害者支援センターは限

られていたが，2012 年 7 月時点で 48 団体中 41 団体が指定を受けるまでに至っている。 

 

 

VI 警察と被害者支援 

 以上のように，日本では，経済的支援にしても，刑事手続における支援においても，警

察が犯罪被害者支援の主導的役割を果たしてきており，警察における被害者支援の施策が

他の領域における被害者支援を促進してきた感さえある。その結果，訴追，公判，刑の執

行といった刑事手続の他の過程においても様々な被害者支援制度が整備され，福祉，雇用，

住宅，教育，保健等の領域における被害者の自立支援制度も拡充が図られつつある。特に，

被害者の自立支援においては，被害者支援条例の制定など，地方自治体による被害者支援

の動きが活発化しつつある 28。 

 警察は，刑事司法の一機関であると同時に，日本の場合，地方自治体の一機関であるこ

とから，今後，こうした様々な被害者支援の施策を展開する他の自治体機関や民間団体と

の連携を図りつつ，「個別的支援」，「継続的支援」，「包括的支援」という被害者支援

の三原則に則った被害者支援制度を整備していく必要がある。 

 
27 全国被害者支援ネットワークは，2011 年，韓国の犯罪被害者支援連合会と MOU を締結している。  
28 太田達也「地方公共団体による被害者支援の意義と課題―犯罪被害者支援条例の分析を中心として」

法学新報（渥美東洋先生退職記念論文集）112 巻 1・2 号（2005）759 頁以下，内閣府犯罪被害者等施策

推進室『地方公共団体における犯罪被害者等施策に関する調査報告書』（2008），太田達也「被害者の自

立支援―地方自治体の取組みと課題」被害者学研究 19 号(2009)122 頁以下。同『平成 21 年度地方公共

団体による犯罪被害者等施策に関する調査報告書』(2010)。  


