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【実践報告】

犯罪被害者支援にかかわる研修を実施するうえでの工夫
―研修会を実施した経験をもとに―
伊藤

冨士江（社会福祉学科教授）

大岡

由佳（武庫川女子大学准教授）

大塚

淳子（帝京平成大学教授）

１．はじめに
わが国における犯罪被害者支援は、2004 年に犯罪被害者等基本法が成立したことを契機に
大きく進展してきた。現在は第 3 次犯罪被害者等基本計画（2016 年 4 月から 2020 年度末）の
もとで、全国すべての市区町村で被害者のための総合的対応窓口が設置され、被害者や家族
のための中長期にわたる生活支援が注目されるようになった。
しかし、被害者支援を担う職員の知識やスキルなどの支援力についてはまだ課題も多い。
地方自治体に関する全国調査によれば（犯罪被害者等暮らし・支援検討会

2016）、総合的対

応窓口担当者の約 90% が兼務であり、担当の職員数は 1 名ないし 2 名が大多数で、対人援助
職の資格等を有する者は約 10% だった。過去 1 年間で相談があった窓口は約 20% にとどまっ
ていた。また、被害者支援に関する研修の機会について「研修を受けたことはない」との回
答が 47％に上った。
実際に、被害者支援にかかわる研修を実施するさい、どのようなことが求められるだろうか。
自治体、民間支援団体、司法行政の現場などで研修を実施する場合どのような工夫が必要と
なるだろうか。本稿ではそのような点について、私たちが実施した研修内容を報告し、その
内容と参加者のアンケート結果をもとに考察したことを提示する。

２．実施した研修会とそのプログラム
2019 年 7 月 6 日（土）10:00 〜 17:00

上智大学 6 号館 305 号室において、「よりよい被害

者支援のために」と題する研修会（以下、本研修会）を実施した。目的は多機関連携を中心
に検討し、今後の被害者支援を展望することであった。参加者は、地方自治体、民間支援団体、
司法行政、病院などで被害者支援に携わる職員、研究者・学生など約 50 名であった。
なお本研修会は、「平成 28 〜 31 年度科学研究費助成事業

基盤研究 (C)

犯罪被害者支援

におけるケアマネジメント・モデルの構築と検証（課題番号 16K04185）（代表研究者：伊藤
冨士江、分担研究者：大岡由佳、大塚淳子）」による研究の一環として行ったものである。
本研修会のプログラムは表 1 のとおりで、最初に被害当事者による講話の時間を設けた。
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交通犯罪でご家族を失ったご遺族をお招きし、「被害者遺族の再出発を描いた支援を 〜被害者
等による体験に基づく支援ニーズ〜」というテーマでお話（60 分）いただいた。被害当事者
の体験を直接聴く時間は貴重であり、被害者が置かれる実情や苦悩、支援に必要なことなど
具体的に伺うことができた。また、ご遺族にはその後のプログラムにも同席いただき、参加
者からの質問に対応していただいた。
つぎに、科研費研究の調査結果をもとにした講義を 2 コマ（各 60 分）実施した。講義①の
テーマは「犯罪被害者等の置かれている状況とその支援」、講義②は「中長期支援と連携にお
ける具体的方策」であった。つづいてその講義内容を踏まえたかたちで、多機関連携の現状
と連携の進め方について、参加者を対象にグループワーク（約 100 分）を行った。グループワー
クの内容については次節で詳説する。
表 1．本研修会のプログラム
10:00 〜 10:10

開会の挨拶

10:10 〜 11:10

被害者ご遺族による講話
「被害者遺族の再出発を描いた支援を 〜被害者等による体験に基づく支援
ニーズ〜」

11:10 〜 12:10

講義①（大岡由佳による調査結果報告）
「犯罪被害者等の置かれている状況とその支援」

12:10 〜 13:10

昼食休憩

13:10 〜 14:10

講義②（大塚淳子による講義）
「中長期支援と連携における具体的方策」

14:10 〜 14:20

休憩

14:20 〜 16:00

グループワーク
「被害者支援における多機関連携の現状と改善策について」

16:00 〜 16:20

研修会まとめと今後に向けて、閉会挨拶

16:20 〜 16:45

アンケート記入

解散
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３．グループワークプログラムの概要
本グループワークは正味 90 分間のスケジュー 当日映したスライド「グループワークの進め方」
ルで組み立て、以下のように進行した。グルー
プ分けは地域性や職域が偏らないように 7 つに
分け、1 グループの人数は 6 〜 7 名であった。
各グループにおけるファシリテーターの役割は
本研修会の主催者や協力者が担った。グループ
のテーブルには、付箋紙（ポスト・イット）
、数
色のマジック、模造紙を用意した。
総合ファシリテーター役からグループワーク
の全体的な進め方の説明を行った。つぎに、初対面となる参加者が多いため所属と氏名のみ
の自己紹介をしたあと「アイスブレイク（緊張をほぐすためのゲーム感覚で行える活動）」と
なるものを追加した。当日は、接続詞を記載したカードを用意し、順番に各自が趣味を披露
した後に上記カードを 1 枚めくり、そこに記載された接続詞にもう一文加えて紹介を綴じる
という形をとった。あちこちのグループで笑いも生まれ、場が温まった状態でグループワー
クに進んだ。進め方と自己紹介でおおむね 15 分、その後は 30 分ずつ区切って、2 つのセッショ
ンを行った。
グループワークでは KJ 法を活用し、まず①日頃感じている連携困難な点について、各自が
付箋紙 ( カード ) に自由に記載していった。一定数集まったところで各グループのファシリテー
ターのリードのもと、討議しながらグルーピングを行った。次に、②その困難を解決するた
めの、すなわち現場で協働を進めるための具体的方策について、①と同じようにカードに記
載し、討議しながらグルーピングを行った。ファシリテーターの存在があることで、参加者
の対等で平等な作業や発言を保障し、グループの活性化が図られた。
最終的にその話し合いの結果を模造紙にまと

当日の「グループワークの一例」

め、短いタイトル（キャッチフレーズ）をつけた。
さまざまな意見から新たな知見を見出し、可視
化していく作業自体が学びの過程であったとい
える。またグループワークを通して普段あまり
聞くことのない他の地域や機関・団体の状況
等を知り、刺激を受けて活気のあるディスカッ
ションとなり時間の不足を感じるほどの凝集性
がみられた。
グループワークの最後には、各グループの話し合いの結果について模造紙を掲示して発表
し合う時間を取った。この発表の場も重要であり、互いの経験を共有し合うとともに今後の
支援に関する情報交換の機会につながると考えられる。
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総合ファシリテーター役が各グループの進捗状況や時間管理を行い、100 分以内（休憩時間
を含む）で 2 セッションおよび発表が収まるようにした。
活発なディスカッションの様子を紙面に表すことは難しいが、各グループがまとめた内容
を以下に提示する。状況を想像しながら眺めてほしい。左の列が各キーワードで、右列には
その共通項をグルーピングしたキーワード等を記載している。本稿ではグルーピングされた
内容ごとに色分けをしている。
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＜Ａグループ＞タイトル：連携の道半ば～終わりなき旅
＜A グループ＞ タイトル：連携の道半ば～終わりなき旅
①日頃感じている連携困難な点

②グルーピング

ネットワークの構築
インテーク会議
担当者との定期的な面談
他機関同士の日頃からの付き合い。

日頃からの信頼

書面に書けないニュアンスの相談が可能な関係性の構築

関係づくり

連携先との情報交換・共有・提供
積極的に連携先に出向く

県単位での連携協議会を定期的に開催する

会議

定期的な顔の見える会議・話し合い

情報共有・顔の

様々な期間が一堂に会する会議や研修の開催

見える関係構築

各施設のスタッフ間の話し合い

実用的な支援制度の存在

制度の充実

相
互
に
関
係
が
あ
る
項
目
同
士

各機関の内容・連絡先の一覧表作成
支援団体の HP などでもう少し詳しく案内してほしい
情報の一本化

情報共有のできるツールの作成

被害者への分かり

支援可能なメニューの提示
「ここをみれば全ての情報がわかる」という HP が欲しい

やすい情報提供

庁内あるいは他機関とのルール作り

研修への出席による理解促進

研修会

研修会の開催

（スキルアップ)

顔を合わせる研修会の開催
信頼されるためのスキルアップ

人材育成

ベテラン支援者を育てる

支援者への上司からのねぎらい・理解
部署内での日頃のコミュニケーションを促進し相談しや
すい状況づくりを行う
支援者への同僚同士の理解・声かけ
6

内部の雰囲気

上
下
に
関
係
が
あ
る
項
目
同
士
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タイトル：使えるものは何でも使おう！

＜Ｂグループ＞タイトル：使えるものは何でも使おう！
①日頃感じている連携困難な点
研究の充実

②グルーピング

支援者のスキルアップ

地道に研修を実らせる（ただし内容、対象を工夫）
被害者の当事者の声を届けよう

被害者理解
の研修

講演などを行う

個人情報を扱う際に同意書の様式を作る
個人情報

個人情報共有の

どこの機関でも使える様式づくりと共有

ルール作り

情報提供のガイドラインを決める

関係機関の実務者が定期的に（研修の企画などでもよい）

顔の見える

実務者協議会中心のケア会議の開催

関係づくり

対人援助専門職のコンサルテーションや同席支援
（声をあげられない被害者に対し）最初に被害者に背中
を押してあげられる当事者からつなぐ
対人援助職等専門

信頼関係

職の活用

（体制制度）予算
人には限界がある

自分の組織だけで対応するのは困難

専門分野は他機関に任せる
つなぐコ―ディネート

事件等の新聞の記事の近くに被害者支援センターの電話
案内をのせる
地域住民（隣人）への意識啓発
住民票などの市役所カウンターに具体的な支援の案内等
のチラシを置き、当事者の手に届くようにする
被害者に情報を

被害者の権利等を含めた教育・広報
（周知）教育：高校生くらいから

支援機関紹介

（周知）広報：関係機関に配布（直接会いにくい）
コミュニティセンターなどで出張相談会議
出産時～高齢の各ライフステージに会う職種へ向け
7

届ける工夫
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＜C グループ＞

タイトル：分からないことだらけの具体的な方策

＜Ｃグループ＞タイトル：分からないことだらけの具体的な方策

②グルーピング

①日頃感じている連携困難な点
個人情報の共有

限定つき

情報の共有

被害者の同意をもらうという発想を周知

コーディネーターの全国統一配置

コーディネーター

専門知識のあるコーディネーターがほしい
教育
社会資源の活用（支援の多様化）

臓器ネットワークを例に

他機関につなぐ時担当者が同行する
周知

公共広告機構で CM
情報（メニュー）の公表・提示
裁判員裁判と同等の市民への情報提供

自治体に条例あるとメニ

周知

ューがあり豊かになる

「被害者が使える制度」の一覧表
広報

啓発

国に加害者支援と同等の犯

お金

本当に支援を必要としている人に知ってもらう

8

罪被害者支援の予算要求
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タイトル：攻めの支援～待っていては届けられない

＜Ｄグループ＞タイトル：攻めの支援～待っていては届けられない
①日頃感じている連携困難な点

②グルーピング

当事者の方と真摯に向き合う姿勢
積極的に被害者とつながる。
「被害者が望むこと」という
こと自体、腰が引けている
被害者のニーズも回復も個別性がある。でも本人が自覚

当事者が望むこと

できていない場合もあるので信頼づくりを行う
考えられる困りごとのリストアップとどの機関が対応で
きるかチェック表づくり

真摯に、丁寧に向き合う

被害者からの丁寧なニーズの聴取と支援の例示
定期・不定期の面談等を活用した当事者との関係づくり

連絡協議会独自の情報共有ルールを作る

個人情報扱い

児童の要対協のような仕組みの中で情報共有できないか
機関・支援グループでのルール作り
ルールづくり

情報共有に関するルールブックを作る
事例検討の積み重ね
形式的な担当者会議ではなく、実務的会議にする
各機関の見学・学習・交流ツアーを行うなど、フットワー

相互理解不足

クを軽く
会議等の積み重ねで互いに周知する
各機関による情報発信

主体的に動く

民間支援団体のコーディネート

研修の充実などの実現のため予算化を条例づくりなどを
通じて目指す
地道に研修などを実施する

内部優先の発想

仕事分担や時間づくり、時間共有などを行い底上げする
「被害者とは」のイメージの共有
研修

信頼される支援センターになる
組織内での情報共有や優先順位付けを行う

対話・プレゼン（個が分かり合えるような組織を超えた信
頼関係）
関係づくり
9
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あらゆる機会を活用する
定期的にあって協働する機会を作る。同じテーブルを囲
み、その人となりを知る
人のつながりが残る形での人事異動

定例化
人と人とのつながり

日頃できるだけ、実際に出向いて話をする
精神的距離を詰める関係づくりやこまめな連絡をする
ケースの共有を行う定例会

早期に被害者とかかわる。組織を通じた紹介
パネル展等、広報や事業実施をあらゆる媒体を使い宣伝
必要な時に目に入るよう、よく見られる新聞や広報誌の
活用

広報

わかりやすい言葉選び（絵などを活用か？）
学校教育での啓発

ターゲットごとに心

マスコミや情報発信ツールの活用
市民への被害者理解の推進（メディアによる事件報道の
改善）
広報のターゲットごとにゴールと方法を変える。
心を動かす広報。見聞きしたら動くような映画、コミック

10

が動く広報の在り方

123

上智大学社会福祉研究

124

＜E グループ＞
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タイトル：相談数を増やすという目標を

＜Ｅグループ＞タイトル：相談数を増やすという目標を
①日頃感じている連携困難な点

②グルーピング

加害者支援と被害者支援の接点がない
警察の認識
早期支援の警察内にも被害者支援に対する温度差があ
り、支援すべきことを知らなかったり支援先を知らない

警察・ファースト
コンタクト

ことがある

担当は素人
異動が速い（1，2 年）
知識の差がある
温度差がある
今までの知識だけで語ろうとする

組織

被害にあわれた方の立場を考えない人がいる
素人から見て各機関がなぜ縦割りに収まりたいのか、本
人のモチベーションは何なのか、なぜ連携したがらない
のか理解できない
同じ方向に理解のぶれなく見るためのより具体的かつ相
互に WINWIN な目標を設定するのは困難
福祉、ソーシャル、心理ニーズがあるが人口が少ない
コストや年数の関係から福祉関連の資格を取るのにハー
ドルが高い
センターと当事者団体の連携

被害者のニーズの把握が信頼してお話していただけるま

ご本人・当事者の

で難しい

ニーズを大切にす

複数問題を抱えている場合、誰がコーディネートするの

ることによって相

か

談ケースを増やす

ご本人の意思確認ができない

という目標を立て

誰を支援するのかが不明確。本人か、家族かが曖昧

る

所属する機関によりスピード感が違う
担当者による姿勢の違い
地域格差
11
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市町村の担当者の対応に差がある
被害者の方が転居した場合の継続支援
被害者の方が他県に住んでいる場合の居住地での支援
どこまでやってくれるのかが不明
どこまで期待されているのかが不明
行政との連携ができていない。児童の性被害支援を行っ
たが児相とのつながりがなかった為に病院付き添いで終
了してしまった
県市町の「総合的対応窓口」担当者自身の認識が弱い
自治体（市町）で被害者支援に対する温度差が大きい
担当者の兼務により担当者自身の温度差もある
相談窓口につないでも、その先でどんな支援をしている
かわからない

あらゆる差
勉強会の活用を
通して顔の見え
る関係を構築し
よう

県をまたいだ事件の場合の支援者連絡
窓口に行って話・結果を聞く
顔の見える担当者同士のコミュニケーションづくりを定
期的に作っていく
今年度初めて研修会の講師として児相の課長に来ていた
だき、顔の見える化をしたことで今後つなぐことが可能
になりつつある
話し易い人からなるべくその機関についての情報を得る

情報管理

その他

12
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タイトル：根拠＆ルール

＜Ｆグループ＞タイトル：根拠＆ルール
①日頃感じている連携困難な点

②グルーピング

形式的な会議に終始している
他職種がそれぞれの専門性を通す場合、強いものに押さ

会議の在り方

れがちになる

（ルール化されて

消極的・権力争い・（押し付け合い）

いない）と関連

連携先との立ち位置の違い（連携希望しているか？）
上司が言い出さないとできないかもしれないが、他の機
関でよいと思われる事例を導入する。
外部の有識者を入れた事例検討を定期的に行う

対応策

飲み会（昼食会）をセットにして個人的に知る
民間団体と警察署のやり取りはスムーズだが、病院、行
政機関、他支援団体とそれぞれに考えており、顔の見え
ない共有になりがち
何処と連携したらいいかわからない
担当者により対応が変わる。（動いてくれる範囲など）
行政の担当者が制度を知らない
連絡の必要性のレベル感が一致していない
各機関で日頃どんな相談支援をしているか詳細知らない

ルール化されて

連携先の具体的な支援情報の不足

いない（会議の在

他機関連携がそもそもできていない

り方）と関連

紹介先でその後どうなったかを聞いていいかわからない
つなぐのみで、その後どうなったかの情確認どこまで？
関係機関の支援内容やよく受けている相談等を一覧にし
て関係する機関に配布する

対応策

申し合わせ事項を作成する

ご本人・当事者の

関係機関と同じ研修に参加してもらう。顔が見える化を

ニーズを大切にす

徹底する

ることによって相

多機関連絡について各機関が定期的に集まり連携につい

談ケースを増やす

て話し合う

という目標を立て
る

本人と親の認識が違う。
（特に未成年）
そもそも団体内で事件事案について共有されておらず、

当事者ニーズの

アセスメント等もない

把握の難しさ
13
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支援メニューと機関リストが提示できるようにする
支援者自身が当事者の気持ちをもっと理解できるよう努
力する
アセスメント、フィードバック、切れ目ない支援体制で
いること

対応策

当事者に必要性を伝えること
被害者の話を聞くことを重視する。体験の蓄積
誰でも使えるアセスメントツールの作成
被害者のバックグラウンド、経済状態等を配慮し、意思
を確認しながら組織全体で方向性を決める

加害者への債権回収代行についてもっと考える必要あり
資源情報を探る。資源がなければ予算化する
上限額あっても一定金額は公共機関が代金回収をする

対被害者

加害者の資産を被害者が把握できる仕組みの構築

個人情報をどこまで共有していいか
民間団体に市町村がスムーズに情報共有してくれない
本人同意のうえで共有できるフォーマットの作成

情報共有の困難

個人情報を共有できるような例外の適用

性

資源がない
長期的支援できる機関がない？（市区町村？）
刑事手続き終了後の支援機関がない
経済的な支援についての設定が市に無い

基盤・根拠・資源

市に単独条例がなく幅広い支援ができず、情報提供のみ

がない

要望多い市管住宅数は不足。土地なく増困難、施設補助？

家事手伝いについてもう少し何とかできないか
どの程度の予算がかかるのか担当者は不安に思っている
予算化する
対応策

根拠となる条例を作り予算をつける
国が自治体に補助を出す

場所、物理的距離の問題
物理的距離

アウトリーチ。出向いていけるようにする
14

127

128

上智大学社会福祉研究

2020. 3

人員不足。連携する余裕がない
連絡する時間を確保すること、連携先との時間調整困難

人と時間

市町村窓口に専門的な知識がある人が配置されていない
きめ細やかな支援を可能にする人員体制
研修会などを開催し専門性のスキル UP。
スタッフや専門職に対してバーンアウトや離職防止のた

対応策

めのサポート。

相談が来ない
そもそも犯罪被害者支援という言葉が浸透していない
福島では犯罪被害者センターに原発被害者の相談者の方

周知課題

が多く来る。周知されていない
患者という目線になってしまい被害者であるという視点
が抜けてしまう（虐待や DV ケース）
「被害者支援」というフレーズが漠然としすぎてなんだ
かわからない。具体的にわかりやすい PR が必要
広報での啓蒙（区報・警察広報・車内広告など
自治体と民間団体とが一緒に啓発を行う。

15

対応策
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＜G グループ＞タイトル：

人を動かす組織、組織を動かす（三×）百味一体

＜Ｇグループ＞タイトル：人を動かす組織、組織を動かす（三×）百味一体
①日頃感じている連携困難な点

②グルーピング

相手の組織を知る
お互いを知る
顔が見える関係性

人間関係

↓

要望と必要性を具体化して伝える

ＭＯＶＥ

連携を図るための情報共有
こちらから具体案・具体的な支援例を提示
個別の事例を踏まえた検討会や情報交換

押してだめならひいてみる
なんでも利用する
コーディネーターが不可欠
できること、できないことをはっきりさせる
ネゴシエーション力

メディア、情報網を活用

↓

関係する機関が全員集合して議論

輪

担当者の上司と話をする
担当者の上司と話をする
ワンストップが必須

絶対ワンストップを！

相手を知る攻略をするために、自ら発信、手を伸ばす
忍耐力、挫けない心

一つの経験が次につながる
やってくれたことに感謝を伝える自分自身のレジリエン

↓

ス

心

16
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４．参加者のアンケート結果から見えてくること
（１）アンケート実施の概要
参加者には研修会に関するアンケートを研修資料とともに渡しておき、研修終了後に任意
での提出を求めた。アンケートは、属性として性別、年代、勤務先に加え、職務内容、被害
者担当の経験年数を尋ね、質問内容としては本研修会情報の入手先、研修会受講による学び
の程度、研修内容の活用の有無、回答者の支援力（知識、スキル）の程度、今後の研修会へ
の期待で、さらに研修会全般にかんする自由記述欄も設けた。

（２）アンケート結果
1）属性
回答数は、計 47 名（男性 10 名、女性 34 名、無記入 3 名）であった。年代は、
「20 代」4 名、
「30 代」4 名、
「40 代」16 名、
「50 代」15 名、
「60 代」5 名、
「70 代」1 名、無記入 2 名であった。
勤務先は、「検察」6 名、「更生保護関係」2 名、「医療関係」3 名、「地方公共団体」9 名、「民
間支援団体」14 名、
「その他」7 名、無記入 4 名であった。被害者担当の経験年数としては、
「1
年未満」6 名、
「1―3 年」7 名、
「3―5 年」5 名、
「5―7 年」3 名、
「7 年以上」12 名、
「該当せず」
9 名、無記入 5 名であった。
2）本研修会情報の入手先
本研修会について大きく 2 つの方法により広報した。1 つ目は警察庁の情報メールマガジン
であり、毎月一回地方公共団体の犯罪被害者等総合対応窓口に WEB で情報配信されている。
2 つ目は研究事業に絡む報告書作成を機に、その報告書を関係諸機関へ送付する際に、本研修
会案内を同封するという形であった。また被害者支援にかかわる機関・団体にチラシを送付
した。
回答結果をみると情報入手先について、
「警察庁の情報メールマガジン」2 名、
「研修会案内
のチラシ」18 名、「職場ですすめられて」10 名、「その他（報告書、民間支援センターを通し
てなど）」17 名であった（図 1）。
図 1．本研修会を知った経緯（数字：人数）

2
17

警察庁の情報メールマガジン

18

研修会案内のチラシ
職場ですすめられて

10

その他（報告書、民間支援センターを通してなど）
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3）研修会受講による学びの程度
「この研修会に参加して、どの程度勉強になったか」について、1：
「まったく勉強にならなかっ
た」から 5：
「大変勉強になった」の 5 段階で回答を求めたところ、評価は 4：
「勉強になった」
9 名、5：「大変勉強になった」37 名であった。
4）研修内容の活用の有無
「今後の仕事に活用したい／役立てたいと思う内容があったか」を尋ねたところ、「あった」
41 名、「とくになかった」3 名、「無記入」3 名であった。「あった」との回答者に、具体的な
内容を自由記述してもらった結果を機関・団体別でまとめたものが表 2 である。機関・団体
を問わず共通して挙がった内容は「被害者の話」であった。
表 2．今後の仕事に活用したい／役立てたいと思った内容
（警察）
( 検察）

被害者のお話
被害者の話
連携のための色々な支援団体の活動内容
各（犯罪被害者支援）センター等の活躍
被害者の方への具体的な声
二次被害の捉え方
警察等の対応への不満の具体例

（更生保護施設関連機関） 連携の必要性
研修方法（ワークの取り入れ）
（医療）

被害者の話
職場近隣での被害者支援対策

（地方公共団体）

被害者の話
被害者の心情
市が行える支援
被害者と関わる際の心構え
（被害者の）置かれている状況とその支援

（民間被害者支援団体）

被害者の話
条例の必要性
地方自治体における実行力のある支援の実践
連携の大切さ
市町村等の連携の在り方
シームレスな支援
まずは話しやすい人とつながること
被害者のニーズをちゃんと聴くこと
被害者を中心とした連携
相互作用で強い支援体制の必要性
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5）回答者の支援力の自己認知
被害者支援における、現在の自分の「支援力（知識、スキル等）」について、0：
「該当せず」、1：
「まったくない」から 5：「かなりある」として 5 段階で回答を求めた。支援力の自己認知は真
ん中の「3」とする回答が 14 人でもっとも多く、
「1」が 9 名、
「2」が 7 名、
「4」が 6 名と続き、
「5」の評価はゼロであった（図 2）。
図 2．回答者の支援力の自己認知（数字：人数）
14

9
7

7
6

0
支援力認知 0

支援力認知 １

支援力認知 2

支援力認知 3

支援力認知 4

支援力認知 5

6）今後の研修会に期待すること
「こうした研修があったらまた参加したいと思うか」を尋ねたところ、無記名 4 名を除いて
43 名全員が「参加したい」との回答であった。希望するテーマについては（自由記述）、表 3
に示すとおりであった。さまざまな意見が挙がり、今後の研修会を企画するうえでヒントに
なるものが含まれているといえる。
表 3．今後の研修に希望する研修テーマ
（警察）
・思いを同じくする同志を増やすエンパワメント
・被害者のマスコミ報道について
（検察）
・具体的な成功例の紹介
・実際実施した支援について（成功例、失敗例）
・加害者（再犯防止）との関係
・支援者のレジリエンス、交流会、実務研修会
・被害者支援制度の現状
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（医療機関）
・法的な基礎知識
・加害者の更生保護をしている専門職の方との研修
（地方公共団体）
・被害者等に対する支援コーディネートの事例
・被害者等支援の具体的な流れ等を事例にもとに共有できるような研修
・今回のようなグループワーク等で、様々な方の意見や考えを共有できる研修
・個人情報の共有に関する具体的方策
・支援の連携について
（民間被害者支援団体）
・犯罪被害者支援の今後の在り方
・被害者支援の充実、そのための情報共有勉強会
・シングルマザーや子どもの支援
・調査、研究を踏まえた報告
・地域での先進的な取り組み
・連携の成功事例
・被害者の情報共有
・早期支援からつながる中期的支援
（その他等）
・被害者相談の取扱の多い自治体の工夫例
・弱者支援全般
・他職種との連携
・地域共生社会の実現に向けた取り組み
・被害者支援の現状
・支援者、当事者が一緒になって未来志向で施策、ツール、事例検討を行うような研修
・必要とする被害者 +B5:C39 に支援を適切に届けるための方策

５．考察・まとめ
（１）研修における「被害当事者の方の講話」の必要性
本研修会では初めに被害者の生の声を聴いてもらう時間を設けた。その後に、グループワー
クを実施し、参加者間で被害者の話を咀嚼しつつ、被害者支援の課題について具体的に討議
する時間を取った。アンケート結果によれば参加者の「今後の仕事に活用したい／役立てた
いと思う内容」として評価が高かったのは「被害者の話」であった。いずれの機関・団体の
参加者においても、被害者の生の声は今後の仕事に活用したいという回答が多かった。
近年の医療保健福祉分野では当事者の声の重要性が指摘されるようになったが（小林
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2017）、被害者支援の関係者にとっても今後の支援を考えるうえで被害者当事者の声を聴くこ
とは重要であり、とくに多機関を交えた研修会において共通認識をもつためには被害者の話は
必須といえる。また、参加者が被害者の置かれる実情についてリアリティーや共感、想像力を
高めながら臨むためにも、被害者の声を聴くことによって心が動くことが重要である。
一方で、たとえばある団体の職員から「被害者だけの話を研修として設けると、参加者が
その

重い

話に圧倒されてしまい、自分には支援は出来ないと感じてしまう。被害者の話

を取り入れるのは慎重にならざるを得ない」と言われたことがある。被害者の講話の後に、
その話をもとに参加者間で話し合う時間を取ったり、被害者の方に配慮しながら直接質問で
きる時間を設けたりして、講話を咀嚼していく工夫が必要であろう。
なお、研修会に被害当事者の方を招き講話いただく場合は、準備も含め細心の配慮が必要
となる。その点については大岡（2016）のコラム「ご遺族・当事者を講師でお迎えするとい
うこと」に詳しい。

（２）研修会にグループワークを活用することの有効性
研修プログラムにグループワークを組み込む第一の目的は参加型研修とするためである。
グループワークの活用により聴講形式の受動的になりやすいプログラムから、自らの地域や
所属機関・団体、また他の地域や機関の課題を認識し、参加者の現状や知見を相互に共有し、
課題の改善方法を模索するプログラムにすることが可能となる。グループワークはアイディ
アの共有、発見、開拓に結び付き、また日々の支援の現場で活かせるヒントを得る機会となり、
ひいては支援者自身のセルフケアおよび支え合いの機会ともなる。
地域性や所属機関・団体が異なるからこその効果がみられた一方、短時間に相違点を活か
した議論にまで深めることには限界がみられた。それでも、参加型研修であることに加え、
全国で同じ被害者支援に携わる者同士の交流の機会としても一定の効果があったと考えられ、
人材育成研修においてグループワークを取り入れる有効性を今回も実感することとなった。
以下にアンケートの自由記述の中からグループワークに関する内容のみ、抜粋しておく。
• 「グループワークなど、大変参考になりました。」
• 「他機関の方々とも交流できて勉強になった。」
• 「グループワークでは活発な意見交換ができて参考になりました。」
• 「グループワークは、日頃、抱える困難さを共有できて良かったです。」
• 「同じ業務（被害者支援）に携わる方との意見交換ができて良かったです。」
• 「刑事さんや行政・裁判所など、様々な立場の方のお話を伺うことができて大変有意義でした。」
• 「当事者の方の話やグループワークでの様々な方から意見等も聞くことができて勉強になり
ました。」
近年、企業やさまざまな組織において人材教育はより盛んになってきている様相だが、そ
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の方法論としてグループワークを取り入れる機会が増えている。背景には、受動的な聴講方
式の場合、参加者の満足度の低さが各種の研修結果で判明していることがある。また、成人
の学習に関するアンドラゴジー理論の普及があると考えられる。松本（2015）は、1970 年代ノー
ルズ（M,Knowles）によって確立されたアンドラゴジー理論の 4 原則について、つぎのように
紹介している。
①自分たちが学ぶことについてその計画と評価に直接関わる必要がある。
②経験が、学習活動の基盤を提供する。
③自分たちの職業や生活に直接重要と思われるような学習テーマに最も興味を示す。
④成人の学習は、学習内容中心型ではなく、問題中心型である。
ノールズによれば、成人学習・教育の機運の高まりの理由として、近年は教育という指導
者側から学ぶ側への関心が理論的に移行してきていること、生涯学習の社会的普及や教養よ
り能力開発への教育目的のシフトなどが挙げられている。成人教育の使命は、個人・組織・
社会の各ニーズの充足にあるとしている。
ノールズの成人学習に関するポイント「P-MARGE」としては、頭文字を使って以下のよう
に整理されている（中原）。
「Ｐ」…learners are Practical.（成人の学習者は実利的である）
「Ｍ」…learner needs Motivation.（成人の学習者は動機を必要とする）
「Ａ」…learners are Autonomous.（成人の学習者は自律的である）
「Ｒ」…learner needs Relevancy.（成人の学習者は関連性を必要とする）
「Ｇ」…learners are Goal-oriented.（成人の学習者は目的志向性が高い）
「Ｅ」…learner has life Experience.（成人の学習者には豊富な人生経験がある）
このように成人学習に関する理論から多くの示唆を得られるが、とりわけ「実利的である
こと」や「豊富な人生経験が生きる」ことなどは、グループワークを取り入れる有効性と結
びつくと考えられる。
また松本（2015）は、成人学習論に大きな貢献をしたフレイレー（Freire）の問題解決型教育は、
その特徴として、対話を中心にした教育の重要性を説いていると紹介する。実践と省察の関
連性を意識した言葉による対話が成人教育に求められ、信頼が対話における先駆的与件であ
るとともに、対話が信頼を構築するという相互構成的な関係を指摘している。そうした対話
には、共同探索に携わる 2 つの「極」の間の「共感」関係があると言っている。
実際にグループワークを活用した多くの研修では対話が促進され、各参加者の経験をもと
に、与えられたテーマに基づく作業課題を解決しようとする中で、信頼関係が深まる。その
経験が、今後のソーシャルサポートとしての人脈につながる契機となる場合が多く、これは
まさに対話の成果と考えられる。
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（３）グループワーク運営上の工夫
初対面の参加者がグループワークで上述の対話を重ねるためには、運営上の環境準備が欠
かせない。一つはグループのサイズとメンバー構成である。6 〜 8 人が各人の発言時間や安
全感を保障するのに適したサイズと考えられる。なるべく新たな刺激や発想を得るためには、
日頃少し遠いと思われている職域や、物理的環境の異なる地域で混成メンバーとすることが
望ましい。
初対面の緊張を和らげ討論を円滑にするためには「潤滑剤」が必要となるので、アイスブ
レイクの時間を設けるとよい。たとえば、はじめの自己紹介に加え 5 〜 10 分間程度のアイス
ブレイクの時間を取り、以下のようなテーマについて発言してもらうのも一案である。
• 出身地の有名な食べ物やお祭りなど
• 開催時期の季節にあわせ、例えば秋なら「運動会で一番嫌いだった種目と理由」、年末なら
「我が家の正月料理に欠かせない一品」など。
各グループにファシリテーターを置き、時間管理やメンバーの発言量の偏りの是正や全員
の発言の促進を図ることも大切である。ファシリテーターには、発言の活性化や方向性が一
方向に偏らないような「交通整理」のスキルや公平性が求められるが、グループワークの目
的や進行についての打ち合わせを十分に行っておくことが必要となる。さらに、各グループ
の活動を促すファシリテーターのほかに、グループ運営全体を見て助言できる役割の者を置
くとよい。

（４）参加者主体型のグループワークを取り入れることの必要性
本研修会の参加者は様々な職場（検察、更生保護関係、医療関係、地方公共団体、民間支
援団体等）からであったが、グループワークを取り入れた研修を実施している地域はまだ限
られている。参加者主体型の研修は、上述してきたように知識伝達型の研修と異なり、参加
者が互いの意見を聞く中で、自分の仕事の振り返りをする姿勢を獲得していくことにも通じ
る。他者との相互作用を通じて自己を振り返る姿勢は、「専門的な学習共同体」（Wiseman et
al. 2013）の土台となる文化を形成し得るものである。本研修会では参加者は名刺交換をして
会場を後にするなど、被害者支援を行う者としてのつながりを確認し合っていることがうか
がえた。互いの関係性を強める研修として、参加者主体型の研修を企画・開催する意義は大
きいといえるだろう。
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