
 

 

大阪府公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体 

   認定特定非営利活動法人 大阪被害者支援アドボカシーセンター 
 

2023 年度 

  被害者支援員養成講座 

 基礎コース 
 

 

 

 

大阪被害者支援アドボカシーセンターは、1996 年の設立以来、犯罪・事故・災害による被害 

   者やその家族・遺族の方への支援を目的とし、電話・面接相談や直接的支援などの被害者支援活

動を行う民間団体です。2008 年に大阪府公安委員会より「犯罪被害者等早期援助団体」の指定

を受けました。 

支援活動に関わりたい方、職務として相談業務に携わっている方、また被害者問題に関心があ

る方たちに、被害者の置かれている現状を理解し、被害者支援のための基礎知識を習得できる「被

害者支援員養成講座基礎コース」をご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体 
認定ＮＰＯ法人 大阪被害者支援アドボカシーセンター 

相談電話・直接的支援問合せ 

06-6７7４-6365 

相談受付：月曜日～金曜日 10 時～16 時 

（日･祝を除く） 

ホームページ http//www.ovsac.jp/  
 
 
 

 

 

□■講座のお申込・お問合せ■□ 

認定ＮＰＯ法人 大阪被害者支援アドボカシーセンター 事務局 

〒543-0061 大阪市天王寺区伶人町２－７ 大阪府夕陽丘庁舎内 

事務局電話 （０６）６７７１-７６００ 

 



■受講生募集要項■ 

◆募集人数  30 名程度 

◆応募資格 （1）大阪被害者支援アドボカシーセンターの活動主旨に賛同し、支援活動員として 

参加したい方 

          （2）被害者支援について学びたい方 

          （３）職務上、被害者支援について学ぶ必要のある方（各種相談、行政窓口担当者等） 

＊ 学歴、職業、性別は問いません。 

＊ 講座修了後、所定の手続きを経て後日開講の専門コースを受講することができます。 

◆応募方法  別紙申込書に記入のうえ、返信用封筒（84 円切手を貼付の上、返信先の住所・ 

氏名を明記）を同封し、下記までお送りください。 

 

 

                    

◆応募締切  2023 年 6 月 6 日（火）必着 

◆受講通知  2023年 6 月 6 日（火）以降にご連絡いたします。 

        尚、提出いただいた書類は返却いたしませんのでご了承下さい。 

       ■講座概要■ 

◆日  程  6/1６、6/3０、7/７、7/21、8/4、8/25、9/1、9/15、９/ 29 、10/13 

   ◆開講時間  １講目 １３：３０～１４：５５（８５分） 

          ２講目 １５：０５～１６：３０（８５分） 

    ◆会  場  大阪市立天王寺区民センター 

（大阪市天王寺区生玉寺町 7-57   ＴＥＬ06-6771-9981）  

「Web 受講可」の回は Zoom でご自宅等での受講が可能です。ご自宅等での受

講が難しい方はこれらの回も天王寺区民センターで受講していただけます。 

ただし、講師は現地に来られない場合もあることをご了承ください。また、コ

ロナ感染状況等を鑑み、これ以外の回も Web 配信となる可能性がありますので、

申込書には必ずメールアドレスをご記入下さい。 

◆資 料 代   全回受講 一般 20,000 円  学生  ５,000 円 

                 ＊初回にお支払い下さい 

             単科受講 一般 1日あたり 2,500 円 学生 500 円 

＊単科受講は一日単位です 

   大阪被害者支援アドボカシーセンター（Osaka Victim Support Advocacy Center） 

   活動内容 ★ 電話相談   

        ★ 面接相談 

        ★ 直接的支援…裁判所、検察庁、病院等への付き添い、代理傍聴、マスコミ対応等 

        ★ 自助グループ支援 

        ★ 広報・啓発活動…ニュースレター・小冊子の発行、講演会・シンポジウム開催等 

        ★ 他機関との連携…行政機関、警察、検察庁、大阪弁護士会、大阪府臨床心理士会等 

★  支援者養成…養成講座の開講、被害者支援セミナー開催、研修実施等 

         ★  講師派遣…関係機関開催の講演会、研修会等への講師・パネリスト派遣等 

   ＊大阪府公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体 

＊公益社団法人全国被害者支援ネットワーク加盟、 大阪府被害者支援会議加盟 

〒543-0061 大阪市天王寺区伶人町 2-7 大阪府夕陽丘庁舎内 

認定 NPO法人 大阪被害者支援アドボカシーセンター事務局宛 



■ 2023年度 被害者支援員養成講座カリキュラム■ 

月 日 時 間 講 義 内 容 講  師 

第 1回 

6/16（金） 

対面のみ 

13：30～14：55 
開講式 

被害者支援の歴史と現状 
大阪被害者支援アドボカシーセンター 

15：05～16：30 犯罪被害にあうということ 大阪被害者支援アドボカシーセンター 

第 2回 

6/30（金） 

Web受講可 

13：30～14：55 
被害者への理解を深める（１） 

被害者の心理 

岩切 昌宏（精神科医/ 

大阪教育大学学校安全推進センター） 

15：05～16：30 
被害者支援の取組み（１） 

弁護士会の取組み 

西川正樹（弁護士/ 

大阪弁護士会犯罪被害者支援委員会） 

第 3回 

7/7（金） 

対面のみ 

13：30～14：55 
被害者支援の取組み（２） 

警察における被害者支援 
大阪府警察総務部府民応接センター 

15：05～16：30 
被害者への理解を深める（２） 

少年事件被害者 

一井 彩子（少年犯罪被害者遺族/ 

少年犯罪被害当事者の会） 

第 4回 

7/21（金） 

対面のみ 

13：30～14：55 
被害者への理解を深める（３） 

DV被害者 

井ノ崎 敦子（臨床心理士/ 

徳島大学保健管理・総合支援センター） 

15：05～16：30 
被害者への理解を深める（４） 

性暴力被害者 

野坂 祐子（臨床心理士・公認心理師/ 

大阪大学大学院） 

第 5回 

8/4（金） 

対面のみ 

13：30～14：55 
被害者への理解を深める（５） 

  交通犯罪被害者 

田畑 耕一（交通犯罪被害者遺族/ 

TAV 交通死被害者の会事務局長） 

15：05～16：30 
被害者への理解を深める（６） 

 子ども虐待被害者 
白山 真知子（臨床心理士/児童虐待防止協会） 

第 6回 

8/25（金） 

対面のみ 

13：30～14：55 
被害者支援の実際（１） 

社会資源の活用と連携 

大岡 由佳（社会福祉士・精神保健福祉士/ 

武庫川女子大学） 

15：05～16：30 
被害者への理解を深める（７） 

犯罪被害者遺族 

米虫 圭子（臨床心理士/ 

京都産業大学学生相談室） 

第 7回 

9/1（金） 

Web受講可 

13：30～14：55 
被害者支援の取組み（３） 

検察庁の取組み 
花輪 一義（大阪地方検察庁総務部副部長） 

15：05～16：30 
被害者支援の取組み（４） 

アドボカシーセンターの取組み 
大阪被害者支援アドボカシーセンター 

第 8回 

9/15（金） 

Web受講可 

13：30～14：55 
被害者支援の取組み（５） 

 行政の取組み 
大阪府危機管理室治安対策課 

15：05～16：30 
被害者支援の実際（２） 

支援者のメンタルケア 

大澤 智子（臨床心理士/ 

兵庫県こころのケアセンター） 

第 9回 

9/29（金） 

対面のみ 

13：30～16：30 
被害者支援の実際（３） 

支援プランの作成 
大阪被害者支援アドボカシーセンター 

第 10回 

10/13（金） 

対面のみ 

13：30～14：55 
被害者支援の実際（４） 

自助グループの意義と支援 
大阪被害者支援アドボカシーセンター 

15：05～16：30 まとめと修了式  大阪被害者支援アドボカシーセンター 

【特別講義】 

大阪被害者支援アドボカシーセンター 被害者支援シンポジウム 2023 

  詳細は 2023年 5月以降決定します 

     

 

 

 



【大阪被害者支援アドボカシーセンター支援活動員養成の流れ】 

被害者支援員養成講座基礎コース 

受講資格（以下のいずれかに該当される方） 

支援活動に関わりたい人 

被害者問題・支援に関心のある方 

職務として被害者支援に携わっている方 

 

 

被害者支援員養成講座専門コース 

受講資格（以下の全てに該当される方） 

被害者支援員養成講座基礎コースを修了された方 

大阪被害者支援アドボカシーセンターの支援活動員を志望される方 

専門コース受講時に 68歳未満の方 

受講の可否は、レポートを提出いただき考査のうえ決定いたします 

 

 

支 援 活 動 員 候 補 者 

 

 

支 援 活 動 員 

 
 
 

【天王寺区民センターアクセスマップ】 
大阪メトロ谷町線・四天王寺前夕陽ケ丘下車 ２号出口から北へ約 100ｍ 

  （車でのご来場はご遠慮ください） 

                   TEL ０６－６７７１－９９８１   FAX ０６－６７７４－３００２ 

 

□■講座のお申込・お問合せ■□ 

  認定ＮＰＯ法人 大阪被害者支援アドボカシーセンター 事務局 

〒543-0061 大阪市天王寺区伶人町２－７ 大阪府夕陽丘庁舎内 

事務局電話 （０６）６７７１-７６００ 


