ボランティア支援員「第12期生」候補者養成講座カリキュラム (案)

令和元年11月2日(土)～令和2年3月7日(土)
※ 会場はぴゅあ総合 (実施時間は表内()参照)
(敬称略)

時
月 日
1

11月2日
視聴覚音楽室

限
曜
土

第 1 時 限
時間は()内

第 2 時 限
時間は()内

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

センターやまなしについて・またその連携機関

事務局

［専務理事 清水八志］
(10:10～12:00) 90分

(9:30～10:00)40分

第 3 時 限
時間は()内
昼
休

3

4

5

6

11月13日
視聴覚音楽室

12月7日
視聴覚音楽室

12月22日
小研修室1

R2年
1月8日

水 ［県警支援室長 保坂積］
(13:00～13:50) 50分
対人援助の基礎
土 ［県臨床心理士会 比志真美］
(9:30～10:40) 70分
電話相談の基礎①
日 ［支援局長 三澤 聡］
(9:30～10:40) 70分

［支援統括コーディネーター 佐々木由紀］

(13:00～14:10) 70分

8

(14:00～14:50) 50分
刑事手続･刑法改正について

［支援局長 三澤 聡］
(10:50～12:00) 70分
電話相談の基礎①
［支援局長 三澤 聡］
(10:50～12:00) 70分

昼
休
昼
休

時間設定

(14:20～15:30) 70分

［専務理事 清水八志］
(15:40～16:50) 70分

9:30～17:00

刑事事件における警察の役割と被害者支援

13:00～17:00

(15:00～15:50) 50分
(16:00～16:50) 50分
犯罪被害の実態①
犯罪被害の実態②－１ 犯罪被害の実態②－２
［支援局長 三澤 聡］ ［サポートセンター長 佐々木由紀］ ［サポートセンター長 佐々木由紀］
(13:00～14:10) 70分
(14:20～15:30) 70分
(15:40～16:50) 70分
ワークショップ（自己啓発）
被害者の心理を知る
関係機関との連携
［支援統括コーディネーター
佐々木由紀］
［支援統括コーディネーター 佐々木由紀］
［被害者講演予定］
(13:00～14:10) 70分
(14:20～15:30) 70分
(15:40～16:50) 70分

9:30～17:00

9:30～17:00

女性相談所の役割と被害者支援 少年審判における被害者のための法律・制度 児童相談所の役割と被害者支援 発達障害の特徴と被害者支援

水

［女性相談所 所長 横田恵子］

小研修室1

(13:00～13:50) 50分

R2年
1月18日

サポートセンターの役割と被害者支援

土

［弁護士会 弁護士］
(14:00～14:50) 50分
弁護士の役割と被害者支援

［中央児童相談所 藤森雅恵専門員］

［こころの発達支援センター 林史子支援スタッフ］

(15:00～15:50) 50分

(16:00～16:50) 50分
被害者の心理①

昼
休

法テラスの役割と被害者支援

［法テラス副所長 松本成輔］ ［県臨床心理師会 望月昌恵 ］
［弁護士会 弁護士］
(9:30～10:40) 70分
(10:50～12:00) 70分
(13:00～14:10) 70分
(14:20～15:30) 70分
裁判所における被害者保護施策
被害者のトラウマについて
検察の役割と被害者支援
県の役割と被害者支援
R2年
2月5日
水 ［精神科医 反田克彦］ ［甲府検察庁検事 小串依里］ ［甲府地方刑事部主任書記官 須藤智映子］ ［県男女共同参画課 金丸広人］
小研修室1
(13:00～13:50) 50分
(14:00～14:50) 50分
(15:00～15:50) 50分
(16:00～16:50) 50分
ワークショップ（電話相談ロールプレイ）①
支援者のｽﾄﾚｽﾏｰﾈｼﾞﾒﾒﾝﾄ
リスニング技術の基礎①
リスニング技術の基礎②
R2年
昼 ［支援統括コーディネーター 佐々木由紀］ ［支援統括コーディネーター 佐々木由紀］
2月15日 土 ［県臨床心理士会 比志真美］ ［支援統括コーディネーター 佐々木由紀］
休
小研修室1
(9:30～10:40) 70分
(10:50～12:00) 70分
(13:00～14:10) 70分
(14:20～15:30) 70分
［サポートセンター長 佐々木由紀］

ワークショップ（模擬事例検討）① ワークショップ（模擬事例検討）②

9

［支援統括コーディネーター 佐々木由紀］

［センター副理事長 山角駿］ [県産婦人科医会 森澤孝行] ［県警捜査第1課 神澤綾］

視聴覚音楽室

7

第 5 時 限
時間は()内

センター活動内容概要（支援編） センター活動内容概要（広報編） 情報管理・ボランティア支援員の役割

被害者支援の各種公的制度等 被害者支援の必要性・法律・制度 医療機関(産婦人科)の役割と被害者支援

2

第 4 時 限
時間は()内

R2年
3月7日
土 ［支援局長 三澤 聡］ ［支援局長 三澤 聡］
小研修室1
(9:30～10:40) 70分
(10:50～12:00) 70分

昼
休

ワークショップ（直接支援準備）① ワークショップ（直接支援準備）②

［支援局長 三澤 聡］
(13:00～14:10) 70分

13:00～17:00
被害者の心理②
［県臨床心理師会 望月昌恵 ］

9:30～17:00

(15:40～16:50) 70分
13:00～17:00
ワークショップ（電話相談ロールプレイ）②
［支援統括コーディネーター 佐々木由紀］

9:30～17:00

(15:40～16:50) 70分
修了式・面接

［支援局長 三澤 聡］
(14:20～15:30) 70分 (15:40～終了次第解散）

9:30～17:00

