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2018（平成30）年８月 Shimane Victim Support Center

島根被害者サポートセンター

19

当センターは、民間の被害者支援団体として、犯罪の被害者
そのご家族等に寄り添いながら途切れのない支援に当たります。

島根県公安委員会指定　犯罪被害者等早期援助団体
公益社団法人 島根被害者サポートセンター
相談専用電話（通話料無料）
相談時間10：00～16：00（平日のみ） 0120-556-491

（ こ こ ろ の す く い ）

○電話・面接相談　○カウンセリング　○法律相談
○病院、裁判所、行政機関等への付き添い支援
○生活支援　○関係機関と連携した支援　　　など

支援
活動

大
おお

万
よろ

木
ぎ

山
やま

の大ブナ（飯石郡飯南町）

～やさしさで  つなぐ広がる  支援の輪～
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　公益社団法人島根被害者サポートセンター及び会員の皆様におかれましては、設立以来、
犯罪の被害に遭われた方やその御家族の支えとして、相談やカウンセリング、生活支援、
また県民の皆様への広報啓発など、さまざまな活動に御尽力いただいておりますことに、
心から敬意を表します。

　さて、テレビや新聞では、痛ましい事件が連日報道されています。
　そこには、必ず被害者及びその御家族のやり場のない怒り、悲しみ、無念、例えようのない苦しみがあり
ます。
　それは別世界のできごとではなく、私たちが生きているこの社会で現実に起きていることです。
　そして、その立場に置かれるのは、明日の自分かもしれません。
　犯罪被害者等の支援は、自分の身に置きかえて、被害者の方々の心に寄り
添うことから始まります。
　被害者の方々の苦しみや抱える課題は、それぞれ異なりますが、その心情
を受け止めて、貴センターをはじめ、関係機関・団体と連携を密にし、途切れ
ることのない支援を行っていくことが必要であると考えております。
　犯罪被害者の方々が、一日も早く、少しでも平穏な生活を取り戻すため、
皆様方の一層のお力添えをいただきますようお願い申し上げます。
　終わりに、島根被害者サポートセンターの今後ますますの御発展と会員の
皆様の御健勝を祈念申し上げ、挨拶といたします。

　島根被害者サポートセンター及び会員の皆様には、日々、犯罪等の被害に遭われた方や
ご家族に対する相談やカウンセリング等様々な支援活動に御尽力いただいておりますこと
に対し、深く敬意を表します。
　また、平素から警察活動各般にわたり、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、本県における治安情勢は、刑法犯認知件数や交通事故死者数が減少する等、統計数字上は一定の
改善傾向にあるといえます。
　しかし、強盗や性犯罪あるいは悲惨な交通事故の発生が後を絶たないのも事実であり、被害者支援の重要
性は益々高まっております。
　警察では、まずもって、犯罪や交通事故の被害者が生じないよう諸対策に全力をあげておりますが、不幸
にして犯罪や交通事故の被害に遭われた方に対しましては、その発生直後から、被害者やそのご家族に寄り
添い、様々な要望に対応するよう努めております。
　しかしながら、被害者やご家族の皆様が必要とされる支援は、生活上の支援をは
じめ、多岐にわたっており、関係機関、団体が相互に協力し継続的に行うことが不
可欠であり、特に被害者支援の中核である貴センターの活動に大きな期待が寄せら
れているところであります。県警察といたしましても、今後とも貴センターとの連
携を強化し、犯罪被害者支援の充実に努めてまいります。
　結びに、島根被害者サポートセンターの益々の御発展と会員の皆様の御健勝を祈
念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

ご　挨　拶

島根県環境生活部環境生活総務課長　吾郷　朋之

島根県警察本部警務部広報県民課長　三原　亮二
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平成30年度通常総会の開催
　平成30年6月14日（木）島根県民会館において、平成
30年度通常総会を開催しました。
　来賓の島根県環境生活総務課 中尾千秋調整監及び島根
県警察本部 三原亮二広報県民課長からご挨拶をいただき
ました。

《議案審議》
○平成29年度事業報告及び計算書類等の承認の件
　原案どおり承認可決されました。
○賛助会費の一部を特定資産取得資金に充当する件
　原案通り可決されました。　
○理事選任の件
　３月に辞任された丑久保和彦理事及び千葉祐司理事の

後任として、新たに福島薫氏及び木村尚史氏の２名の
理事選任案が可決されました。

《報告事項》
○平成30年度事業計画及び収支予算の件
○日本財団2018年度預保納付金による助成の決定の件

１ 相談事業及び直接的支援事業

電話相談 面接相談 カウンセリング 法律相談 直接的支援 合計

身
体
犯

殺人・傷害致死 17 4 0 0 6 27
強盗 0 0 0 0 0 0
強制性交等 36 6 7 0 1 50
強制わいせつ 23 4 2 1 1 31
その他の性暴力 2 1 0 0 0 3
暴行・傷害 3 0 0 0 0 3
その他の身体犯 0 0 0 0 0 0

交
通
事
故

危険運転致死傷 0 0 0 0 0 0
交通死亡事故 3 0 0 0 0 3
その他交通事故 0 0 0 0 0 0

財産的被害 16 2 0 0 1 19
DV 1 0 0 0 0 1
ストーカー 1 1 0 0 0 2
虐待 2 0 0 0 0 2

そ
の
他

死別・自殺 0 1 0 0 0 1
災害被害 0 0 0 0 0 0
その他 47 8 0 0 0 55

計 151 27 9 1 9 197

（注）直接的支援：裁判所・検察庁等への付き添い

平成30年度役員名簿
役職名 氏　　名 職種・所属等

理 事 長 岡村　　弘（公社）島根被害者サポートセンター

副理事長 野々内さとみ 島根県連合婦人会　副会長

専務理事 森山　伸男 （公社）島根被害者サポートセンター　事務局長

理　　事

安達　敏幸 (株)テイケイ西日本　顧問

福島　　薫 日本司法支援センター島根地方事務所所長

小田川真一 ㈱山陰中央新報社　経営企画局長

桐山香代子 松江あかつき法律事務所　弁護士

黒﨑　真也 島根県社会福祉協議会　生活支援部長

木村　尚史 （一社）生命保険協会島根県協会　事務局長

豊嶋　直美 あさひまちクリニック　産婦人科医師

冨田　博子 臨床心理士　島根県公立学校スクールカウンセラー

松浦　俊彦 島根県商工会議所連合会　幹事長

監　　事
小汀　泰之 小汀泰之税理士事務所　税理士

山根　文一 島根県警備業協会　専務理事

〈被害罪種別支援件数〉

平成29年度における活動状況

事例検討会

２ 支援活動員の養成・研修事業
○「第10回被害者支援活動員養成講座」の開催
　６月～８月にかけて計５回開催（受講生：12名）
○支援活動員に対する研修

部内研修を12回開催。全国被害者支援ネットワーク主催による研修に４回14名、その他の研修に４回９名が
参加。

養成講座
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平成29年度　収支決算 平成30年度　収支予算
科　　　　目 金　　　　　額

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常収益 18,679,047

受取会費 1,689,000
事業収益（委託事業） 4,894,551
受取補助金等 4,621,810
受取寄付金 7,473,590
雑収益 96

２． 経常費用 19,524,713
公益目的事業会計 17,667,331
　相談事業費 555,082
　直接的支援等事業費 99,486
　支援員養成研修事業費 924,647
　広報･啓発事業費 8,276,739
　事業費（共通） 7,811,377
法人会計（管理費） 1,857,382
当期一般正味財産経常増減額 △ 845,666
一般正味財産期首残高 8,764,885
一般正味財産期末残高 7,919,219

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産経常増減額 △ 291,810
指定正味財産期首残高 1,185,499
指定正味財産期末残高 893,689
正味財産期末残高 8,812,908

科　　　　目 金　　　　　額
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常収益 14,922,217

受取会費 1,424,000
事業収益（委託事業） 5,315,879
受取補助金等 781,338
受取寄付金 7,400,000
雑収益 1,000

２． 経常費用 14,922,217
公益目的事業会計 12,883,149
　相談事業費 1,035,700
　直接的支援等事業費 186,970
　支援員養成研修事業費 740,000
　広報･啓発事業費 3,336,209
　事業費（共通） 7,584,270
法人会計（管理費） 2,039,068
当期一般正味財産経常増減額 0
一般正味財産期首残高 7,932,281
一般正味財産期末残高 7,932,281

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産経常増減額 170,662
指定正味財産期首残高 993,689
指定正味財産期末残高 1,164,351
正味財産期末残高 9,096,632

被害者支援を考える講演会

３　広報啓発事業
○各種広報・啓発活動

ラッピングバスによる広報（松江市及び浜田市）、バス車内CM、山陰中
央新報紙・テレビCM（民放３社）・FM山陰スポットCMによる広報等

○「命の大切さを学ぶ教室」の開催
　県内中学校・高等学校で計15回開催
○被害者支援を考える講演会
　10月21日（土） 島根県民会館大会議室において開催
　講師：本郷由美子 氏
○ミニ・生命のメッセージ展
　10月21日（土）～22日（日） 島根県民会館展示ホールにおいて開催

平成29年度収支決算及び平成30年度収支予算

平成30年度事業計画
◇相談事業

◦電話相談・面接相談
◦カウンセリング
◦法律相談

◇直接的支援等事業
◦裁判所・病院等への付き添い、生活支援等

◇支援活動員の養成・研修事業
◦第11回被害者支援活動員養成講座の開催
　６/16,６/30,７/7,７/21,８/４の５日間
◦継続研修(毎月１回)
◦全国被害者支援ネットワーク主催研修等への参加

◇広報啓発事業
◦「被害者支援を考える講演会」の開催(11/10)
◦「命の大切さを学ぶ教室」の開催

○中学校７校、高等学校７校、中高合同１校を予定
◦各種広報の推進

○広報誌の発行(年２回)
○ラッピングバスによる広報（松江市・浜田市）
○松江市営バス車内CM
○「しまね人権フェスティバル2018」への参加
○ホームページによる情報発信
○マスコミの活用
　　　山陰中央新報紙による広報・ケーブルTV等 
○犯罪被害者週間を中心とした街頭活動

（注）期首及び期末残高は予算編成時の見込み額です。
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本年度の開催が決まりました。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
日　時：平成30年11月10日㈯　14：00～16：00
場　所：くにびきメッセ　501会議室
講　師：磯

いそ

谷
がい

　富
ふ

美
み

子
こ

　氏
演　題：「闇サイト殺人事件の被害者遺族となって」

「平成30年度 被害者支援を考える講演会」のお知らせ

プロフィール
　2007年８月、名古屋市で闇サイト「闇の職業安定所」を通じて集まった男３人に帰宅途中の娘、利恵さん（当時31歳）
が拉致、殺害､ 遺棄された金銭目的の通り魔的な強盗殺人事件の被害者遺族。事件発生後まもなく、被告３人の極刑を
求める署名活動を開始し、３人の刑罰が確定するまでの５年間、332,806名の署名を集める。
　現在は、「国民の皆さまに犯罪被害者の置かれた状況を正しく理解していただき、司法のあり方について考えていただ
く機会にしてほしい」との思いで講演活動に従事。
　NPO法人 犯罪被害当事者ネットワーク「緒あしす」、殺人事件被害者遺族の会「宙の会」会員。

《日本財団による2018年度預保納付金助成事業》
－支援活動員のスキルアップ事業－
　全国被害者支援ネットワーク主催 秋期全国研修会（東京）
及び、中国・四国ブロック質の向上研修会（島根・徳島）へ参加予定。
（写真は29年度中国・四国ブロック研修会の様子）

ラッピングバスをリニューアルしました
　平成22年から松江市内で運
行しているラッピングバスをこ
のたび鮮やかなピンク色にリ
ニューアルしました。

↑
バ
ス
カ
ー
ド
を
活
用
し
た

　
広
報
活
動
（
松
江
市
交
通
局
）

一日面接相談所を開設します　＝浜田市＝

ナビダイヤルによる電話相談業務を開始
　当センターが加盟する「全国被害者支援ネットワーク」（東京都文京区)では、全国各センターの電話相談活動を補完す
るため「犯罪被害者等電話サポートセンター」を本年4月1日に開設。ナビダイヤルによる電話相談をスタートしました。

電話番号：ナビダイヤル　0570–7
な

8
や

3
み

–
は

5
こ

5
こ

4
よ

（なやみはここよ）

受付時間：年末年始（12/29～1/3）を除く7:30～22:00
　受理された相談は、相談者の承諾を得て当センターへ引き継がれます。

島根県西部地区にお住まいの犯罪被害にあわれた方、そのご家族からのご相談に相談員がお応えします。

開設場所：浜田市野原町「いわみーる」
開 設 日：7/24㈫・ 8/21㈫・ 9/25㈫・10/23㈫・11/27㈫・12/25㈫
開設時間：12:00～16:00

予約・お問い合わせ：島根被害者サポートセンター　0120-556-491　又は　0852-32-5928
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（順不同・敬称略）

（順不同・敬称略）

募金箱　島根県警察本部・各警察署　島根県自動車整備振興会
寄　附　まるなか建設（株）　(株)テイケイ西日本
　　　　出雲警察署地域課　島根県警察学校　県警生活安全企画課
　　　　県警広報県民課　安部利一　安部美恵子　大谷裕司
　　　　小汀泰之　飛田憲彦　森本英喜　　その他 匿名希望１名

【正会員個人】

安部美恵子 江角由利子 岡本　　倫 川島　節子 塚本　香苗 原　美紀子 森山　伸男
安部　利一 太田　明美 小川　倍恵 川本　広志 冨田　博子 藤原　良子 余村　博樹
荒川ゆかり 太田かおり 小汀　泰之 桐山香代子 飛田　憲彦 前横寿美子
伊藤　俊子 大西　俊江 小村　俊美 蔵　あすか 野々内さとみ 美川　　寛
岩田　　雄 岡村　　弘 片岡　佳美 宍倉　　翠 白石　恵子 宮廻佳都子

【支援自動販売機による寄附】

飛鳥警備保障（株） カナツ技建工業（株） ダイワボウレーヨン（株）
（医）仁風会八雲病院 児玉商店 島後交通安全協会（隠岐自動車練習場）
浅利観光（株）（江津道の駅「舞乃市」） 山陰観光（株）（Vinto・グランビスタ） 西ノ島町役場
ALSOKあさひ播磨（株） サン電子工業（株） 西いわみ農業協同組合（営農センター）
出雲地方合同庁舎 島根県警察本部 日興建材（有）
出雲徳州会病院 島根県警察学校 日本生命保険（相）松江支社益田営業部
石見交通（株）浜田営業所 島根県運転免許センター ネッツトヨタ島根（株）益田店
雲南農業協同組合 島根県西部運転免許センター 日本海信用金庫東支店
大田市おおだふれあい会館 島根県警察本部警備部機動隊 日立金属（株）安来工場
大谷温泉かじか荘 松江警察署 益田クッキングフーズ
邑南町役場 安来警察署 益田興産(株)
大畑建設（株）（島根県立万葉公園） 雲南警察署 益田市鎌手公民館
奥出雲町中央公民館 出雲警察署 益田市久城が浜クリーンセンター
鹿島町産業振興協同組合（島根原子力発電所） 大田警察署 益田市種地区振興センター

（株）大前組 川本警察署 益田市中西保健福祉センター
（株）キューサイファーム島根 江津警察署 益田市ふれあいホールみと
（株）グリーンひだまり 浜田警察署 益田市益田地区振興センター
（株）洪商事（パチンコオアシス） 益田警察署 益田市美都総合支所
（株）江津建設会館 津和野警察署 益田石油東町サービスステーション
（株）コガワ計画（Ｍランド益田校） 隠岐の島警察署 益田東高等学校
（株）島根銀行 浦郷警察署 松江市総合体育館
（株）ジュンテンドー（ジャストホール） 島根県歯科医師会 松江土建（株）
（株）ソルコム　島根支店 島根三洋電機（株） まるなか建設（株）
（株）テイケイ西日本 島根自動車学校 美郷町防災公園
（株）テライ（安富工場・益田工場） 島根職業能力開発短期大学校 美郷町浜原隣保館
（株）トーイツ（西工場・東工場） 島根中井工業(株) 三俣青年部
（株）トーワエンジニアリング 島根日産自動車（株）益田営業所 （有）タケダ（ＢＡＯＯ三刀屋）
　　　（斐川営業所・文化財出雲事務所） 島根物産商事（株）（アクアス） （有）ヒラオカ

（株）中筋組 シマネ益田電子（株） （有）藤増ストアー
（株）ハーバック化成 昭和測量設計事務所 　　（知井宮店・古志店・大社店）
（株）伯和（ツインビクトリー益田店） JA出雲（グリーンセンターひらた） （有）ブリッツ
（株）ひきみ　やすらぎの湯 スマイル電器おおば ラスベガス浦郷店
（株）丸惣 大栄電機（株）
（株）丸田 大将（益田市匹見総合支所内食堂） その他匿名希望　２団体企業

寄附金

会　費

当センターの活動を支援してくださる皆様に心から感謝申し上げます。

（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

【ホンデリング

27,623円】

【イオン幸せの黄色い

　レシートキャンペーン

57,700円】

イオン松江店での贈呈式
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【正会員団体】

（医）昌林会安来第一病院　　（一社）生命保険協会島根県協会　　（株）テイケイ西日本

【賛助会員団体】

【賛助会員個人】

出雲大社 （株）丸三 大和ラヂエーター工業（株）
出雲大社教 （株）みしまや 島後地区建設業防犯協力会
出雲教 （株）ミック 島後地区防犯連合会

（一社）島根県医師会 川本地区安全運転管理者協会 中浦食品（株）
（一社）島根県出雲地区建設業協会 企業警備保障（株） 西いわみ農業協同組合
（一社）島根県指定自動車教習所協会 木次自動車教習所 西日本電信電話（株）
（一社）島根県安来建設業協会 輝陽礦業（有） 仁多郡森林組合
一畑薬師 協和通信工業（株） 日新火災海上保険（株）中国四国事業部松江サービス支店

（医）仁風会八雲病院 漁業協同組合 ＪＦしまね益田支所 日本たばこ産業（株）中国支社
裏辻産業株式会社 くにびき農業協同組合 野村證券（株）松江支店
雲南地域防犯連合会 熊野大社 浜田警友会
LPCグループ 合銀ビジネスサービス（株） 浜田港運（株）
邑智郡交通安全協会 （公社）島根県トラック協会 浜田市建設業・火薬類取扱者防犯協力会
邑智郡防犯連合会 （公社）島根県防犯連合会 浜田市防犯協会

（学）島根自動車学園 出雲自動車学校・大田自動車学校 （公社）益田市医師会 浜田地区安全運転管理者協会
カナツ技建工業（株） 江津地区安全運転管理者協会 浜田ビルメンテナンス（株）

（株）出雲高等自動車教習所 江津ロータリークラブ ピーシーエッグ（株）
（株）出雲ポンプ 国際ソロプチミスト益田 平井建設（株）
（株）出雲村田製作所 山陰観光（株） 福間商事（株）
（株）岩多屋 山陰クボタ水道用材（株） 平成記念病院
（株）キヌヤ 山陰ケーブルビジョン（株） 北陽警備保障（株）
（株）クリアプラス 山陰酸素工業（株） 北陽ビル管理（株）
（株）コアズ松江支社 山陰中央テレビジョン放送（株） 益田警友会
（株）山陰合同銀行 山陰防災電機（株） 益田市防犯協会
（株）山陰中央新報社 自動車安全運転センター島根県事務所 益田地区安全運転管理者協会
（株）さんびる 島根県系統農協・警察防犯対策協議会 松江地区建設業暴力追放対策協議会
（株）島根銀行 島根県自動車販売整備交通安全協議会 松江土建（株）
（株）ジュンテンドー 島根県遊技業防犯協力会 未来アドバンス（株）島根支社
（株）伸興サンライズ 島根自動車学校 やすぎ農業協同組合
（株）太閤堂 島根中井工業（株） （有）泰中建設
（株）たいよう共済島根支店 島根益田信用組合 （有）津和野モータース
（株）トーワエンジニアリング （社）浜田自動車協会 （有）ナガヨシ技建
（株）中筋組 （社福）松江市社会福祉協議会 （有）益田葬儀社
（株）博愛社 （宗）平浜八幡宮 レディースメンタルクリニック一粒の麦
（株）松江城北自動車教習所 セコム山陰（株）
（株）松文オフテック ダイワ石油（株）

その他匿名希望　３団体

安立　敏子 岩崎　知実 杉原　和幸 永海　百恵 藤江　正廣 三木　昭一 森山　久代
安達　敏幸 遠藤　敦生 高橋　　弘 中村久美子 藤田　昌寬 三島　惠子 山﨑　孝雄
熱田　雅夫 大島　　久 竹内　俊勝 中村　寿夫 藤原　泰子 村上　康恵 山本　大介
池田　直稔 大畑　幸三 田中　　忍 根来川弘充 本田　　学 村川　達吉 雪野　　博
石倉有見子 門脇　弘政 玉置　嘉輝 野見山朋子 本間　順一 村松　文治 吉浦　　増
伊藤　　崇 神一　紀道 土江　正司 白石　照雄 又賀　敬子 森田　美穂 和﨑　秀二
伊東　　豊 宍倉　　翠 角森　珠子 原田　陽子 松浦寿二郎
今岡　尚美 城代　直子 永野　　公 深石　優子 松田　國雄 その他匿名希望 34名
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「支援自動販売機（売上の一部を寄附）」を設置していただきました（H30.1～ H30.6月末）

【支援自動販売機の設置協力企業様】
●アシード（株）
●（株）アペックス西日本
●（株）光ベンディング　　
●（株）キリンビバックス
●コカ・コーラボトラーズジャパン（株）
●ネオス（株）
●森田製菓（株）
●（有）日本海商事
ご協力いただき、ありがとうございます

雲南市勤労
青少年ホーム

いきいきプラザ
島根

まるなか建設㈱
玉造工事現場

（雲南市） （松江市） （松江市）

★新たな設置事業者を募集しています。今後とも設置に向け皆様方のご協力をお願いいたします。

賛助会員（入会）・寄附のお願い
◆当センターの活動は、皆様からの会費・ご寄附により支えられています。
　入会にご賛同いただける方は事務局までご連絡ください。賛助会員申込書及び振込用紙を送付

します。

＊詳しくは国税庁のHP、住民税については島根県やお住まいの市町村のHPをご覧ください。

【賛助会員年会費】
＊個　　　人 １口 2,000円
＊法人・団体 １口 10,000円

口座名義：公益社
ｼｬ)

団法人島
ｼﾏ　ﾈ　ﾋ　ｶﾞｲ　ｼｬ

根被害者サポートセンター
○山陰合同銀行　県庁支店（普通）3641702
○島根銀行　　　本　　店（普通）0720538
○鳥取銀行　　　松江支店（普通）0051582

（いずれの口座も口座名義は同じです）

賛助会費や寄附は、
課税優遇措置が受けられます。

寄附された方が法人の場合
一般の寄附金とは別枠で一定限度ま
での金額を損金に算入できます。

寄附された方が個人の場合
〈所得税〉「所得控除」又は「税額控除」のいずれかの制度を

選択できます。
〈住民税〉県民税及び市町村のうち条例指定されている市町村

民税について税額控除の対象となります。

公益社団法人
島根被害者サポートセンター
〒690-0011 松江市東津田町 1741-3
TEL  0852-32-5928
FAX  0852-33-7928
e-mail　info@shimane-vsc.or.jp
HP  http://www.shimane-vsc.or.jp

発行・編集


