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国宝 松江城

島根被害者サポートセンター

14

～あなたの  やさしさが  つなぐ支援の輪～　当センターは、事件・事故の被害に遭われた方やそのご家族等に
対し、電話相談や面接・カウンセリング等を行ったり、裁判所や検
察庁・病院への付き添い支援等、様々な支援を行っています。
　本年も被害者に寄り添った途切れのない支援を目指し、更なる活
動の充実に努めてまいりますので、皆様のなお一層のご理解とご支
援を賜りますようお願い申し上げます。

島根県公安委員会指定　犯罪被害者等早期援助団体
一般社団法人 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 ）
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～被害者支援を考える講演会～

　平成27年11月14日（土）島根県民会館３階大会議室において「平成27年度被害者支援を考える講演会」
を開催しました。（参加者130名）
　講師にジャーナリストでノンフィクション作家の門田隆将氏をお迎えし、「誰もが被害者になり得るとい
うこと～被害者支援について～」と題して講演していただきました。

　門田氏は、光市母子殺害事件の被害者遺族である本村
洋さんを９年間にわたり取材。「真の人権とは何か」に
ついて次のとおり訴えられた。
　18歳だった犯人は少年法によって二重三重にも守ら
れていたのに対し、遺族である本村さんは、犯人の情報
を知ることも裁判所に遺影を持ち込むことも許されない
状況だった。そして相場主義、前例主義によって出され
た判決は一審の山口地裁、二審の広島高裁ともに「無期
懲役」。司法の壁に絶望し、死すら考えていた本村さん
だったが、上司、検察官、同じ被害者遺族の人達等に支
えられ再び闘うことを決意した。最高裁では差し戻し判
決となり、広島高裁での差し戻し控訴審で９年掛かりの
死刑判決を勝ち取った。
　門田氏は「当時は加害者の権利が優先され、被害者は
蚊帳の外に置かれていた。犯罪者の人権を過剰に守る偽
善との戦いだった。」と述懐。今、こうして被害者支援
について講演が出来るということが非常に感慨深い・・・
等と述べられた。
　今日の『被害者参加制度』等の被害者の権利が向上し
た背景には、幾多もの被害者、被害者遺族の苦悩と努力
があったことを、講演を通じ改めて考えさせられた。
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犯罪被害者週間（11/25～12/1）の取組み

支援活動員養成講座の開催

聴講された方々の感想

　島根県主催の「犯罪被害者等支援パネル展示及び
図書展示」が、島根県立図書館で開催されました。
　当センターのリーフレットやティッシュを配布し、
広報啓発に努めました。

　犯罪被害者週間に先駆け、島根県警察本部主
催の啓発キャンペーンがイオン松江店で開催さ
れました。
　当センターからは４名が参加し、犯罪被害者
等が置かれている状況や被害者支援への理解を
呼びかけました。
　当日は警察音楽隊のミニコンサートも行われ
ました。

　平成27年６月20日から８月８日までの間、５回の日程で
支援活動員養成講座を開催しました。
　検察官や弁護士、心理カウンセラー、島根県警被害者支
援担当者等により、支援活動員としての必要な知識・心構
えについて講義を行って頂きました。
　今年度は12名の方が修了され、このうち６名の方が１人
前の支援活動員を目指し新人研修中です。

○強い衝撃を受けました。色々考えさせられた講演です。自分に出来る事は何か・・・常に心がけていきます。
　（50代女性）
○本村さんの苦しみがわかった。現代、いつ自分が被害者になるか考えさせられた。（60代男性）
○心に響くものがありました。感動しました。お話を聞くことが出来て良かったと思いました。支援の意味、
　寄り添うことの意味を、もう一度考えたいと思います。（40代女性）
○今の時代や状況が、過去の延長線にあることを改めて感じました。また講演をお聞きしたいと思います。
　（30代男性）
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部内研修の開催等
　当センターでは月に１回程度、支援員を対象とした研修
を行っています。
　研修に参加することで支援員としてのスキルアップを図
るとともに、モチベーションを高めています。
　10月には“第7回暮らしに役立つ図書館講座～法テラス
島根講演会”に９名が参加し、刑事手続きと裁判員裁判に
ついて学びました。

研修会への参加

　８月29日（土）・30日（日）の両日、愛媛県松山市で開催された質の向上研修会（上半期）に当センター
から４名が参加しました。一日目は、弁護士による「最新の法制度」、臨床心理士による「話を聴く
ということの実体験」、「支援者としての自己理解」について、二日目は、「裁判所への付添い支援に
おける講義とロールプレイ」、「事例検討へ参加」を学びました。
　また他県センターの実情や課題なども聞くことができ、互いに励まし合うなど支援員同士の交流
を深めることができました。

中四国ブロック質の向上研修会（上半期）

全国犯罪被害者支援フォーラム2015・秋期全国研修会
　10月２日（金）から４日（日）にかけて東京都で開催された「全国被害者支援フォーラム2015」及
び「秋期全国研修会」に、当センターから３名が参加しました。
　フォーラムは東京都港区のヤクルトホールにおいて、秋篠宮同妃両殿下のご臨席のもと盛大に開
催されました。
フォーラム
①講演　被害者の声　夢をあきらめない
　北京オリンピックシンクロナイズドスイミング競技日本代表で交通犯罪被害者石黒由美子氏によ
る「夢をあきらめない」と題した講演では、母等周囲の支えによって、自身が交通事故の後遺症を
乗り越え、夢であったオリンピック出場を果たすまでの貴重な経験談を聴くことができました。
②パネルディスカッション　「交通犯罪被害のない社会をめざして　～被害者の実情と支援の課題～」
　第2部パネルディスカッションでは、交通事故被害者家族支援ネットワーク理事長など４名のパネ
リストにより交通犯罪被害者に対する更なる支援の充実の必要性等について、活発な討議が行われ
ました。
研修会
　研修会では参加者３名がそれぞれの
研修を受講、学んだことをセンターに
持ち帰り支援員に伝達しました。同研
修会は、研修の規模も大きく圧倒され
ましたが、全国にはたくさんの仲間が
いることを再確認でき、今後の被害者
支援活動の励みとなりました。
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しまね人権フェス
ティバルへの

参加

　平成27年10月25日（日）に、
平田文化館で開催された「しまね
人権フェスティバル」に参加しま
した。
　当センターを紹介するパネル
や交通事故による被害者遺族の
手記等を展示し、来訪者に被害者
への支援を呼びかけました。

折り紙で小さなハートを作っ
ていただいき、それを使って
さらに大きなハートを作りま
した。（＾＾）

かわいい二人も来てくれました！
（いいにゃん） （おんすうふらたろう）

皆様からの温かいご支援～ありがとうございました

　「犯罪被害者週間」にあわせて、出雲警察署の女性スタッ
フの方々が中心となって募金活動にご協力をいただき、
寄せられた募金を当センターに寄付していただきました。

　松江警察署の
皆様に寄贈して
いただいた、た
くさんの本です。

（松江警察署）

募金活動によるご協力をいただきました

『ホンデリング』にご協力いただきました

　平成27年12月15日（火）、出雲警察署
において同署女性サポート委員会から野々
内副理事長が寄付金をいただきました。

　「ホンデリング」とは、不要になっ
た本を業者に買い取ってもらい、その
買い取り相当額を寄付していただくも
のです。
　今年度からホンデリングに参加させ
ていただいていますが、個人はもとよ
り警察署単位など、たくさんの方々に
ご協力をいただいています。
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「命の大切さを学ぶ教室」の開催
　この教室は、島根県警察本部と協働して犯罪被害者のご遺族の方を講師に招き、将来を担う中学生・高
校生等の若い世代に対して、直接命の大切さや遺族の立場や思いを訴え、規範意識の醸成を図っていくこ
とを目的として開催しています。生徒たちは犯罪でかけがえのない子どもの命を奪われたご遺族の心の痛
みや悲しみ等生の声に聴き入り、今生きていることに感謝するとともに「被害者にも加害者にもなって欲
しくない」という被害者遺族の心からの願いを感じてくれたと思います。

本庄中学校　講師　一井 彩子さん（大阪）
「子供達を被害者にも加害者にもしないために」

県立出雲高等学校　講師　江角 由利子さん（島根）
「亡くなった娘からの生命のメッセージ」

平成27年度　「命の大切さを学ぶ教室」開催校
開催日 開　催　校 講　師 開催日 開　催　校 講　師

5/12 東 出 雲 中 学 校 江角　弘道さん 6/30 安 来 第 二 中 学 校 江角由利子さん

5/19 横 田 中 学 校 江角由利子さん 7/2 本 庄 中 学 校 一井　彩子さん

5/21 県立松江農林高等学校 江角由利子さん 7/3 海 士 中 学 校 一井　彩子さん

5/21 多 伎 中 学 校 一井　彩子さん 7/3 県 立 出 雲 高 等 学 校 江角由利子さん

5/22 松 江 第 一 中 学 校 一井　彩子さん 7/10 東 陽 中 学 校 市原千代子さん

6/12 県立浜田商業高等学校 江角　弘道さん 7/15 県立浜田水産高等学校 山根　和子さん

6/19 私立松江西高等学校 市原千代子さん 12/4 鎌 手 中 学 校 江角由利子さん

6/26 開 星 中 学 校（ 松 江 ） 市原千代子さん 計　15校

生徒の皆さんの感想（抜粋）
・自分は小学校、中学校でいじめに遭ったことがあるし、親ともうまくいかなくて死にたいと思ったこと
　もありました。でも今日の話を聞いて親から授かった命を大切に生きていきたいと思いました。
・交通事故はとても身近で怖いと思いました。私も交通事故に遭ったことがあるので今生きていることが
　幸せだと思います。これ以上犠牲者が出ないよう周りの人に伝えたいし、自分も加害者にならないよう
　生活したいです。
・今日の江角さんの話で心に残った言葉は「生きてるだけで百点満点」です。自分はコンプレックスがあ
　り悩んでいました。今日その言葉を聞き心が軽くなり、とてもいい経験になりました。
・「あたりまえ」にいろいろできて「あたりまえに」家族がいて「あたりまえに」生きています。今まで
　気がつかなかったのですが、改めて「あたりまえ」の素晴らしさを知ることができました。
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　事業所や施設等に被害者支援自動販売機を設置
していただけないでしょうか？
 被害者支援自動販売機は、清涼飲料水の売り上
げの一部を「島根被害者サポートセンター」に寄
付していただくものです。12月末現在、官公庁
や企業、個人店舗、公園等に113台の自動販売機
が設置されています。
　今後の支援活動の充実、また「島根被害者サポー
トセンター」の認知度向上の為にも、支援自動販
売機の設置にご協力ください。
　皆様の温かいご支援をお待ちしております。

平成27年11月24日（火）
松江土建株式会社本社

被害者支援自動販売機の設置〈犯罪被害者週間の一環として
　　　　　　　設置セレモニーを開催〉

購入者第１号！

県警マスコット「みこぴーくん」

犯罪被害者等支援シンボルマーク
「ギュっとちゃん」

支援自動販売機を設置してくださった協力団体・企業等のご紹介

支援自動販売機の設置協力企業

飛鳥警備保障（株） 島根県警察学校 ネッツトヨタ島根（株）益田店
（医）仁風会八雲病院 島根県警察本部 日本海信用金庫東支店
浅利観光（株）（江津道の駅「舞乃市」） 島根県警察本部警備部機動隊 日立金属（株）安来工場
ALSOKあさひ播磨（株） 　〃　出雲警察署 益田クッキングフーズ
出雲地方合同庁舎 　〃　浦郷警察署 益田興産（株）
出雲徳州会病院 　〃　運転免許センター 益田市鎌手公民館
石見交通（株）浜田営業所 　〃　雲南警察署 益田市久城が浜クリーンセンター
雲南農業協同組合 　〃　大田警察署 益田市種地区振興センター
大田市おおだふれあい会館 　〃　隠岐の島警察署 益田市中西保健福祉センター
邑南町役場 　〃　川本警察署 益田市ふれあいホールみと
大畑建設（株）（島根県立万葉公園） 　〃　江津警察署 益田市益田地区振興センター
奥出雲町中央公民館 　〃　西部運転免許センター 益田市美都総合支所
菓子舗いちふじ 　〃　津和野警察署 益田石油東町サービスステーション
鹿島町産業振興協同組合（島根原子力発電所） 　〃　浜田警察署 松江土建（株）

（株）キューサイファーム島根 　〃　益田警察署 まるなか建設（株）
（株）グリーンひだまり 　〃　松江警察署 美郷町防災公園
（株）洪商事（パチンコオアシス） 　〃　安来警察署 美郷町浜原隣保館
（株）江津建設会館 島根県歯科医師会 三俣青年部
（株）コガワ計画（Ｍランド益田校） 島根県立石見高等看護学校 （有）タケダ（ＢＡＯＯ三刀屋）
（株）ジュンテンドー（ジャストホール） 島根三洋電機（株） （有）藤増ストアー（知井宮店・古志店・大社店）
（株）ソルコム　島根支店 島根自動車学校 ラスベガス益田店
（株）テイケイ西日本 島根職業能力開発短期大学校 ラスベガス浦郷店
（株）テライ（安富工場・益田工場） 島根中井工業（株） その他匿名希望　２団体企業
（株）トーイツ（西工場・東工場） 島根日産自動車（株）益田営業所
（株）トーワエンジニアリング 島根物産商事（株）（アクアス）
       （斐川営業所・文化財出雲事務所） シマネ益田電子（株） ・アシード（株）

（株）中筋組 昭和測量設計事務所 ・（株）アペックス西日本
（株）ハーバック化成 JA出雲（グリーンセンターひらた） ・（株）光ベンディング
（株）伯和（ツインビクトリー益田店） スマイル電器おおば ・（株）ビバックス
（株）ひきみ　やすらぎの湯 大栄電機（株） ・コカ・コーラウエスト（株）
（株）丸惣 大将（益田市匹見総合支所内食堂） ・ネオス（株）
（株）丸田 ダイワボウレーヨン（株） ・森田製菓（株）
協同組合グリーンモール 島後交通安全協会（隠岐自動車練習場） ・（有）日本海商事
児玉商店 西いわみ農業協同組合（営農センター）
山陰観光（株）（Ｖinto・パーラーグランド） 日興建材（有）
サン電子工業（株） 日本生命保険（相）松江支社益田営業部
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　◆当サポートセンターの活動は、皆様からの会費・寄付により支えられています。
　ご賛同いただける方は、賛助会員申込書及び振込用紙を送付致しますので、事務局までご連絡ください。
　皆様の温かいご支援、ご協力をお待ちしています。

　◆募金箱を設置していただける事業所も募集しています。

賛助会員・寄付のお願い

一般社団法人
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

　毎月11日、イオン松江店１Fに各参加ボランティア団
体の名称と活動内容が書かれた投函箱が設置され、応援
したい投函箱に黄色いレシートを入れると「レシート金
額の1％」がその団体に寄付されます。
　当センターも参加しています。

　支援員が店頭に立って協力をお願
いすることで、たくさんの黄色いレ
シートが集まりました。

イオン  幸せの黄色いレシートキャンペーン

口座名：一般社
シャ）

団法人島
シマネヒガイシャ

根被害者サポートセンター

○山陰合同銀行　県庁支店（普通）　36 4 1 7 0 2
○島 根 銀 行　本　　店（普通）　07 2 0 5 3 8
○鳥 取 銀 行　松江支店（普通）　00 5 1 5 8 2

＜賛助会員年会費＞
＊個　　人　　１口	 2,000円
＊法人・団体　１口	 10,000円
　一口以上何口でも加入いただけます。

　金額の多寡は問いません。
＜寄付金＞


