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島根被害者サポートセンター
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経島のうみねこ（日御碕）
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当センターは事件や事故等の被害を受けられた方及びそのご家族等に対し、
～
電話相談をはじめ面接・カウンセリング等を実施し、更に裁判所や検察庁・
病院等への付添支援や生活支援等、数多くの支援を行っています。
島根県公安委員会指定

一般社団法人

犯罪被害者等早期援助団体

島根被害者サポートセンター

相談専用電話
（フリーダイヤル）
相談時間10：00～16：00
（平日のみ）

（ こ こ ろ の す く い ）

0120-556-491
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犯罪被害者週間・講演会と写真展の開催
【被害者支援を考える講演会】

平成26年11月15日（土）島根県民会館３階大会議室において「平成26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、自らが性犯罪の被害者であり、性暴力等の被害者支援の体制を整えるために活動を続けておら
れるフォトジャーナリストの大藪順子さん（横浜市在住）をお迎えし、
「立ち上がる選択－性暴力を許さな
い社会のために－ 」と題し、講演して頂きました。

大藪さんは、アメリカの新聞社で働いていた1999年（15年前）
に自宅で就寝中に性暴力の被害に遭う。恐怖の中、「生き抜くため
にこの男に従う」ことを選択する。それまでに積み上げてきた自分
をばらばらに壊された体験であったと語った。
そのときに支えとなったのが支援員（カウンセラー）の女性。「被
害に遭ったのはあなたのせいではない」と声を掛けられた。それを
聞いたときには「あたりまえ、私は自分の部屋で寝ていただけ」と
思ったが、後になってこの言葉の持つ大きな意味を理解した。犯罪
は加害者の意志によって起される。被害者がどんな状態･状況であっ
ても犯罪を起す人がいなければ被害者は存在しない。「あなたは悪
くない」この言葉は、その後の人生を自分らしく生きるために本当
に必要な言葉だと語った。
１年後、苦悩の中から立ち上がり、
「同じように傷つき、生きて
いく人たちの姿を伝えたい」と写真プロジェクトを立ち上げる。被
害者の顔が見えるということは被害者の声が聞こえてくるというこ
と。また、実際にどういう支援が必要なのか等、被害者のニーズが
伝わるということである。
大藪さんは、現在「被害後の人生に輝きを取り戻し幸せに過ごす
ことが可能であること」等を伝えたいとの思いから、各地で講演会
と写真展を開催し性暴力に対する意識の向上につとめている。
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聴講された方の感想
●サバイバーとして生きる「強さと信念、行動」ありがとうござい
ました。カメラの前の被害者に対する人間としての敬意にあふれ
ていました。（60代女性）
●性暴力の被害者の実態がよく分かりました。その方々を救ってあ
げるにはどうしたらいいか考えさせられました。
「あなたのせい
ではない」と言ってあげられるように、また自分ができることを
考えていきたいと思います。
（50代男性）
●性被害に遭われた方の気持ちはその人しかわからない。私たち社会がその方々を支援する方法は何かと
いうことを深く考えさせられました。
（40代女性）
●被害者に対してだけでなく、加害者になりうる人々に対しても、もっと積極的に働きかける方法があれ
ばいいなと思います。
（30代女性）
被害者支援を考える講演会に併せ、11月

【大藪順子写真展】

15日
（土）～17日
（月）の３日間、島根県民会
館プロムナードギャラリーにおいて、「大藪
順子写真展」を開催しました。
写真展を見た方からは
●展示写真と説明の文章を見て涙が出て大変
だった
●写真から性暴力廃絶を望む力を強く感じた
●被害に遭われた方に何らかの方法で援助し
たい
等と大きな反響がありました。

全国犯罪被害者支援フォーラム・秋期全国研修会
10月３日（金）から５日（日）、東京で開催され
た全国被害者支援フォーラム及び秋期全国大会に
当センターから４名参加しました。３日のフォー
ラムでは、１部では、
あおもり被害者支援センター
理事で、ご自身が犯罪被害者遺族である山内久子
氏が「ある日突然最愛の娘を奪われて～犯罪がそ
の後にもたらすもの～」
と題して講演されました。
２部では「犯罪被害者支援における裁判付添い等
直接的支援の課題と今後の展望」というテーマで
パネルディスカッションが行われました。４日・
５日の研修会では分科会でロールプレイ・事例検討会・性被害者への支援等、様々なテーマの講義を
受け、充実した有意義な３日間でした。
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全国被害者支援ネットワーク主催

中国・四国ブロック研修会 in 島根

平成26年９月20日
（土）
・21日
（日）
の２日間、松江テルサ（松江市朝日町）
において、
「平成26年度全国被害者支援ネットワーク質の向上研修上半期中
国・四国ブロック研修会」を当センターが開催担当致しました。
中国･四国ブロックの各センターから、相談員･支援員39名の参加がありました。
「最新の法制度」「支援者の自己理解」
「直接支援とロールプレイ」
「事例検討への参加」等、多くのこと
を学ぶと共にグループワーク、懇親会等で他県の支援員と交流を深めることができました。
当センターでの開催は初めてのことで、行き届かなかったこともあったと思いますが、参加者の方には
何かとご協力いただき、実りある研修会になったようです。

支援活動員養成講座の開催
平成26年７月５日から９月６日までの間において計５回の日
程で支援活動員養成講座を開催しました。
今年度は15名の方が修了され、このうち８名の方が現在新人
研修中です。
今後、新人研修を終えてから、現役の
支援員・相談員と一緒に島根被害者サ
ポートセンターを支えていただければと
期待しています。
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部内研修会等

継続研修会の様子

５月27日
（火）
、松江地方裁判所で法曹三者の共催により開
催された「刑事裁判と被害者支援制度」説明会に参加し、被害
者支援制度に関する各種手続・制度の利用状況等について説明
を受けました。
また、法廷において衝立を使用した遮へいの措置やビデオリ
ンクシステムを利用した証人尋問の様子を見学しました。

新人研修会の様子

犯罪被害者支援キャラバン隊のメッセージ伝達
平成26年11月17日
（月）
、全国犯罪被害者週間の関連イベントとし
て、島根大学の学生ボランティアの方を中心に「犯罪被害者支援キャ
ラバン隊」を結成し、警察本部で出発式を行った後、当センターと
警察連名による犯罪被害者支援メッセージを松江市役所、出雲市役
所へ伝達しました。
メッセージ文は、犯罪被害者支援に
福田警察本部長から犯罪被害者支援
キャラバン隊の「委嘱状」を受け取る
福田育美キャラバン隊長

ついて、自治体の役割の重要性や支援
の協力を呼びかけるもので、受け取ら
れた市長様からは「関係機関と連携し、

行政面から適切な情報提供を行い支援していきたい」等のコメントが
出雲市役所での伝達式の様子
（長岡出雲市長にメッセージを伝達）

ありました。

途中、商業施設や道の駅等において、街頭啓発キャンペーンを行ったほか、島根大学の弾き語り軽
音楽サークル【スナフキン】のメンバーがミニコンサートを開催して、より多くの県民の方に広報啓
発活動が行き
届くように、懸
命にお手伝いし
てくれました。
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「命の大切さを学ぶ教室」
の開催
この教室は、島根県警察本部と連携して犯罪被害者のご遺族の方を講師として招き、将来を担う中学生・
高校生等の若い世代に対して、直接命の大切さや社会規範意識の向上を訴え、その浸透を図っていくこと
を目的として開催しています。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、
生の声に生徒達は真剣に聴き入り、今生きていることへ感謝し共感するとともに「あなたたちには、被害
者にも加害者にもなって欲しくない」という被害者らの心からの願いを感じてくれていると思います。

県立益田高等学校

小森美登里さん（神奈川）

安来市立広瀬中学校

「やさしい心が一番たいせつだよ」

津和野町立日原中学校

山根和子さん（山口）

県立邇摩高等学校

「人とつながる」

平成26年度
開催日

開

催

校

講

一井彩子さん（大阪）

「子どもたちを被害者にも加害者にもしないために」

江角弘道さん（島根）

「亡くなった娘からの生命のメッセージ」

命の授業開催校（開催予定含む）
師

開催日

開

催

校

講

師

5/7

県立益田高等学校

小森美登里さん

10/23 開星中学校

市原千代子さん

5/8

益田市立匹見中学校

小森美登里さん

10/29 県立邇摩高等学校

江角弘道さん

6/19

江津市立桜江中学校

江角由利子さん

11/25 県立出雲工業高等学校

江角弘道さん

6/26

安来市立広瀬中学校

一井彩子さん

7/2

松江市立第四中学校

市原千代子さん

7/4

津和野町立日原中学校

山根和子さん

県立大社高等学校佐田分校

江角由利子さん

7/17

10/22 浜田市立第一中学校

12/2

出雲市立湖陵中学校

江角由利子さん

2/9

松江市立湖北中学校（予定）

江角由利子さん

2/9

県立飯南高等学校（予定）

江角弘道さん

2/17

江角由利子さん

県立松江商業高等学校（予定） 江角由利子さん
15校
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被 害 者 支 援 自 動 販 売 機
事業所内等に支援自動販売機を設置していた
だけませんか？
犯罪被害者支援自動販売機は、清涼飲料の売
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支援システムです。皆様に
ご尽力いただき、お陰様で12月末現在、官公庁
や企業、公園等に101台の犯罪被害者支援自動販

支援自販機設置100台目
平成26年11月28日（金）
キューサイファーム島根
（益田市）
に
おいて除幕式が開催されました

売機が設置されています。今後ますますの支援
の充実に向けて、また「島根被害者サポートセ
ンター」の認知度を向上させるためにも犯罪被

飲料水購入者第一号は
県警マスコット
「みこぴーくん」

害者支援自動販売機の設置にご協力ください。

支援自動販売機設置協力団体・企業 ご紹介
ご支援ありがとうございます
飛鳥警備保障（株）
（医）仁風会八雲病院

協同組合グリーンモール

昭和測量設計事務所

山陰観光（株）
（Ｖ
ｉ
ｎｔｏ・パーラーグランド）

住友生命保険（相）益田支部

浅利観光（株）
（江津道の駅「舞乃市」）

サン電子工業（株）

大栄電機（株）

出雲地方合同庁舎

島後交通安全協会（隠岐自動車練習場）

大将（益田市匹見総合支所内食堂）
ダイワボウレーヨン（株）

出雲徳州会病院

島根県出雲警察署

石見交通（株）浜田営業所

島根県浦郷警察署

西いわみ農業協同組合（営農センター）

雲南農業協同組合

島根県運転免許センター

日興建材（有）
日本生命保険（相）松江支社益田営業部

大田市おおだふれあい会館

島根県雲南警察署

邑南町役場

島根県大田警察署

ネッツトヨタ島根（株）益田店

大畑建設（株）
（島根県立万葉公園）

島根県隠岐の島警察署

日本海信用金庫東支店
日立金属（株）安来工場

奥出雲町中央公民館

島根県川本警察署

菓子舗いちふじ

島根県警察学校

益田クッキングフーズ

鹿島町産業振興協同組合（島根原子力発電所）

島根県警察本部

益田興産（株）

島根県警察本部警備部機動隊

益田市鎌手公民館

（株）キューサイファーム島根
（株）グリーンひだまり

島根県江津警察署

益田市久城が浜クリーンセンター

（株）洪商事（パチンコオアシス）

島根県歯科医師会

益田市中西保健福祉センター

（株）江津建設会館

島根県西部運転免許センター

益田市ふれあいホールみと

（株）コガワ計画（Ｍランド益田校）

島根県津和野警察署

益田市益田地区振興センター

（株）ジュンテンドー（ジャストホール）

島根県浜田警察署

益田市美都総合支所

（株）ソルコム 島根支店

島根県益田警察署

益田石油東町サービスステーション
まるなか建設（株）

（株）テイケイ西日本

島根県松江警察署

（株）テライ（安富工場・益田工場）

島根県安来警察署

美郷町防災公園

（株）
トーイツ（西工場・東工場）

島根県立石見高等看護学校

美郷町浜原隣保館

（株）
トーワエンジニアリング
（斐川営業所・文化財出雲事務所）

島根三洋電機（株）

三俣青年部

島根職業能力開発短期大学校

（有）タケダ（ＢＡＯＯ三刀屋）
（有）藤増ストアー（知井宮店・古志店・大社店）

（株）中筋組

島根中井工業（株）

（株）伯和（ツインビクトリー益田店）

島根日産自動車（株）益田営業所

（株）ひきみ やすらぎの湯

島根物産商事（株）
（アクアス）

（株）丸惣

シマネ益田電子（株）
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寄付金贈呈式

募 金 箱

平成27年１月19日（月）島根県警察本部にお

県内の警察署・警

いて、まるなか建設株式会社様より創立40周

察関係施設及び民間

年記念事業の一

企業団体等に募金箱

環 と し て、 チ ャ

を設置していただい

リティ公演会の

ています。ありがと

入場料の一部を

うございます。

社会貢献活動と

12月26日には、島根県自動車整

して当センター

備振興会様が当センターを訪問さ

にご寄付いただ
きました。

写真は、まるなか建設（株）代表取
締役社長中筋廣昭様から寄付金の目
録を受け取る野々内さとみ副理事長

れ、今年１年間で集まった募金をご
寄付してくださいました。

賛助会員・寄付のお願い
島根被害者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いたしますので、事務局までご連絡ください。
皆様の温かなご支援とご協力をお待ちしています。

＜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。
＜寄付金＞
金額の多寡は問いません。

シャ）

シマネヒガイシャ

口座名義：一般社団法人島根被害者サポートセンター
（いずれの銀行も口座名義は同じです）

○山陰合同銀行

県庁支店（普通） 3 6 4 1 7 0 2

○島 根 銀 行

本

○鳥 取 銀 行

松江支店（普通） 0 0 5 1 5 8 2

店（普通） 0 7 2 0 5 3 8

イオン松江店

幸せの黄色い
レシート
キャンペーン

発行・編集
一般社団法人

島根被害者サポートセンター

毎月11日、お店にボランティア団体の名前と活動内容が書かれた投函
箱が設置され、応援したい団体の箱に黄色いレシートを入れると「レシー
トの金額の１％」がその団体に寄付できます。
島根被害者サポートセンターも参加させて頂いております。ご協力お願
いします♪
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〒690-0011 松江市東津田町 1741-3
TEL 0852-32-5928
FAX 0852-33-7928
メール info@shimane-vsc.or.jp
HP http://www.shimane-vsc.or.jp

