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島根被害者サポートセンター

24

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・メール相談、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

やさし
さで　つな

ぐ広がる　支援の輪やさし
さで　つな

ぐ広がる　支援の輪

安来市（清水寺）

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、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。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。
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一日面接相談所
～一人で悩まないでご相談ください～
島根県西部地区にお住まいの、犯罪や交通事故
の被害に遭われた方、そのご家族等からのご相
談にお応えします。

【当面の開設月日】
１月26日（第４火曜日）
２月24日（第４水曜日）
３月23日（第４火曜日）

【受付時間】
　12：00～16：00

【開設場所】
島根県立西部総合福祉センター
いわみーる３F相談室

（浜田市野原町1826-1 浜田ICから車で10分）

島根県警察本部の警務部長を務めている北岡亮と申します。長年続いている警
察庁と防衛省の人事交流の一環で、令和２年８月24日に現職を拝命しました。

防衛省・自衛隊と警察の業務は、国民・住民の「安全」を保つという点ではそ
の目的を同じくしますが、実際、警察業務に携わってみて、異なる点もあること
を感じています。

象徴的な例では、防衛省設置法第３条で「防衛省は、我が国の平和と独立を守
り、国の安全を保つことを目的」とすると定められている一方、警察法第１条では、
同法の目的規定の冒頭に「個人の権利と自由の保護」とあることです。

このように、警察の業務は、「個人」というものを、その対象として強く意識し
ていることを常に感じています。これは、国家や国家に準じる組織を主対象とす
る防衛省・自衛隊の業務とは違うところだと考えます。

そして、この「個人」というものを最も強く意識する業務の一つが、犯罪被害
者支援です。

先日、機会を得て、島根被害者サポートセンター主催の「犯罪被害に遭うということ（講師：岩城順子
先生）」の講演を聴きに行きました。

そして、先生のお話の中で、最も私の印象に残ったのは、「関心を持ち続けて、私のような犯罪被害者の
話を聞きに来てくれることこそが、犯罪被害者が最も求めていること」というご発言でした。

すなわち、我々支援する側に、犯罪被害者の方は、その場限りの対応や安易な同情ではなく、一個人同
士として向き合って、真摯に話を聞いてくれることを切実に求めているということです。

まさに警察法第１条の「個人」という言葉が示している最も大事なものの一つがそこにあると強く感じ
ました。

このように、犯罪被害者の方への支援の際には、まずは、個々の犯罪被害者の方のお話をよく聞くこと
が何よりも大事です。

その機会を提供していただいている島根被害者サポートセンターの取組に改めて感謝申し上げます。
そして、今後も、島根被害者サポートセンターと連携をした犯罪被害者支援への取組を通じて、警察法

第１条の「個人の権利と自由の保護」という目的の達成に向けた取組を続けることを改めて決意する次第
です。

御挨拶

島根県警察 警務部長

北 岡　 亮

お知らせお知らせ
令和２年度被害者支援ボランテイア

養成講座は、新型コロナウイルス感染
症感染防止を図るため中止としました。

この講座は被害者支援ボランティア
の裾野を広げ優秀な人材を確保するた
めに毎年度開催して
います。

令和３年度には感
染者数が減少し、開
催できることを願っ
ています。
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令和２年11月21日(土)松江市の島根県民会館において岩城順子さんをお招きし「被害者支援を考える講
演会」を開催しました。岩城さんは現在、社会福祉士として京都府の犯罪被害者コーディネーターを務め
活動されていますが、「犯罪被害に遭うということ」と題し、傷害致死事件で亡くなった息子さんの介護を
通して感じたことなどを話されました。

コロナ禍で人数を制限しての開催となりましたが、聴講された皆さんには被害者支援について、改めて
考えていただくきっかけとなったと思います。

被害者支援を考える講演会の開催被害者支援を考える講演会の開催

〇犯罪被害はごく普通に暮らしていた人にある日突然降りかかる。そして、誰でも犯罪被害者にな
る可能性がある。

〇被害者支援は被害者に関心を持つことから始まる。無関心こそが最も怖い。
〇一人ひとりが傍観者ではなく関心を持ち理解を深めることが、安心で安全な街づくりになると考

える。
〇被害者や遺族が被害から回復するためには、司法や社会が壁になるのではなく、被害者や遺族を

支える仕組みがある社会になってほしい。

●私は先生の息子さんが事件に遭われた年に生まれています。私が今まで生きてきた時間、先生は
今日話されたような様々な苦しみと戦って来られたと思うとそれは本当に長い時間だと思いまし
た。（20代女性）

●被害者に対する行政の理不尽な対応に腹が立ちましたが、「生きることに戦っている」被害者と
寄り添う姿が今につながっていると感じました。（60代男性）

●島根県でも被害者の方が本来の力を取り戻すことができるような条例が作られればいいと感じま
した。（20代男性）

●淡々と話される中にも、怒り・悲しみ・希望などいろいろなお気持ちを込められているように受
け止め感じ入りました。（40代女性）

講師　岩
いわ

城
き

　順
より

子
こ

 さん

～講演から～～講演から～

【聴講された皆さんの感想】～抜粋～【聴講された皆さんの感想】～抜粋～
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犯罪被害者週間の取り組み（11月25日～12月１日）
いきいきプラザ島根におけるパネル等展示

街頭広報

11月11日～12月３日の間、いきいきプラザ島根において、島根県・島根県警と共催で「犯罪被害者
支援パネル展」を開催しました。

被害者支援の大切さを訴えるパネル展示や、被害者支援関連書籍のほか、交通犯罪被害者ご遺族であ
る江角由利子さんから提供いただいたオブジェ、書籍等を展示しました。

11月24日、JR松江駅及びイオン松江店において島根県警と協働で街頭広報を行いました。チラシや
ティッシュを配布し、犯罪被害者週間について周知をはかりました。

ホンデリング

あなたの本が、犯罪被害に遭って

苦しんでいる方たちへの

支援活動へつながります。

～本でひろがる支援の輪～

お申込み方法

買取相当額が島根被害者支援センターに寄付されます。

PCの場合
チャリボンWEBサイトの「全国被害者支援ネットワーク」のページにア
クセス。末尾の「本で寄付する」をクリックし、お申し込みフォームに
必要事項を入力（個別コード欄に〈N39〉を入力）し送信。
ご指定の日に宅配業者が引き取りに伺います。

スマホの場合
右のQRコードを読み込んでいただければ、島根被害者サ
ポートセンター申し込みフォームにアクセスできます。

本、アルバムCD、DVDを段ボールに詰めます。
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安来第一中学校　講師　三浦由美子さん（広島）
演題「大切なもの～伊織の死を通じて～」

松徳学院　講師　江角弘道さん（島根）
演題「亡くなった娘からの生命のメッセージ」

「命の大切さを学ぶ教室」の開催「命の大切さを学ぶ教室」の開催
島根被害者サポートセンターでは島根県警と協働して、県内の中学・高校生を対象に、犯罪被害の悲

惨さや命の大切さについて理解を深めることを目的に犯罪被害者のご遺族を講師に招き、「命の大切さ
を学ぶ教室」を開催しています。

被害者遺族の生の声を聴くことにより、他人事だと思っていた事件や事故が身近なものに感じられ、
自分の命はもとより他人の命をも大切にしようという気持ちが芽生えます。また、ニュースでは取り上
げられることの少ない被害後の苦しみ、想いを知り、10代の多感な時期に「命」について真剣に考える、
通常の授業とは違った貴重な学びの機会となります。

令和２年度
「命の大切さを学ぶ教室」の開催状況

開催日 開催校 講師
7月19日 安 来 第 一 中 学 校 三浦由美子さん

10月 9日 開 星 中 学 校 江角由利子さん

11月 5日 松徳学院中学校・高校 江角　弘道さん

11月17日 石 見 智 翠 館 高 校 三浦由美子さん

12月22日 金 城 中 学 校 高松由美子さん

1月29日 開　星　高　校（予定） 江角　弘道さん

3月19日 出　雲　高　校（予定） 江角　弘道さん

●私は、一人一人が大切な人を悲しませないと思うことが出来れば、加害者も被害者も出さない社会を作
ることができるのではないかと思いました。

●進路や成績、部活動でかなりたくさん悩むことがありますが、その悩めること自体が幸せだという事を
改めて感じ、悩みやしんどいこと、辛いことが少し楽になりました。

●私はよく「きょうだいはいますか？」と聞かれ、何も考えずに「兄がいます」と答えるのですが、それ
もすごく幸せなことだと気付きました。

●講演の最後に言われていた「生きているだけで100点満点」という言葉が心に響きました。
●僕が何気なく生きている今日は、誰かが生きたかった今日なんだと、講演を聞いて深く感じ取ることが

出来ました。

【感想】～一部抜粋～【感想】～一部抜粋～

「命の大切さを学ぶ」リーフレットの配布
令和２年度１学期を中心に、

新型コロナウイルス感染症の感
染防止を図るため、計画されて
いた「命の大切さを学ぶ教室」
が中止となった学校がありまし
た。

島根被害者サポートセンター
と島根県警では、「命の大切さ
を学ぶ教室」の講師、江角弘道
さん、由利子さん夫妻からの
メッセージをリーフレットにま
とめ、県内全ての中学生と高校
生に配布しました。
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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

賛助会員への入会・ご寄付のお願い賛助会員への入会・ご寄付のお願い
【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）

賛助会費や寄付は、税制上の優遇措置が受けられます。
法人の場合
一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入額が設けられており、その限度額までの寄付金額
を損金に算入できます。
個人の場合
所得税：「所得控除制度」又は「税額控除制度」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。

被害者支援自動販売機を設置
していただきました

被害者支援自動販売機の設置
に協力いただいている企業様

（令和２年７月～12月）
●(株)ゼブラ
●美川たばこ店
●周布開発(株)
●安来第一病院
●(有)植野建材店
●安来ドライビングスクール

●アシード（株）
●(株)光ベンディング
●コカ・コーラボトラー

ズジャパン(株)
●森田製菓(株) 

●(株)アペックス西日本
●(株)キリンビバックス
●ネオス(株)　
●有)日本海商事

【募金期間】令和３年１月１日～３月31日
島根県共同募金会による令和2年度テーマ募金に参加しました。是

非ご賛同いただき、温かいご寄付をお願いいたします。
テーマ募金の寄付金は、被害者支援の広報活動に役立てます。
島根被害者サポートセンターの存在や活動を多くの方に知ってい

ただき、支援活動の輪を広げていきたいと思っています。

～ご協力いただき、誠にありがとうございます～

ラッピングバスはラッピングバスは
テーマ募金の助成を受けてテーマ募金の助成を受けて

運行しています。運行しています。

＊「しまねテーマ募金」とは、地域の福祉課題等の解決に取り組んでいる団体が、自ら行う活動の
趣旨を広く住民の皆さんに啓発し、住民の皆さんの理解と共感に基づく募金活動を展開して、活
動の資金を確保し、地域福祉の推進につなげることを目的としているものです。

赤い羽根「しまねテーマ募金」にご協力ください

※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。


