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平成 24年度 犯罪被害者週間キャンペーン活動報告

犯罪被害者週間キャンペーン事業の一環として、新潟県、新潟県警察と当センターが共同で
平成 24年 11月 16日（金）、新潟市中央区の新潟県自治会館に於いて「犯罪被害者支援フォーラム
2012 I
nにいがた」を開催しました。写真は講師の糸賀美恵氏による「犯罪被害者に支援はなぜ必
要なのか」という演題の第１部・講演会の様子です。
講演会後のアンケートでは「犯罪被害者遺族の生の声を聞くことが出来てよかった」、「被害者
支援の重要性を再認識することができました」等多くの感想が寄せられました。
（講演要旨は次ページに掲載）

研修を積んだ相談員が応対します。

January.2013 ● 1

犯罪被害者支援フォーラム 2012I
nにいがた
第 1部 「犯罪被害者に支援はなぜ必要なのか」講演要旨
講師：糸賀

美恵氏 （犯罪被害者遺族、被害者支援都民センター自助グループ）

長男（当時 2
5歳）は、かつて１年半ほど交際のあっ
たひきこもりで自殺願望のある加害者女性に、平成
1
4年５月 1
3日早朝、寝ているところをナイフでメッ
タ刺しにされ、命を奪われました。
親とうまくいっていなかった加害者は、実家にも
居場所がなく、息子の部屋に入り込んでいましたが、
親の所へ連れ戻されるのを嫌って、息子を道ずれに
しようと刺殺したのです。
事件後、加害者の親にも謝罪を求めましたが、
『二
十歳過ぎの子供の犯罪では親の責任は問われない。』
と弁護士から云われていて、謝罪もありませんでし

目を向けて欲しいと思います。自殺してしまったり、

た。また、『娘を追い出さなかったあなたの息子が

被害から回復できないまま大きな事件の加害者になっ

悪い』との言葉に傷つけられ、自分を責める毎日で

てしまったという話も聞いています。自殺や犯罪を

した。裁判では、亡くなった被害者はまるで品物扱

防ぐという意味からも被害者支援は大きな役割があ

いにされたようで、司法に対する不信感も感じまし

るのではないでしょうか。

た。
職場では事件の事は話せず、『元気？』と訊かれ
ると「元気だよ、大丈夫だよ」としか答えられませ
んでした。今でも命日、誕生日には悲しみに引き戻
される日が続いています。
突然の事故や事件に遭うと被害者は何もわからな
くなってしまいます。真っ先に直面する警察や検察

警察に行くのは敷居が高いと思っている人もいま
す。県や市町村の行政の中に窓口があると行き易い
のではないでしょうか。
皆様には、他人ごとと思わず、被害者の心情や命
の重さを考えていただきたいと思います。それによ
り、人々の意識が変わり、自然に手助けを受けられ
る社会が実現されることを望みます。

をはじめ、周りの人との温かい人間関係が被害回復
には最も必要であったと感じています。都民センター
の自助グループの皆さんが事件を自分のことのよう

第 2部「講師との意見交換会」

に聴いてくれ、自分の体験を口に出していえる場所

第 2部は講師の糸賀美恵氏を囲んでの意見交換会

が必要であると感じました。自分の胸に苦しみや怒

が行われた。自助グループ「ひまわり」の遺族の方

りや辛さを押し込めておくことは被害の回復に繋が

も参加して、それぞれの被害から受けた苦しみ、周

らないと思います。

囲の人から受けた言葉による二次被害の辛さ等、被

遺族ばかりでなく、特に被害に遭っても声を上げ

害者が理不尽な扱いをされていることに対する思い

られない性犯罪の被害者、傷害事件の被害者、いじ

が述べられた。終了時間を超過するほどの活発な意

め等で受ける、見た目ではわからない『心の傷』に

見交換が行われた。
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平成2
4年度「犯罪被害者週間」

協賛街頭キャンペーン
犯罪被害者支援の必要性、重要性等について広く県民に周知広報することを目的に「犯罪被害
者週間」協賛街頭キャンペーンを県警と共同で実施、薄曇りの中、古町地区、万代地区の 2か所
に分かれ、県警職員と川上理事長以下約 20名が県警マスコットひかるくんの応援を得て道行く
人々に広報グッズを配布するなどの活動を行った。

開催日時／平成 24年 11月 10日（土） 11時〜 13時ころ
開催場所／新潟市中央区 NEXT21ビル・古町 7番町周辺・万代シティ周辺

万代シティ周辺広報活動
古町周辺

ひかるくんも一緒に広報活動

その他イベントの
広報啓発活動

江南地区交通安全大会広報活動

五泉署振込め詐欺キャンペーン広報活動
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平成 24年４月〜 12月の支援活動
○活動件数

（単位：件数）

区

分

24年度

電話相談
面接相談
＊

直接的支援

犯罪被害者等給付金申請補助

前年同期

130

112

21

15

272

124

1

自助グループ支援（参加人員）

特徴
平成24年4月〜12月支援活動について、
前年同期に比べて、特に直接的支援活動が
倍増している。その要因としては平成23
年3月新潟県公安委員会から「犯罪被害者
等早期援助団体」の指定を受けて以来、警
察からの情報提供が増加していること。

0

13人

13人

○直接支援の内容
直接的支援の在種別内訳

（単位：件数）

殺人・殺人未遂

傷害致死

傷害

強盗強姦

性被害

交通事故

計

17

29

44

0

99

83

272

直接的支援の具体的支援内容
支援内容

件数

具体的支援内容

裁判関連

19

警察関連

1

警察付添い

検察庁関連

1

検察庁付き添い

弁護士相談

19

弁護士相談付き添い

行政等関系機関

67

保護観察所・刑務所等付き添い、行政窓口連絡調整等

裁判傍聴付き添い、代理傍聴等

病院・臨床心理士

6

臨床心理士カウンセリング付添い・紹介

生活支援

2

家事手伝い等

訪問面接

7

自宅等訪問面接

直接支援のための面接

12
138

その他
合計

センターでの面接相談
被害者・遺族への情報提供等

272

●にいがた被害者支援センターのホームページがリニューアル
（10月）
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自助グループ

自助グループ
自助グループ

ひまわり

は昨年 11月に行われた「犯

罪被害者支援フォーラム 2012 in にいがた」にあわせ

ひまわり

て、小冊子「天国への手紙（被害者遺族の思い）」を作り
ました。読んだ方からいろいろな反響を頂きましたので、
より多くの方から被害者遺族の方の思いを知って頂きた
く、その中の一編をここに再掲します。

Ａ子さんへ

Ｔ氏（50代）

Ａ子さん、あの日から５年経ちました。今も
子供達や俺を見守ってくれてますね。あの時、
生後９ヶ月だった長男はもうすぐ６才。立派な
やんちゃ坊主になり、今春は小学生です。

ない反応だった。Ａ子さんを殺した事、子供達
からママを奪って幼くして母のない人生を送ら
せる事にした現実、あのオバサンにとっては、
既に過去のことにしたいらしい。
何が「被害者の視点を取り入れた矯正教育」
だと？２年以上も加害者からの真の反省の手紙

あなたと共にはねられて緊急搬送された長女

を待ち続けていた俺は馬鹿だった。刑務所の矯

は９才になりましたよ。今も PTSDの治療で通院

正教育には、本当に失望した、所詮は単なるプ

しているけど、幸い脳挫傷や骨折は心配しなく

ログラムの一つなんだ。

とも良くなってますよ。３年生まで皆勤賞で元
気に小学校に通ってるし。
俺は、Ａ子さんが言ってた「せめて、体重
75Kgまで絞ってね。」と、あの時から間もなく、

もう止めるわ。やつらを恨んだり憤ったりす
る事が結局、矛先を子供に向かわせて大声で叱っ
たり、手を上げたりすることになってる。子供
達には、何の落ち度も無い訳だもんね。

7
0
K
gを切る時もあるくらいスリムになってしまっ

Ａ子さん、ごめんなさい。本当にごめん。

た。でも大丈夫、子供達の為にも胃カメラ検査

正直、男手一つで、幼い子供達と向き合うのは、

をしたり、時々こっそりと怠けさせてもらって、

かなりきついわ。一度で良い、夢枕で、励まし

何とか持ちこたえています。

てくれ。そして、あと15年で良いからそっちに

禁固２年６ヶ月を受けさせた、あの憎きオバ
サン運転手は、一昨年９月下旬に仮釈放で満期
前に出てきました。でも収監から今まで、何の
連絡もないし、通院中の娘にも心配する手紙も

呼ばないでくれ、せめて長男が成人するまでは。
また手紙をだすわ、娘が最近、俺に書いてく
れた手紙も同封します。
またね、遠くから３人を見守ってください。

なかった。仮釈放で、保護観察中の加害者に（加
害者に対する）心情伝達制度を使って収監から

天国への手紙

の被害者に対する配慮のない態度や心境の変化

被害者遺族の思い

とか聞いてみたけど・・・
結局 [馬鹿に付ける薬はない ]事、良く解った
よ。２年以上も刑務所で矯正教育を受けて出て
きたら、もっとまともな思考をする人間になっ
てくれることを、ある意味望んで、１年以上も
かけて、最高裁まで付き合わされて、刑務所に
ぶち込んだけど、現実は、何の反省も感じ取れ
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被害者支援自動販売機
（三国コカ・コーラボトリンググループ様設置）

によるご支援のお願い
にいがた被害者支援センターの行う活動に賛同し、財政基盤の確立を
図るための社会貢献活動として、三国コカ・コーラボトリング(
株)
グルー
プ様から、
清涼飲料の被害者支援自動販売機の売上金の一部を当センター
に寄附するご支援をいただいています。
当センターでは、この趣旨に賛同して、新規設置又は切り替えしてい
ただける事業所・団体様を広く募集しています。是非、ご支援・ご協力を
お願いいたします。
（ご連絡は、センター事務局まで。ＴＥＬ025−281−2131）
平成24年12月末日現在の設置ご協力事業所・団体様は次のとおりです。
●民間事業所・団体
田中産業㈱、田中運輸機工㈱、㈱草間組、雄志レジデンス、
㈱新潟文化自動車学校、土田商店、㈲オービット、㈲大

●警察関係

伸通信、㈲瀬戸川工業所、TLC甲信越㈱、医療法人青山

運転免許センター
（新潟、長岡、上越）
、

信愛会 新潟信愛病院（ワタキューセイモア㈱）、 ㈲上越

交通機動隊、機動隊、警察学校、警察

ケミカル、㈱サン・メタル、涌井建設工業㈱、㈲ランドマー

本部、小千谷署、糸魚川署、上越署、

ク資材センター、㈲光和建装工業、㈱ケー・ビー 24、㈱

燕署、三条署、新発田署、村上署、新

共同建設資材センター、㈱松崎木工場、県ロードサービ

潟北署、小出署、南魚沼署、津川署、

ス㈱、ガレージプロセス、㈱ハヤマサービスエックスレ

秋葉署、五泉署、佐渡西署、佐渡東署、

ンタカー、新潟大学前駅駐車場、新潟県中央自動車学校、

新潟中央署、江南署、新潟西署、西蒲署、

㈱丸克建設、新潟県司法書士会、㈱吉久建設、渡松建設、

新潟東署、長岡署、新潟南署、十日町署、

明治牛乳中條販売店、酒道楽工藤、㈱まつき、石井商店

柏崎署、胎内署

イオン幸せの黄色いレシート
キャンペーンのご協力お願い
毎月 11日にイオン新潟南ショッピングセンターで買
い物して、レシートを店内各所に設置された投函コーナー
の当センターボックスに投函していただきますと、レシー
ト金額の 1％相当額の物品がイオンリテール (株 )様か
ら当センターへ寄贈されます。当センターでは、これを
支援活動等の事務用品類などに有効活用させていただき
ますので、皆様のご協力をお願いいたします。
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研修受講報告
全国被害者支援ネットワーク主催

「関東･甲信越ブロック研修会」を受講して
支援活動員
Ｈ．Ｓ
平成24年６月16日（土）
・17日（日）の一泊二日の研修に参加した。自己理解のプログラムから直接支援のロー
ルプレー、また、２つの県にまたがる事件の両県の支援センターの連携の在り方等、実践的で役にたつ研修であっ
たと感じている。
ロールプレーでは裁判所への付き添い支援をいろんな場面を想定して行うことにより全体の流れの中でいろん
なことが起こってくるということが理解できた。
このロールプレーで学んだことの一例を挙げてみると、法廷に入る前の場面の中で支援員役の人が被害者役の
人に『今、法廷に入りますか？それとも始まるギリギリにしますか？』と尋ねていた。たとえ小さなことの選択
でも被害者や遺族の方にどうするか一度尋ねてみることが大切で、そのことが被害者や遺族の方の自己決定力を
回復するのに役立つと思われた。
また、講師から『直接支援が初めてだという言い訳は通用しない。』という話があった。堂々としていること、
落ち着いていること、ゆっくりした話し方、こころのゆとりが大事で、その態度が被害者や遺族の方に伝わって
いくと実感し、覚悟をあらたにした次第である。

被害者支援都民センター主催

性犯罪被害者支援セミナーに参加して
支援活動員
Ｒ．Ｏ
平成24年9月10日〜11日、１泊２日でによる性犯罪被害者セミナーに参加させていただきました。
講師は全員女性で警視庁、病院の医師や看護師長、弁護士、性暴力救護センター大阪SACHI
KOなど、そうそうた
る顔ぶれでしたが、女性同士という安心感のようなものもあり、終始気持ちを穏やかに受講する事が出来ました。
性暴力とは同意のない、対等でない、強要された性的行為すべてが性暴力である事。レイプ、強制わいせつの
加害者の 64％が知人、顔見知りであることから被害者が通報、被害届を迷う。その理由に仕返しが怖い、相手
の家庭事情を考えてしまう、自分も悪かったと思う。相手の人生を自分が変えるのが怖いなどで、加害者の圧倒
的多数は野放しになっています。
○夜道を一人で歩くことは誰にでもある
○酔っ払うことは誰にでもある
○鍵をかけ忘れることは誰にでもある
例えどんな状況でも責められるは加害者です。63％の被害者が誰にも相談しなかったと言われていますが、ど
んな時でも「貴女は悪くないよ」と被害者の話される事に心と耳を傾け、その心に寄り添いながら被害者に選択
肢を提示し、本人の意向を最大限に尊重しながら「自分で選ぶ」を大切にした支援ができる支援員になりたいと
思います。そして誰にも相談できず、苦しんでいる被害者が「にいがた被害者支援センター」に電話してみよう
と思える支援員になれるよう頑張っていきたいと思います。

正会員名簿（順不同・敬称略）

（平成25年１月31日現在）

団体正会員
新潟県精神保健福祉協会、新潟県弁護士会、新潟県医師会、新潟県精神科病院協会、新潟県市長会、新潟県町村会、学校
法人新潟青陵学園、（財）新潟県交通安全協会、関東信越税理士会新潟県支部連合会
個人正会員
藤巻強生、武井槙次、大木満子、宇田 正、遠藤和成、甲野勝機、青山勝二、二木 宏、小濱恵子、稲餅武雄、伊藤末松、
池田久美子、中野節子、中曽根えり子、藤田正行、中村協子、中嶋久美子、横瀬 功、澁谷志保子、津野恒子、島 典子、
野上 博、齋藤 隆、髙野義雄、高橋正利、渡部直子、貝瀬尚久、長塚康弘、運上司子、黒川 登、太田信子、平尾公子、
橘 玲子、金子英明、饒村悠子、星野理香、川上 耕、瀧沢尚以、小熊シヅ子、山後晴雄、北山桂子、真壁伍郎、角一洋
子、大竹玲子、近藤麻美子、大島煦美子、栗山 啓、小島 功、小林ひとみ、立川恭子、徳永英毅、渡部 豊
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平成24年4月〜25年1月
順不同・敬称略

青木優一、大浦研二、吉野美穂子、小田島美智子、金子直樹
小熊力、塩谷洋、田辺章雄、小田中明子、榎本岩男、野沢成二
斎藤功、小黒睦弘、三原栄、石原博、和泉聡、匿名希望１名

（社）新潟県解体工事業協会中越支部、（社）新潟県解体工事業協会上
越支部、（社）新潟県解体工事業協会下越支部、㈱トーア、㈱新潟日
報社、（財）新潟県自動車練習所、（社）新潟県バス協会、㈱渡大組、
アドリテム司法書士法人社員・司法書士外山敦之、（一社）新潟県安
全運転管理者協会、(社）見附市南蒲原郡医師会、三条市医師会、自
動車安全運転センター新潟県事務所、新潟綜合警備保障㈱、㈱古
田組、㈱たいよう共済新潟支店、新潟県民共済生活協同組合、ネ
ッツトヨタ越後㈱、（財）十日町地区交通安全協会、(社）新潟県警備
業協会、新潟県司法書士会、新潟県電気工事工業組合、医療法人
楽山会三島病院、羽深産業㈲、セコム上信越㈱、㈱新潟中央自動
車学校、岩淵浩法律事務所、弁護士法人砂田徹也法律事務所、㈱
東光クリエート、新潟県自動車販売店協会、㈲セーフ・エス、村
上市岩船郡医師会、マルソー㈱、（社）新潟県歯科医師会、（財）柏崎
地区交通安全協会、越後交通(
株)
、（公財）新潟県暴力追放運動推進
センター、長岡長生ライオンズクラブ、㈲石倉製麺所、（社）新潟県
商工会議所連合会、医療法人谷澤整形外科クリニック、㈱一印上
越魚市場、㈲新潟輸入タイヤ販売、（社）新潟市医師会、㈱あんフー
ズ新潟、新発田ガス㈱、新潟県警友会連合会

青栁芳郎、大矢傑、中村光春、中野誠、埴田忠嗣、富井和平
武井みよ子、和泉澤貞子、嵯峨トシ、小林和生、川名洋平
大川聡、山田ひろ子、高橋玲子、沖野節子、香田一男、堀川誠一
大倉憲吾、櫻井英喜、後藤直樹、長谷川進、久我正作、宮崎正夫
こども医院はしもと橋本謹也、高野優子、高野雅史、滝本友子
大湊弘幸、加地正樹、半藤千枝子、金子和子、金子哲、小島一則
鬼島基伸、五十嵐久、猪又勝、灰野博、江森謙太郎、堀博
佐野稲子、渡辺逸郎、渡辺雅直、小池進吾、櫻井春夫、金澤省子
池田正友、斉藤洋子、松岡キヨ、伊藤基子、髙橋節子、五十嵐涼子
神立秀明、外立正紀、宮澤正雄、村山和子、皆川和秀、遠藤記恵子
押見清雄、藤田善六、半戸哲夫、関洋一、小林澄江、小林澄夫
片桐敏栄、中澤泰二郎、小出俊彦、酒井正昭、藤沢直子
栗山英雄・祥子、小田部正美、本間武志、渡辺茂子、風間柾由
岸本正智、永倉税、永崎久人、佐藤敏子、長谷川虹兒、髙岡光夫
鶴巻信朗、渡部信子、田中克幸、武村真理、菊池勲、今井千恵子
佐原菖一、丸山建築丸山敬治、丸山誠、伊藤義信、佐野實
須貝恵吉、野上正、石塚誠一、相澤市郎、小野塚利信、佐藤幸示
青木和司、大塚智恵子、山崎幸雄、吉田耕二、築井一琢、金子修
石川伊作、細野紀雄、山田俊博、鈴木俊、野上信子、小林光一
本田恭子、田村いずみ、根津明子、庭野トシエ、庭野カツ
大島榮一、田中宏子、澤村陽一、諏佐恭一、工藤和雄、小嶋謙一
佐藤一明、品田宏夫、西脇秀樹・圭子、吉澤恒夫、串田重男
田中稔、石原護、相馬清吉、野口祐郁、田下厚子、古川明子
㈱オアシス稲葉摩利子、小湊文隆、市嶋範恵、諸橋義知

ご協力ありがとうございます。
今後ともご協力お願い申し上げます。

公安委員会・警察本部
新潟県公安委員会、新潟県警察本部長、機動隊、刑事総務課、交
通規制課、教養課、機動捜査隊、捜査第一課、交通企画課、厚生
課、警備第二課、生活保安課、情報管理課、交通指導課、留置管
理課、新潟県警察学校、生活安全企画課、会計課、広報広聴課、
監察官室、通信指令課、鑑識課、科学捜査研究所、総務課、捜査
第二課、装備施設課、捜査第三課、地域課、鉄道警察隊、警務課
外事課、交通機動隊、運転免許センター、警備第一課、高速道路
交通警察隊、組織犯罪対策第一課、組織犯罪対策第二課、情報通
信部、少年課
警察署
村上署、小出署、津川署、佐渡西署、燕署、糸魚川署、阿賀野署
長岡署、新潟南署、柏崎署、小千谷署、新潟北署、妙高署、上越
署、見附署、秋葉署、新潟西署、新潟東署、佐渡東署、江南署
五泉署、与板署、新潟中央署、胎内署、加茂署、西蒲署、新発田
署、南魚沼署、三条署、十日町署

三国コカ・コーラボトリング㈱新潟支社、三国フーズ㈱新潟営業所、
イオンリテール㈱、富井和平、武井槙次、県央加工協同組合、
遠藤和成、村松緑、中曽根豊、甲野勝機、中嶋久美子、佐藤直美、
（一社）新潟県安全運転管理者協会、松原通子、新潟南警察署、和田武
次、運上司子、佐野稲子、辯護士小村隆、司法書士小出行雄、山
本千鶴、大湊弘幸、有坂康治、藤田美沙、塩谷洋、藤巻元雄、植
木ひろ子、神立秀明、押見清雄、山川廣之、五十嵐広幸、弁護士
中澤泰二郎、佐藤敏彦、大道寺雅夫、渋谷和子、医療法人社団太
白会田辺医院、フォークダンスサークル赤いくつ、佐藤敏子、山
崎堅輔、髙岡光夫、高橋フミエ、金子一郎、山本陽子、県警察学
校初任科第376期短期課程卒業生一同、県警察学校初任科第376期
第一学級卒業生一同、㈲藤田畳商店、島典子、高山正成、小池清、
北山桂子、国際ロータリー第2560地区鈴木ガバナー事務所、㈱村
建運輸、菊池勲、髙野・星野法律事務所、阿部政志、髙野義雄、
飯塚真理子、丸山昌治、川上耕、㈱鈴木造園、鈴木重壱、長岡長
生ライオンズクラブ、熊林薫、田伏智、吉野美穂子、星野理香、
野口祐郁、中澤泰二郎、長岡柏ライオンズクラブ、小山晴代、小
村隆、㈱大光銀行、伊藤秀夫、弁護士法人砂田徹也法律事務所、
森川医院森川重文、正木宏、藤巻元雄、井口睦子、藤田善六、山崎
隆夫、平澤幸二、県警察学校初任科第376期長期課程卒業生一同

税制上の
優遇措置について
当センターの活動は、主に皆様の賛助会
費や寄附金に支えられています。
皆様の温かいご支援・ご協力をお待ちし
ています。
個人賛助会員／1,
000円

団体・法人賛助会員／10,
000円

※一口以上何口でもご加入いただけます。
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