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　新潟県被害者支援条例が本年４月１日施行され、現
在、具体的な施策などの新潟県の推進計画がパブリッ

クコメントに付されており、また、被害に遭ったご遺

族や重症を負った被害者に対する見舞金について市町

村が支給する額の1/2を補助する事業を開始されまし

た。これらにより新潟県の被害者支援が一歩前進した

ことを大変嬉しく思っています。

　被害者に対する支援は国と県、そして市町村の責務

であると定めた犯罪被害者等基本法が2005年に施行

されて既に16年を経過しましたが、市町村による支
援は遅々として進んでいません。被害者にもっとも身
近な市町村において地域に見合ったきめ細かな支援を

行なうこと、そして、その根拠となる条例を制定する

ことが期待されるところです。

　例えば、ご自宅で殺人や性暴力の被害に遭った方や

ご遺族はその自宅で暮らすことができなくなったと

き、市町村が公営住宅への優先入居を認めたり、転居

費用を補助するなどの支援、被害にあって日常の家事

等ができなくなったときのホームヘルパーの費用の援

助などの支援は市町村に期待することは大きなものが

あります。また、弁護士の法律相談や臨床心理士のカ

ウンセリングに要する費用の援助は、県と県警本部で

実施していますが、限定があるため、市町村の協力も

必要です。当センターでも生活支援などの支援活動を

行なっていますが、それらはあまり知られておらず、

十分なものにはなっていません。

　市町村の条例を制定する意味は、きめ細かな、総合
的な被害者支援を実現することにあります。それは、

市町村が見舞金や生活支援などのために公金を支出す

る根拠を明らかにするものでもあります。また、タテ

割りの行政において、職員の意識を高め、関係部署と

のヨコの連携を図り支援の担当部署が被害者ニーズを

把握して情報提供をすることを可能にします。

　犯罪の被害に遭うことは、いつ自分にふりかかるか

もしれないことであるのに、一般には他人事であり、

支援の必要性の理解に乏しく、被害者への偏見もあり

ます。それらが被害者を孤立させ置かれた状況を悪化

させる一つの原因になっています。条例は、市町村と

いう地域社会の全体として被害者を支えるという意思

を明らかにすることです。それは、広報・啓発の意味

を持ち、地域や職場における被害者支援のための理解

を深め、また被害者を勇気づけることにもなります。

　しかし条例を制定してもそれによる支援の施策を行
なわなければ意味は小さいでしょう。新潟県の開始し

た見舞金の補助制度は市町村の見舞金の支給事業が行

なわれないと何の意味もありません。すべての市町村
において見舞金の支給制度を作っていただきたいと
願っていますが、それにとどまらず、上記のような支

援を含む総合的な支援を行なわれますよう、そのため

に是非、被害者等支援条例の制定をされますように
願っています。

　当センターは、今年、設立されて15年の節目を迎

えましたが、これからも皆様のご協力をいただきなが

ら被害者支援の充実を目指したいと考えています。

にいがた被害者支援センター理事長

川  上　　耕

県内すべての市町村で被害者支援条例の制定を
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令和３年度 社員総会報告＆決算、顧問・役員名簿
　令和３年５月27日（木）令和３年度第１回社員総会を開催しました。
　「令和２年度決算報告」「役員選任候補者」について審議し原案どおり可決承認されました。
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●顧　問
　新　潟　県　知　事 花角　英世
　新潟県警察本部長 村田　達哉
　新　　潟　　市　　長 中原　八一
　新潟県市長会会長 二階堂　馨
　新潟県町村会会長 小林　則幸

令和２年度決算報告 役員名簿
令和２年４月１日から令和３年３月31日まで

（令和３年５月27日現在）

理事は五十音順

●役　員
　理事長 川上　　耕 弁護士、元新潟県弁護士会会長
　専務理事 井口　善雄 （公社）にいがた被害者支援センター専務理事
　理　事 運上　司子 臨床心理士、元新潟県臨床心理士会会長
　理　事 大島煦美子 前新潟県女性財団理事長
　理　事 大花　真人 弁護士、新潟県弁護士会犯罪被害者支援対策
  委員会委員長
　理　事 櫛谷　晶子 臨床心理士
　理　事 佐野　英孝 医師、新潟県精神科病院協会会長
　理　事 山後　晴雄 （公社）にいがた被害者支援センター支援局長
　理　事 早福　　弘 新潟県商工会議所連合会専務理事　
　理　事 堂前洋一郎 医師、新潟県医師会会長
　理　事 中曽根えり子 （公社）にいがた被害者支援センター犯罪被害
  相談員、交通事故被害者遺族
　理　事 長塚　康弘 新潟大学名誉教授
　理　事 野口　祐郁 弁護士、新潟県弁護士会犯罪被害者支援対策
  委員会委員
　理　事 村山　美和 社会福祉法人いのちの電話事務局長
　理　事 渡邉　定行 （公社）にいがた被害者支援センター事務局長
　監　事 金子　英明 税理士
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　私が交通犯罪被害者遺族になって、22年の月

日が経ちました。この間に出会った3人の女性の

存在がなければ、私は被害者支援を今日まで続け

ることはなかったと思っています。

　１人目は、発展的解散をした「全国交通事故遺

族の会」の会長井出渉氏の奥様である井出政子

さん。息子の事故当時（平成11年）は、県内ど

こにも支援をしてくれる人も機関もなく（わからず）

途方にくれていたところ、偶然新聞で見つけた「全

国交通事故遺族の会」を知り、思い切って電話をし

ました。その時の電話の向こうの声が井出政子さ

んでした。井出さんは、本当に私の悲しみ、苦しみ、

怒り、むなしさなど、被害に遭った人間がもつ自

然な感情を否定することなく受容し受け止めてくだ

さいました。さらには、何もわからない刑事の流

れや裁判について、弁護士の選定の仕方等沢山

アドバイスをいただきました。私の長電話にいつも

寄り添い話を聴いてくださいました。

　２人目は、現在「全国被害者支援ネットワーク」

顧問の大久保恵美子さん。他の被害者遺族がど

のような思いで過ごしているのか、これからどうし

て生きていけばいいのか途方にくれていたとき、隣

県ということもあったからでしょうか、井出政子さ

んから紹介され、夫と一緒に参加したのが富山の

大久保恵美子さん宅で開催されていた自助グルー

プ「小さな家」でした。他のご遺族が、命を理不

尽に奪われた家族の死の真実を知ろうと一生懸命

やっておられる話を聞きながら、自分達も息子の

死を無駄にしないよう、やれることはやろうと心に

決めたのでした。息子の刑事裁判を傍聴していて

納得のいかないことがあった私は、大久保さんの

紹介で、岡村勲弁護士が代表だった「あすの会」（こ

ちらも発展的解散をしましたが）が新潟で被害者

参加制度創設のための署名活動を行った際に、協

力参加をしました。そのことなどが契機となり、「に

いがた被害者支援センター」の立ち上げ時から、

関わらせていただくこととなりましたが、支援者と

して自分の被害経験を前面に出すことがないよう、

またそれができなければ支援者としては失格、つ

まり目の前にいる被害に遭われた方の話を冷静に

聞けないようでは支援者でいてはいけないというこ

とも大久保さんの背中をみて学んだことです。

　3人目は、私が尊敬しお世話になった当センター

元相談員のＡさん。前職は県警少年サポートセン

ター長でいらっしゃいました。よく「被害に遭った

人でなければ、本当に被害者の気持ちはわからな

い」と被害者の方達が話をされることがあります。

私も当時は、そう思っていました。しかし、Ａさんは

被害当時者でも遺族でもありませんが、被害者や

遺族の気持ちを真摯に受け止め理解できる人で、

相談したくなる方です。相談援助のプロとしての支

援の在り方、組織のあり方等、被害者遺族として

の経験しかない私に、ときには厳しくそして暖かく

見守りながら指導していただきました。常識の幅を

広げることを教えてくださったのもＡさんです。

　息子がこんな素敵な女性達に引き合わせてくれ

たんだと、今は思えるようになっています。これか

らもこの折々に受けた支援をおもい、細々ながら

でも被害に遭われた方々への支援を続けていきた

いと考える今日この頃です。

公益社団法人にいがた被害者支援センター理事

中曽根　えり子

3 人 の 女 性



 July.2021

2020年度 支援活動報告

講演・広報啓発・研修等
新型コロナウイルス感染症防止のため講演、広報啓発活動、研修等については中止やオンライン研修等によ
り事業を縮小して実施しました。

〇 講演
７月　阿賀野警察署被害者支援連絡協議会　　９月　長岡柏ライオンズクラブ、新潟西ロータリークラブ
10月　県警被害者支援専科、県警察交通事故事件捜査専科、長岡ライオンズクラブ、県指定自動車教習所
協会　　11月　新潟市産婦人科医会、石川被害者サポートセンター　　３年１月　関屋自動車学校

〇 広報
　● 新潟交通バス車内放送（上所線・水島町線）年間

　● 新潟日報広報掲載5回（にいがた被害者支援センター３回、性暴力被害者支援センターにいがた2回）

　● SNS（Twitter）広告配信による広報
　　 8月からTwitterによる広告配信を実施し、ホームページの閲覧件数が大きく増加しました。

〇 支援活動員研修等
　　継続講座(年10回)、直接支援（年5回）

　● 全国被害者支援ネットワーク主催各種研修会参加
　　　・質の向上研修上半期・下半期研修 新型コロナウイルス感染防止のため中止
　　　・全国フォーラム・秋期全国研修会 10月  6日 4人 オンライン参加
　　　・春期全国研修（コーディネーター研修）  １月28日～29日 1人 オンライン参加
　　　・NNVS認定コーディネーター養成研修  ２月  3日～  5日 2人 オンライン参加
　　　・SAFER研修  ３月20日～21日 5人 オンライン参加

　● 県弁護士会との意見交換会の開催　　　　（9月8日）18人出席

　● 県臨床心理士会との意見交換会の開催　　（12月6日）19人出席

自助グループ「ひまわり」

問い合わせ　　公益社団法人　にいがた被害者支援センター
　　　　　　　　　事務局　　025-281-2131

　自助グループは、同じつらさを抱えた人達が気持ちや思いを話したり、耳を傾け
たりしながら、互いに支えあって、自分自身で回復する力を持てるようにしていく
活動です。
　当センターでは現在、新潟市の委託事業として交通事故のご遺族の方を中心とした自助グループ
を２ヶ月に１回（奇数月）開催しております。
　参加を希望する方は下記事務局までお問い合わせ下さい。
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プライベートゾーンって
　　なあに？

　性暴力被害者支援センターにいがたでは、プライベートゾーンを教える絵本「おしえて！くもくん」（東
山書房）を朗読したオリジナル動画を作成し、にいがた被害者支援センターのホームページで公開して
います。
　この絵本は幼児期の性暴力から子供たちを守ろうと制作されたもので、「おそらのくもくん」と３人
の子供たちが「おそらのきょうしつ」でプライベートゾーンについて勉強する内容です。水着を着ると
隠れるところは自分だけの大事な場所であり、人に見せたり触らせたりしてはいけないことを、やさし
く学ぶことができます。
　動画は約７分。センターの相談員が朗読と撮影を手がけました。ぜひたくさんの方
にご覧いただき、親子で、学校で「プライベートゾーン」について話すきっかけにし
ていただければと思います。また、センターのツイッター等に感想をお寄せください。

親子で、学校で見て、考えて！
「おしえて！くもくん」動画を配信中

スマートフォンアプリ
「こころちゃん」の紹介

「こころちゃん」は、被害者の方々の状況や、支援・
相談先について知ることができる、犯罪被害者支援教育
アプリです。
お子様にもわかりやすい内容になっています。親子の
会話にお役立てください。

※口も大事な部分。勝手にキスしてはいけない。

□ 自分だけの大事な場所で、
簡単に見せたり触らせたりしてはいけない。

□ もし、見られたり触られたりしそうになったら
「いや」と言う。大人に相談する。

プライベートゾーンとは

「水着を着ると隠れる部分」のこと
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被害者支援自動販売機の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、社会貢献活動の一環と
して被害者支援自動販売機の新規設置、または切り替えをしていただける事
業所・団体を募集しています。設置・切り替えをしていただくことにより、
自動販売機の売り上げの一部が当センターに寄付されるシステムとなってい
ます。ぜひご支援・ご協力をお願いいたします。

（ご連絡はセンター事務局　０２５－２８１－２１３１）

新潟市
（一社）日本自動車販売協会連合会新潟県支部

（医法）青山信愛会新潟信愛病院／７台

（株）上杉興業／２台

（株）サン・メタル

（株）新潟関屋自動車学校

（株）新潟中央自動車学校

（株）新潟文化自動車学校

（株）日青堂

（株）ハヤマサービス　オリックスレンタカー

（株）LIXILトータルサービス新潟営業所

（株）リリーフセキュリティ／３台

ガレージプロセス

小林一郎商店（新潟大学前駅駐車場）

三幸総業（株）

新潟県司法書士会

東日本高速道路（株）新潟支社道路管制センター

丸克建設（株）

（有）オービット

（有）ケー・ビー24

（有）瀬戸川工業所

（有）ランニング物流センター

涌井建設工業（株）

●㈱アペックス
●㈱伊藤園　
●㈱コーシン　
●㈱ジャパンビバレッジホールディングス
●㈱塚田牛乳　
●㈱和光ベンディング　
●ＦＶジャパン㈱
●小柳乳業　

●コカ・コーラボトラーズジャパン㈱
●サントリービバレッジサービス㈱
●新発田ヤクルト販売㈱ 　
●上越ヤクルト販売㈱
●ダイドードリンコ㈱
●㈲石井乳業  

「被害者支援自動販売機」設置企業・団体様のご紹介

協力飲料メーカー

下越地域
（株）水原自動車学校
三条地域
JAにいがた南蒲／４台
土田商店
オリロー（株）
長岡地域
（株）佐藤土建
JA越後さんとう／４台
長岡千秋が原公園／３台
上越地域
（株）草間組／２台
（株）中元組小出舗道整備工事事務所
（株）ローテック
田中運輸機工（株）／２台
田中産業（株）／４台
萬代電業（株）／２台 （魚沼・高田営業所）
（株）ミヤトウ野草研究所／３台
雄志レジデンス
佐渡地域
萬代電業（株） （佐渡営業所）
（株）萩田換地／２台

合計65台

県立新潟高校、県立十日町高校、県立松代高校、県立五泉高校
新潟県庁に2台、新潟地方検察庁長岡支部
警察本部及び各警察署に合計64台設置しています。

令和３年７月
現在



2020年4月1日から2021年6月30日までの会費及び寄付を
頂いた方々を掲載させていただきました。　　順不同・敬称略

新潟県市長会
新潟県精神科病院協会
関東信越税理士会新潟県支部連合会

新潟県町村会
新潟県精神保健福祉協会
学校法人新潟青陵学園

新潟県弁護士会
（一社）新潟県医師会

（公財）新潟県暴力追放運動推進センター
（公財）新潟県交通安全協会
（公財）柏崎地区交通安全協会
（公社）新潟県看護協会
（公社）新潟県薬剤師会
（一財）新潟県自動車練習所
（一社）五泉市東蒲原郡医師会
（一社）三条市医師会
（一社）長岡市緑地協会
（一社）新潟県安全運転管理者協会
（一社）新潟県解体工事業協会下越支部
（一社）新潟県解体工事業協会中越支部
（一社）新潟県警備業協会
（一社）新潟県指定自動車教習所協会
（一社）新潟県商工会議所連合会
（一社）新潟市医師会
（一社）見附市南蒲原郡医師会
（医法）愛クリニック
（医法）恵和会木暮歯科
（医法）敬成会白根緑ヶ丘病院
（医法）健進会新津医療センター病院
（医法）津南デンタルクリニック

（医法）根津歯科医院
（医法）松崎歯科医院
（特医法）楽山会三島病院
（学法）明倫学園明倫短期大学
（弁法）砂田徹也法律事務所
（社福）グループホームやしろだ
（株）エーアイクリエイト
（株）大橋商会
（株）コロナ
（株）島津組
（株）C・S・U
（株）全研ビルサービス
（株）ソーゴ
（株）大創
（株）たいよう共済新潟支店
（株）燕タクシー
（株）トーア
（株）東光クリエート
（株）とっと
（株）新潟食品運輸
（株）福田組
（株）古田組

（株）三原田組
（株）リリーフセキュリティ
（株）ワールドライン
（株）渡大組
（有）内山ダンススクール
（有）マルヨシ自動車整備工場
アドリテム司法書士法人
栄光産業（株）
沖歯科グループ
柏崎総合医療センター
空手道クラブ空美会
頸城自動車（株）
桑原歯科医院（下木戸）
クロスメディカル（株）
県央加工協同組合
小林石油（株）
新発田ガス（株）
積水ハウス（株）新潟支店
セコム上信越（株）
第一建設工業（株）
ダイセー歯科クリニック
多和田歯科医院

井口　善雄
池田　伸一
伊藤　末松
稲餅　武雄
井上　桐子
宇田　　正
運上　司子
江花　里都
遠藤　和成
大木　満子
大澤　優子
大島　煦美子
大竹　玲子

大橋　純子
荻野　佳美
落合　光雄
貝瀬　尚久
金子　英明
上村　アイ子
川上　　耕
北山　桂子
栗山　　啓
甲野　勝機
小島　  功
小濱　恵子
小林　ひとみ

駒野　祐子
近藤　麻美子
坂井　明都
櫻井　香子
佐藤　志津
佐藤　理智子
山後　晴雄
早福　　弘
反町　道夫
髙野　義雄
髙橋　由美子
瀧澤　尚以
橘　　玲子

津野　恒子
富山　スミエ
中嶋　久美子
中曽根　えり子
長塚　康弘
中村　協子
中村　知子
饒村　悠子
野本　博之
平尾　公子
廣川　廣実
藤田　正行
藤巻　強生

星野　理香
堀　　洋子
本間　サチ子
眞壁　伍郎
村山　美和
渡邊　千香子
渡邉　定行
渡辺　　豊

（五十音順）
他匿名希望者８名

正会員・団体

賛助会員・団体

正会員・個人

皆様のご支援ありがとうございます。

協力者御芳名協力者御芳名

July.2021



賛助会員・個人

相澤　いづみ
相澤　　豊
青木　和司
青木　優子
青栁　芳郎
阿部　　隆
阿部　政志
五十嵐　喜一
五十嵐　久
池田　正友
石川　伊作
石塚　誠一
和泉澤　貞子
板垣　　隆
稲田　秀樹
稲餅　三重子
今井　千恵子
今田　芳明
氏家　信彦
内山　眞理子
江森　謙太郎
遠藤　記恵子
大島　證道
太田　　等
大平　健二
大矢　靖夫
小熊　　力
押見　清雄
小野　　栄
小幡　政行
貝瀬　松美

風間　康則
加地　正樹
金澤　省子
金子　和子
金子　直樹
金子　　優
金子　まゆり
金安　　希
神田　武司
鬼島　基伸
木村　眞悟
久我　正作
久保田　陽子
栗賀　　隆
栗山　英雄
栗山　祥子
栗山　宣子
栗山　勝江
栗山　美智子
小池　進吾
香田　一男
小島　一則
後藤　直樹
小林　　彰
小林　澄夫
古俣　英樹
小松　茂樹
小村　　隆
小山　高司
小山　晴代
近藤　正明

齋藤　卓也
齋藤　謙三
嵯峨　トシ
坂井　秀弥
酒井　正昭
桜井　正二
櫻井　春夫
櫻井　英喜
佐藤　あずさ
佐藤　　亨
佐野　　實
佐野　稲子
佐原　菖一
澤村　陽一
須貝　惠吉
須佐　恭一
関　　洋一
瀬藤　　純
相馬　清吉
髙岡　光夫
高野　雅史
高野　優子
髙橋　和博
高橋　髙一
髙橋　節子
竹内　邦彦
田下　厚子
田中　　稔
田村　いづみ
築井　一琢
茅野　昌文

鶴巻　信朗
津野　敏江
中川　紀子
永倉　　税
中倉　一浩
中澤　泰二郎
中村　久子
中村　光春
鍋谷　總子
西山　　正
西脇　和子
二平　正司
丹羽　正夫
庭野　カツ
根津　明子
野上　信子
野澤　　修
灰野　　博
橋本　謹也
長谷川　虹兒
林　　隆行
半戸　哲夫
半藤　千枝子
平澤　敏夫
廣川　　明
広沢　憲隆
廣島　ひろ子
福原　浩次
藤﨑　藤作
藤沢　直子
古川　尚史

豐納　万穂子
細野　紀雄
本田　恭子
本間　武志
本間　　満
本間　由美子
前山　憲三
三上　剛明
水莖　芳英
水野　俊一
宮﨑　正夫
武藤　末次
村山　和子
森　　二十男
森田　敏明
柳本　雄司
山岸　良男
山崎　幸雄
山田　　一
山田　ひろ子
山野　芳生
横田　光義
吉野　美穂子
吉田　　護
渡辺　幸子
渡辺　茂子
渡辺　雅直
渡部　信子
渡部　文雄

（五十音順）

富山電気（株）
北越警備保障（株）
マルソー（株）
新潟県行政書士会
新潟県警友会連合会
新潟県建設業協会与板支部
新潟県自動車販売店協会

新潟県司法書士会
新潟県民共済生活協同組合
新潟県遊技業協同組合
新潟県労働金庫
新潟信用金庫
新潟綜合警備保障（株）
新潟万代島総合企画（株）

日本歯科大学新潟生命歯学部
日本海エル・エヌ・ジー（株）
村上市岩船郡医師会
山川歯科医院
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寄付・団体

（一社）新潟県安全運転管理者協会
（株）にいがた花壇
（有）銀山造園
（有）佐渡ビル管理
（弁法）一新総合法律事務所
イオンリテール（株）
カントリーダンスサークル「赤いくつ」
ミツワ興業（株）
国際ロータリー第2560地区ロータリー地域協働ネットワークセンター

燕警友会
燕地区保護司会
長岡ライオンズクラブ
長岡柏ライオンズクラブ
長岡蒼柴ライオンズクラブ
中条ロータリークラブ
中条胎内ロータリークラブ
新潟県信用保証協会

新潟県民共済生活協同組合
新潟少年鑑別所・白山会
新潟信濃川ライオンズクラブ
新潟西ロータリークラブ
新潟万代ロータリークラブ
表示灯（株）東京支店

運転免許センター募金箱



寄付・個人

安孫子　幸子
阿部　弘行
有坂　康治
井口　善雄
池　　淳一
池田　洋子
伊藤　秀夫
岩﨑　治光
宇田　　正
遠藤　智子
遠藤　英子

大花　真人
押見　清雄
落合　光雄
片沼　貴志
金澤　省子
金子　　修
金子　和子
川上　　耕
北山　桂子
栗山　　啓
小出　行雄

甲野　勝機
坂上　　薫
佐藤　　晃
佐藤　京子
佐藤　敏彦
菅井　育生
鈴木　重壱
関川　　淳
大道寺　雅夫
髙岡　光夫
高野　　毅

高野　義雄
高橋　忠男
武井　槇次
田辺　顕子
田伏　　智
遠山　知行
堂前　洋一郎
仲　栄美子
中澤　泰二郎
西島　文恵
野口　祐郁

橋本　良弘
長谷川　進
藤田　雄一
藤巻　元雄
星野　理香
堀川　誠一
松山　悦子
丸山　昌治
水野　博高
宮川　貴浩
山﨑　堅輔

山本　千鶴
若槻　直大
若槻　良宏
和田　武次

（五十音順）
他匿名希望者5名

新潟県公安委員会
新潟県警察本部長
総務課　
教養課
広報広聴課
警務課
留置管理課
会計課

装備施設課
監察官室
厚生課
情報管理課
生活安全企画課
子供女性安全対策課
少年課
生活保安課

サイバー犯罪対策課
地域課
通信指令課
鉄道警察隊
刑事総務課
捜査第一課
捜査第二課
捜査第三課

組織犯罪対策第一課
組織犯罪対策第二課
鑑識課
科学捜査研究所
機動捜査隊
交通企画課
交通指導課
交通規制課

運転免許センター
交通機動隊
高速道路交通警察隊
警備第一課
警備第二課
外事課　
機動隊
警察学校

新潟署
新潟東署
新潟中央署
新潟西署
江南署

新潟北署
佐渡署
新発田署
村上署
阿賀野署

津川署
五泉署
秋葉署
三条署
新潟南署

西蒲署
燕署
加茂署
見附署
長岡署

与板署
小千谷署
小出署
南魚沼署
十日町署

柏崎署
上越署
妙高署
糸魚川署

公安委員会・警察本部

警察署

※誤字・脱字がございましたら、お手数ですが事務局までお知らせください。
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ホンデリング

※誤字・脱字がございましたら、お手数ですが事務局までお知らせください。

イオン「幸せの黄色いレシートキャンペーン」でのご協力のお願い

　イオンリテール㈱様では地域社会への貢献の一環として
地域で活動するボランティア団体等に助成する「幸せの
黄色いレシートキャンペーン」を行っています。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をされ、黄色い
レシートを当センターＢOXに投函して頂きますと、レシー
ト金額１％相当額の物品がイオンリテール㈱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
の事務用品などに有効活用させていただきますので、皆
様ご協力をお願いいたします。

食品売り場のレジ前に投函用
ボックスが設置されています。

にいがた被害者支援センター
のボックス番号は№13です。

伊藤由美香　　　　　今井　礼世　　　　　香田　一男　　　　　南波　広美　　　　　山後　晴雄
山崎　　豊　　　　　若松　　進　　　　　渡辺　利昭　　　　　（株）とっと　　　　　トリコエージェンシー (株)
新潟県三条地域振興局　　　　　　　　　　新潟信濃川ライオンズクラブ　　　　　　　新潟県警察本部
新潟中央警察署　　　燕警察署



支援センターだより 第30号
（2021年7月）

編集・発行：公益社団法人
　　　　　　にいがた被害者支援センター

事　務　局：〒950-0994
　　　　　　新潟市中央区上所2－2－3
　　　　　　新潟ユニゾンプラザハート館
　　　　　　TEL・FAX 025－281－2131
　　　　　　https://www.n-vsc.jp/

賛助会員募集・
寄付金のお願い

税法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付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。

年会費
　●個人賛助会員 /１,０００円
　●団体・法人賛助会員 /１０,０００円

お振込先（郵便振替口座）
　●口座名義：公益社団法人 にいがた被害者支援センター
　●口座番号：００５３０－１－８４４８２

　当センターへの賛助会費・寄付金は、特定公益増進法人に対す
るものとして、所得税、法人税等税制上、寄付優遇措置の対象に
なります。また、特に個人の方からの賛助会費、寄付金は税額控除
の対象になります。

研修を積んだ相談員が応対します。
●相談日　月～金
  （祝日・12/29～1/3までを除く）
●相談時間  10時～16時

●相談時間　7時30分～ 22時00分（12/29 ～1/3までを除く）

相
談
電
話

秘密厳守・相談支援無料

新潟地区　☎ ０２５－２８１－７８７０
中越地区　☎ ０２５８－３２－７０１６
上越地区　☎ ０２５－５２２－３１３３

全国共通ナビダイヤル　☎ ０５７０－７８３－５５４

 July.2021

性暴力被害者のための
全国共通短縮ダイヤル
＃８８９１

※一口以上何口でもご加入いただけます。

本で寄付する“チャリボン”

ご家庭に読み終わった書籍はありませんか？

あなたの本が、犯罪被害に遭って身体や心を傷つけられたり、
大切な人を失ったりして苦しんでいる方たちへの支援活動へ
つながります。詳しくは、にいがた被害者支援センター事務局へ
お問い合わせください。
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