
被害を聴くこと・語ることの「功罪」
副理事長　生　島　　　浩　

（福島大学大学院教授）　

　「支援の輪を広げるつどい2011」が平成23年10月１日に福島学院大学において、
そして、「生命のメッセージ展in福島大学」が10月29・30日に福大祭の一環として
開催され、いずれも盛況のうちに終了したことを関係者への感謝とともに報告い
たします。
　こうした催しでは、被害者（遺族）の実相を伝える手立てとして、映画や手記な
どが活用されていますが、自らが直接語ることが最も力あるものとなることはいうまでもありません。ま
た、10月30日には、東京・渋谷で「少年犯罪被害当事者の会（Will）」の13回目の会合が開かれ、私も出席して
きました。福島からは、1996年に高校２年生の娘さんを少年から殺害された母親が参加し、「大震災や放射能
不安で心荒れた子どもが生まれるのではないか。これ以上加害者も被害者も作ってはいけない」と訴えてお
られました。
　語るといえば、私が専門としている臨床心理学でも、「ナラティヴ・アプローチ」という病気や障害につい
て自らの体験を語ることで、新たな人生を歩み出すきっかけにしていこうとする手法が注目されています。
被害体験を語る意味も、犯罪被害者をないがしろにしてきた刑事司法制度の問題を社会に告発することのほ
かに、被害から回復する、被害者としてだけの人生から脱却することにあるものと考えます。
　しかしながら、被害体験を語ることには当然マイナスもあります。思い出すことは、まさに「心を砕き、
身を削る」行為であり、被害の再体験につながり、心身の不調に至るリスクは小さくありません。話すこと
にとどまらず、たとえば被災した子どもに絵を描かせることも、同様の危険性が生じるおそれがあります。
被害者の語りを聴いた者の傷つきにも配意しなくてはいけません。
　マイナス面を減らすためには、被害を聴く際の「作法」が重要になります。語る者の安全・安心が確保され
た環境を整えること、つまり、場所の設定や聴衆にも目配りが不可欠です。我々支援センターなどから依頼
するときも、語っていただく方の事前アセスメント（心理面の査定）が不可欠です。あらためて被害者体験を
語ってもらうことの「功罪」を勘案することが大切であると強調しておきたいと思います。
　ところで、本誌９号で、避難所内での「被害者支援相談コーナー」の設置が報告されています。本センター
の5年間にわたる経験の蓄積が、今回の大震災の支援に活かすことができれば、「被害者も加害者も作らない」
という究極の目的を果たすことの一助になるものと確信しています。被害者支援センターの存在意義が、福
島ではとりわけ厳しく問われることになると考えます。この11月には新たなボランティア活動員の採用も行
い、関係者のお力添えをいただきながら、支援活動に一層精励してまいります。
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　福島県警察との共催事業である「被害者に優しい『ふくしまの風』運動」
の一環として、福島学院大学宮代キャンパス「千葉記念ホール」におい
て、「支援の輪を広げるつどい2011」を開催しました。
　今回のイベントには、基調講演に福島県警察本部警務部長の小笠原和
美さんを、また、女性アコースティクデュオ「PANSAKU（ぱんさく）」さ
んをお招きして、性犯罪の実態や被害者支援の必要性について訴えまし
た。
　小笠原和美さんは、「性暴力被害の実態とこれからの被害者支援」を
テーマに、次のことを聴衆者の心に強く訴えました。
　○　性犯罪は加害者が被害者と近しい関係にある場合や、被害者にも
落ち度があるような誤った認識をされることもあって、被害者が周
囲に相談出来なくなってしまうケースがあります。

　○　被害者が現実を受け止められない場合や感情が麻痺してしまうこ
とも起きます。

　○　周囲の人は、被害者に対して、攻められるべきは加害者であって
あなたは悪くないと伝え、被害者を支える存在になってください。

　○　犯人検挙のために証拠が重要で、速やかに医療機関や捜査機関に
相談してください。

　また「PANSAKU（ぱんさく）」さんは、ヴォーカルを担当する「ぱん」さ
んが、自らのレイプ被害体験をもとに作った曲「STAND」など、ライブ
＆トークを通じて、性暴力・性犯罪によって今も苦しんでいる被害者の
方々の心が少しでも癒されますように、そしてこの社会で新たに流され
る涙が一人でも多く救われますようにとの願いを込め、多くの人の心に
たくさんのメッセージを届けました。
　当日来場された方々は約350名であり、千葉記念ホールの定員が321席
であることから、会場外のスペイン広場にモニターテレビを設置し、会
場内に入りきれない来場者の対応を図るなど盛況の内に終了しました。
　ご来場の皆様へ心より感謝を申し上げますとともに、今後とも、当支
援センターの活動に対しますご支援・ご協力をお願いいたします。

　　約350名のご来場者のなかで182名の方から回答がありましたが、その主な内容は次の通りです。
質問：「つどい」に参加する前と後で、性暴力に対する考えが変わりましたか。
回答：①　被害の実態（加害者に顔見知りが多い）の真実がわかり、驚きと信じがたいものがあった。被

害者の支援も少しわかり、今後誰かが被害にあった場合、少しでも力になりたいと思った。（会
社員50代女性）

　　　②　もし、家族や周囲に被害者がいたらと考え、被害者の支えになる覚悟をした。（会社員40代男性）
質問：「つどい」についてのご意見、ご感想及び「PANSAKU」さんへのメッセージをお願いします。
回答：①　大変良いつどいであったと思います。その人にとっての傷はその人しかわかりませんが、周

りの人の支援や助けをもらいながら前向きに生きる力をもらい、進んでいってもらいたいで
す。私も少しでも心を理解し支援ができるよう動きたいと思います。（精神保健福祉士50代男性）

②　つどいに参加し、性犯罪についての実態を知ることが出来ました。「PANSAKU」さんのおかげ
で、被害者がどんな辛い思いをしているかを知ることができました。応援しています。同じ性
犯罪被害者の励ましの歌を歌い続けてください。（学生10代女性）

福島学院大学において「支援の輪を広げるつどい2011」を開催
～性暴力被害者の声に耳を傾けてください!!～

福島学院大学において「支援の輪を広げるつどい2011」を開催
～性暴力被害者の声に耳を傾けてください!!～

2

～ご来場の皆様からのアンケート結果～

開会式風景

PANSAKUさんライブ＆トーク風景

小笠原和美さん講演風景

　新聞やテレビで毎日のように報道されている事件や事故。
　決して他人事ではなく、私たち誰しもが被害者になるおそれがあります。
　一人ひとりが身近な問題として犯罪被害について考え、地域全体で犯罪被害者の方々を支えて
いくことが大切です。
　そして、不幸にして犯罪被害者となられた方々の苦しみ・悲しみ、地域における被害者支援の
必要性や重要性を理解し、一日でも早く再び平穏な生活を取り戻していただけるよう、被害者に
優しい風、すなわち被害者支援の気運を県内くまなく吹かせ、犯罪や事故のない安全で安心な「ふ
くしま」を築こうとする運動です。

メッセージ展スタッフ

講演会風景
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“被害者に優しい「ふくしまの風」運動”

たかずみ

みずき

1／29（土）・30（日）
福島大学において「生命のメッセージ展」を開催

1／29（土）・30（日）
福島大学において「生命のメッセージ展」を開催

　「生命のメッセージ展」は、犯罪、事故、いじめなどに
よって、理不尽に生命を奪われた犠牲者の方々が主役の
メッセージ展です。
　犠牲者一人ひとりの等身大の人型パネルは「メッセン
ジャー」と呼ばれ、その胸元に本人の写真や家族の言葉を掲
示し、足元には、「生きた証」である靴を置いて、生命の大切
さを訴えています。
　平成21年10月22日深夜、本宮市内国道４号線上におい
て、信号待ちの車両に大型貨物自動車が追突し、２名の方
が亡くなる痛ましい交通事故がありました。
　亡くなられた方の一人が、当時福島大学１年生であった渡辺敬純さんです。敬純さんのご遺族は、
その後、東京都日野市にあるNPO「いのちのミュージアム」において活動され、全国の皆様に生命の
大切さを訴える「生命のメッセージ展」に参加されました。
　今回のメッセージ展は、敬純さんのご遺族が、当時の同級生達が卒業する前に「命のメッセージ展」
を開催したいとの強い願いに、福島大学及び「いのちのミュージアム」の関係者が賛同され、「第47回福
大祭」のイベントの一つとして開催する運びとなりました。２日間とも天候に恵まれ、敬純さんの同
級生のほか多くの中高生・大学生を始め沢山の地域の皆さんが足を運ばれ、146人のメッセンジャー
からの「生命のメッセージ」を真剣に受け止めました。
　両日とも、午前中は、生命のメッセージ展代表の鈴木共子さんの実体験に基づき制作された映画「ゼ
ロからの風」が上映されたほか、午後は、敬純さんの同級生が参加する混声アカペラグループ「アカペ
ラLIVE調綺」が、東日本大震災復興応援歌「一円玉」などの素敵なハーモニーを聴かせてくれました。
　29日（土）は、敬純さんの叔母と妹さんから「生命の大切さ」についての初めての講演が行われたほ
か、同じく交通事故遺族である会津若松市の岡崎照子さんから「私たちは今、愛されて生まれてきた

一つの生命」をテーマに講演が行われました。
　また、30日（日）の午後は、「性暴力犯罪の実態と被害者支援」を
テーマに、福島県警察本部警務部長の小笠原和美さんが講演をさ
れました。
　秋晴れのなか、２日間に渡り開催された「生命のメッセージ展
in福島大学」は、訪れた多くの方々に「敬純さんのご遺族の想い」
と「被害者支援の必要性・重要性」を強く訴えることが出来たので
はないかと思います。



　９月30日（金）、東京都千代田区丸の内にある「東京商
工会議所東商ホール」において「全国被害者支援フォーラ
ム2011」が開催されました。
　今回の「フォーラム」は、民間の被害者支援団体が誕生
して20年の節目と、犯罪被害給付制度及び救援基金発足
30年を記念して開催されたもので、ご来賓として秋篠宮
ご夫妻をお迎えし、強盗殺人事件で両親を失った女性、
幼い孫を殺害された男性等がパネリストとなり、被害者
支援の在り方についてのデスカッションを、約１時間に
わたり聴講されました。
　当センターからは廣木専務理事が参加し、「犯罪被害者支援の過去・現在・未来」をテーマとした講
演、デスカッションを通じての研修と犯罪被害者支援に携わっている関係機関・団体の方々との交流
を深めることができました。

　10月１日（土）、２日（日）の２日間にわたり、東京都港区芝大門の「機械振興会館」において、48ネッ
トワーク加盟団体の活動員等が参加して開催されました。
　当センターからは支援活動員５名が参加し、それぞれの区分に従い、「電話相談におけるアセスメン
ト」「直接支援ロールプレイ」「性被害の支援」などについて受講し、犯罪被害者の方々に対する支援
知識及び支援技術について研鑽されました。
　また、初日の午前中に開催されました「全体会」においては、「東日本大震災におけるネットワーク加
盟団体の活動～災害事故においてネットワークが出来ること～」をテーマに、被災地である岩手、宮城
及び福島の各県センターの代表から、それぞれ被災者支援の取り組みについて発表が行われました。
　当センターからは廣木専務理事が参加し、「東日本大震災被災者への対応について」と題し、
　　○　この史上最悪の災害に直面し、「このまま黙って手を拱いていてよいのか」と自問自答し、被

災者支援に踏み切ったこと
　　○　活動場所として県北方部最大の1,300人が避難している「あづま総合運動公園体育館」を選定

し「被災者支援相談コーナー」を開設、震災１ヶ月後の４月11日から６月までは土・日を除き毎
日、７月・８月は週３回、それぞれ２名の支援活動員を派遣して支援活動に従事したこと、
そして、

　　○　話題の多くは「避難生活への不安や不満」、「仮設住宅を含む住宅問題」、「東京電力や行政への
不満」等であり、延べ1,800人の被災者の方々が「コーナー」に訪れたこと

　　○　悲惨な被災状況を傾聴し、二次受傷に近い症状を呈した支援活動員がいたこと
　　○　相談者（話しかけてくる人）は、聞き役である支援活動員を見たうえで
　　　　・　信頼関係が築くことができて、はじめて真実を話す
　　　　・　自分の話の聞き役として満足かどうかは、相談者側が決める
　　　　・　どこまで話すかは、聞き役の真剣度によって決める
　　　などにより判断していることを心得たうえで対応する必要があること
　などについて発表しました。

「全国被害者支援フォーラム2011」への参加状況「全国被害者支援フォーラム2011」への参加状況

「秋季全国研修会」への参加状況「秋季全国研修会」への参加状況
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ご来賓の秋篠宮ご夫妻

全国犯罪被害者支援フォーラム２０１１
2011年９月30日　　場所；東商ホール
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「犯罪被害者週間」における街頭活動「犯罪被害者週間」における街頭活動
～「全国被害者支援基金（仮称）」設立に向けての募金額62,681円～
　11月25日から12月１日までの犯罪被害者週間の期
間中、５日間にわたりJR福島駅東口広場とJR郡山
駅中央広場において街頭活動を行いました。
　延べ78人の活動員が参加し、街頭での被害者支援
広報啓発活動と「全国被害者支援基金（仮称）」設立に
向けての募金活動を行いました。
　特に、11月27日（日）は、JR福島駅東口広場におい
て、県警察、福島警察署及び福島大学吹奏楽団の協
力をいただき、「犯罪被害者支援キャンペーン」を開
催しました。
　福島大学吹奏楽団の軽やかな演奏は、道行く多く
の方々の足を止め、被害者支援への呼び掛けに耳を傾けていただくことができ、「キャンペーン」活動
に花を添えることが出来ました。
　その結果、43,517円の心温まる浄財が寄せられました。
　また、社会記者クラブ（トロッコクラブ）からの寄付金等を含め、寄せられました募金の総額は
62,681円となり、「全国被害者支援基金（仮称）」設立に向けての原資の一部とするため、認定NPO全国被
害者支援ネットワークに送金を致しました。
　県民の皆様のご支援・ご協力に感謝いたすとともに、今後とも、当支援センターの支援活動へのご
理解とご支援をお願いいたします。

　社会貢献事業の一環として、福島県民共済協同組合から当センターへの寄付（30万円）の申し出があ
り、11月４日（金）午前９時30分から、当センター事務室において贈呈式が行われました。
　贈呈式は、県警察警務部参事官兼県民サービス課長野口博行氏の立
ち会いのもと、福島県民共済協同組合からは理事長の渡辺次雄氏、代
表理事・専務理事の宍戸幸雄氏が、当センターからは副理事長の澤井
功、専務理事の廣木康二がそれぞれ出席して行われました。
　福島県民共済協同組合からの寄付は、平成20年度から４年連続４
回目の寄付金が寄せられており、犯罪や交通事故の被害者、そのご
家族・ご遺族の方々への精神的支援や病院、裁判所への付添支援等
の支援活動の貴重な財源として活用させていただいております。

キャンペーン開始式風景

澤井副理事長に寄付金を手渡す渡辺理事長

街頭活動風景

福島県民共済協同組合からの寄付
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武田　孝次　　平野　　亨　　森　　建介　　石井　弘敬　　大越　将典　　熊野　春義　　志波　洋一　　武田　康男　　本名　　純　　山田　利彦
石川　昭司　　大竹　貴資　　後藤　重徳　　志村　淳史　　山本　隆子　　横山　謙治　　浦澤　　弘　　渡邊　　修　　穴澤　　啓　　大江　英彦
小林　謙寿　　佐藤真由美　　鈴木　貴道　　鈴木　達也　　根本　剛義

田村方部

会津若松方部

棚倉方部

石川方部

白河方部

須賀川方部

郡山方部

伊達方部

個人
　　　　　　　酒井　芳子　　阿部　正彦　　五十嵐英子　　岩渕　　敬　　大木　英美　　奥崎　哲也　　小俣　真澄　　生島　　浩　　阿美　貴文
池田　裕輝　　上野　康雄　　大塚　利行　　奥田　正彦　　甬田ゆう子　　澤井　　功　　荒木　　貢　　砂金　伸幸　　宇佐見　健　　大橋　重孝
小澤　　斉　　樫村　公男　　赤井　　充　　荒木　則和　　石田　　修　　内山　祐浩　　大橋　正弘　　小島　裕之　　片寄　一郎　　味戸　善和
安齋　浩明　　石附　裕子　　江川　登子　　大平　洋子　　織田　裕美　　加藤　　徹　　安島　俊良　　安瀬　敬一　　伊藤真由美　　枝村　吉之
大森　光雄　　小野　英二　　加藤　直樹　　阿部　貴充　　安藤　慎治　　井上　清貴　　遠藤　　孝　　大山喜代志　　小野　和博　　加藤　　学
阿部　健央　　安藤百合子　　今井　　亨　　遠藤　　弘　　岡﨑　貴夫　　小野　佑貴　　金子　恭寛　　安倍　義典　　五十嵐清紀　　今泉　満臣
大木　早苗　　尾形　一規　　小幡　尚一　　金田　和也　　鎌田　一浩　　菅野　達人　　菊地　正弘　　黒津　康司　　木幡　健三　　近藤　政信
齋藤　　登　　神尾　直子　　菅野　徹也　　菊池　正道　　小泉　高志　　木幡　寿夫　　紺野　　高　　齋藤　房幸　　亀岬　大和　　菅野　晴隆
北村　義幸　　小泉　弘行　　小林　宣夫　　紺野　義智　　齋藤　裕司　　鴨　　芳則　　菅野　正幹　　吉津　敬介　　小泉美ノ助　　小林　正道
紺野　龍一　　酒井　庄平　　川上　晴美　　菅野　東洋　　木村　文昭　　古宇田　伸　　小林　瑞秀　　齋藤　亜紀　　酒井　崇文　　菅藤紀久夫
菅野　秀明　　栗城　康夫　　河野　和美　　小針　太一　　斎藤　圭一　　坂下　浩一　　菅野　憲司　　菊池　　忠　　黒江　昌宏　　小賀坂幸男
小柳　秀章　　齋藤　佳史　　佐藤亜希子　　菅野　彰治　　菊地　　亨　　黒江　弓子　　後藤　修一　　小柳　理美　　齋藤　利夫　　佐藤　彰孝
菅野　四郎　　菊池　信行　　黒澤　佳正　　後藤　　学　　近藤　孝夫　　齋藤　　昇　　佐藤　厚子　　佐藤　　敬　　佐藤　博和　　宍戸　禎浩
鈴木　慎一　　清野　正夫　　髙橋　重信　　坪井　　稔　　佐藤　恵士　　佐藤　雅彦　　下田　克典　　鈴木　貴雄　　関　　清一　　髙橋　英生
戸浪　　誠　　佐藤　浩一　　佐藤　　学　　白岩　千恵　　鈴木　孝洋　　関根　隆行　　竹中　淳一　　富島　英雄　　佐藤　光司　　佐藤美和子
白土　佳彦　　鈴木　秀雄　　芹川　満明　　田代　　均　　冨田　源蔵　　佐藤　廣三　　佐野千代子　　白戸　理聖　　鈴木　英希　　添田　和伸
玉川　　守　　永山　清喜　　佐藤　信一　　佐野　寿和　　菅野　昭弘　　鈴木二三男　　髙田　俊介　　樽井　盛雄　　七海　暢一　　佐藤　　崇
三瓶　貴市　　菅野　尊典　　鈴木　三雄　　高野　智典　　丹野　明雄　　二階堂正樹　　佐藤　　敬　　椎根　正之　　鈴木　　愛　　須藤　雄介
髙野　廣吉　　丹野　　亘　　西戸　良平　　佐藤　敏夫　　鹿野　孝次　　鈴木　清高　　清野　裕之　　髙萩　光央　　土屋美智子　　西牧　昌宏
二瓶　貴志　　蓮沼　眞一　　日渡友紀恵　　松本　康成　　宗像　正夫　　山口　文義　　我妻　信男　　二瓶辰右エ門　　長谷川栄治　　藤田　正彦
三浦　　聡　　森山　芳次　　山口　　亘　　渡邉　敦子　　根本　敬司　　長谷部英弘　　舟山　修治　　三浦　智裕　　門馬　裕宗　　山崎　幸司
渡部　　功　　根本　五郎　　波田野　繁　　古川　哲哉　　三浦　　宏　　安田　一典　　山田　一貴　　渡邉　和也　　野木　孝志　　服部　祐一
星　　　功　　三浦　祐策　　安田　弘二　　山田　　憲　　渡邊　幸二　　野地　　勉　　塙　　文仁　　堀井　亮太　　三浦　吉則　　安田　　宏
山田　裕樹　　渡部　　茂　　芳賀　　績　　馬場　茂雄　　本名　宗二　　三星　百世　　谷津田正敏　　弓田　昭人　　渡邉　愼一　　羽賀公一郎
早坂　孝志　　前田　永伯　　三本　照美　　矢内　三雄　　横田　政典　　渡部　純夫　　萩原　　恵　　半澤　寿英　　幕田　　武　　緑川　佳樹
箭内　良二　　吉田　弘道　　渡邊　　隆　　箱崎健太朗　　樋口　　学　　幕田　芳典　　峯岸　正行　　柳澤　健二　　蓬田　英樹　　渡部　孝之
橋本　　隆　　蛭田　利博　　松本　利雄　　武藤士津夫　　矢之目勇樹　　若木　広明　　渡邊　　武　　橋本　　康　　広川　康明　　松本　光弘
武藤　　勉　　山口　　仁　　我妻　達記　　渡辺　正人　　渡邊　正巳　　渡部　道生　　渡辺　義一　　渡辺　芳雄　　渡部　義邦　　渡邉　芳治
渡部　祥広　　安斎　光雄　　齋藤　房芳　　丹治　勇輔　　中井　正彦　　本田　守男　　横田　　晃　　緑川　悦夫　　栗城　佳子　　高倉大丈夫
富樫　健一　　原田　吉章　　　　　　

　　　　　　　安藤　規夫　　佐藤　常寿　　島　　四郎　　髙橋　義広　　橋本　宗男　　横山　弘幸　　渡部　昌男　　大竹　重範　　志賀　英樹
遠藤　道雄

　次の方々から賛助会員等としての会費及びご寄付を頂きました。心より御礼を申し上げます。当センターの活動は、皆様方の温かい
ご支援により支えられております。今後とも変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
（1）今期間賛助会員等のご紹介（平成23年７月１日～平成23年10月31日） （順不同、敬称略）

～皆様方の温かいご支援に支えられて～

福島方部

　　　　　　　磯川　昭夫　　菊地　靖彦　　國分　廣幸　　鈴木　順一　　成瀬　正宏　　原　　哲也　　星　　正人　　伊東代三郎　　久保　　淳
横山　誠二　　若松　利昭

　　　　　　　青池　文彦　　緒方　　一　　小林　安雄　　佐々木　賢　　髙橋　恭子　　寺田　秀雄　　増子　　敬　　伊藤　孝行　　小倉　章彦
紺野　修平　　菅野　泰洋　　滝沢　洋一　　新井田　剛　　松本　　武　　大越　正彦　　慶野　克也　　斎藤　好晴　　鈴木　裕子　　武田　憲二
檜山　高典　　松本　靖則　　大平　清実　　小池　葉子　　佐久間一夫　　善方　八郎　　千葉　　昇　　本多　一郎　　蓬田　健郎　　渡辺　節子
渡部　　学　　渡邉　佳子　　津田　昌泰

　　　　　　　青木　光広　　鎌田雄一郎　　四本松　豊　　鈴木　佳子　　須藤　雅彦　　西崎　保郎　　宮本多可夫　　伊藤　幸子　　佐藤　　敦
白石田俊幸　　鈴木　　悟　　関根　弘勝　　二瓶　寛之　　矢吹　　学　　小椋　　智　　三部　正和　　菅原　正晴　　鈴木　利男　　束原　康文
深谷　家康　　山口　　勤　　横村　伸夫　　吉川　幸雄　　渡部　　滋

　　　　　　　市川　正司　　今泉　幸寿　　岡部　　淳　　菊池　忠行　　斎藤　慎也　　佐藤　和人　　白岩　大将　　伊藤　兼輔　　岩田　康一
金澤　博信　　近藤　勇一　　齋藤　雅彦　　佐藤　大輔　　鈴木　正人　　伊藤　秀介　　尾形洋一郎　　菅野　邦彦　　齋藤　　茂　　佐々木定男
四家　正一　　根本　雅彦　　花見　秀一　　三浦　喜裕　　水口　豊和　　安田　幸二　　渡部　紅輝　　渡辺　　剛　　藁谷　直吉

　　　　　　　青田　勝則　　今井　博記　　菊地　利勝　　佐藤　佐重　　田崎　行州　　畠　　信七　　水谷　浩美　　我妻　良一　　今井　充正
小林美紀子　　佐藤　晴彦　　坪井　　強　　林　　勝正　　武藤　　勳　　粟野　　章　　臼井　君江　　近藤　　正　　塩田　　徹　　手塚　　浩
林　　昭七　　宗形　辰雄　　粟野　　昇　　遠藤　　毅　　齋藤　　吏　　澁谷　常則　　野口　貴司　　林　真由美　　村上　繁生　　安藤　誠介
大泉　一郎　　齋藤　茂吉　　白岩　美咲　　橋本　　忍　　深堀　雅寛　　村上　晋哉　　石井　富雄　　大泉美代子　　齋藤　俊典　　鈴木　弘晃
橋本　澄子　　本田　良宏　　元内　　健　　伊藤　博子　　金澤　正人　　齋藤　貴栄　　清野　晃一　　長谷川竹彦　　松本　和彦　　横山　宗和
井上　俊彦　　金成　匡以　　斎藤　宗雄　　髙橋　克己　　長谷部琢磨　　松本　圭人　　蓬田　文男　　蓬田　一夫　　渡辺　郁子　　佐藤　公子
渡部　賢治　　渡辺　久義　　渡邉　靖公　　山川　　浩

福島北方部

二本松方部　　　　　　　稲川　　隆　　菅野　将尚　　齋藤　喜市　　橋本　善行　　林　　文之

　　　　　　　佐藤　道拓

猪苗代方部

郡山北方部

　　　　　　　猪俣　三夫　　菊地　　健　　三瓶　紀子　　飛木　博子　　仁井田きよ子　　廣田　哲夫　　藤田　純　　梅宮　正行他　　栗田　保彦
樽川　静江　　山口　慎吾

　　　　　　　味戸　敏子　　清川　俊彦　　佐川　保博　　先崎　　聡　　中島百合子　　深谷　澄枝　　真野目みつ江　　有賀　クニ　　久保木マサ子
佐藤　　堅　　泰楽　　雅　　永沼　宏友　　深谷　博之　　道川　航太　　江島　　亨　　熊谷　　仁　　佐藤　雄士　　田子　靖子　　根本　英明
深谷　幸雄　　村松　雄二　　大津　信敬　　小松　道男　　三瓶　陽子　　田仲　祐一　　野本　栄一　　細川　和子　　矢内　　直　　織田　雅生
斎藤　一彦　　三瓶　喜洋　　寺島　裕司　　橋本　　淳　　本名　　彰　　矢内　洋子　　小野寺達憲　　斎藤　早苗　　鈴木　信夫　　鵫巣　　博
原川　昌一　　幕田　正樹　　矢吹　育美　　鬼頭　美鈴　　坂本　俊貴　　鈴木　　廣　　中島　祐信　　蛭田　正寿　　増子　智彰　　矢部　哲也
八巻　宗雄　　若杉　　守　　渡邉　孝巳　　渡邊　裕市　　渡部　　治　　猪狩　博之
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　　　　　　　飯塚　　孝　　小島　治一　　内藤　恒久　　廣瀬　　広喜多方方部

南会津方部

　　　　　　　石田　冴子　　熊田　徳雄　　藤間　聖一　　　　　　　　　　　　　　　　根本　博美　　加藤　　剛　　小林　光吉いわき東方部

法人・団体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島民報社　　　　　　　　　　　　㈶福島県自動車会議所　　　　　　　　（一社）福島県警友会
㈳福島県警備業協会　　　　　　　　　㈱東邦銀行　　　　　　　　　　　　㈳福島県交通安全協会　　　　　　　　（公益）福島県暴力追放運動推進センター
㈳福島県防犯協会連合会　　　　　　　㈳福島県安全運転管理者協会　　　　㈳福島県バス協会　　　　　　　　　　㈳福島県医師会
東北電力㈱福島支店　　　　　　　　　㈳福島県自家用自動車協会　　　　　福島県警察機動捜査隊　　　　　　　　㈳福島県自動車整備振興会
福島県軽自動車協会　　　　　　　　　福島県弁護士会　　　　　　　　　　㈱ダイユーエイト　　　　　　　　　　福島民友新聞社
㈱日産サティオ福島　　　　　　　　　安全運転管理川俣地区事業主会　　　川俣地区安全運転管理者協会　　　　　㈱アトリエ・オレンジ
川俣地区交通安全協会　　　　　　　　福島県自動車販売店協会　　　　　　富士印刷㈲　　　　　　　　　　　　　福島県二輪車安全普及協会
文化設備工業㈱　　　　　　　　　　　福島県レンタカー協会　　　　　　　弁護士法人 ブレインハート法律事務所　　福島信用金庫
丸藤ガラス㈱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊達物産㈱　　　　　　　　　　　　日野金属産業㈱

福島方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　安全運転管理白河事業主会　　　　　白河地区安全運転管理者協会　　　　　㈱高砂ホンダモーター
白河地区交通安全協会　　　　　　　　こちや自動車工業㈱　　　　　　　　永野土木建設㈱　　　　　　　　　　　白河信用金庫
福菱工業㈱

白河方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島交通㈱二本松営業所　　　　　　㈲昭和自動車整備工場

伊達方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　郡山北地区交通安全協会　　　　　　宝化成機器㈱　　　　　　　　　　　　安全運転管理郡山北事業主会
東和㈱　　　　　　　　　　　　　　　安全運転管理本宮事業主会　　　　　本宮地区安全運転管理者協会　　　　　㈱ナックス
本宮地区金融防犯協会　　　　　　　　郡山北地区安全運転管理者協会　　　本宮地区防犯協会連合会　　　　　　　郡山北地区防犯協会　　

郡山北方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱釜屋　　　　　　　　　　　　　　すかがわ岩瀬農業協同組合　　　　　　㈱南部自動車学校
須賀川信用金庫　　　　　　　　　　　神田産業㈱　　　　　　　　　　　　須賀川地区警察官友の会
須賀川方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　須賀川信用金庫石川支店　　　　　　㈲ホテル松多屋石川方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈲クリーセンター遠藤　　　　　　　関東水力工事㈱会津支社　　　　　　　安全運転管理猪苗代地区事業主会
磐梯清水平開発㈱　　　　　　　　　　猪苗代地区安全運転管理者協会　　　㈲吉田工業所　　　　　　　　　　　　猪苗代地区交通安全協会　　
猪苗代方部

二本松方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人慈圭会すがのクリニック　　福島県経営者協会連合会　　　　　　　㈱つばめエージェンシー
福島県精神科病院協会　　　　　　　　西部自動車㈱　　　　　　　　　　　福島県精神神経科診療所協会　　　　　ゼビオ㈱
ライオンズクラブ国際協会332‒D地区　　　㈱ヨークベニマル　　　　　　　　　県南祭礼商業協議会

郡山方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本精工㈱福島工場　　　　　　　　藤田建設工業㈱　　　　　　　　　　　㈱シーズ
森本建設㈱　　　　　　　　　　　　　㈱星電設　　
棚倉方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久間建設工業㈱　　　　　　　　　喜多方地区交通安全協会　　　　　　　喜多方地区安全運転管理者協会
喜多方地区交通安全事業主会　　　　　喜多方地区金融防犯協会
喜多方方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈲モノエ　　　　　　　　　　　　　会津坂下地区安協・安管協・事業主会　　　八二醸造㈲
会津坂下地区企業安全連絡会　　　　　㈲嶋藤商事　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱荒海チップ　　　　　　　　　　　南会津自家用自動車組合　　　　　　　㈱菊地商会
㈲只見荘　　　　　　　　　　　　　　南会津警察署警察官友の会　　

会津坂下方部

いわき東方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱福陽自動車教習所　　　　　　　　常磐共同火力㈱勿来発電所いわき南方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤冷機工業㈱　　　　　　　　　　丸三製紙㈱　　　　　　　　　　　　　㈱菊池製作所
㈲桜井自動車商会　　　　　　　　　　㈱福建コンサルタント　　　　　　　㈲西武商事パチンコ西武２　　　　　　後藤建設工業㈱
庄司建設工業㈱　　　　　　　　　　　相馬ガス㈱　　

南相馬方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　富岡地区警察官友の会双葉方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱福島県東部自動車教習所　　　　　㈲高塚自動車相馬方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱七福人岩手県

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱平中央自動車学校　　　　　　　　常磐開発㈱　　　　　　　　　　　　　㈱大海商事ハイパーつばめ好間
盛英自動車㈱　　　　　　　　　　　　㈱日本海水　　

いわき中央方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱清水商店　　　　　　　　　　　　三春ロータリークラブ　　　　　　　　㈱鈴船建設
㈲やわらぎ乃湯　　　　　　　　　　　田村地区警察官友の会　　　　　　　小野地区警友会　　　　　　　　　　　福浜大一建設㈱三春支社　　
田村方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋山ユアピス建設株式会社　　　　　㈳会津若松医師会　　　　　　　　　　（医）山田整形外科医院
ジャンボ喜多方店　　　　　　　　　　なるせとみこレデースクリニック　　ダイナム会津若松店　　　　　　　　　福島県警察高速道路交通警察隊会津分駐隊
ダイナム福島塩川店　　　　　　　　　会津商工信用組合　　　　　　　　　高田厚生病院　　　　　　　　　　　　会津美里地区金融機関防犯協会
パーラーさくらんぼ　　　　　　　　　会津美里地区防犯協会　　　　　　　丸果会津青果㈱　　　　　　　　　　　会津薬品産業㈱
マルハン会津若松店　　　　　　　　　（医）健真会　山口皮膚科医院　　　　三菱伸銅㈱若松製作所　　　　　　　　医療法人明精会
㈲アヴァンティ　　　　　　　　　　　遠藤歯科医院　　　　　　　　　　　㈲浩和商事　　　　　　　　　　　　　扇町渡部小児科渡部雅勝
㈲芝草　　　　　　　　　　　　　　　㈱会津丸水　　　　　　　　　　　　㈲日石商会　　　　　　　　　　　　　㈱小野屋漆器店
㈲北陽商事　　　　　　　　　　　　　㈱ナディス　　　　　　　　　　　　吉原産業㈱　　　　　　　　　　　　　㈱のぶいち商会
ワールド会津若松店　　　　　　　　　㈶竹田綜合病院　　　　　　　　　　ワールド喜多方店　　　　　　　　　　佐藤内科小児科医院
㈱オープス磐梯

会津若松方部

　　　　　　　青田　紳治　　小野　開司　　小松　好明　　菅原　裕介　　髙橋ふく子　　新妻　　滋　　半沢　正行　　吾妻　一照　　國井　善男
三本松和夫　　染谷　京子　　髙橋　和七　　根本　文弘　　矢野　　愼　　大場　純義　　合津　長治　　白岩　隆文

いわき中央方部

　　　　　　　穴澤　誠一　　佐久間宣夫　　進藤　洋史　　鈴木　桂子会津坂下方部

　　　　　　　阿部　昭英　　大堀　　香　　佐藤　新吉　　髙橋　　旭　　橋本　　昇　　松澤　隆浩　　渡部　和弘　　阿部　純一　　岡和田芳一
三瓶　拓美　　中村　善則　　花見　雄次　　水谷　慶美　　渡辺　竜矢　　安斎　　巌　　川島　　武　　白岩　道晃　　根本　和也　　星　　宗治
柳沼　　茂　　渡部　忠一　　石原　浩司　　君島　富子　　鈴木　　満　　根本　大輔　　本間　利伯　　八島　　亮　　渡部　　久　　稲田　央彦
小池　信也　　鈴木　紀徳　　野矢　三男　　松井　宏爾　　安永　忠輝　　和知　鉱一　　大竹　民江　　後藤　正樹　　高野　清美　　橋本　朋之
吉澤　直哉

南会津方部

　　　　　　　遠藤　晃成　　　　　　　　　　　　　　　　橋本　輝雄南相馬方部 双葉方部

いわき南方部
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸農材商会㈲　　　　　　　　　　㈳福島県トラック協会　　　　　　　　西根神社　斎藤秀一郎
福興産業㈱　　　　　　　　　　　　　㈱倉島商店　　　　　　　　　　　　マエサン東北農材㈱　　　　　　　　　㈱ティーエムシー
㈲後藤設備　　　　　　　　　　　　　㈱吉田運輸　　　　　　　　　　　　㈲桜井運送　　　　　　　　　　　　　協同組合県北地区浄化槽管理協会
陽光社印刷㈱　　　　　　　　　　　　寿建設株式会社　　　　　　　　　　トーアエイヨー㈱福島工場　　　　　　渋谷建設㈱
㈲瀬上但馬屋

福島北方部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　磐城通運㈱小名浜支店　　　　　　　堺化学工業㈱小名浜事業所　　　　　　いわき東警察官友の会
第一三共プロファーマ㈱小名浜工場　　いわき東地区みかじめ料排除協議会　　日本化成㈱小名浜工場　　　　　　　　小名浜製錬㈱小名浜製錬所
福浜大一建設㈱　　　　　　　　　　　㈱ハニーズ　　



（社）ふくしま被害者（社）ふくしま被害者
支援センターの活動支援センターの活動

賛助会員募集中賛助会員募集中 （社）ふくしま被害者
支援センターの活動
（社）ふくしま被害者
支援センターの活動

　早いもので、東日本大震災から９ヶ月を経過しました。
　福島県内の震災・津波対策、更には放射能対策が、なかなか進展しない中におきましても、私たちの犯罪被害者等への
支援活動は絶え間なく続いております。
　ところで、私たちの後継者である新しいボランティア活動員の養成研修が始まりました。第１回目の研修会は、12月７
日（水）県文化センター会議室において10名の方が参加し開講しました。２月までの３ヶ月間、合計９回にわたり大学院教
授、臨床心理士、弁護士などの専門職の方々が講師となり研修を行うこととしています。
　「ボランティア」とは、「自分から進んで社会事業に奉仕する人」と辞書に記されております。被害者支援活動は、被害者
支援の知識と技術などの専門的能力が要求されますが、それ以上に「被害者支援への高いモチベーション」と「被害者の方
々に寄り添う心」が必要であり、「自ら進んで奉仕する心」が最も大事であると考えます。
　今回の研修生全員が、所定の研修を修了され、「被害者支援活動員」として共に支援活動に当たられる日を楽しみにして
おります。

◆編集後記◆◆編集後記◆

愛の手で　あなたをつつむ　被害者支援愛の手で　あなたをつつむ　被害者支援

あなたは　考えたことがありますか？あなたは　考えたことがありますか？

あなたやあなたのご家族、親しい方々が
犯罪や交通事故の被害者になったら

あなたは　どうしますか？

あなたやあなたのご家族、親しい方々が
犯罪や交通事故の被害者になったら
あなたは　どうしますか？

◇電話相談・面接相談を行っています。
◇裁判所・警察・病院等への付き添いをします｡
◇犯罪被害者等給付金の申請のアドバイスを行います｡
◇弁護士会等の関係機関、団体と連携した支援を行います｡
◇被害者支援の幅広い広報・啓発活動を行っています｡
◇被害者同士の交流の場（自助グループ）を提供しています｡

賛助会員募集中賛助会員募集中
当センターは、皆様の会費により運営されています。

年　　会　　費
○個　　 人…1口　 2,000円より
○法人・団体…1口 10,000円より

福島県公安委員会指定「犯罪被害者等早期援助団体」
（社）ふくしま被害者支援センター
〒960-8002　福島市森合町14-６ 第二福島トヨタビル2F
（福島中央郵便局向かい）TEL／FAX 024-533-7830

※なお、「ご寄付」については、金額は問いません。

相談・支援受付時間
月曜日～金曜日（午前10時～午後４時）
祝祭日、年末年始を除きます。
※面接相談・直接的支援は要予約

相談は無料です。秘密は厳守します。
相談電話 024-533-9600

（社）ふくしま被害者
支援センターでは

（社）ふくしま被害者
支援センターでは
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