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鳥取県生活環境部長
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とっとり被害者支援センター、そして関係者の皆様方におかれましては、日ごろ、犯罪被害者
やその御遺族の方への支援、また県民への普及啓発に熱心に取り組まれており、深く敬意を表し
感謝申し上げます。
本県では、平成２０年６月に、犯罪が防止され、県民が犯罪におびえることなく安心して暮ら
すことができる地域社会の実現に向けて「鳥取県犯罪のないまちづくり条例」を制定しました。そ
して、この条例に基づき「犯罪のないまちづくり推進計画」を策定し、犯罪被害者支援に関する県
民の理解促進や支援施策の充実等を図っているところです。
支援センターは設立から８年を経過され、昨年は西部相談所の相談員増員や開所日拡大など、西部地区の支援体制
強化が図られました。しかしながら、県民への支援センターの認知度は十分とは言えず、特に中・西部地区への展開
が課題とされています。
このため支援センターでは、平成２６年から新たに取り組まれた「被害者支援を考える講演会」を米子市で開催、翌
年以降は東中西の巡回形式で開催されることとされました。あわせて、これまで東部地区のみで開催されていた「被
害者支援フォーラム」
を昨年は米子市で、今年は倉吉市で開催予定とされるなど、全県的な展開が図られるよう取り
組まれています。
支援センターの認知度を高め、被害者支援に対する県民の理解を更に深めていくためには、犯罪被害者等の実情、
支援の必要性や支援センターの活動などを継続して広報・啓発していくことが必要です。県民の被害者支援に対する
理解が県全体へと広がっていくことを期待してやみません。
県では、性暴力被害者支援体制の早期構築を目指して、平成２６年４月に県や関係機関等で構成する性暴力被害者
支援連携ネットワーク検討準備会を立ち上げ、検討を進めてきました。今年度は、急性期（被害直後〜概ね６ヶ月）の
被害者の方から直接相談をお受けする窓口の開設を目指して、関係機関・団体との調整など準備を進めているところ
です。犯罪被害者支援に関するノウハウ、スキルをお持ちの支援センターには、一層の御協力をいただき、その一翼
を担っていただきたいと考えていますので、皆様方の御理解と御協力をお願いします。
終わりに、支援センターの今後ますますの御発展と安全で安心な地域社会が実現されますことを祈念しまして、就
任の挨拶とさせていただきます。

平成28年度

定時総会の開催

平成 28年度定時総会が 6月１日、鳥取県庁第二庁舎第
32会議室において、正会員 18名（内、委任状 5名）の出席
により開催されました。また、顧問として広田鳥取県生
活環境部長など 3名の方にご臨席をいただきました。
提出された第 1号議案「平成 27年度事業報告」第 2号議
案「平成 27年度収支決算報告」第 3号議案「役員の選任
（案）」は審議の結果全て承認されました。
本年度は役員の任期満了に伴う改選がありましたが、
理事 3名が新任され、14名は再任となりました。平成 28
年度の役員名簿は右表のとおりです。

平成27年度
収入の部

雑収益
2,694円

寄付金
4,222,689円

補助金等
4,596,452円

収支決算
支出の部

会費
1,745,610円

交付金
8,759,000円

管理費
4,334,293円

共通事業
1,496,675円
広報啓発事業
4,615,847円

収入合計

支出合計

19,326,445円

21,542,439円

平成28年度
収入の部

雑収益
2,100円

寄付金
5,184,700円

補助金等
5,241,800円

収入合計

21,057,600円

直接的支援事業
8,487,469円

支援活動員養成・
研修事業
2,608,155円

予算
支出の部

会費
1,919,000円

交付金
8,710,000円

管理費
2,654,500円

広報啓発事業
4,441,100円
支援活動員養成・
研修事業
3,115,000円

支出合計

21,057,600円

直接的支援事業
10,847,000円

平成28年度

事業計画

直接的支援事業

広報啓発事業

支援活動員養成・研修事業

その他

○ 電話・面接相談
○ カウンセリング及び医療的支援、法律的支援
○ 犯罪被害者等給付金の申請補助
○ 付き添い等役務の提供等
○ 緊急避難場所の提供
○ 物品の供与又は貸与
○ 自助グループに対する支援

○被害者支援ボランティアの募集、養成講座の実施
○県外研修参加、継続研修会の実施

○
「被害者支援を考える講演会」
の開催
（9月7日 鳥取市）
（11月22日 倉吉市）
○「鳥取県被害者支援フォーラム」の開催
○
「命の大切さを学ぶ教室」
の開催
○広報用チラシ等を作成し犯罪被害者週間等にあわせて
街頭広報の実施
○機関誌の発行、
ＨＰの利用
○その他関係機関・団体等での講演活動等

○財政基盤強化の活動
賛助会員の募集、寄付金付き自動販売機、募金箱の
設置、
ホンデリング等

平成28年度 公益社団法人とっとり被害者支援センター役員名簿
役員名

氏

名

所

属

備

理 事 長

佐野

泰弘

副理事長

渡辺

憲

副理事長

川瀬

芳美 （一社）日本自動車販売協会連合会鳥取県支部

専務理事

理

事

藤縄

匡伸

鳥取県商工会議所連合会

会長

理

事

森山

昇平

全国共済農業協同組合連合会鳥取県本部

副本部長

理

事

菊池

義人

鳥取県臨床心理士会

事務局長・鳥取大学大学院教授

理

事

徳田

豊

犯罪被害者自助グループ
「なごみの会」

代表

理

事

米原

正明

鳥取県経済同友会

代表幹事

理

事

森原

昌人 （株）新日本海新聞社

参事・論説委員長

理

事

戸田

暖久 （株）戸信

代表取締役社長

理

事

光浪

房夫 （株）メモワールイナバ

代表取締役

理

事

松本美惠子

理

事

上谷

理

事

博之

くらよし佐野法律事務所

弁護士

社会医療法人明和会医療福祉センター

理事長

考

日本司法支援センター（法テラス）

鳥取地方事務所長

（一社）生命保険協会鳥取県協会

事務局長

佐々木満也

（公社）鳥取県人権文化センター

事務局長

専務理事

川口

勝

（公社）とっとり被害者支援センター

事務局長

監

事

藤山

倫史

藤山倫史税理士事務所

税理士

監

事

泉谷

英明

元鳥取県会計管理者

鳥取県産業振興機構等監事

活 動 紹 介

支援活動員（被害者支援ボランティア）第９期生採用時養成講座と
支援活動員継続研修会の開催
本年度の支援活動員に 10 名の方が応募され、平成 28 年 5 月 14 日（土）〜8 月 20 日（土）までの間、
全 8 回に亘って採用時養成講座を実施しています。
修了された方は審査を経て支援活動員として正式に
登録されます。
長丁場ですが、参加者は積極的に質疑されるなど熱心
に頑張っておられます。
また、支援活動員として登録後、まだまだ勉強することがたくさんありますので知識の習得や技
量を高めるために継続的に研修会を開催しています。
本年度も年間を通じて当センター主催の継続研修会、全国犯罪被害者支援ネットワーク主催の
中国四国ブロック研修会、全国秋期研修会等、県外の研修会にできるだけ参加していただきます。
去る 6 月 4 日（土）には、独立行政法人自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ）鳥取支所の福田所長様
に講師にきていただき、ＮＡＳＶＡの取組について情報
収集と理解を深めました。その後、ストレスマネージメ
ントに役立つ一つの手法として苔玉つくりのワーク
ショップをしました。参加者は熱心に取り組み完成した
作品をみて達成感と心を和ませました。
※支援活動員養成・研修事業は、振り込め詐欺救済法に基づき、振り込め詐欺の被害者へ返せずに預保納付金として管理さ
れていた資金の一部を日本財団が担い手となり、犯罪被害者等支援のために活用することができる日本財団助成金交付事
業があり、その助成金を受けて一部実施しています。

犯罪被害者自助グループ「なごみの会」
による
「いのちのパネル展」の開催
犯罪被害者自助グループ「なごみの会」は、毎月第４土曜日に定例集
会を開いています。同じようなつらさを抱えた犯罪被害者遺族等がお
互いに支え合い、励まし合う中から問題解決や克服を図ることを目的
に集まっています。集会場所はメンバーが集まりやすいように東・中・
西部と変えてやっています。
「なごみの会」は、会員が制作した手作りのパネルを使って「いのち
のパネル展」を開催し遺族としての想いを伝え、犯罪のない社会の実現を強く訴えています。
今年も、6 月 13 日〜27 日の間、鳥取市役所本庁舎玄関ホール（鳥取市尚徳町）において展示しま
した。
「なごみの会」に対するお問い合わせはセンター事務局（0857-20-0330）までご連絡ください。

平成28年度
「命の大切さを学ぶ教室」
の開催
本年度も中学生・高校生等を対象にした「命の大切さを学ぶ教室」を
鳥取県警と共催で実施しています。
犯罪等で大切な人々を亡くされた遺族の方等に講演していただき、
被害者遺族の思いや心の痛みを訴え将来を担う若い人達に、被害者等
の理解と配慮の意識を涵養するとともに、犯罪を犯してはならないと
いう規範意識の向上を図るために行っています。
生徒達はこの教室で、色々な感想を寄せており、改めて家族・友人
等の大切さを振り返り命の重みを学ぶ機会としています。

倉吉市立河北中学校

講師

市原千代子氏

鳥取商業高等学校

講師

市原千代子氏

本年度開催校（H28,6,30 現在）
5 月 26 日
6月 9 日
7月 8 日
7 月 26 日
10 月 27 日

倉吉市立河北中学校
鳥取県立鳥取商業高等学校
三朝町立三朝中学校
鳥取市医療看護専門学校
鳥取県立日野高等学校

支援活動員の声
「支援活動員として」 岩田 由美子

平成 22 年、第３期生支援活動員採用時養成講座の受講を経て、ボランティアとして、支援活動員を行ってお
ります。犯罪等には無関係な平凡で穏やかな生活を過ごしていた私こそ、突然犯罪に巻き込まれ、失意の中に戸
惑う被害者の心に寄り添うことが出来るのではないかと考え応募いたしました。
養成講座を始め、支援活動をする上で、支援者として質の向上を目指すための研修を数多く受講させていた
だきました。全国犯罪被害者支援ネットワーク主催の全国犯罪被害者支援フォーラム及び全国秋期研修会・中
四国ブロック研修会・講演会への参加。また、支援活動員継続研修も継続して受講させていただいております。
月２回の相談電話当番を通して、聞き取りの大切さ、電話での対応の難しさも体験いたしました。自分に何が出
来て、何が必要なのかということを自問自答することが出来るようになったのは、研修を重ねていることが要
因であると考えられます。
直接支援では、裁判代理傍聴、検察庁相談・弁護士相談付き添い、刑事裁判傍聴付き添い等、被害者また被害
者遺族と関わってきました。支援活動をしていなければ、裁判傍聴などとは無縁の生活をしていた私だったと
思います。被害者参加制度による一人の被害者遣族に、三年間支援を継続いたしました。見守ることしか出来な
い私でしたが、支援を通して一緒に歩いていくことが最も必要な支援であると実感いたしました。
一人でも多くの方に被害者遺族の生の声に耳を傾けていただき、何かを感じ取っていただきたいと思いま
す。そして、社会全体で被害者を支援出来るよう、広報・啓発活動への参加を継続したいと思います。センター
職員の方々に助けていただきながら支援活動員として、一層精進していきたいと考えております。

「被害者支援活動を通じて思うこと」 服部 久美子

昨年の今頃は被害者支援の研修を受けていた私が、支えて下さる事務局の方々や一緒に活動する仲間との
出会いがあり、月二回だが西部相談所でボランティアを続けている。
ある日突然に思いも寄らない出来事に遭遇し犯罪被害者となる。受け入れ難い事実に直面している人を支
援することの実際や、支援のための知識やスキルを学ぶ機会を得たことは、ボランティアとして必要な力を
身につけるだけではなく、私自身の今後の生き方にも大きな力を得たように思う。
活動を通じ、犯罪被害者自助グループ「なごみの会」で活動されている被害者遺族の方に出会えたことは、
どんな辛い出来事に直面しても、前を向いて生きていく人の強さに触れることが出来ただけではなく、被害
者支援活動の意義を学ばせてもらう大変に貴重な機会となった。
直接支援の機会はまだないが、啓発のための街頭活動や講演活動を通じて、地域の人たちに被害者支援の
ことを知ってもらうことも大切な活動の一つだと実感している。
微力な私ではあるが、愛情と熱意に溢れた素敵な仲間達と共に、これからも必要とされる犯罪被害者支援
員として活動を続けていきたいと思っている。

お 知 ら せ
〜本年度開催する講演会です。是非ご参加ください〜

被害者支援を考える講演会
『かけがえのない生命のことを伝えたい』
講師

中江 龍生 氏（なかえ

りゅうき氏）

開催日時
平成28年9月7日
（水） 13：30〜
場
所
とりぎん文化会館小ホール

鳥取市尚徳町101-5 ＴＥＬ．
０８５７−２１−８７００

入 場 料
無 料

プロフィール
2012 年 4 月 23 日登校中の児童と引率の保護者の
列に軽自動車が突っ込み、計 10 人がはねられて保
護者のお腹の中の赤ちゃんを含む 4 人が死亡、7 人
が重軽傷を負った。当時 26 歳 妹 幸姫
（引率してい
た妊婦）
の兄、中江龍生。事故後、署名活動などを
し、国や司法に現行法の法律の矛盾を訴えかけ平成
26 年 11 月に新法、危険運転致死傷罪
（自動車運転死
傷行為処罰法が制定された。現在は京都交通事故被
害者の会 古都の翼を設立しメンバーとして日々街頭
啓発や講演活動等を行っている。

鳥取県被害者支援フォーラム
『悲しみを生きる力に』
講師

入江

杏 氏（いりえ

開催日時
平成28年11月22日(火） 13：00〜
場
所
鳥取県立倉吉未来中心小ホール

倉吉市駄経寺町212−5 ＴＥＬ．
０８５８−２３−５３９０

あん氏）

入 場 料
無 料

プロフィール
英国の大学で教鞭を執るなど、10 年に近い海外生
活の後、帰国。2000 年 12 月 31 日未明、
「世田谷事
件」
に遭遇し、大好きな妹一家四人を失う。その後、
犯罪被害からの回復、自助とグリーフケアに取り組
みながら、学校・企業などで絵本創作と読み聞かせ
活動に従事している。最近では自殺、難病と様々な
現場の問題に取り組み、当事者の声を社会につなげ
ようと活動の領域を広げている。

とっとり被害者支援センターの活動を
支援してくださる皆様に心より感謝申し上げます
当センターの運営は、賛助会費やご寄付等、多くの皆様からの温かい志によって支えら
れています。皆様のご厚情に深く感謝申し上げます。

平成 27 年度

正 会 員

法人・団体

正会員、賛助会員、寄付のご支援を頂いた皆様（敬称略・順不同）

○平成27年4月から平成28年3月末までを掲載

社会医療法人明和会医療福祉センター、( 一社）
日本自動車販売協会連合鳥取県支部、
鳥取県商工会議所連合会、( 一社）生命保険協会鳥取県協会、
全国共済農業協同組合連合会鳥取県本部、鳥取県臨床心理士会、
( 公社）鳥取県人権文化センター、日本司法支援センター鳥取地方事務所、
鳥取県経済同友会、㈱新日本海新聞社、㈱メモワールイナバ、㈱戸信、
( 公社）鳥取県医師会、( 一社 ) 鳥取県薬剤師会、鳥取県遊技業防犯協力会、
( 一社）
みもざの会

個

人

佐野

泰弘、徳田

豊、藤山

倫史、泉谷

英明、川口

勝、瀧田親友朗

賛助会員
法人・団体

境港土建株式会社、鳥取県警友会連合会、㈲増谷慶一郎薬局、
㈳鳥取県指定自動車学校協会、企業警備保障株式会社、弁護士法人やわらぎ鳥取事務所、
学校法人鳥取県東部自動車学校、境港市観光協会、財団法人日本防災通信協会鳥取県支部、
鳥取県中央自動車学校、富士割烹、大幸株式会社、㈱トヨタレンタリース鳥取、
菜の花総合法律事務所、㈱さかいみなと貿易センター、㈱たいよう共済鳥取支店、
米子遊技業防犯組合、第一生命保険㈱鳥取支社、㈲ウエダ印刷、大海通産株式会社、
株式会社ワタナベ、ゆうわ総合法律事務所、㈳鳥取県警備業協会、
環日本海経済活動促進協議会、ホンダ山陰中央㈱、株式会社サービス呉服店、
横山司法書士事務所、朝日生命保険（相）山陰支社、堀田石油株式会社、
学校法人米子自動車学校、㈲大村自動車商会、学校法人鳥取県自動車学校、
山進運輸株式会社、岡田電工株式会社、鳥取信用金庫、㈱鳥取県情報センター、
株式会社曽我設備サービス、西日本旅客鉄道㈱、医療法人・社会福祉法人真誠会、
鳥取県中小企業団体中央会、東亜建物管理株式会社、㈱鳥取県倉吉自動車学校、
㈳鳥取県トラック協会、㈳鳥取県建設業協会八頭支部、美保テクノス株式会社、
米子地区安全運転運行管理者協議会、㈱日本海自動車学校、㈱愛進堂、
学校法人山陰中央自動車学校、鳥取県交通安全協会米子地区協会、㈶鳥取県交通安全協会、
やまこう建設株式会社、宗教法人瑞仙寺、米子空港ビル株式会社、
日ノ丸西濃運輸株式会社、株式会社大協組、大海株式会社、龍徳寺、

株式会社ヨナゴ技研コンサルタント、鳥取トヨペット株式会社米子店、
鳥取県更生保護女性連盟、吉村産業株式会社、株式会社デマンド、
企業警備保障株式会社、境港商工会議所、サンクリーン株式会社、
ＡＬＳＯＫ山陰㈱米子支店
日新火災海上保険㈱、株式会社ホテルマネージメント米子、㈲メディアステーション
個

寄

人

浅尾

治郎 様 ほか 302 名

付

法人・団体

㈱戸信、㈲鴨河クリーニング、川上クリーニング、鳥取警察署、智頭警察署、倉吉警察署、
境港警察署、黒坂警察署、八橋警察署、米子警察署、郡家警察署、浜村警察署、
鳥取県警察職員互助会、鳥取県警察署所属長一同、やきとり哲、
コカ・コーラウエスト株式会社、ネオス株式会社中国

個

人

募金箱

（設置場所）

山本

和枝 様 ほか 10 名、鳥取県職員〜250 名、鳥取県警察職員〜566 名、計 827 名

各警察署等警察関係施設、県庁総合窓口、県庁売店、鳥取県人権文化センター、
鳥取市役所窓口、鳥取市各人権福祉センター窓口 10 か所、倉吉市役所、
鳥取市立病院売店、東部自動車学校、日本海自動車学校、イナバ自動車学校、
倉吉自動車学校、鳥取県中央自動車学校、鳥取県自動車学校、米子自動車学校、
山陰中央自動車学校、あまから亭、境港市役所市民課窓口、
米子市役所総合案内窓口、南部町天萬庁舎町民課窓口、日吉津村役場住民課窓口、
大山町役場、伯耆町役場住民課窓口、真誠会、養和病院受付窓口、居酒屋庄屋、
鳥取環境大学、東光寺、BAOO 鳥取岩美、サテライト鳥取、ミニボートピア鳥取、
日帰り温泉オーシャン、不二家鳥取桜ヶ丘店、とっとり被害者支援センター

香典返しによる寄付
次の方より香典返しのご厚意をいただきました。感謝申し上げます。
平成 28 年 6 月 日野郡日南町福塚 渡邊 教夫 様
平成 28 年 7 月 鳥取市松原
山崎 雄三 様

鳥取県共同募金会による使途選択募金の取り組み結果
（運動期間 平成28年1月〜3月）

鳥取県共同募金会による使途選択募金にご協力いただきましてありがとうございました。39 件
の募金があり鳥取県共同募金会より当センターに 138,152 円の助成をしていただくことになりま
した。この助成金は犯罪被害者等支援事業に使わせていただきます。

「ホンデリング〜本でひろがる支援の輪」
不要になった本（注；取扱いできないものがあります）を「株式会社バリューブックス」へ引き取っていただき、そ
の買い取り相当額を全国被害者支援ネットワーク加盟の犯罪被害者支援団体にご寄付いただくものです。不要に
なった本が、犯罪被害に遭われた方々への支援活動に活用されます。是非、ご協力下さい。お問い合わせ、申し込
み等につきましては、当センターにご連絡ください。

※ダンボールが複数になる場合でも、申込用紙は 1 枚で大丈夫です。
※古本は 5 冊から、着払いで受け付けます。
※18 歳未満の方は、保護者の方にお願いしてお申し込みください。
※申込書は、とっとり被害者支援センターＨＰからダウンロードできます。

詳細はこちらへ http://www.t-higaisya.jp/ とっとり被害者支援センター HP まで
不要本が犯罪被害者支援の一助となる活動です。是非ご協力ください。

「幸せの黄色いレシート」
キャンペーンの参加

イオン鳥取北店

毎月 11 日発行される、清算時に受け取られた黄色

いレシートを、参加団体名が記載された店内に備え

付けの専用 box へ投函していただくと、レシート合

計金額の１％がその団体へ寄附されるシステムです。
ご協力を宜しくお願い致します。

犯罪被害等についてのご相談は、

相談専用電話

TEL 0120−43−0874
お

は

な

し

西部相談所も開設しています。（週4日 月・火・木・金）
面接相談は予約制をとっていますので、まずは相談専
用電話にお電話ください。

（平日10時〜16時）にお電話ください。

賛助会員、寄付にご協力ください
□賛助会員
個
人
□寄

付

年会費の振込により登録させていただきます。
１口 ２，
０００円 法人・団体
１口 １０，
０００円
※複数口での加入も可
金額は問いません。

西部相談所

米子市東福原 1-1-45
鳥取県西部福祉保健局会議棟

0120−38−5088

□お問い合わせ先
事務局までご連絡ください。振込手数料のかからない指
定振込用紙をお送りします。

TEL&FAX 0857‑20‑0330

賛助会員の個人様には会員証を法人・団体様には会員
シールを送付させていただきます。

