
平成30年１月１日　第27号

＜お詫びと訂正＞ 26号２ページ目にて、お名前に誤記がございました。誤「寺澤　陽光」→ 正しくは「寺澤　陽公」様です。

　　　　　　　　 謹んでお詫び申し上げ、ここに訂正いたします。

　当センターは、神奈川県公安委員会より、信頼性のある民間支援団体として県内で唯一「犯罪被害者等早期援

助団体」の指定を受けております。これにより被害者等に対する早期の支援が可能になるなど、支援内容も充実

しております。支援内容は以下のとおりです。

　約１年かけてホームページ刷新に取り組み、やっと秋に公開できました。どうしたら、もっと読みやすく、そし

て必要な情報が必要な方に届くか、何度も何度も話し合って進めてきましたが、慣れない仕事で煮詰まったり、行

き詰まったりすることもしばしば。ようやくスタートして、少しほっとしました。

　今後は、さらにお役に立てるように運用していきたいと思っています。ご協力くださった皆様へ心より感謝申し

上げます。            （Ｍ.Ｙ）
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　ご協力くださいました各警察署および

被害者支援ネットワーク等関係者の皆さ

ま、ボランティアの皆さま、本当にあり

がとうございました。

　賛助・寄付をいただいている企業・団体です。バナーをクリック

し、サイトを閲覧することにより、協賛企業からセンターへ活動資

金としてクリックごとに10円が寄付されます。

　11月25日から始まる「犯罪被害者週間」を前にしたメイン会場での

キャンペーン。デパート入り口には赤や金色のガラス玉で彩られた２本

のクリスマスツリーが早々と立てられていました。キャンペーン開始時

間の20分も前から陣取る主婦。尋ねてみると「私、県警音楽隊の追っか

けなんです」と笑う。

　　午後２時、開始の挨拶。当センターの長島豪所長が「事件は解決し

ても被害は解決しません」などと被害者支援への協力を呼びかけまし

た。その後、いよいよ神奈川県警察音楽隊の演奏が始まり、華麗な演奏

を次々に披露、200人を超える人垣が演奏終了

まで続きました。

　人垣の外側では、すっかり定着したチュー

リップの球根が入った啓発グッズを、当セン

ターボランティア相談員他総勢約50名で配布。

２時間足らずで6,000個を配り終えました。

犯罪被害者支援
キャンペーン

犯罪被害者支援
キャンペーン

犯罪被害者支援
キャンペーン

犯罪被害者支援
キャンペーン

　～ 毎年11月25日～12月１日は犯罪被害者週間 ～

　平成29年10月６日の全国犯罪被害者支援フォーラム2017において、惟村節子相談員に全国被害者支援ネッ

トワークより犯罪被害者支援功労者として、「栄誉章」が贈られました。

　平成29年７月27日、当センターのボランティア相談員

（丸山利美、寺田之彦、岸野哲、松永知子、堀尾雅子、

川嶋京子）の６名に対し、電話相談活動や直接支援活動

など被害者支援活動に大きな成果をあげたとして、神奈

川県警察本部長と当センター理事長の連名表彰が贈られ

ました。

神奈川県警察本部警務部警務課被害者支援室

室長　中田　好一

神奈川県警察本部警務部警務課被害者支援室

室長　中田　好一

惟村相談員のことば

　この度は、このような賞をいただき、大変うれしく思って

おります。知識など何もなく、夢中で歩んできた16年間でし

た。これからも被害者の方々と共に歩んでいけたらと思って

います。

　新年明けましておめでとうございます。

　神奈川県警察警務部警務課被害者支援室長の中田と申します、よろしくお願いします。

　この場をお借りしまして、日ごろ被害者支援センターの職員の皆様方の献身的な被害者支援活動に対して、

改めて厚く御礼を申し上げます。

　さて、現在、神奈川県、神奈川県警察、被害者支援センターの三者で運営しております「かながわ犯罪被害

者サポートステーション」も、本年で10年目を迎えることとなります。開設からここまで三者が一致協力し

て、総合的な支援活動を行ってまいりました。

　その中で、現在も支援活動は継続しておりますが、一昨年発生しました「津久井やまゆり園事件」においては、

過去に例を見ない未曽有の事件であるにも関わらず、迅速・的確な対応による被害者支援活動を行うことがで

きたのも、日ごろからの三者の緊密な連携による被害者支援活動が行われている証左ではないかと思います。

　当県における被害者支援活動につきましては、サポートステーション制度や、重大事件への支援活動、国外

犯罪被害者への支援活動等、他都道府県の被害者支援活動のモデルケースとされるなど、全国から注目をされ

ております。

　新しい年を迎え、今後も、三者がより一層連携し、迅速・的確な被害者支援活動が推進できるよう、今後と

も皆様のご支援、ご協力をいただきますようお願いします。

ご挨拶ご挨拶

全国被害者支援ネットワークより栄誉章を受賞

連名表彰

ぜひご覧ください。ぜひご覧ください。

ワンクリック募金
ご協力のお願い
ワンクリック募金
ご協力のお願い

ホームページを
リニューアルしました。

支援情報や活動内容など、

情報を見やすく紹介しています。

県内
5ヶ所
で実施

11月
24日

横浜そごう前広場
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　「幾徳高専」以来の伝統もあるのか、親子連れなど大学の活動

に熱心な来場者が多くいました。今年の学園祭では被害者支援キャ

ンペーンに協力していただきましたが、神奈川工科大学はもっと

も熱心に犯罪被害者支援に取り組んでいる大学といえるようです。

その中にあって、サークル活動（通称KAIT）のひとつとして、

厚木警察署と連携し「犯罪被害者支

援キャンペーン」を行いました。本

キャンペーンがこの大学の伝統に

なってくれればと願いました。

11月
５日

神奈川工科大学（学園祭）

　秋晴れに恵まれた京急北久里浜駅前での初めてのキャン

ペーン。バス・タクシーのロータリー中央の大楠が茂る広

場には「私たちは被害者支援の輪を広げています」「あたた

かさ　伝える言葉　あなたから」などが書かれた横断幕が

掲げられました。浦賀警察署、浦賀被害者支援ネットワー

クの方々など約100

名も参加してくだ

さり、啓発グッズ

を配布しながら「リーフレットもお読みください」と声をかけていました。杖

をついた高齢の女性に風船のワンちゃんをプレゼントすると「私にも？」と

ちょっとはにかみながら受け取ってくれました。

11月
16日

京急北久里浜駅前

　正午からのキャンペーン。被害者支援について話したあと、

お待ちかねの「川崎こまどり幼稚園」年長約200名による鼓笛

隊の演奏。園児たちの父母等がたくさん集まってくれました。

啓発グッズを渡しながら被害者支援への理解をお願いしました。

子どもたちにはバルーンアートが人気でした。

　また、ステージの背後にある大型スクリーンでは「犯罪被害

者支援」をアピール、か

ながわ犯罪被害者サポー

トステーションの相談電

話番号などが掲示されま

した。

 

11月
27日 ラゾーナ川崎プラザ広場

　キャンペーンとしてはめずらしく午前中に実施。新横浜駅は東海道新幹線の中核駅でもあり、駅前は左右にペデスト

リアンデッキが大きく広がり、旅行客もたくさんいました。港北被害者支援ネットワーク会員の方々が積極的に参加し

てくださり、港北署のマスコット「ぽのくん」、県警マスコット「ピーガルくん、リリポちゃん」もグッズ配布に一役

買ってくれました。

　平成29年６月30日、７月１日の２日間、茨城県水戸市で開催された研修会に参加させて頂きました。

　各県の支援センターから参加された直接支援員、相談員、計23名は、ベテラン講師陣による講義のほ

か、グループ別のワークやロールプレイなど総合的な研修を受講いたしました。講義は具体的でわかり

やすく、時間の経つのが早く感じられました。

　カリキュラムの中で特に、「被害者電話相談の特殊性」についての講義は、相談員の心構えとして、

日頃から意識していなければならない内容でした。まず、相談してくる勇気をわかってあげること。相

談員は自分の主観、経験で対応してはならないこと。そして、じっと耳を傾け相談者の苦しい現状と思

いを受け止めること。主語は相談者であって相談員ではないことです。さらに、相談員の何気ない一言

が相談者の心を折ってしまう場合もあるので、言葉には細心の注意が必要であるということを強く認識

しました。

　グループ内では、お互いがいつも、何を思い、考え、感じ、悩んでいるのかを語り合いました。やは

り、寄り添うことの難しさです。そのためには支援・相談経験を積むこと、で一致しました。

　また、研修中の休憩時間や昼食、朝食の際には、周囲の受講生の皆さんと雑談を交えながら情報の交

換などを行い、親睦を深めました。そして、夜の意見交換会ではお世話になった講師や研修事務局の方々、

受講生の皆さん方と、名刺の交換をし、活動状況を伝え合い、励まし合いました。各支援センターの方々

が、日々支援活動に邁進されていることをひしひしと感じました。私も支援活動に邁進、邁進。

　今回、研修に参加させて頂き、有難うございました。

11月
28日

新横浜駅前ペデストリアンデッキ

（関東甲信越ブロック）
ボランティア相談員　今村正裕

質の向上研修上半期研修会質の向上研修上半期研修会
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　多くの人は、犯罪被害について「自分には無関係」「自分に起こるはずがない」などと考えているので

はないでしょうか。しかし、ある日突然、犯罪や事故に巻き込まれることはだれにでも起こりうるのです。

　「もし、犯罪被害にあったら」…自分たちの問題として、そして市民として何ができるのかを考えてみ

ました。

　　　プログラム

　　　　◇講　演

　　　　　「犯罪被害者と隣人」　毎日新聞社 東京社会部  記者　 川名　壮志　氏

　　　　◇パネルディスカッション

　　　　　「被害者の思い、わたしたちにできること」

≪横浜市犯罪被害者等支援講演会≫ を共催しました≪横浜市犯罪被害者等支援講演会≫ を共催しました

　24時間365日いつでも、性犯罪・性暴力被害者

からの相談に応える「かならいん」（045－322－

7379）」が平成29年８月１日にスタートした。も

ともと、神奈川県が設置する24時間対応の相談電

話は、「かながわ性犯罪・性暴力ホットライン」と

して平成26年度から開設されていた。

　「かならいん」は、この電話相談に加えて、面

接相談、医療機関の受診、カウンセリングなど電

話以外の支援メニューを充実させて文字通りワン

ストップ支援センターを目指す。

　背景には、性犯罪被害者の多くが警察への届け

出を躊躇、または希望していない（届け出率18.5％

＝法務省調査）という実態がある。ためらってい

る人を含めて、つらい体験の思いを聴き、一緒に

考え、拡充した支援の輪につなげていく。それも、

なるべく早期に、というのがスタッフの思いだ。

　ホットライン時代の平成28年度データ分析によ

ると、相談件数1,802件のうち女性からの相談が

1,574件（87％）を占める。相談時間帯は午後５

時から９時までの時間帯が338件で、１時間当た

りの件数85件とトップだ。ただし、被害後72時

間以内のレイプ、強制わいせつの相談は43件にと

どまっている。

　それぞれ壁に向かい、背中合わせに２つの机が

配置された小さな部屋。窓から入るカーテン越し

の日差し。安全上の問題などから相談電話の所在

場所は「横浜市内の民間ビル」としか明かされて

いない。

　電話相談に携わるのは約30人。全員女性。臨床

心理士、社会福祉士、精神保健福祉士、保護司な

ど多彩だ。電話には２人１組で対応する。どうし

ても夜間の担当者の拘束が長くなる。

　担当課の神奈川県安全防災局くらし安全交通課

横浜駐在事務所のスタッフは、横浜駅西口から徒

歩10分足らずのかながわ県民センター14階に事

務所を置く。私たち神奈川被害者支援センターと

同じ部屋で机を並べているし、同課が統括する

「かながわ犯罪被害者サポートステーション」の

電話相談などを私たちが担ってもいる。

　タイトル通り、これ以上近い「隣のお仲間」は

いない。

【かならいん】

隣のお仲間隣のお仲間 訪問記⑦訪問記⑦

　地元警察署および地域関係団体の皆さまのご協

力により、各地の催し等で当センターの広報啓発

活動を実施していただきました。年々被害者支援

の輪が広がっていることに心より感謝いたします。

支 援 の 輪

７月11日　　川崎臨港警察署

７月27日　　被害者支援室（ふれあい警察展）

８月23日　　幸警察署

９月22日　　横須賀警察署　　　　

９月30日　　川崎警察署

10月15日　　旭警察署（旭区民まつり）

11月  3日　　秦野警察署（秦野市民の日）

11月19日　　宮前警察署（宮前区民まつり）

11月27日　　海老名警察署

　　〃　　　 伊勢佐木警察署

　　〃　　　 厚木警察署

11月11日、27日　栄警察署

啓発活動へのご協力ありがとうございました。啓発活動へのご協力ありがとうございました。啓発活動へのご協力ありがとうございました。

8/5 橋本七夕まつり
（相北地域安全ネットワーク会）

11/2 麻生警察署

11/5 西区民まつり
（戸部被害者支援ネットワーク）

11/27 泉警察署

11/27 津久井警察署

11/27 横浜水上警察署 平成29年11月17日（金）　於：戸塚公会堂

「犯罪被害にあったとき　～あなたや家族、友人が犯罪被害に巻き込まれたら～」

くらし安全交通課主催の性犯罪・性暴力被害者支援研修
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寄付感謝報告

理事長　榊 原　高 尋

※お名前の表記等に誤りがございましたら、御容赦いただきますとともに、お手数をおかけしますがご連絡をいただければ幸です。（敬称略・順不同）

■多額団体寄付

神奈川福祉事業協会

神奈川県遊技場協同組合

神奈川県警察署長会

神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部　

　（秦野地区会）

神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部　

　（大磯二宮地区会）

工藤建設株式会社

（一財）港北交通安全協会

相北地域安全ネットワーク会

鶴見地区警察官友の会

横須賀・三浦遊技場組合

■団体賛助

青葉安全運転管理者会 

麻生防犯協会 

あざみ野不動産（株） 

泉安全運転管理者会 

泉地区警察官友の会 

伊勢原地区警察官友の会 

岩本開発（株） 

（株）エイワ 

海洋電子工業(株） 

（一社）神奈川県安全運転管理者会連合会 

（一社）神奈川県警親会茅ヶ崎支部 

神奈川県更生保護女性連盟 

（一社）神奈川県商工会議所連合会 

神奈川県町村会 

（一社）神奈川県バス協会 

神奈川相互交易(株) 

神奈川中央交通(株)  

神奈川銘友会 

神奈川流通商福祉防犯協力会 

金沢企業等防犯連絡協議会 

川崎幸病院 

北久里浜商店街振興組合 

工藤建設株式会社 

（株）グローバル横浜警備保障 

港北防犯指導員会 

（宗)寒川神社 

（株）三協 

清水建設（株）横浜支店 

（株）湘南ロードサービス 

湘陽かしわ台病院 

（医社）新百合ヶ丘総合病院 

逗子暴力団排除対策推進協議会 

住友重機械工業（株）横須賀製造所 

（株）清光社 

（株）ダイイチ 

大黒ふ頭連絡協議会 

（株）髙島屋　横浜店 

鶴見区防犯協会 

東亜商事（株） 

（一財）中原交通安全協会 

中村建設（株） 

日産自動車（株）  

（株）日新 

（一社）日本自動車連盟神奈川支部 

（株）ネエチア 

東日本旅客鉄道（株）横浜支社 

（有）平栗 

藤木企業（株） 

藤木陸運(株） 

藤沢市葬祭業組合

（医社）渕野辺総合病院 

富士倉庫（株） 

緑・事業所防犯協会 

（株）みやこ屋 

（株）山室電機 

横須賀市役所 

横浜泉ライオンズクラブ 

（一社）横浜銀行協会 

（一財）横浜市交通安全協会 

横浜総合病院 

（株）横浜タウンサービス 

横浜ワシントンホテル 

神奈川県警察本部 

　警備部外事課

　警備部危機管理対策課

　警務部監察官室

　交通部高速道路交通警察隊

　交通部第一交通機動隊

　交通部駐車対策課

　生活安全部少年育成課

　地域部通信指令課

旭警察署 

海老名警察署 

加賀町警察署 

金沢警察署 

川崎警察署 

相模原北警察署 

茅ヶ崎警察署 

津久井警察署 

戸塚警察署 

秦野警察署 

松田警察署 

宮前警察署 

■多額個人寄付

北出　容一

山田美和子

平成29年７月～12月にご協力いただいた皆さまです。

　神奈川被害者支援センターは、多くの皆さまからのご支援を受けて被害者支援活動を展開してまいりました。

正会員、賛助会員の皆さまからは会費の形で、多くの市民の皆さまからもたくさんのご寄付をいただきました。

　また、自動販売機や募金箱設置、ホンデリングなどでもご支援をいただいております。心より感謝申し上げます。





■個人寄付

石井　　孝

大木きみ江

大谷美津留

片桐　輝久

勝島聡一郎

小森　安晃

榊原　高尋

城田　栄一

竹内　正徳

田中　文子

田邉　克彦

中里　裕之

松本　純也

村尾　泰弘

森　　逸雄

匿名希望　１名

■正会員

飯島　里美

石井　　孝

石井ひろみ

上田　千秋

小川　訓明

勝島聡一郎

川瀨　伸二

栗山不二夫

齋藤　秀明

榊原　高尋

柴田　邦夫

鈴木　寛子

鈴木　裕子

妙摩　光雄

髙木　博之

髙橋　　仁

玉盛　勝久

中田　好一

永野　弘幸

藤木　幸太

松本　純也

和智　　勉

■団体寄付

浦賀被害者支援ネットワーク 

加賀町警察署被害者支援ネットワーク会

川崎市遊技場組合中央支部 

地方職員共済組合神奈川県支部 

（公社）東京電気管理技術者協会神奈川支部

三ツ境自動車教習所 

大和・綾瀬地区防犯協会連合会 

大和警察署管内安全運転管理者会 

大和地区事業場防犯連絡協議会 

神奈川県警察本部 

　刑事部科学捜査研究所

　警備部警備課

　交通部交通規制課

　交通部交通指導課

　交通部交通捜査課

　交通部交通総務課

　交通部駐車対策課

　生活安全部少年捜査課

　生活安全部人身安全対策課

　生活安全部生活保安課

　総務部広報県民課

　総務部装備課

　組織犯罪対策本部国際捜査課

　組織犯罪対策本部組織犯罪分析課

　警備部第一機動隊　

　警備部第二機動隊　

　地域部地域指導課

　地域部地域総務課

旭警察署 

厚木警察署 

泉警察署 

伊勢佐木警察署 

伊勢原警察署 

海老名警察署 

小田原警察署 

金沢警察署 

川崎警察署 

川崎臨港警察署 

港南警察署 

港北警察署 

幸警察署

相模原南警察署 

相模原市警察部相模方面本部 

田浦警察署 

高津警察署 

津久井警察署 

戸部警察署 

中原警察署 

葉山警察署 

平塚警察署 

藤沢警察署 

南警察署 

宮前警察署 

大和警察署 

大和警察署（女子会） 

横須賀警察署

横浜水上警察署

■個人賛助

石川　　聖

石橋　慶子

今中　隆洋

江藤　玲子

岡部　優史

金子　喜則

樺澤　俊行

北出　容一

小林　　仁

近藤　静子

佐久間幸志

佐藤きさい

清水　昭人

下山　宣之

城田　栄一

鈴木　　洋

高橋　秀治

竹内　正徳

竹内　洋一

竹花　憲一

土田　　孝

豊島　廸彦

中嶋　由隆

■多額団体賛助

神奈川県警察官友の会

（一社）神奈川県警親会

（一財）神奈川県警友会

（一社）神奈川県指定自動車教習所協会

神奈川県自転車防犯協会

神奈川県遊技場防犯協力会連合会

那賀都工業（株）

横浜駅西口振興協議会

西片　　研

濱平誠一郎

兵藤　哲夫

松井　利晃

牟田　幸正

武藤智恵子

森　　逸雄

山形　　暁

吉田　忠之

匿名希望　

　　　１名

神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部秦野

地区会（写真左：石田岳志代表地区長）・同

支部大磯二宮地区会（写真右：吉川稔代表地

区長）では、市民の日等で犯罪被害者支援の

広報と併せて物販販売を行い、多額の売上金

をご寄附を頂きました。

湘北地域安全ネット

ワーク会（原幹朗会

長）では橋本七夕ま

つりにおいて、犯罪

被害者支援への広報

と併せて、多額のご

寄付を頂きました。

港北交通安全協会

（嶋村公会長）では、

新横浜駅頭での犯罪

被害者週間キャン

ペーン広報と併せ

て、多額のご寄付を

頂きました。

（株）工藤建設（横

浜市青葉区：工藤五

三相談役）から、多

額のご寄付を頂きま

した。
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寄付感謝報告

理事長　榊 原　高 尋

※お名前の表記等に誤りがございましたら、御容赦いただきますとともに、お手数をおかけしますがご連絡をいただければ幸です。（敬称略・順不同）

■多額団体寄付

神奈川福祉事業協会

神奈川県遊技場協同組合

神奈川県警察署長会

神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部　

　（秦野地区会）

神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部　

　（大磯二宮地区会）

工藤建設株式会社

（一財）港北交通安全協会

相北地域安全ネットワーク会

鶴見地区警察官友の会

横須賀・三浦遊技場組合

■団体賛助

青葉安全運転管理者会 

麻生防犯協会 

あざみ野不動産（株） 

泉安全運転管理者会 

泉地区警察官友の会 

伊勢原地区警察官友の会 

岩本開発（株） 

（株）エイワ 

海洋電子工業(株） 

（一社）神奈川県安全運転管理者会連合会 

（一社）神奈川県警親会茅ヶ崎支部 

神奈川県更生保護女性連盟 

（一社）神奈川県商工会議所連合会 

神奈川県町村会 

（一社）神奈川県バス協会 

神奈川相互交易(株) 

神奈川中央交通(株)  

神奈川銘友会 

神奈川流通商福祉防犯協力会 

金沢企業等防犯連絡協議会 

川崎幸病院 

北久里浜商店街振興組合 

工藤建設株式会社 

（株）グローバル横浜警備保障 

港北防犯指導員会 

（宗)寒川神社 

（株）三協 

清水建設（株）横浜支店 

（株）湘南ロードサービス 

湘陽かしわ台病院 

（医社）新百合ヶ丘総合病院 

逗子暴力団排除対策推進協議会 

住友重機械工業（株）横須賀製造所 

（株）清光社 

（株）ダイイチ 

大黒ふ頭連絡協議会 

（株）髙島屋　横浜店 

鶴見区防犯協会 

東亜商事（株） 

（一財）中原交通安全協会 

中村建設（株） 

日産自動車（株）  

（株）日新 

（一社）日本自動車連盟神奈川支部 

（株）ネエチア 

東日本旅客鉄道（株）横浜支社 

（有）平栗 

藤木企業（株） 

藤木陸運(株） 

藤沢市葬祭業組合

（医社）渕野辺総合病院 

富士倉庫（株） 

緑・事業所防犯協会 

（株）みやこ屋 

（株）山室電機 

横須賀市役所 

横浜泉ライオンズクラブ 

（一社）横浜銀行協会 

（一財）横浜市交通安全協会 

横浜総合病院 

（株）横浜タウンサービス 

横浜ワシントンホテル 

神奈川県警察本部 

　警備部外事課

　警備部危機管理対策課

　警務部監察官室

　交通部高速道路交通警察隊

　交通部第一交通機動隊

　交通部駐車対策課

　生活安全部少年育成課

　地域部通信指令課

旭警察署 

海老名警察署 

加賀町警察署 

金沢警察署 

川崎警察署 

相模原北警察署 

茅ヶ崎警察署 

津久井警察署 

戸塚警察署 

秦野警察署 

松田警察署 

宮前警察署 

■多額個人寄付

北出　容一

山田美和子

平成29年７月～12月にご協力いただいた皆さまです。

　神奈川被害者支援センターは、多くの皆さまからのご支援を受けて被害者支援活動を展開してまいりました。

正会員、賛助会員の皆さまからは会費の形で、多くの市民の皆さまからもたくさんのご寄付をいただきました。

　また、自動販売機や募金箱設置、ホンデリングなどでもご支援をいただいております。心より感謝申し上げます。





■個人寄付

石井　　孝

大木きみ江

大谷美津留

片桐　輝久

勝島聡一郎

小森　安晃

榊原　高尋

城田　栄一

竹内　正徳

田中　文子

田邉　克彦

中里　裕之

松本　純也

村尾　泰弘

森　　逸雄

匿名希望　１名

■正会員

飯島　里美

石井　　孝

石井ひろみ

上田　千秋

小川　訓明

勝島聡一郎

川瀨　伸二

栗山不二夫

齋藤　秀明

榊原　高尋

柴田　邦夫

鈴木　寛子

鈴木　裕子

妙摩　光雄

髙木　博之

髙橋　　仁

玉盛　勝久

中田　好一

永野　弘幸

藤木　幸太

松本　純也

和智　　勉

■団体寄付

浦賀被害者支援ネットワーク 

加賀町警察署被害者支援ネットワーク会

川崎市遊技場組合中央支部 

地方職員共済組合神奈川県支部 

（公社）東京電気管理技術者協会神奈川支部

三ツ境自動車教習所 

大和・綾瀬地区防犯協会連合会 

大和警察署管内安全運転管理者会 

大和地区事業場防犯連絡協議会 

神奈川県警察本部 

　刑事部科学捜査研究所

　警備部警備課

　交通部交通規制課

　交通部交通指導課

　交通部交通捜査課

　交通部交通総務課

　交通部駐車対策課

　生活安全部少年捜査課

　生活安全部人身安全対策課

　生活安全部生活保安課

　総務部広報県民課

　総務部装備課

　組織犯罪対策本部国際捜査課

　組織犯罪対策本部組織犯罪分析課

　警備部第一機動隊　

　警備部第二機動隊　

　地域部地域指導課

　地域部地域総務課

旭警察署 

厚木警察署 

泉警察署 

伊勢佐木警察署 

伊勢原警察署 

海老名警察署 

小田原警察署 

金沢警察署 

川崎警察署 

川崎臨港警察署 

港南警察署 

港北警察署 

幸警察署

相模原南警察署 

相模原市警察部相模方面本部 

田浦警察署 

高津警察署 

津久井警察署 

戸部警察署 

中原警察署 

葉山警察署 

平塚警察署 

藤沢警察署 

南警察署 

宮前警察署 

大和警察署 

大和警察署（女子会） 

横須賀警察署

横浜水上警察署

■個人賛助

石川　　聖

石橋　慶子

今中　隆洋

江藤　玲子

岡部　優史

金子　喜則

樺澤　俊行

北出　容一

小林　　仁

近藤　静子

佐久間幸志

佐藤きさい

清水　昭人

下山　宣之

城田　栄一

鈴木　　洋

高橋　秀治

竹内　正徳

竹内　洋一

竹花　憲一

土田　　孝

豊島　廸彦

中嶋　由隆

■多額団体賛助

神奈川県警察官友の会

（一社）神奈川県警親会

（一財）神奈川県警友会

（一社）神奈川県指定自動車教習所協会

神奈川県自転車防犯協会

神奈川県遊技場防犯協力会連合会

那賀都工業（株）

横浜駅西口振興協議会

西片　　研

濱平誠一郎

兵藤　哲夫

松井　利晃

牟田　幸正

武藤智恵子

森　　逸雄

山形　　暁

吉田　忠之

匿名希望　

　　　１名

神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部秦野

地区会（写真左：石田岳志代表地区長）・同

支部大磯二宮地区会（写真右：吉川稔代表地

区長）では、市民の日等で犯罪被害者支援の

広報と併せて物販販売を行い、多額の売上金

をご寄附を頂きました。

湘北地域安全ネット

ワーク会（原幹朗会

長）では橋本七夕ま

つりにおいて、犯罪

被害者支援への広報

と併せて、多額のご

寄付を頂きました。

港北交通安全協会

（嶋村公会長）では、

新横浜駅頭での犯罪

被害者週間キャン

ペーン広報と併せ

て、多額のご寄付を

頂きました。

（株）工藤建設（横

浜市青葉区：工藤五

三相談役）から、多

額のご寄付を頂きま

した。



平成30年１月１日　第27号

＜お詫びと訂正＞ 26号２ページ目にて、お名前に誤記がございました。誤「寺澤　陽光」→ 正しくは「寺澤　陽公」様です。

　　　　　　　　 謹んでお詫び申し上げ、ここに訂正いたします。

　当センターは、神奈川県公安委員会より、信頼性のある民間支援団体として県内で唯一「犯罪被害者等早期援

助団体」の指定を受けております。これにより被害者等に対する早期の支援が可能になるなど、支援内容も充実

しております。支援内容は以下のとおりです。

　約１年かけてホームページ刷新に取り組み、やっと秋に公開できました。どうしたら、もっと読みやすく、そし

て必要な情報が必要な方に届くか、何度も何度も話し合って進めてきましたが、慣れない仕事で煮詰まったり、行

き詰まったりすることもしばしば。ようやくスタートして、少しほっとしました。

　今後は、さらにお役に立てるように運用していきたいと思っています。ご協力くださった皆様へ心より感謝申し

上げます。            （Ｍ.Ｙ）
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