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平成31年１月１日　第29号

　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。

　最近、朝いつもより30分早く自宅を出て職場に向かうことがあります。

　同じ曜日、同じ通勤経路でも、行き交う人の様子は年齢、性別など異なり、人間観察にはもってこいです。たま

にはスマホから顔を上げて周囲の気配を感じてみようと思います。

　今号は、犯罪被害者週間キャンペーンが中心となりましたが、他機関、団体関係者のご協力を強く感じました。

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（Ｍ.Ｙ）
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　ご協力くださいました各地域の警察署

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。
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　～ 毎年11月25日～12月１日は犯罪被害者週間 ～

神奈川被害者支援センター

理事長　村尾　泰弘

神奈川被害者支援センター

理事長　村尾　泰弘

　榊原高尋前理事長に代わり、昨年12月１日より理事長に就任いたしました村尾泰弘でございます。

　私はこの神奈川被害者支援センターが発足した平成13年当初より、本センターの事業にかかわっ

てまいりました。初期は電話相談業務にも従事しましたし、私は臨床心理士でもありますので、犯罪

被害者の方々のカウンセリングには今日まで携わってきております。

　現在、本センターは、関係機関と連携し、電話相談、面接相談、カウンセリング、被害にあわれた

方への法廷等への付き添い支援など、多様な支援活動を行っており、少しずつ支援活動の範囲を広げ、

支援内容も充実するよう検討を重ね、多様な犯罪被害に対応できるように日夜努力してまいりまし

た。神奈川県や神奈川県警察等、様々な関係機関と連携し、また、ご支援をいただき、今日に至って

おります。よちよち歩きを始めた発足当初のことを思えば、隔世の感を禁じえません。

　さて、私事で恐縮ですが、私自身も臨床心理士として今日まで被害にあわれた方へのカウンセリン

グに従事し、様々な苦しみをお聞きしてまいりました。恥ずかしながら、当初、まさに無知であった

私は、多くの方が日常では思いも及ばないような多様な苦しみを抱えておられることを知り、驚愕と

悲しみ、そして、身につまされる思いをしたことを今、改めて振り返っております。

　例えば、強盗の被害にあわれた方は、心の傷を抱え、外出することができなくなりました。傷害の

被害にあわれた方はPTSD（被害後の心の後遺症）の複雑な症状に苦しんでおられました。心の傷の

ために働くことができなくなり、職を失った方もいらっしゃいました。このように被害にあわれた

方々は日常生活もままならないような苦しい状況に追い込まれてしまいます。つまり、被害は、我々

の常識を遥かに超えたものへと展開していくと実感しております。

　私たち神奈川被害者支援センターは、これからも犯罪被害に苦しんでおられる方々に寄り添えるよ

う誠心誠意努力してまいります。どうか、多くの皆様に被害者のおかれた苦しい立場をご理解いただき、

私たちとともに支援の輪を広げていただければ、ありがたく存じます。

どうぞこれからも神奈川被害者支援センターにご支援、ご厚誼を賜りますようにお願い申し上げ、ご

挨拶に代えさせていただきます。

新理事長挨拶新理事長挨拶
県内

5ヶ所
で実施

　平成30年７月27日、当センターのボランティア相談員

（秋山和代、瀬戸千賀子、榛村榮二）の３名に対し、電

話相談業務や直接支援活動に携わるなど、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お

よび当センター理事長より連名表彰が贈られました。

連名表彰

　旭区役所の駐車場、旭交通安全協会のブースの一画をお借りして

キャンペーン実施。家族連れがたくさん来ていて、食べ物ブース、体験

ブース、復興支援で福島のブース、どこも大変賑わっていました。雨

だった昨年でも２万人の来場者だったというから、お天気に恵まれた

今年はそれを大きく上回った

のは確実でしょう。旭警察署

の白バイは子供たちの長い行

列。私たちのバルーンアート

だって大人気！同じく行列が

出来るほど。センターのリーフレットなどが入った啓発グッズも一緒に渡し、

犯罪被害者支援活動への理解をお願いしました。

10月21日 旭ふれあい区民まつり

　JR川崎駅に直結するラゾーナ川崎プラザ。ここでの主役は今年も

「こまどり幼稚園」年長組166人による鼓笛隊。おそろいのユニ

フォーム姿が凛々しくもかわいらしい。開始30分以上も前から100人

を超す父母たちがスマホ片手に陣取っていました。

　キャンペーン冒頭、司会の女性警察官が「県、県警、被害者支援セ

ンター」３者で協働している「かながわ犯罪被害者サポートステー

ション」を紹介。当センター

の長島豪所長が「犯罪被害者

への支援と協力をお願いします」

と訴えました。

　「エイ、エイ、オー！」小さな指揮官３人の合図で鼓笛隊の演奏と演舞が繰

り広げられる中、集まってくる方たちへ被害者支援への理解を呼び掛け、パン

フレットを渡しました。

11月15日 ラゾーナ川崎プラザ広場

　相模原南署やネットワーク会等の皆さまと実施

しました。「どこの政党？」「犯罪被害者支援って？」

など質問されたり、活動内容を説明してもグッズ

（資料）をうけとってもらえなかったり…。

 でも一方で「ＮＰＯ？ボランティアさんが活動

しているの？大変なお仕事ね。頑張ってください

ね。」と声をかけてくださった方もいました。途

中から小雨も降り出し寒くなりましたが、無事終

了しました。

11月19日 相模大野駅前ペデストリアンデッキ
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　毎年恒例のそごう前。準備している時

から「どういうことしてるの？チラシも

らえる？」などと聞かれました。県警の

音楽隊を楽しみにしている方も多いよう

で早くから待ってくださっていました。

募金のお願いにも多くの方が応じてくだ

さいました。被害者支援のリーフレット

とチューリップの球根を配り、次のよう

な呼びかけをして理解・協力を求めました。

　「私たちは、いつ、どこで、どのよう

な形で犯罪や災害の被害にあうか分かり

ません。犯罪や災害の被害にあうこと

は、決して他人事ではありません。みな

さん、もし自分自身が犯罪の被害や事故

にあったら…と想像してみてください。

事件や事故などで被害にあわれた方々の

早期回復には、地域や社会全体の助けが

必要であることをご理解いただきたいと

思います。」

11月26日 横浜そごう前新都市プラザ

　上着がいらないくらい暖かい日。北久里浜

駅前でのキャンペーン。浦賀被害者支援ネッ

トワークの増田茂会長からは「被害者の方に

はもっと手厚い支援が必要です。みなさん、

ぜひご協力願います」とご挨拶をいただきま

した。地域の皆さんの熱心さが伝わってきま

した。会社員、主婦、学生など、駅前を通る

多くの方が啓発グッズを受け取ってください

ました。

11月27日 京急北久里浜駅前

　私は、神奈川被害者支援センターの直接支援員として、強盗致傷事件の支援に係わりました。

　被害者の青年が深夜帰宅途中に２人組の犯人に自転車ごと転倒させられ「金を出せ」などと脅された。

顔面等を殴打され全治６週間の傷を負った強盗致傷事件でした。２人組は他県でも同様の事件を繰り返し

ており、これが８件目でした。

　裁判は横浜地方裁判所で裁判員裁判として行われました。犯人Ａの裁判は４回、主犯格の犯人Ｂの裁判

は７回行われました。Ｂは控訴したため東京高等裁判所の控訴審が２回行われ、Ａ・Ｂ合わせて13回の

裁判となり、裁判が始まってからそれぞれの刑が確定するまで７か月を要しました。Ａは懲役７年、Ｂは

懲役16年の実刑判決でした。Ｂは再犯で出所後間もない犯行でした。

　被害者は被害者参加をし、審理の過程で証人尋問・意見陳述・在廷傍聴などに対応し、事件に正面から

取り組まれました。法廷では遮蔽も無しに犯人と向き合ったのですから尋常ではない心の葛藤があったこ

とと推測しています。

　ご本人と代理人弁護士のご了解をいただきましたので、裁判で述べられた意見陳述の一部をご紹介します。

事件にあった時の恐怖感、犯人に対する心情等が述べられています。被害者の気持ちを理解する一助にな

ればと思います。

　『アルバイトの帰り道に強盗の被害に遭いました。お金の要求を拒んで、警察を呼ぶぞと言うといきな

り被告人らは私の顔を殴ってきました。その後もしばらくの間、被告人らは全く力を緩めることなく私を

殴り続けました。余りの暴行の激しさから、殴られている最中は、動けなくなるまで殴られ続けるのでは

ないかという強い恐怖を感じました。殴られていた時間はほんの数分だと思いますが、このままでは殺さ

れてしまうのではないかという恐怖を感じ、私には非常に長く感じられました。

　（中略）事件後は、大事をとってアルバイトを１ヶ月休むなど、暫くは外出することも控えました。当時、

大学を卒業する直前であり比較的時間に余裕があったため、翌月に友人とのスキー旅行を２回計画してい

ましたが、それも中止せざるを得ず、卒業旅行に行くことは出来ませんでした。

　（中略）事件に遭ってからは、被害現場のトンネルは全く通っていません。自転車で通行し易い道で、

アルバイト先への近道でもあったためよく通っていたのですが、事件後は遠回りになったとしても人通り

の多い道を選ぶようになりました。また、事件で強い恐怖を感じたため、今でも人通りの少ない場所で人

とすれ違う時は身構えてしまいます。

　被告人らが捕まるまでの間は、また襲われるのではないかという不安があり、大きなストレスを感じて

いました。（中略）突然に、理不尽な被害をもたらした被告人のことは絶対に赦すことはできません。また、

10年も服役したにもかかわらず出所後すぐに同じような事件を起こすような人が再び社会に戻ってくる

と考えると、安心して暮らすこともできません。これ以上被害者を出さないためにも、被告人のような人

間は二度と社会に戻してはいけないと思います。被告人には、刑務所から出てこないでほしいです。』

　打合わせのときに代理人弁護士から被害者に事件の経緯・犯人に対する心情などの質問がありましたが、

暫く目を閉じて嗚咽するのをこらえきれない様子でした。検察の事情聴取や裁判の証人尋問では冷静で気

丈に対応されていましたが、被害者にとって被害はいつまでも続くことが強く印象付けられた瞬間でした。

　彼は現在、大手メーカーで技術者として勤務しています。彼が社会人として活躍されること、また彼の

記憶から事件のことが少しでも薄れることを願っています。

被害者の心をおもう
直接支援員　T.M
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　裁判は横浜地方裁判所で裁判員裁判として行われました。犯人Ａの裁判は４回、主犯格の犯人Ｂの裁判

は７回行われました。Ｂは控訴したため東京高等裁判所の控訴審が２回行われ、Ａ・Ｂ合わせて13回の

裁判となり、裁判が始まってからそれぞれの刑が確定するまで７か月を要しました。Ａは懲役７年、Ｂは

懲役16年の実刑判決でした。Ｂは再犯で出所後間もない犯行でした。

　被害者は被害者参加をし、審理の過程で証人尋問・意見陳述・在廷傍聴などに対応し、事件に正面から

取り組まれました。法廷では遮蔽も無しに犯人と向き合ったのですから尋常ではない心の葛藤があったこ
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殴り続けました。余りの暴行の激しさから、殴られている最中は、動けなくなるまで殴られ続けるのでは

ないかという強い恐怖を感じました。殴られていた時間はほんの数分だと思いますが、このままでは殺さ

れてしまうのではないかという恐怖を感じ、私には非常に長く感じられました。

　（中略）事件後は、大事をとってアルバイトを１ヶ月休むなど、暫くは外出することも控えました。当時、

大学を卒業する直前であり比較的時間に余裕があったため、翌月に友人とのスキー旅行を２回計画してい

ましたが、それも中止せざるを得ず、卒業旅行に行くことは出来ませんでした。

　（中略）事件に遭ってからは、被害現場のトンネルは全く通っていません。自転車で通行し易い道で、

アルバイト先への近道でもあったためよく通っていたのですが、事件後は遠回りになったとしても人通り

の多い道を選ぶようになりました。また、事件で強い恐怖を感じたため、今でも人通りの少ない場所で人

とすれ違う時は身構えてしまいます。

　被告人らが捕まるまでの間は、また襲われるのではないかという不安があり、大きなストレスを感じて

いました。（中略）突然に、理不尽な被害をもたらした被告人のことは絶対に赦すことはできません。また、

10年も服役したにもかかわらず出所後すぐに同じような事件を起こすような人が再び社会に戻ってくる

と考えると、安心して暮らすこともできません。これ以上被害者を出さないためにも、被告人のような人

間は二度と社会に戻してはいけないと思います。被告人には、刑務所から出てこないでほしいです。』

　打合わせのときに代理人弁護士から被害者に事件の経緯・犯人に対する心情などの質問がありましたが、

暫く目を閉じて嗚咽するのをこらえきれない様子でした。検察の事情聴取や裁判の証人尋問では冷静で気

丈に対応されていましたが、被害者にとって被害はいつまでも続くことが強く印象付けられた瞬間でした。

　彼は現在、大手メーカーで技術者として勤務しています。彼が社会人として活躍されること、また彼の

記憶から事件のことが少しでも薄れることを願っています。

被害者の心をおもう
直接支援員　T.M
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当センターの相談員は下記のような研修を受講し能力の向上に努めています。

全国被害者支援ネットワーク主管研修会等

　H30.６.23 ～ 24 　関東甲信越ブロック質の向上研修上半期研修会　…… １ 名参加

　H30.10.12　　　　全国被害者支援フォーラム 2018 　…………………… 14 名参加

　H30.10.13 ～ 14　 秋期全国研修会　………………………………………… 11 名参加

　H30.11.１ ～ ２　 自助グループ運営・連絡会議　………………………… １ 名参加

　H30.11.12 ～ 16　 直接的支援実地研修　…………………………………… １ 名参加

　H30.12.17 ～ 19　 課題研修（上級）　………………………………………… １ 名参加

犯罪被害者支援ボランティア養成講座実施

　平成30年度　初中級　 ７.６ ～９.21　 　   全10回　50時間

　　　　　　　 上　級　10.19～H31.１.11　全10回　50時間

　 ● 犯罪被害者の心情を理解し、ボランティアとして支援活動に

　　参加するために必要な知識・能力・技術の修得をめざす講座です。

　　「かながわコミュニティカレッジ（神奈川県）」で毎年実施（予定）しています。

相談員定例研修会（神奈川被害者支援センター内部研修）

関係機関等より講師を招いて毎月実施

研修内容　例：被害者の心理と電話相談の進め方

　　　　　　　ネットを悪用した犯罪の実態と対策

　　　　　　　電話相談のスキルアップ、グループワーク

　　　　　　　被害者の声を聴く

　　　　　　　事例検討

　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、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。

４月21日　秦野警察署

９月24日　横浜水上警察署

10月21日　加賀町警察署

10月21日　宮前警察署

10月21日　津久井警察署

11月 ８ 日　葉山警察署

11月27日　横浜水上警察署

11月27日　厚木警察署

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。

　◇講　演　「事件から17年　被害者遺族の想い」

　　　大阪教育大学付属池田小児童殺傷事件  遺族　本郷　由美子　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」

　◇神奈川県警察音楽隊による演奏会

≪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
平成30年11月９日（金）　於：鶴見公会堂

「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～」

９/29  川崎警察署

　10/21  瀬谷フェスティバル（瀬谷警察署）

11/４  厚木警察署（神奈川工科大学学園祭）

10/11  加賀町警察署

プログラム

「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～」

相談員研修会・ボランティア養成講座

11/3  市民の日　他
（神奈川県宅地建物取引業協会

湘南中支部秦野地区会）

　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

以下の警察署にもご協力いただきました。
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寄付感謝報告

理事長　村 尾　泰 弘

※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

神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部

（秦野地区会）

工藤建設株式会社

全国共済農業協同組合連合会神奈川県本部

鶴見地区警察官友の会

秦野名水ロータリークラブ

明和工業（株）

横須賀・三浦遊技場組合

■団体賛助

（株）ＡＯＫＩホールディングス

青葉安全運転管理者会

青葉区暴力団追放推進協議会

青葉遊技場組合

（一財）麻生交通安全協会

麻生防犯協会

アンリツ(株）

泉青少年交通安全連絡協議会

岩本開発（株）

（有）皆藤工業

加賀町交通安全協会

神奈川区防犯協会

神奈川県行政書士会 平塚支部

（一社）神奈川県警親会 茅ヶ崎支部

（一社）神奈川県臨床心理士会

神奈川中央交通(株) 

（一社）かながわ土地建物保全協会

金沢安全運転管理者会

川崎葵ライオンズクラブ

川崎幸病院

川崎タクシー（株）

工藤建設株式会社

（株）グローバル横浜警備保障

（株）京急自動車学校

京急中央交通（株）

港北防犯指導員会

相模原安全運転管理者会

坂本祭典

（株）三協

昭和薬品工業（株）

住友重機械工業（株）横須賀製造所

（株）清光社

大黒ふ頭連絡協議会

（株）髙島屋　横浜店

武田病院

（株）チュウバチ

鶴見区防犯協会

東亜商事（株）

日産自動車（株） 

（株）日新

（株）ネエチア

（株）橋本自動車学校

東日本旅客鉄道（株） 横浜支社

（一財）平塚市交通安全協会

（株）ファンケル

藤沢土木協同組合

（株）藤田電機製作所

富士見斎場（株）

（株）船越葬儀社 大野屋

平和警備（株）

南安全運転管理者会

（一社）南交通安全協会

メルキュールホテル横須賀

（株）ヤナセオートシステムズ

大和・綾瀬暴力団追放推進協議会

（有）山中自動車商会

（株）山室電機

横須賀市立うわまち病院

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

横浜セレモ（株）

横浜ワシントンホテル

神奈川県警察

　警備部公安第二課

　交通部高速道路交通警察隊

　交通部交通捜査課

麻生警察署

伊勢佐木警察署

浦賀警察署

神奈川警察署

川崎臨港警察署

港北警察署

相模原北警察署

戸塚警察署

三崎警察署
南警察署

横須賀警察署

■多額個人寄付

北出　容一

芹澤　　諒

山田美和子

平成30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

伊與久時光

梅原　　勲

大谷美津留

勝島聡一郎

勝亦　春奈

楠本美和子

幸地　良明

五嶋昭二郎

三枝　茂正

鈴木　健之

髙橋　伸子

竹内　正徳

田邉　克彦

深澤　聖子

藤本みち子

堀本久美子

松島　太郎

村尾　泰弘

山下　秀男

鑓溝　裕也

吉田クニ江

匿名希望　３名

■正会員

岩﨑　忠雄

川口　政明

木原信一郎

鈴木　健之

妙摩　光雄

髙橋　伸子

髙橋　　仁

髙橋　義男

髙森　節子

土井川哲也

長野　美夏

宮下真理子

山本　哲治

吉野　栄輔

■団体寄付

足柄歯科医師会

泉区更生保護女性会

（有）市兵衛葬具店

（株）相洋建設工業

地方職員共済組合神奈川県支部

来慶山 忠暘院

（公社）東京電気管理技術者協会　神奈川支部

神奈川県警察

　刑事部刑事総務課

　刑事部科学捜査研究所

　警備部警備課

　警備部オリンピック・パラリンピック対策課

　警備部第一機動隊　

　警備部第二機動隊　

　交通部高速道路交通警察隊

　交通部交通指導課

　生活安全部サイバー犯罪対策課

　生活安全部少年育成課

　生活安全部人身安全対策課

　生活安全部生活安全総務課

　生活安全部生活保安課

　総務部広報県民課

　組織犯罪対策本部国際捜査課

　組織犯罪対策本部薬物銃器対策課

　地域部地域指導課

横浜市警察部

神奈川県警察学校

青葉警察署

厚木警察署

伊勢佐木警察署

伊勢原警察署

浦賀警察署

海老名警察署

大磯警察署

加賀町警察署

金沢警察署

川崎警察署

幸警察署

座間警察署

高津警察署

茅ケ崎警察署

中原警察署

秦野警察署

葉山警察署

平塚警察署

藤沢警察署

保土ヶ谷警察署

緑警察署

大和警察署

横浜水上警察署

■個人賛助

相原　勝子

石橋　慶子

柿沼　玲子

加藤　　聖

北出　容一

久篠　知二

楠本美和子

五嶋昭二郎

三枝　茂正

佐宗　　茂

佐藤　　誠

高橋　民雄

髙橋真奈美

滝田　秀孝

竹内　正徳

竹花　憲一

寺澤　陽公

豊島　迪彦

■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

神奈川県自転車防犯協会

那賀都工業（株）

横浜駅西口振興協議会

中島　愛子

奈良　和彦

新野　　誠

濵井　　正

松坂　秀雄

松永　　裕

武藤智恵子

屋島　俊司

山下　秀男

横須賀・三浦遊技場組合 秦野名水ロータリークラブ 工藤建設（株） 神奈川県宅地建物取引業協
会湘南中支部秦野地区会

原　幹朗

（相模原北被害者支援連絡協議会会長）

ホンデリングにご協力ありがとうございます。

湘陽かしわ台病院（海老名市）

　当センターのホンデリング（不要書籍寄附）活動を知り、
昨年より病院内で取り組んでいただいています。
　病院スタッフに呼び掛け、すでに２回、集まった本を送っ
ていただきました。湘陽かしわ台病院のホームページに社
会・地域貢献活動の一環として掲載されています。

伊勢佐木警察署

　犯罪被害者週間に合わせ、署内
でホンデリグの呼びかけをしてく
ださり、約365冊の本を寄付して
いただきました。
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寄付感謝報告

理事長　村 尾　泰 弘

※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

神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部

（秦野地区会）

工藤建設株式会社

全国共済農業協同組合連合会神奈川県本部

鶴見地区警察官友の会

秦野名水ロータリークラブ

明和工業（株）

横須賀・三浦遊技場組合

■団体賛助

（株）ＡＯＫＩホールディングス

青葉安全運転管理者会

青葉区暴力団追放推進協議会

青葉遊技場組合

（一財）麻生交通安全協会

麻生防犯協会

アンリツ(株）

泉青少年交通安全連絡協議会

岩本開発（株）

（有）皆藤工業

加賀町交通安全協会

神奈川区防犯協会

神奈川県行政書士会 平塚支部

（一社）神奈川県警親会 茅ヶ崎支部

（一社）神奈川県臨床心理士会

神奈川中央交通(株) 

（一社）かながわ土地建物保全協会

金沢安全運転管理者会

川崎葵ライオンズクラブ

川崎幸病院

川崎タクシー（株）

工藤建設株式会社

（株）グローバル横浜警備保障

（株）京急自動車学校

京急中央交通（株）

港北防犯指導員会

相模原安全運転管理者会

坂本祭典

（株）三協

昭和薬品工業（株）

住友重機械工業（株）横須賀製造所

（株）清光社

大黒ふ頭連絡協議会

（株）髙島屋　横浜店

武田病院

（株）チュウバチ

鶴見区防犯協会

東亜商事（株）

日産自動車（株） 

（株）日新

（株）ネエチア

（株）橋本自動車学校

東日本旅客鉄道（株） 横浜支社

（一財）平塚市交通安全協会

（株）ファンケル

藤沢土木協同組合

（株）藤田電機製作所

富士見斎場（株）

（株）船越葬儀社 大野屋

平和警備（株）

南安全運転管理者会

（一社）南交通安全協会

メルキュールホテル横須賀

（株）ヤナセオートシステムズ

大和・綾瀬暴力団追放推進協議会

（有）山中自動車商会

（株）山室電機

横須賀市立うわまち病院

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

横浜セレモ（株）
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神奈川県警察

　警備部公安第二課
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麻生警察署

伊勢佐木警察署

浦賀警察署
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■多額個人寄付

北出　容一

芹澤　　諒

山田美和子

平成30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

伊與久時光
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竹内　正徳
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滝田　秀孝

竹内　正徳

竹花　憲一

寺澤　陽公

豊島　迪彦

■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

神奈川県自転車防犯協会

那賀都工業（株）

横浜駅西口振興協議会

中島　愛子

奈良　和彦

新野　　誠

濵井　　正

松坂　秀雄

松永　　裕

武藤智恵子

屋島　俊司

山下　秀男

横須賀・三浦遊技場組合 秦野名水ロータリークラブ 工藤建設（株） 神奈川県宅地建物取引業協
会湘南中支部秦野地区会

原　幹朗

（相模原北被害者支援連絡協議会会長）

ホンデリングにご協力ありがとうございます。

湘陽かしわ台病院（海老名市）

　当センターのホンデリング（不要書籍寄附）活動を知り、
昨年より病院内で取り組んでいただいています。
　病院スタッフに呼び掛け、すでに２回、集まった本を送っ
ていただきました。湘陽かしわ台病院のホームページに社
会・地域貢献活動の一環として掲載されています。

伊勢佐木警察署

　犯罪被害者週間に合わせ、署内
でホンデリグの呼びかけをしてく
ださり、約365冊の本を寄付して
いただきました。



この広報誌は、NHK歳末たすけあいの配分金により作成しています

平成31年１月１日　第29号

　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。

　最近、朝いつもより30分早く自宅を出て職場に向かうことがあります。

　同じ曜日、同じ通勤経路でも、行き交う人の様子は年齢、性別など異なり、人間観察にはもってこいです。たま

にはスマホから顔を上げて周囲の気配を感じてみようと思います。

　今号は、犯罪被害者週間キャンペーンが中心となりましたが、他機関、団体関係者のご協力を強く感じました。

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（Ｍ.Ｙ）

村　尾　泰　弘
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（性被害専用ダイヤル）


