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年頭のごあいさつ

公益社団法人 とっとり被害者支援センター 理事長
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新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては、平素より、当センターの業務全
般に亘って深いご理解及びご支援を賜り、心より感謝申し上げます。
当センターは、設立14年目を迎えました。この間、当センターは、県、警察、市町村、県内の企業・
団体や個人の皆様から広く支えて頂きつつ、犯罪被害により平穏な日常生活を奪われ、窮地に立たさ
れる被害者ご本人やそのご遺族への支援活動に取り組んでまいりました。近年、県内の犯罪全体の認
知件数は減少傾向にありますが、重篤な被害をもたらす重要犯罪の認知件数に至ってはそれほど変動
がなく、犯罪被害者に対する支援の必要性は依然として高いと言えます。
さて、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、昨年春には、県内の岩美町、智頭町、北栄町、八頭町、湯梨浜町
及び若桜町の６町において、犯罪被害者等の支援に関する自治体、住民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯
罪被害者等の支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害からの早期回復と軽減を目的とする犯罪被害者等支援
条例が制定されました。住民サービスを業務とする自治体は、住民の一人である被害者にとって頼ることができる最も
身近な組織です。自治体が条例を制定することで、被害者が確実に支援を受けられるようになり、条例で示された一定
水準の施策が守られることで、支援の質が保証されることにつながります。条例には、犯罪被害者等給付金に比べて迅
速に支給を受けられる見舞金制度（遺族見舞金30万円、傷害見舞金10万円）が設けられるとともに、日常生活の支援
や居住の安定等も盛り込まれました。このことは、犯罪被害者の支援に関わる者として大変嬉しい出来事であり、条例
制定にご尽力された関係者の皆様には、心から敬意を表するとともに、深く感謝申し上げる次第です。本年は、犯罪被
害者等が県内のどこに居住していても等しく支援を受けられるよう、県内の全ての市町村において、できる限り早期に
条例が制定されることを切に願っております。当センターとしましても、条例制定を機に、自治体との連携をこれまで
以上に綿密なものとし、実のある支援につなげていく所存です。
また、昨年は、鳥取県の補助金を受けて、「涙のち 晴れ」プロジェクトに着手し、被害者支援をテーマにしたオリ
ジナル楽曲を公募し、優秀作品に選ばれた楽曲とサンドアートの映像とを組み合わせたＰＲ動画を完成することができ
ました。この動画は、当センターのホームページのトップページからご覧になれます。より多くの皆様に当センターを
認知していただけるよう、本年も引き続き積極的に活用してまいります。
最後になりましたが、皆様方におかれまして、本年がご多幸な良き年になりますように祈念申し上げて、年頭のご挨
拶とさせて頂きます。
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年頭のごあいさつ

鳥取県警察本部長

年頭のごあいさつ

鳥取県生活環境部長
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明けましておめでとうございます。
とっとり被害者支援センター、そして関係者の皆様におかれましては、つつがなく新しい年をお迎
えのこととお慶び申し上げます。
また、平素から犯罪被害に遭われた方々やそのご遺族等からの相談対応、司法・行政及び医療機関へ
の付添い支援、被害者等に寄り添った支援活動などにご尽力されていることに対し、改めて心から敬
意を表しますとともに、深く感謝を申し上げます。
さて、県内の治安情勢につきましては、刑法犯の認知件数、交通事故件数ともに減少傾向にありますが、被害者やその
ご家族、ご遺族が支援を必要とする事件や事故は後を絶ちません。また、全国に目を向けますと、幼い子供が犠牲となる
痛ましい事件や悪質な交通事故等が次々と発生しており、被害者支援の必要性は、一層高まっている状況にあります。
警察本部長として、犯罪被害者ご遺族の方々にお目にかかってお話を伺う機会をいただき、改めて、犯罪被害がその後
の生活に及ぼす影響の大きさと、中長期にわたる途切れのない支援の必要性を実感しているところでございます。その
ような中、県警察では、鳥取県警察犯罪被害者支援基本計画に基づき、各種制度や相談窓口の説明の充実、カウンセリン
グ費用等の公費支出制度の拡充、犯罪被害給付制度の適切な運用等、被害者等の立場に立った支援活動を推進しており
ます。
さらに、犯罪被害者週間等あらゆる機会を捉え、とっとり被害者支援センターと協力し、同センターの認知度の向上
及び被害者支援についての県民の理解を深めるための各種広報啓発活動を、今まで以上に推進してまいります。
被害者の方々が必要とする支援は、捜査や公判での付添い支援、日々の生活を行うための福祉や経済的支援、精神面
での医療支援に関することなど多岐にわたっています。また、それぞれの被害者の皆様が置かれている状況も異なるこ
とから、それぞれのニーズに沿った支援を行っていくことが肝要です。そのためには、県警察はもとより、とっとり被害
者支援センター、国、自治体、関係機関や団体等との連携と県民の皆様のご理解、ご協力の下、社会が一体となって支援
の輪を広げていかなければなりません。
県警察といたしましても、今年の運営指針を「県民の期待にこたえる警察 安全で安心な鳥取県をめざして」と定め
るとともに、重点的に取り組む推進項目として「県民の安全に資する広報と犯罪被害者等に対する支援の推進」を掲げ
ているところであり、警察職員一人ひとりが被害者への共感の心をもち、被害者に寄り添いながら、きめ細かな支援を
途切れることなく推進し、求められる役割を着実に果たしてまいりたいと思っております。
結びに、とっとり被害者支援センターの更なるご活躍により、被害者の方々を思いやり、支えていく気運が社会全体
にわたって更に高揚することを心より祈念し、私の挨拶といたします。
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あけましておめでとうございます。
とっとり被害者支援センター及び関係者の皆様には、日頃から犯罪被害にあわれた方やその御家族
等への支援に御尽力いただいておりますことに、心より感謝申し上げます。
県では令和２年３月に鳥取県犯罪のないまちづくり推進条例を改正し、犯罪被害者等支援団体に対
し県の責務として情報提供や助言等の支援を行うことを明記しました。合わせて、第５期鳥取県犯罪
のないまちづくり推進計画において、新たに「犯罪被害者等支援編」を設け、被害者等への損害回復や
経済的支援等の新たな基本方針を明確にするなど、支援の重点化を図ってまいりました。
令和４年度は、鳥取県犯罪のないまちづくり推進計画の改訂年度ですので、これまでの取組の成果と課題を踏まえさ
らなる支援の充実を検討してまいります。
また、昨年３月には北栄町をはじめとする６町において、山陰地方では初となる犯罪被害者等支援条例及び見舞金支
給制度が創設されました。さらに複数の自治体で同条例や見舞金等の創設を検討されています。犯罪被害にあわれた方
や御家族等に１日も早く平穏な日常を取り戻していただくため、身近な地域、そして社会全体にわたって、被害者等を支
えていく機運が高まっていくことを期待しています。
コロナ禍において、ＤＶや性的虐待をはじめとする性犯罪・性暴力に関する相談が全国的に多く寄せられています。本
県においてもコロナ禍前に比べ、相談件数が大幅に増加しています。そのような状況下において、性暴力被害者支援セン
ターとっとり（愛称：クローバーとっとり）では、必要な時にいつでも相談できる体制を整えるため、昨年５月より中部相
談室を開設されるとともに、10月より国コールセンターも活用して24時間365日の相談受付を開始されています。県と
しても確実な支援に繋げるようクローバーとっとりと協働しつつ、相談窓口のさらなる周知や支援等に努めてまいりた
いと考えています。
今後も、
とっとり被害者支援センターをはじめとした関係機関との連携を一層強化し、被害にあわれた方やその御家族・
御遺族が必要な支援を受けることのできる環境整備や支援の充実を推進してまいりたいと考えていますので、引き続き
皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
結びに、県民の被害者等支援に対する理解が一層深まり、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の構築を願い、
年頭の御挨拶といたします。
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進む

「涙のち 晴れ」

プロジェクト

センターの認知度を向上させることにより、被害者やそのご家族・ご遺族に支援の手が届けられるように
するため、鳥取県協働提案・連携推進事業補助金を活用し、「涙のち

晴れ」プロジェクトに取り組んで来

たところです。ようやく昨年11月、作品が完成いたしました。
プロジェクトでは、オリジナル映像とオリジナル楽曲を制作し、テレビＣＭでの放映、YouTube やＳＮ
Ｓなどを活用して発信しています。また、ポスター、チラシ、啓発用グッズを製作し、センターや県、県警
察などが行うイベントや広報活動で効果的な活用を行っています。
このプロジェクトの企画・作品制作には、鳥取市在住のジャズピアニスト菊池ひみこさんにアドバイザー
をお願いしました。

プロジェクトの
テーマについて

プロジェクトは、「涙のち

晴れ ～ いっしょに虹を架けよう ～ 」をテーマにして

いますが、これは、センターが2008年（平成20年）に任意団体として発足した当初
から、犯罪被害者自助グループ「なごみの会」の会員（当時）の考案によりセンター
のスローガンとしているものです。

映像には、鳥取砂丘を連想させるサンドアート（砂絵）を

砂絵に
ついて

採用することとし、その制作をサンドパフォーマー田村祐子
さん（愛媛県松山市在住）に依頼しました。田村祐子さんは、
国内外のイベントでサンドアートのパフォーマンスを披露さ
れているほか、歌手の水樹奈々さんなどとのコラボ作品を発
表されています。
ＮＨＫ鳥取放送局のニュース番組「いろ★ドリ」にも作品
を提供されており、これをきっかけにプロジェクトでの制作
をお願いしました。

田村祐子さん

楽曲は、上記のテーマに、被害者等の苦しみとその理解・支援が被害者等の平穏、

楽曲に
ついて

希望につながることを感じさせる作品を期待
し全国に公募しましたところ、オリジナル作
品として23曲もの応募をいただきました。
ありがとうございました。
審査の結果、作詞・高田拓人、作曲・高田
拓人・谷口宗輔、歌・みわりん（いずれも鳥
取県内在住）の「涙のち晴れ」が選ばれ、令
和３年10月27日 ( 水 )に表彰式を行いました。

3

© 公益社団法人とっとり被害者支援センター

⒈

応募作品
応募総数

⑵

年代別応募者

⑶

地域別応募者＜12都道県＞

応募状況

⑴

23曲（応募者数22名）
20代1名、30代５名、40代４名、50代５名、60代６名、70代1名
北海道１名、山形県１名、埼玉県１名（２曲）、千葉

県１名、東京都２名、石川県１名、奈良県１名、鳥取県７名、島根県１名、広島県１
名、山口県１名、福岡県４名
⒉

審査員
佐野泰弘（審査員長・当センター理事長）、菊池ひみこ（音楽家・当プロジェクトアド
バイザー）、石崎文緒（音楽家・犯罪被害者自助グループ「なごみの会」推薦）、樽野直樹

（鳥取県警察音楽隊楽長）、田村祐子（当プロジェクトサンドパフォーマー）の各氏
⒊

審査経過
審査要領に基づき予備審査として応募作品（応募者の住所等は伏せて）の中から各
審査員が３曲ずつ選曲（一部重複）し、選ばれた10曲により本審査を行いました。審
査の過程で４曲に絞り込み、最終的に作詞・高田拓人、作曲・高田拓人・谷口宗輔、歌・
みわりん（いずれも鳥取県内在住）の「涙のち晴れ」が優秀作品に選ばれました。
本審査の過程で絞り込まれた４曲は、
いずれも完成度の高いものでした。その中で選

審査評

（佐野泰弘
審査員長）

ばれた優秀作品は、単に歌唱・演奏も含めた楽曲自体の完成度が高いだけではなく、被
害者等の苦しみとそれを理解し、支援者等の存在や行動が被害者等の平穏な暮らし、明
日への希望につながることを感じさせるという募集する作品のテーマに忠実な歌詞で
ある点と、サンドアート映像ともよく調和する点において、傑出していました。このよ
うな作品に出会うことができ、大変うれしく思いました。このたびは、全国から多数の
力作のご応募をいただき、
ありがとうございました。
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作品の活用
とそのほか
の広報活動

映像 と 楽曲 は、３ 分動画 と し て 編集 し、ホ ー ム ペ ー ジ（www.t-higaisha.jp）や
YouTube などに掲載したほか、
30秒ＣＭ作品に再編集し、令和３年11月に鳥取県をエ
リアとする民放３局で計18回放送しました。
〈TVCM のカットシーン〉

❶

❷

❸

❹

また、作品は、センターでの活用のほかに県補助金の交付
目的に沿って県、市町村、県警察などが主催するイベント等
で活用しています。
さらに、映像のワンカットをセンターのＰＲポスター・チ
ラシ、ノベルティーグッズ（ウェットティッシュ）のデザイ
ンに使用し、公共施設、イベントなどで活用しています。

鳥取警察署主催イベントでの作者本人による生演奏
（左から、谷口宗輔、みわりん、高田拓人の各氏）

ウェットティッシュ

ボランティア支援員募集（２月〜３月）
プロジェクトとは別に、センターの被害者支援活動員の募集にも
ポスター・チラシ

この動画を活用したテレビＣＭを放映します。
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11.25 ▶ 12.1

犯罪被害者週間に併せた取組み
鳥取警察署主催「被害者支援チャリティーバザー in イオンモール鳥取北」
にとっとり被害者支援センターも協力
11月27日（土）午前11時～午後4時までの間、イオン
モール鳥取北セントラルコートにおいて、鳥取警察署
主催の警察音楽隊による演奏、犯罪被害者自助グルー
プ「なごみの会」によるパネル展、チャリティーバザー
を構成として「被害者支援チャリティーバザー in イオ
ンモール鳥取北」が行われました。感染防止対策をとり
つつ多くの方が集まり大盛況でした。
警察音楽隊の演奏では、警察音楽隊員の腹話術によ
る被害者支援に関する広報のほか、犯罪被害者支援ソ
ング
「涙のち晴れ」
の作者本人による演奏がありました。
犯罪被害者自助グループ「なごみの会」によるパネル展示では、多くのお客様が足を止めて見入っておられ
ました。チャリティーバザーも多くの方にご利用いただきました。
センターとしても、事務局職員はもとより役員やボランティアの方に参加していただき、
リーフレットやティッ
シュなどを配るなど協働して広報をしました。

街頭広報活動
犯罪被害者週間の一環活動として鳥取県警察職員、鳥取県職員、センター役員、ボランティアの方にご協力
していただき、鳥取県内の駅やショッピングセンターで、チラシやティッシュ等を配り、犯罪被害者支援への
協力を呼びかけました。
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●11月10日

JR 鳥取駅北口（鳥取市）

●11月16日

パープルタウン店等（倉吉市）

●11月17日

JR 鳥取駅北口、南口（鳥取市）

●11月19日

イオンモール日吉津店（西伯郡）

TOPICS

「命の大切さを学ぶ教室」の開催
犯罪被害に遭われた方のご遺族など
の講演を通じて、中学・高校の生徒に
対し命の大切さや家族への感謝の気持
ちなどを学ぶ機会として「命の大切さ
を学ぶ教室」を開催しています。
人権教育の一環として定期的に開催する学校も広がってきていますが、本年度は新型コロナウイルスの影
響があり、リモート講演を取り入れ県下の中学校で２回、高等学校で３回開催しました。実施校と講師は次
のとおりです。
年

月

日

実

施

校

講

師

令和３年５月17日

三朝町立三朝中学校（リモート講演）

市

原

千代子 様

令和３年11月12日

ク ラ ー ク 記 念 国 際 高 等 学 校

市

原

千代子 様

令和３年７月13日

令和３年12月８日

令和４年２月３日

境港市立第一中学校（リモート講演）

市

鳥 取 県 立 八 頭 高 等 学 校

三

鳥取県立倉吉西高等学校（リモート講演） 三

原

浦

浦

千代子 様

由美子 様

由美子 様

令和４年度の支援活動員（被害者支援ボランティア）の募集と本年度の採用状況について
昨年度、採用時養成講座を延期し、本年度、改めて募集した結果、
４名の応募があり、
２名の方を採用しました。
令和４年度に向けて支援活動員を募集（２月〜３月）しています。被害者等への支援に関心のある方は、HP を
ご覧いただくか事務局までお問い合わせください。
◆ TEL 0857-20-0330 10：00～16：00の間 ◆ mail t-higaisha@voice.ocn.ne.jp

活動資金のための取り組み紹介

犯罪被害者支援商品（寄付型商品）の取組み
この取組みは、事業者が犯罪被害者支援商品として指定
した商品の売上金の一部をとっとり被害者支援センターに
寄付していただくというもので、令和３年から始めています。
対象となる商品はシールなどで表示することにしています
ので、店舗へお立ち寄りの際には、どうぞご購入・ご協力を
お願いいたします。

鳥取県共同
募金会による

第2号

第1号

有限会社 亀井堂

サンドイッチを
直売店限定で販売

つかいみちを選べる募金の取組み

有限会社 SUNABA COMPANY

“新”鳥取駅前店、アートプレイスすなば珈琲の
２店舗において、同店が扱うタブレットメニュー
にスペシャルブレンドなど4商品を表示して販売

運動期間／令和４年1月～3月末

当センターの活動は、主に会費や寄付金で運用されており、平成26年度から鳥取県共同募金会による「つかいみ
ちを選べる募金」に参加させていただいています。本年も、運動期間が令和４年１月から３月末日までの間、実施さ
れますので、是非ご協力をお願いいたします。
いただいた募金は、犯罪被害者等支援事業のうち鳥取県被害者支援フォーラムの開催や命の大切さを学ぶ教室な
どの広報啓発活動に使わせていただいております。チラシに添付された専用払込取扱票により振り込んでいただくよ
うになっていますので、ご協力よろしくお願いいたします。用紙が必要な方は事務局にご連絡ください。

本でひろがる支援の輪
「ホンデリング」

キャンペーンの参加

イオン鳥取北店

毎月11日にお店に各ボランティア団体の名前と活動内容
が書かれた投函箱が設置され、応援したい団体の箱に黄色い
レシートを入れると
「レシートの金額の1％」
をその団体に寄
付できるというキャンペーンです。
センターも投函箱を設置し
ていただいております。是非ご協力をお願いします。

全国犯罪被害者支援ネットワークのプロジェク
トの一つで、皆様から不要になった本を寄贈してい
ただくとその売却代金が犯罪被害者支援活動費に
役立てられるというものです。

詳細はこちらへ→https://www.hondering.jp/
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。
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ご支援・ご協力に心から感謝いたします
●県下の警察署から犯罪被害者支援チャリティーバザーに
よる収益金等を寄付していただきました。ありがとうご
ざいました。

オリジナルポロシャツ

▪鳥取警察署様からは、オリジナルポロシャツの販売
時に併せて協力いただいた寄付金と、11月27日のイ
オン鳥取北店でのチャリティーバザーによる収益金
と募金箱の寄付金をいただきました。

オリジナルマスク

▪郡家警察署様からは、オリジナル
マスクの販売時に併せて協力いた
だいた寄付金をいただきました。

●ホンデリングの活動で、たくさんの古本を集めていただき、団体や個人様から寄付金をいただ
いております。ありがとうございました。
●スーパーやクリーニング店、道の駅等設置にご協力をいただいている約190か所の募金箱の
募金回収にうかがいました。たくさんの募金がありました。ありがとうございました。

賛助会員、寄付にご協力をお願いします
■賛助会員

年会費の振込により登録させていただきます。

◉個人 １口 ２,０００円 ◉法人・団体 １口 １０,０００円
※複数口での加入も可

■寄

付

金額は問いません。

■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。
（事務局TEL：0857-20-0330）

一人でも多くの皆様の
あたたかいご支援・ご協力をお願いします。
とっとり被害者支援センターは税額控除
対象法人として認定されており、寄付金は支
払った年額の所得控除として「寄付金控除」
の適用を受けるか、又は「税額控除」の適用を
受けるか、いずれか有利な方を選択すること
ができます。いずれの控除も確定申告の手続
きが必要です。

犯罪被害等についてのご相談は
相談専用電話〈無料〉

TEL

0120 - 43 -0874

■ 月～金 10：00～16：00〈年末年始除く〉

全国共通ナビダイヤル〈有料〉TEL.

編集後記

秘密厳守
クローバー

性暴力被害専用電話〈無料〉 とっとり

0120- 946-328

■ 全国共通短縮ダイヤル ＃ 8891（はやくワンストップ ）

TEL

■ 24時間相談受付

毎日 7：30～22：00
0570 - 783 - 554 ■（12/29～
１/3までを除く）

年当初からコロナウイルス変異株の感染が急激に拡大する状況となりましたが、本年も感染防止対策
に万全を期しつつ、被害者等に寄り添ったキメ細かな支援活動のほかTVCMやYouTubeなどを活用し
た広報啓発活動などを積極的に推進していきたいと思っています。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
共同募金助成事業
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