
犯罪被害者団体ネットワーク
（ハートバンド）

犯罪被害者週間
全国大会２０１８

全国大会のあゆみ

第１回～第４回までは全国ネットと
共催で開催しました。

第４回以降はハートバンドの単独主催
で大会を開催してきました。

今年は第１６回目の大会で、

単独主催では第１２回目です。



２００５年１１月２６日
犯罪被害者等基本法
制定記念全国大会を
開催しました。



北海道から沖縄まで
１9の被害者団体が

参加





ハートバンド参加団体の活動報告

自助グループ「一歩の会」

佐賀犯罪被害・交通犯罪被害者遺族の会



佐賀犯罪被害・交通犯罪被害者遺族の会

自助グループ「一歩の会」





ハートバンド参加団体の活動報告

NPO法人
いのちのミュージアム（東京都日野市）







ハートバンド参加団体の活動報告

飲酒ひき逃げ事犯に厳罰を求める
遺族・関係者全国連絡協議会

（共同代表：北海道・大分）



飲酒ひき逃げ事犯に厳罰を求める
遺族・関係者全国連絡協議会 ①

旭川 中島朱希さん被害事件

2018/8/31
北海道新聞

◆ 2016/5/4 飲酒・118キロの危険運転の犠牲
5/25 地検はハンドル操作の「過失」で起訴

◆ 6/16・28 地検と高検に訴因変更を要請
◆ 7/8 地検は訴因を危険運転致死罪に変更
◆2017/7/6 旭川地裁は懲役１０年（求刑１４年）

〈ここまで昨年報告〉

◆2018/8/30 札幌高裁は飲酒の身体影響を認め
改めて懲役１０年の判決

→最高裁へ



飲酒ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会 ②

小樽 斎藤勝彦さん被害事件

2018/8/31
北海道新聞

◆2016/3/16 青信号で横断中、飲酒運

転の車にひき逃げされ被害死

◆ 9/28 札幌地裁小樽支部は自動車運

転処罰法（発覚免脱罪）と道交法違反（ひ

き逃げ）で、懲役５年の判決

◆ 高裁を経て、2017/6/6 最高裁決定

※ 昨年報告、右の記事も

2018/8/31北海道新聞



ハートバンド参加団体の活動報告

NPO法人
犯罪被害当事者ネットワーク 緒あしす
（愛知）



緒あしすは、殺人事件遺族の呼びかけにより、2000年9月に東海地方では初めての犯罪

被害者自助グループとして発足しました。毎月1回体験や想いを分かち合うグリーフワーク、

自助的活動を主とした定例会を開くとともに、専門家や被害者が関わる機関のゲストをお招

きしての意見交換会や勉強会も開催してきました。2001年よりほぼ毎年、被害者の現状や

支援の必要性を社会に伝える場としての市民集会「いのちかなでる」を企画開催し、2015

年に法人化。「NPO法人 犯罪被害当事者ネットワーク 緒あしす」として、支援拡充のため

に、そして「被害者の視点」に基づく施策が進められていくように活動を続けています。

ｈｔｔｐ//：ｏａｓｉｓ２０００．ｃｏｍ



緒あしす 活動紹介
犯罪被害者支援企画2017 ｢いのちかなでる｣

～犯罪被害者等基本法制定から13年～

明日へつながる被害者支援を考える



ハートバンド参加団体の活動報告

ピアサポート大分 絆の会
（大分）



設 立 2015年10月25 日
会員数 11家族14名(H30・10月現在）
顧 問 臨床心理士１名

弁護士１名

～趣旨～

①犯罪被害者遺族及びそれに相当する当事者が、お互いの話を聞いたり、また場合
によっては自分の胸に秘めた思いを語ることにより、お互いの心理を受容し、また
問題の回復に向けて協同的にサポートをし、相互支援を行う。

②犯罪被害の啓発活動として、各種団体の講演会や、学校教育現場や更生施設現場
で講師を務め、「命の尊さ」や「命の大切さ」を伝えることにより、犯罪の被害者
や加害者を生まない社会を目指す。

③犯罪被害者基本法にのっとり、新たに生まれる被害者遺族が、二次被害の防止、
早期経済的支援など、継続した適切な支援を受けることができるように社会に発信
していく。
（県・市町村における犯罪被害者等基本条例の制定）
④会員の交流会を持つことにより、会員同士の親睦をはかり絆を深める。



［主な活動報告 ］
①大分県と県内18市町村犯罪被害者支援条例制定
の活動
★2014/6 各市町村犯罪被害者支援担当者聞き取り・条
例制定の要望活動開始
★2017/12
2018/3・6・9月 大分県と県内18市町村に条例の制

定・施行（県と県内すべての市町村の条例制定は全国で
6県目）
特徴 ①二次被害の明記（県レベルでは全国初）

②見舞金制度の導入（県が半額負担・全国初）

②条例が施行されることにより
★大分県独自の支援ノート作成中（10月現在・有識者会
議3回）
（新聞記事2018/2/22）
★犯罪被害者支援へ団結（ネットワーク会議の開催）
（新聞記事2018/5/30)
★ピアサポート大分絆の会は、集団暴行・学校事件・交
通犯罪等大分県内の犯罪被害者遺族で構成されています。
定例会は、会員同士が顔を見ながら近況報告をしたり、
条例の問題点あるいは、被害者も加害者も作らないため
に、これから先絆の会として何ができるのかを模索しな
がら、会員皆の癒しの場となっています。



ハートバンド参加団体の活動報告

NPO法人 KENTO （奈良）



ＮＰＯ法人ＫＥＮＴＯは、２０００年５月に交通死した児島健仁(ｹﾝﾄ)の奈良高専クラスメート達・保護者達と真相究明・署名
活動を続ける途上に誕生。
家族を亡くし 一番に思ったこと 「真実を知りたい！」 「二度と誰にもこんな思い して欲しくない！」

真相究明活動で得た自分達の体験を基に、学生達と三年掛け編み出したマニュアル【ＫＥＮＴＯ】は１６年間全国へ無料配布中。
申込先 ｈｔｔｐ：／／ｋｅｎｔｏ．ｈｏｌｙ．ｊｐ／

第二・第三の犠牲者を出さないために最も必要なこと、それは生命(いのち)最優先社会へ着実な意識改革を重ねつづけて行く
こと、そのために作成した【ミニ・生命のメッセージ展の学校開催を！】 全国無料配布中。

犯罪被害者等支援条例がある大和郡山市は、全国初で市と市教育委員会が協力し市内全公立中学、全公立小学校で『ミニ・
生命のメッセージ展』を去年・今年の２年に渡り巡回展示を開催。
子供たちは 「今 生きていること」 「自分にできる 小さなこと」を考え始めています。



ＮＰＯ法人ＫＥＮＴＯ発行・無料冊子２種 2017年大和郡山市５中学校巡回

２０１８年同市１１小学校巡回展



ハートバンド参加団体の活動報告

NPO法人 交通事故後遺障害者家族の会
（東京）



NPO法人交通事故後遺障害者家族の会



NPO法人交通事故後遺障害者家族の会



ハートバンド参加団体の活動報告

交通事故調書の開示と公正な裁きを求める会
（神奈川）



交通事故調書の開示と公正な裁きを求める会

「交通事故調書の開示と公平な裁きを求める会」は、公正な捜査と裁きを保障するために、警察による交通事故調書が事故後速やかに被害者及びその遺族に対して開示されることを共通の願い、
公正な裁きが下されることを目的として集まった交通事犯被害者家族有志の会です。

交通犯罪は、前触れもなく突然に被害者・遺族となり混乱の中にいる中、加害者の一方的な指示説明で事故調書が出来上がり、苦しむ被害者等が後を絶ちません。
肉親の死や自身の被害での混乱のなか、被害者等の知る権利がないがしろにされ、被害者自ら真実を知るための闘いはもう止めなくてはなりません。

物的証拠（ブレーキ痕・加害車両等）が残っている可能性が高い、目撃者の記憶が鮮明な段階での客観的証拠（実況見分調書・現場写真等）の早期開示の実現、これを無くして公平・公正な裁きが行
われることはなく加害者の言いなり、被害者置き去りの現状は変わらないのです。
私たちは加害者天国・死人に口なしによる二次被害を無くし、適正な罪名での処罰や公正な判断に基づいた裁判が行なわれるよう活動を続けます

法改正等を求め国会議員と
意見交換や陳情

イベントや警察署などでの
講演活動



同じ事故で元被告を在宅起訴 地検佐久支部

佐久市の市道で２０１５年３月、近くの中学３年、和田樹生さん＝当時（１５）＝を乗用車ではねて死亡
させたとして、自動車運転処罰法違反（過失致死）の罪で禁錮３年、執行猶予５年の判決が確定した元
被告の男性会社員（４５）＝北佐久郡御代田町＝について、地検佐久支部が１４日までに、同じ事故で

の道交法違反（速度超過）の罪などで在宅起訴していたことが分かった。和田さんの遺族が、現場近く
の防犯カメラ映像の解析結果などを基に長野地検に告訴していた。
遺族は、今回有罪判決が出れば、執行猶予が取り消される可能性があるとしている。

裁判では同じ事件を２度裁くことを禁じた「一事不再理」の原則があるが、信州大経法学部の三枝有
教授（刑事法）によると、自動車運転処罰法違反罪と道交法違反罪は「併合罪」の関係にあり、一般論
として別々に起訴することは可能という。

地裁佐久支部で同日開かれた初公判（勝又来未子裁判官）で、被告は起訴内容の一部を否認。弁護
側は一事不再理の原則を主張しており、公判の争点となりそうだ。

起訴状によると、被告は１５年３月２３日午後１０時７分ごろ、佐久市佐久平駅北の市道で、法定の最
高速度を３６キロ超える時速９６キロで乗用車を運転したとされる。

死亡事故はこの際に起きた。検察側は、１７年８月１０日ごろ、同市前山の駐車場で可視光線透過率が
保安基準に適合しない装飾板を乗用車の窓ガラスに装着するなどして改造した道路運送車両法違反
（不正改造）の罪でも起訴した。ともに遺族の告訴に基づく。

検察側は自動車運転処罰法違反罪の起訴の際、起訴状で法定速度（６０キロ）を超える「７０～８０キ
ロ」で走行していたと指摘しつつ、道交法違反（速度超過）罪では起訴していなかった。

遺族は、１５年９月の執行猶予付き判決を不服として検察側に控訴するよう求め、４万人超の署名を提
出したが、検察側は控訴を見送っていた。

弁護側は、自動車運転処罰法違反罪の公判で速度超過が指摘された上で判決が確定していると主
張。不正改造については、改造とまで言える状況ではないとした。

公正な裁きを求めて

交通事故調書の開示と公正な裁きを求める会

事件概要

自宅前の横断歩道を横断中、飲酒運転、前
方不注視、速度超過、センターラインオー
バーで突っ込んで来た４０代男の運転する車
に撥ねられた。

加害者は、救護よりも飲酒運転発覚を免れる
目的で、近くのコンビニで口臭防止タブレット
を購入し、摂取。

事件発生から３０分が経過した呼気アルコー
ル検査では、酒気帯び運転の基準に満たな
いアルコールが検出される。

自己保身を優先した悪質な加害者に対し、

長野地検は前方不注視による過失運転致死
罪で起訴し、飲酒運転・飲酒発覚免脱・救護
義務違反・速度超過・センターラインオー
バー走行を不問とした。

平成２７年９月７日長野地裁佐久支部は禁

錮３年執行猶予５年の判決を下す。



ハートバンド参加団体の活動報告

一般社団法人
交通事故被害者家族ネットワーク
（東京）





交通事故被害者家族ネットワークでは
●これからの「お金」の問題
●これからの「場所」の問題
●これからの「仕事」の問題
●「心の相談（グリーフケア）」
以上４つの問題を支援しています。
今年からは大阪支部が支援活動を
はじめました。



ハートバンド参加団体の活動報告

自助グループ「ジュピター」（神奈川）



活動報告 自助グループ「ジュピター」（神奈川県）

活動日時：原則として月一回、毎月第２火曜日、午後１時半より・・
（神奈川県民センター、被害者支援センター会議室にて）
他、臨時のイベント（随時設定）

参加資格：交通事故の遺族であること、他、支援センター担当者が参加
活動ルール：次の３項目

（１）話の内容は制限しない（自分の思うどんな話でもよい）
（２）同席した人は 話に一切反論してはならない、途中で話を止めない
（３）会で聞いた話は 一切外部に漏らしてはならない

活動：

・現在、会に所属される方々は１０人前後（毎回全員が出席するわけではないので、各開催日
の参加人数は平均で３～４人程度）

・特記：参加者の中では、鬱に悩む方が多い（支援センターが その恐れのある方を 会に参
加するよう積極的にさそっている事情もある）

鬱に伴って発症する身体症状を緩和するための薬剤使用について、周囲の方の根拠のな
い無責任な言動が、本人を更に苦しめている。これに、鬱を経験した会員の適切なアドバイス
は、本人を救う大きな力となっている。



その他の活動
・専門家によるリラクゼーションについてのお話、などの講習会

・親睦会開催（江ノ島水族館、三渓園）、プリザーブドフラワー教室、

写経に参加、など・・心を落ち着けるイベント

１１月８日、鎌倉長谷寺にて、写経体験 同日、写経体験後、和気あいあいと食事会



ハートバンド参加団体の活動報告

TAV交通死被害者の会



活動目的
・自助努力による被害者支援 （相談支援）
・交通犯罪をとりまく現行制度の改善
・車中心社会からの脱却
・二度と同じ被害者の出ない社会の実現を目指す

主な行事
総会・懇親会：5月（第2日曜日）
事務局運営会：５．７．９．１１．１・３月（第２土曜日）/５月（総会時）
交流会 愛知：４・６・８・１０・１２・２月（第１日曜日）

大阪：７・９・１１月（第２日曜日）
京都：２月 （第２日曜日）
滋賀：４・８・１２月（不定期）
兵庫：６・１０・３月（第２日曜日）

レクレーション、講演活動（随時）
街頭活動：ワールドデイ（１１月第３日曜日）

春・秋の全国交通安全運動期間の日曜日

TAV交通死被害者の会

問題提起
・カーナビでのテレビ視聴禁止
・ドライブレコーダー全車装着義務化

講演活動
・学校 （生徒 教職員 PTA）
・地域社会
・警察学校（交通関係教養）
・企業社員研修
・少年院
・被害者支援員研修
・弁護士会研修
・その他





ハートバンド参加団体の活動報告

被害者支援自助グループ「ピア・神奈川」
（神奈川）



2018年4月法テラス神奈川を訪問

【 活 動 内 容 】
被害者遺族が集まり、悲嘆の共有、分かち合いなどを行います。
心のケアーの電話相談、面接相談、直接支援、情報伝達、情報交換
などの支援活動を行います。

被害者支援自助グループ「ピア・神奈川」



被害者支援自助グループ「ピア・神奈川」

後列：市民相談課職員
前列：「ピア・神奈川」相談員
中央は創設者 渡辺治重（４月より顧問として復帰）

茅ヶ崎市では、平成21年７月６日に「ピア・神奈川」と協定を締結、同年８月
から協力のもと、犯罪被害者支援相談を行っています。

２０１８年４月



ハートバンド参加団体の活動報告

北海道交通事故被害者の会
（北海道）



１ 相互支援と要望活動
・ 裁判傍聴支援や相談・・・10数件/年
・ 世話人会・・・1回/月 ・ 総会・交流会
・ 会報・・・年３回、通巻57号（各1800部）
・ 要望書・・・「尊厳と権利回復、交通死傷被害根絶を求
める要望書」を2002年以来、国と道に毎年提出
内閣府、警察庁、法務省、国交省、厚労省より回答あり

北海道交通事故被害者の会（１）
◆ １９９９年発足 ◆道交通安全協会の助成受け、会費はなし
◆ １２０家族中、７割が遺族、３割が怪我・後遺症

２ 被害ゼロを願い啓蒙活動
・ 体験講話：「命の大切さを学ぶ教室」等

2018年：８０回、1万5千人。 累計：1130回、２２万人
・ いのちのパネル展

2018年：１８会場、延べ１０２日。累計（2003～）：3４８会場、1６００日

いのちのパネル展
札幌地下歩行空間

11月15・16日

5月の定期総会」



４ 「北海道犯罪被害者等支援条例」施行

・ 昨年7月、条例研究会主催、当会協力でシンポ開催

・ 2018年４月、道条例施行：「二次被害」への配慮、専門

職員の配置、生活支援、被害者等の意見把握など明記。

１１月２５日は「北海道犯罪被害を考える日」に

北海道交通事故被害者の会（２）

３ フォーラム「交通死傷ゼロへの提言」開催

「高齢者を被害者にも加害者にもさせないために

～クルマ優先を改め、歩行者自転車の安全を守り抜く～」

※ ２０００年以来毎年開催。2009年から、11月第３日曜

日の「世界道路交通被害者の日（ワールドディ）」に連帯

し開催
１１月１７日 ６０人参加

医師が特別講演
「高齢者を加害者にさせな
いために～認知症の初期
症状を知り、運転を早めに
辞めよう～」



犯罪被害者団体ネットワーク

ハートバンドの活動報告



市町村における支援の実態調査
ハートバンド・アンケート調査の概要

１．調査の目的 市区町村からどのような支援を受けていて、どのような支援を

求めているのかを明らかにするため

２．調査の対象者 犯罪の被害者・家族・遺族

３．調査期間 第１回 2013年10月20日から11月20日までの1か月間

第２回 2013年11月30日から12月30日までの１か月間

４．調査方法 メール配布、ホームページからのダウンロード、直接配布

回収はメール、ファックス、郵送による

５．回答数 １０５

アンケート調査結果は平成26年５月28日の内閣府主催「都道府県・政令指定都市
犯罪被害者等施策主管課室長会議」にて報告したものです。



I.市区町村から何らかの支援を受け
ましたか？

（内訳）
支援が役に立った ・・・ ５名
役に立たなかった ・・・ ６名

支援を受けられなかった・・・・９２名
（その理由）
① 利用できる支援があると思わなかった・・５９名
② 支援はあったが利用できなかった・・・・・ ５名
③ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８名

支援

を受

けた

11

支援を

受けら

れな

かった

92

支援を受けた・・・・・・ １１名



ハートバンドでのアンケート調査の結果ならびに車座トーク・分科会での発言を受けて、
２０１４年に「市町村における犯罪被害者等基本条例案」初版が発行されました。

（被害者が創る条例研究会）

2016年に改訂版（第４版）が発行されました。
新設した条項 (一部)

第８条 「総合支援窓口の設置」
第１０条 「二次被害及び再被害の防止」
第１６条 「損害賠償請求の支援」

ホームページに全データを掲載しています

初版発行から、4年経ちますことから、来年
度には大幅に改定し、新たな情報を加えた
いと予定しています。



昨年
ブックレット「すべてのまちに被害者条例を」を発刊しました
本年
大幅な改定版 －第2版‐ を発刊しました。
ぜひ手に取ってご覧ください。



犯罪被害者条例制定に向けた動きがあります

‐ 各地でハートバンドの仲間が活躍しています ‐

２０１５年１１月に神奈川県茅ヶ崎市で条例が施行されました。

２０１６年４月には奈良県と大和郡山市で犯罪被害者等支援条例が施行されました。

２０１６年９月には大分県で犯罪被害者遺族が、犯罪被害者支援条例制定を求める
請願を提出し、昨年３月に県内全市で請願が可決されました。

本年４月には福岡県、大分県、滋賀県、埼玉県、北海道、名古屋市で被害者支援条
例が施行されました。

来年春には、大阪府、和歌山県、横浜市で条例が施行され、三重県でも条例制定の
準備が始まっていると聞いています。



明日午前９時半より地下２階会議室にて
分科会「今求められる犯罪被害者支援」を

行います。

• 犯罪被害者だけでなく、支援者、自治体職員、関係機関の皆様にも

参加頂けます。

• 参加を希望される方は、受付にてお申し込み下さい。参加をお待ち

しています。



今後ともハートバンドの活動に変わらぬ
ご支援をお願い致します。


