
 

 

 

 

 

シンポジウム 事件から１５年 「国の役割、民間の役割」 

～ 特別公開対談 福島みずほ（前内閣府被害者対策特命大臣）・木村晋介（Ｒ・Ｓ・Ｃ理事長）～ 

木村―15 年 R･S･C が被害者のケアのためにやっ

てきたことがようやくいろんなところで結果と

して芽吹き始めた所です。そういう今日、福島さ

んに来ていただいて有難いと思っています。福島

さんは事件の時どうしてらっしゃいました？ 
福島―私は、霞ヶ関の近くに出かけようとしてい

たら、小田急線が遅れていて、相手に電話をした

ら、事件が起きているようなので、危ないらしく

て来ないで下さいって。えっ、てなって、すぐニ

ュースを見てビックリしたんです。 
木村―霞が関は僕らの職場だからね。 
福島―そうですね。霞ヶ関は東京地方裁判所があ

って、弁護士会もあって私達にとっても職場なん

ですよね。他人事とは思えません。今日来られた

方々には被害者の方もいらっしゃるでしょうし、

長い間被害者のケアをされて来た方達もいらっ

しゃると思います。被害者の方には心からお見舞

いと、長い間の支援活動には心から感謝を申し上

げたいと思います。 
木村―新しい与党のウリは官僚支配の打破です

ね。でも政治家も何でもわかっている訳じゃない。

一番わかっている現場。そういう所と官や政治、

そういうものをどういうふうに結びつけていく

のがね、ここが一番大事なところじゃないかと思

うんですよ。サリンの被害の場合ですと、目の疲

れとか、ぼやけるとかですね、そういう様々な神

経症状が、今なお続いているわけですよ。そうい

うのをわかる人というのは我々のところしかな

いんですね。官僚にも政治家にも直接にはわから

ない、そこを上手く結びつけて頂けないか。今日

是非、言いたいと思ったことですね。 
福島―木村さんがおっしゃったことでは基本計

画が犯罪被害者救済に関する審議会と言うとこ

ろで審議されて、被害者がどう裁判に参加するの

かと言うことや時効の問題などが実現されたわ

けです。今、第二期の犯罪被害者救済に関する審

議会を始めて犯罪被害者基本計画を見直そうと

いう議論が始まったところなんです。これについ

ては、全部で 32 団体から意見を聞きました。こ

の中に勿論 R･S･C が入っているんですが、出来る

だけ当事者の意見を聞いてその中で基本計画の

見直しに向けて、論点を整理したんです。皆さん

の意見を大いに受け止めて、この中に生かして行

きたいと思っています。でもさっきも目の事で若

倉医師と話しをしたんですが、被害者の人を真ん

中において官も民も応援していく必要があると

思います。犯罪被害者についても、警察やいろん

な人達に入ってもらってその人を支えて行くっ

ていう仕組みがないと、専門家では弁護士が一人

つく、医師がつくだけでなく、心の問題も含めて、

対話も含めてサポートチームが出来れば随分助

かるだろうと思っているのですよね。 
木村―まさに被害者サポートのワンストップサ

ービスっていうことだろうと思うんです。そのサ

ポート体制を、官と民のどっち側に設けるのかっ

ていう問題がありますよね。例えばオウムの犯罪

被害者に対する給付金。12 月までに申請要件を

満たせば、健康被害を受けている方に支払われる。

これをやってく過程で窓口になっているのは都

道府県警ですよね。警察というのは、本来犯罪捜

査を担当する部署ですよね。例えば、サリンによ

る健康被害を訴えられた場合に、被害にあって

10 数年たっているわけですから、その人が確か

に治療には行ったんだけど、行ったところの診療

記録がない。病院には行ってなくても R･S･C の検

診には来ていると、そういう場合に、どうしたら

いいのか。ということについては、知らないわけ

ですよね。その結果、給付金の申請に入った人に、 
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まるで犯罪容疑者の取調べみたいな対応になっ

ちゃうわけですね。そこに、私達が一緒に作業出

来るような形が取れないのか。せめて我々のとこ

ろで窓口担当者がレクチャーを受けるなり出来

なかったのか。当初、大混乱になりましてね。R･

S･C に電話が一日何十本も入って大騒ぎだった

んですよ。決して給付金だけの問題じゃなく、官

と民との間をつなぐものを作って欲しいなあと。

これが私達の第一の希望ですね。それから、我々

も協力して給付金が下りた人が、給付金を R･S･C

に寄付して下さるんですよ。全額寄付して下さっ

た方もいる。その意味するものは、お金を貰うの

も大事かもしれないけど、やっぱりお金で買えな

いケア。サリンの被害者のことをよく知っている

専門家医に診てもらえる。カウセリングが受けら

れる。それを通じて自分に今起こっている症状の

ことがわかってくる。治す方法というのは直ぐみ

つからなくても、わかっただけで、被害を受け止

められる。こちらを支援することが大切だという

気持ちなんですね。 

福島―R･S･C による定期健診の取り扱いがオウ

ム真理教犯罪被害者等給付金支給事務の運用マ

ニュアルの中に定期健診の取り扱いが入ったと

いうことは、大きいけれど、給付金だけで終るわ

けではないですからね。 

木村―そうですね。だから、自分達に直接お金を

くれるってことよりも、大事なことをきちんとケ

アしてくれるところにお金が行くことに。と言う

気持ちが、寄付して下さった方々の心ですよ。 

年間一千万円くらいの予算を組んで、民間の寄付

でやっているわけです。一年に一回３箇所で５日

間、検診がある。来た方にとってはとても大きな

癒しにもなっているわけですから、そういうとこ

ろに少しでもお金を下ろしてもらえたら、有り難

いなあと。 

福島―そこが課題です。憲法 89 条、公の支配に

ないところには公金を出さないって言うのがあ

るから。工夫の仕方によって出来るかなあ。犯罪

被害者を支援する団体にどう税金を出すか、要望

も受けていて、考えている最中です。 

木村―第三には、官の側で犯罪被害者にあたって

る個所に、医師とか弁護士、社会保険労務士とか

日常相談をしているような専門家が沢山いるわ

けですから、そういう人達を登用していくとか出

来ればいいんじゃないかと思うんですけどね。 

福島―精神科医やソーシャルワーカー、ケースワ

ーカー、保健師さんなどやいろんな人達が、サポ

ートチームを組んでいくべきですね。 

木村―官と民との間を縮めて、民が官に対して協

力して、官が民に対して協力しあうネットワーク

を強めていこうという積極的なご発言を頂けた

と思います。どうも有難うございました。 

福島―体調がお悪くて聞いてらっしゃる、いろん

な方がいらっしゃると思います。しっかり今日、

いただいたテーマをどういう風に実現していけ

るのか一生懸命やっていきますので、どうか一緒

にやっていきましょう。今日は、お招き頂いて有

難うございました。 

というのが二番目の希望ですよね。15 年間で延    

べ 2,200 人のサリン被害者を診てきた。それを 

福島前大臣           木村理事長 

  
 <福島みずほ氏略歴> 
東大法学部卒、弁護士活動などを経て、98 年初当選、

以来参議院議員 3 期。03 年 11 月社民党党首に就任、

09 年 9 月鳩山内閣で消費者少子化担当の内閣府特命

担当大臣就任、犯罪被害者対策も担当。 
10 年 5 月に沖縄米軍普天間基地移設問題をめぐり閣

僚を罷免される。 

※この対談は 2010 年 3 月 20 日シンポジウム

時のものです。ご了承下さい。 
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地下鉄サリン事件から１５年  シンポジウム開催 

第２回 医師団と被害者の情報交換交流会 

  

10 年３月 20 日(土)午後１時から R･S･C 主催の

シンポジウムを開催致しました。この会は 03 年

４月に行われた医師団と被害者の交流会の第２

回目となりました。第１部では前頁で掲載されて

います福島みずほ前大臣と木村晋介 R･S･C 理事

長との公開対談。第２部はシンポジウム「R･S･C

ケア活動のこれまでとこれから」と題して初め

に河野義行氏の基調講演。その後下村理事の進行

で「講演・討論」の場を持ちました。参加者は若

倉雅登医師、石松伸一医師、南正康医師、黒岩幸

雄氏、河野義行氏。それぞれ専門の立場でサリン

被害･後遺症について講演されました。 

 
左から若倉氏 河野氏 黒岩氏 南氏 石松氏 

 
日本医科大学病院精神医学教室と R･S･C との 

共同研究調査の経過報告 

 05 年の 4 月から MRI 検査、身体的・精神的な

健康調査問題を精査する症状調査を実施してき

ました。この検査の目的は被害者の方々が抱えて

おられる身体的・精神的症状と、脳の形態的所見

との関連性を明らかにする事にあります。同年代

の非当事者との比較を通してサリン曝露による

固有の健康被害を抽出する事です。MRI 検査は

医療法人清和会浅井病院(東金市)の協力を得て、

すでに 70 人が検査を終え、合わせて症状調査は

400 人のご協力を得ております。又、被害者の

方々と年齢性別等が同一の非当事者に対する健

康調査が(800 人)必要で、現在その解析が進行中

です。ご報告までもうしばらくお待ちください。 
    

 会場は被害者 30 人、一般関係者、メディアを

含めて 70 人を超える人達で埋め尽くされました。 
事件から 15 年を経て明らかになってきたサリ

ン後遺症について事件以来、被害者のケアに関わ

って下さった先生方から力強いメッセージを頂

きました。長時間にもかかわらず、参加された

方々は最後まで席を立つことなく熱心にメモを

取られ “このシンポジウムに参加して本当によ

かった！”との声が多く聞かれました。 
R･S･C ホームページでは質疑応答での「被害者

の声」はすでに掲載をしております。講演者の先

生方の講演内容につきましてはこれから掲載致

します。サリン被害・後遺症についての専門家に

よる貴重な講演資料です。是非ご一読下さいます

ようお知らせいたします。 
★地下鉄献花へ★ 

 ３月 20 日（土）シンポジウム開催前の午前中、

被害者有志とご一緒に（20 人）地下鉄駅６箇所

へ献花に行き亡くなられた方々のご冥福をお祈

り致しました。 
 
 
 
 
 5 月 15 日(土)午前 11 時にＪＲ新宿駅にスタ

ッフを含めて 20 人の参加。新宿御苑に到着して

いつものように新宿御苑門から千駄ヶ谷門に沿

って沿道を歩きながら五感をふるに使って自然

を満喫しました。お一人での参加も可能です。 

 

木々の香りと穏やかな日差しを浴びながら 

  交 流 会   歩いた、歩いた

森林浴ウオーキングへ 
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検診受診者の症状調査 H22年検診 14～15年目検診 13～14年目検診

 症  状 受診者121人 受診者159人 受診者 137人

1 体がだるい 43.8% 53.5% 67.1%

2 体が疲れやすい 48.8% 54.7% 78.8%

3 風邪を引きやすい 22.3% 28.3% 30.6%

4 微熱がある 7.4% 11.9% 14.5%

5 息苦しい 16.5% 23.9% 20.4%

6 胸が締めつけられる 16.5% 23.9% 22.6%

7 心臓の動悸 22.3% 22.6% 27.7%

8 吐き気 9.1% 8.8% 8.0%

9 下痢をしやすい 14.9% 23.9% 26.2%

10 お腹が痛い 14.1% 11.3% 17.5%

11 食欲がない 10.7% 6.9% 5.8%

12 めまいがする 29.8% 46.5% 45.9%

13 頭痛がする 33.1% 50.9% 61.3%

14 目が疲れやすい 66.9% 79.2% 83.9%

15 かすんで見えにくい 60.3% 62.2% 76.6%

16 遠くが見えにくい 44.6% 60.9% 68.6%

17 近くが見えにくい 45.4% 47.1% 55.4%

18 焦点が合わせにくい 48.8% 54.1% 62.7%

19 目ヤニが出る 35.5% 33.3% 29.1%

20 目に異物感がある 23.1% 29.6% 35.7%

21 目のその他の症状 21.5% 19.5% 27.7%

22 眠れない 19.8% 30.1% 35.7%

23 怖い夢をみる 18.2% 19.4% 27.0%

24 事件を思い出す 19.8% 20.1% 24.0%

25 現場に近づけない 17.4% 19.4% 24.0%

26 怖くてたまらない 11.6% 12.6% 20.4%

27 落ち着かない イライラ 28.1% 27.6% 40.1%

28 集中力がなくミスが多くなる 33.1% 38.9% 45.9%

29 事件のことは避ける 24.8% 20.1% 36.4%

30 無感動 19.8% 20.1% 31.3%

31 忘れっぽくなった 42.9% 47.8% 62.7%

32 気力がなく憂鬱 43.1% 34.6% 43.7%

33 体が緊張（肩こり、汗他） 38.1% 47.8% 62.7%

34 手足がしびれる 26.4% 39.6% 49.6%

 １５年目の検診で事件以来、初

めて受診者が減りました。又、「体、

目、心」の症状も軽減傾向にあり

ます。検診を継続していること、

目の定期検査を受診できること、

も一因ではないかと思います。 
しかしながらまだ不具合を抱えて

おられる方も少なくありません。 
 R･S･C では今後も皆様と共にケ

ア活動に取り組んでまいります。 
 
初めて国の支援が得られました！ 

  一昨年まで越谷、足立、四谷の

３箇所の保健所をお借りしていま

したが、四谷保健所が使用できな

くなり（改装して保育園になる為） 

替わりの会場を捜さなければなり

ませんでした。“これは本来、民間

でなく国が動くべき事だ！”との

下村理事の発案で、要望書を作成

して当時の長妻厚生労働大臣に直

訴することになりました。調度、

ETV 放送があった時期でその DVD

を下村理事が長妻前大臣に見てい

ただくようにお願いに上がりまし

た。その DVD を見られた長妻前大

臣が即、代替の検診会場捜しを支

援するよう指示を出して下さった

のです。その結果、渋谷区の施設

「リフレッシュ氷川」を無料で３

日間（搬入準備を含めて）借用で

きました。保健所ではなかったの

で少し心配しましたが、来診者の

方々からは駅からも近く便利だと

喜ばれました。 

15 年目にして検診会場支援とい

う形で初めて国からサリン被害者

への直接支援が実現したのです。  

平 成 ２ ２ 年 検 診 （ １ ５ ～ １ ６ 年 目 ） 報 告

―症状は全体的に軽減― 

 事件から１５年目の検診は 
検診希望者１４１人。当日受診

者は１２１人でした。 
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～Question  and  Answer～ 

 申込書返送分（約 350 人）の中で特に多かったご

質問とそれに対する回答をまとめました。 
Q アンケートの内容の記入は毎年必要なの？ 

又、質問の内容を変えないのはどうして？ 

A 事件以後、サリン後遺症の症状調査を行っている

のは R･S･C だけです。統計をとる為には毎年同じ項目

を継続してデータを蓄積することが重要です。 
Q 検診を東京近郊や地方でも実施して欲しい。 

 A 検診では人材、機材、場所、資金が必要です。

サリン後遺症を理解して下さる医師は皆無です。又、

専門分野のボランティアを集める事も非常に困難で

す。事件後、越谷市、足立区、渋谷区(昨年始めて)の
保健所や施設を無償協力で検診を実施しています。そ

の為日程も限られて来ますが、一度に多くの人達が受

診出来るのは効率がいいのです。しかし機材確保や搬

入にかなりの準備を要します。このような理由で、地

方での検診実施は大変難しいです。ご自身の体が不安

な方は年に１回ですので是非検診への参加をお勧め

致します。(毎年、地方からも受診されております) 
Q 他の人の症状や、改善されたことや、この薬が良

かったなど、情報が欲しい。 

 A「からだ・こころの症状調査」に関しては４頁に

掲載しております。又、皆様がご自分の不具合に取り

組んでおられることがありましたら、情報交換として

皆様と共有したいと思いますので、是非事務局までお

知らせ下さい。(メール・FAX などで) 
Q 受診したいが他の人に知られるのでは？ 

A 当日、検診会場はR･S･Cの貸切となっています。

検診関係者やボランティアの方々も個人情報には十

分に配慮していますので安心して受診してください。

(名前ではなく番号でお呼びする等) 
検診協力機関 

☆会場提供 

越谷市立保健センター 
足立区中央本町保健総合センター 
渋谷区 施設「リフレッシュ氷川」 
☆機材協力  

心電図計 日本光電東京（株） 
心電図用ベッド 新宿区四谷保健所 
パーテーション 聖路加国際病院 
アロマセラピスト 日本赤十字社アロマ研究会 

検診に参加下さったボランティアの方々です。 

☆医師 南正康（R･S･C 理事） 
☆看護師、アロマセラピスト、カウンセラー、 
検査技師、誘導、受付、搬入 （アイウエオ順） 

荒井裕子 板橋和子 伊藤真理子 大原佳子 岡本

典子 小川弘美 落合弘子 片岡さやか 勝又聖夫 
菊池早苗 楠美帆 黒河内容子 小沼圭子 五味ヨ

シ子 佐藤美智子 佐藤るみ子 佐藤睦 塩飽理恵

子 末次直子 瀬戸道代 田口健太郎 田中美枝子 
得田道子 豊田真理子 中山久美子 根木富久子 

橋爪健太 服部加奈子 林田由美子 姫野史子 福

谷泰子 藤木理早 松浦菊枝 矢野翔子 山田雅子 

山本いづみ 栗木繁美 田宮徳義 水谷佳子 守屋

みゆき 事務局ボランティアスタッフ(10 頁に記載)   

 
ボランティアの方々と（越谷会場） 

10 年 5 月９日、NHK ETV 特集「被害者が

語る地下鉄サリン事件」が放映されました。15
年を経て明らかになった後遺症の実態を被害者

の視点で作られた番組です。R･S･C も裏方で協力

をさせて頂きましたが何と言っても主役は被害

者の方々で、勇気を持って出演された方々によっ

て貴重な検証番組となりました。又、番組作りの

ために NHK 宛にアンケートを返信して下さっ

た皆様にも心よりお礼申し上げます。全国で 120
万人の視聴があったとか。またある大学では“講

義で DVD を見ました”と学生からメールが寄せ

られました。風化することを防ぐ為にも今後も

様々な方法で発信していかなければなりません。   

       アナウンス 

当日放映されたDVDを貸し出ししています。 
ご希望の方は事務局へお申し出下さい。 
尚、送料 140 円切手×２枚（往復）のご負担を

お願いしています。 
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ｋ                  
 
 
 
平成 22 年 10 月９日（土）夕方からＪＲ福知

山線脱線事故被害者で作る「負傷者と家族等の

会」の会合に招かれて長期的な被害者支援のあり

方について意見交換を致しました。当センターか

らは下村健一理事、山城洋子事務局員が出席致し

ました。この場が実現したのはＪＲ脱線事故で次

女が重症を負われた同会の三井ハルコさんが、昨

年、下村理事のコーディネートで R･S･C が行って

いる検診を見学に来られたのがきっかけです。脱

線事故から５年を経た現在も被害者には、専門家

による組織的な支援はないとのことです。出席者

からは「周囲の記憶からの風化と共に孤立感を深

める人達も出て来るだろう。相談できる、受け皿

などの継続性の担保が大事だ」との声があがりま

した。下村理事は「行政による被害者支援のあり

方について、その対象による特性が大きいので行

政が直接支援するのではなく、それぞれの支援団

体を支援する方法がよいと思う」と発言されまし

た。会の母体となった「ＮＰＯ法人市民事務局か

わにし」は、本来の事業の「中間支援窓口」や「語

り合いの場」を実施してきています。その事務局

長でもある三井さんを中心に、会は「被害者支援

のあり方」について国への提言もしていこうと活

動されています。今後は負傷者ケアに取り組める

ように連携をしていくことを約束いたしました。 

 
  川西市で行われた意見交換会（左に下村理事、山城事務局員） 

 次回は平成 23 年 1 月 29 日(土)午後 1 時 30 分から

午後４時の予定で、様々な事故被害者やその団体の関

係者を交えながら一般の方々へも呼びかけ共に情報

交換、共有の場を持つことを計画されています。R･S･

C 事務局からも参加いたします。 

 サリン事件被害者の方の慢性期における健康

被害に関して共同研究を行う事になりました。目

的は被害者の長期的な病態把握と健康管理に関

する情報を掲示する事、及び今後の危機管理政策

上有益な情報を得る事などです。R･S･C に返送さ

れた検診の問診票について、個人情報保護のため

匿名化処理をした上で、自覚症状について経年的

な推移を含め臨床疫学的に解析する研究です。 
 
「犯罪被害者週間｣国民のつどい中央大会の開催 

 10 年 12 月 1 日（水）午後 1 時 30 分から東京文京

区シビックホールで開催。今年も R･S･C ではブース

を出展し、支援の取り組み紹介や広報誌の配布を来場

者に行いました。      （下 ブース風景） 

   

 平成 22 年度は「性暴力被害」がテーマでした。 
ＤＶとしての性暴力、こどもへの虐待、強姦・わ

いせつなど。これら性暴力に対しての法律はない

と言う事です。パネルディスカッションではご自

身が性犯罪事件に遭われた小林美佳氏や平成２

２年４月に性暴力支援センターを大阪阪南病院

内に開設された産婦人科医の加藤治子医師の発

言に会場の人々も真剣に聞き入っていました。 
 小林美佳氏は実名で本を出版されその本を読

まれた被害者 3,000 人にのぼる女性から手紙や

メールがあったそうです。自分が被害に遭ったこ

とを打ち明けることが出来ない、話しても理解し

えもらえない、と声を上げることが出来ない人達

がいるという悲しい現状を知りました。ひとり、

ひとりが被害者の声に耳を傾けてひとごとに終

らせない支援のあり方をみんなで考えていきた

いものです。平成 22 年度の標語です。 
「被害者の 悲痛な気持ちに 時効なし」 

Ｒ・Ｓ・Ｃ 兵庫へ  

― 民間団体と意見交換会 ―    

広島大学法医学教室とＲ・Ｓ・Ｃとの 

共同研究開始 

-6- 



「オウム真理教犯罪被害者給付金」申請終了 
～Ｒ･Ｓ･Ｃ 二年間の取り組み～ 

 

    施行状況等と概要 

平成 20 年 12 月 18 日～平成 22 年 12 月 17 日

の 2 年間の期限でオウム真理教による犯罪行為

でなくなられた方のご遺族、障害が残った方、傷

病を負った方に被害者救済法に基づく給付金が

支払われました。17 日の終了時点では、把握被

害者 6,508 人（約 99％）に通知、その内、6,084
人（約 92％）から申請を受け付け、5,857 人（約

96％）に対して総額28億640万円が支給済みで、

最終的には 30 億円弱の支給額になるとの事です。 
Ｒ・Ｓ・Ｃの役割は 

申請直後は大混乱が起きましたが、R･S･C では

主に、地下鉄サリン事件で被害に遭われた方々の

申請が円滑に進むように各方面に働きかけ、被害

者支援をしておられる弁護士、法テラスのご協力

を得て、混乱は収まり、又、警察庁、警視庁の担

当者の方々とも何度か話し合いを持ちました。 
医師の証明が重要 

事件当日の証明は警察庁、警視庁は、各方面か

ら取り寄せていましたが、15 年経った現在も「か

らだやこころ」の不調が続いている被害者にとっ

てはこの不調の証明は極めて困難でした。R・S・

C では特に多かった目の不具合を訴える方々の

救済をどうすべきか神経眼科専門医である井上

眼科病院の若倉雅登院長にご協力を仰ぎました。

若倉先生は、サリン後遺症との因果関係を調べる

特別検査の時間を設けて下さり、検査希望者に長

時間にわたる検査を行って下さいました。又、

15 年間、被害者の検診に参加して下さっており

ます南正康先生、事件発生後、多くの被害者の治

療をされた聖路加国際病院の石松伸一先生の意

見書が重要視されました。 
  記録することは必要   

今回の申請で事故後 15 年間、R･S･C で保管し

ている申込書が大変役立ちました。警察庁・警視

庁から 80 人の照会や意見書依頼がありました。

ご本人に同意を取り付けた上で申し込み書コピ

ーを提出いたしました。  

     データを残すこと 

R･S･C では毎年、検診申込書をお送りしたと

きに症状調査のアンケートをお願いしており

ます。それをデータとして残しています。「か

らだ、目、こころ」の３項目を更に 34 項目の

詳細な症状別データです。このデータは毎年、

広報誌に掲載しております。今回、給付金申請

で広報誌とこの表を活用された方々もおられ

ます。かかりつけの医師に見ていただきサリン

後遺症との診断書を書いて下さった先生もお

られました。又、地方の医師からも問い合わせ

があり事務局では広報誌を送付して後遺症状

を判断材料にとお願いを致しました。15 年間

皆様に記載を継続して頂いております症状調

査は貴重な財産となっております。 

      向き合って新たな歩みへ  

 今回の申請手続きが始まってから精神的に不

調を訴えられる方々からの相談が少なくありま

せんでした。申請の面談時や電話の対応時に事件

の事を思い出す事はかなり負担を伴うことのよ

うでした。「15 年間、自分でも気づかないで押さ

え込んでいた恐怖や辛かった出来事に向き合う

ことになりましたが少しずつ乗り越えて行けそ

うな自分に気づくことが出来ました」とお話され

た方々もおられました。      

      ２年を振り返って 

申請がスムーズに出来た方、２年がかりでやっ

と裁定通知が下りた方、事件当日の通院歴などが

なく、残念ながら今回の給付金の対象にならなか

った方、相談を通してこの２年間は「被害者支援

のあり方」を学んだ期間だったと実感致しました。

被害者の方々の申請に必要な証明のための書類

を積み重ねて下さった警察、警視庁の現場の担当

者の方々に心よりお礼を申し上げます。又、多く

の皆様から給付金に関する感想アンケートを戻

して頂きました。皆様からの声を忘れずに今後も

ケアに取り組んでまいります。 
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第８回総会 報告                Ｒ・Ｓ・Ｃ役員及び組織紹介     

10 年 10 月 23 日（土）午後４時から総会を

開催。出席者正会員６人、委任状出席者 34 人

で過半数以上の出席で総会は成立しました。今

年度は事業が多く実施されましたが概ね計画

通り行われたこと、「オウム真理教犯罪被害者

等給付金」申請の２年の期限が終るが、その申

請手続きのフォローが出来たことは何よりの

成果と確認されました。今期は役員の変更があ

りました。発足以来理事としてご協力いただき

ました河野義行氏は、2010 年 2 月に 60 歳の

還暦を迎えられたのを機に全てのお仕事を引

退され、今後は鹿児島の地で趣味の魚釣りや写

真、島巡りに自分の時間を持たれるとお聞きし

ました。今後は R･S･C の顧問として引き続き相

談に乗っていただくことが決まりました。 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

理事長  木村晋介(弁護士) 
副理事長 諸澤英道(常磐大学理事長) 

 副理事長 黒岩幸雄(昭和大学名誉教授) 
  理 事 磯貝陽悟(記者) 
  理 事 石松伸一(聖路加国際病院救命救急 
           センター長） 
  理 事 下村健一(内閣審議官) 
  理 事 南正康 (日本医科大学名誉教授) 
 
  顧 問 河野義行(元長野県公安委員・ 

松本サリン事件被害者） 
  監 事 松岡基子(税理士) 

監 事 松尾千鶴子(舞台製作者) 
  
  事務局 山城洋子(専従相談員) 
  事務局ボランティアスタッフ 
      青田いずみ 大竹千鶴 小山千秋  

  加藤恭子  小寺康元 坂下園実 
   内藤昌彦 山口秀一 山本聡子 

 山本貴之 
 ひとこと！  

 

第１０期 スケジュール 

2011 年 

１月 22 日 検診報告会 
      (検診ボランティア参加 )
３月 20 日 地下鉄各駅献花(有志) 

 
５月予定   森林浴林浴ウオーキング 

    
10 月～11 月 平成 23 年無料検診 

（16～17 年目検診） 

 
ＮＰＯ法人 リカバリー・サポート・センター 

 
〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-1-3 サニーシティ新宿御苑 201 号 

      電話 03-5919-0878 FAX03- 5919－0876 
http//www.rsc.or.jp   mail  rikabari@bf7.so-net.ne.jp 

                 ↑ 

ホームページでは活動報告やお知らせを掲載しています。 

皆様に、より読みやすく、共有できる広報

誌「木の根」の紙面作りを目指しております。

一方通行にならないためにも皆様からの内容

についてのご意見、ご要望、ご感想をお待ち

しております。これからも皆様と with の気

持ちで歩んでいきたいと思います。 
                Y・Y 
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