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令和４年４月２６日 

自民党議員連盟ヒアリング 

 

    新全国犯罪被害者の会（新あすの会） 

             代表幹事  岡  村   勲 

 

 本日は、被害者・遺族の話をお聞きいただける機会を設けてくださ

りありがとうございます。 

 犯罪行為があった場合には、法律上は加害者に対して損害賠償請

求権が発生しますが、保険制度が発達した交通事故と異なり、現実に

加害者から被害を回復できるだけの賠償金を得られることはありま

せん。 

 過去の犯罪事件によって、現在もなお苦しんでいる被害者の経済

的窮状に耳を傾けていただき、被害者が受けた被害を回復し、再び平

穏な生活を営むことができるよう、国による施策をお願いします。 

 

 本日は、今井さんご夫妻及び根本さんから犯罪によって如何に困

窮しているかの話を直接おききいただきたく存じます。 

 また、先般３月２６日に開催しました新全国犯罪被害者の会（新あ

すの会）設立大会でお話しいただいた３名の被害者・遺族の話もお配

りしますので、後日お目通しいただければ幸いです。 
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○ 今井五郎さん、加寿子さん夫妻 

 １ 被害者 

ご長男の浩弥さん（事件当時３４歳・現在５９歳） 

 ２ 事件概要 

   Ｈ９に当時３４歳のご長男浩弥さんが、見ず知らずの男に呼

び止められ暴行を受け、意識不明となり救急車で脳外科病院へ

搬送された。頭部外傷、頭蓋骨骨折、脳ヘルニア、急性硬膜外血

腫と診断され、４時間後に、緊急開頭手術を受けたが、１ヶ月半

意識不明の状態が続いた。意識が戻り、１年間のリハビリを経て、

①左半身麻痺、②両眼左側視野狭窄、③高次脳機能障害の後遺症

が残った。 

３ 被害の実態 

本件事件前は、株式を扱う新聞社に勤務するなど会社員として

稼働していた。事件当時は一時的に退社していたが、通常の就労

能力を有していた。ところが、事件があった３４歳の時から一転、

通常の就労はできなくなった。 

平成２３年から障害者作業所に通所することができるように

なり、月１万円程度の収入を得る程度になった。その後、障害者

就業生活支援センターの支援を得て、平成２６年から老人保健施

設の臨時職員として清掃等の仕事に就くことができるようにな

った（月給１０万円程度）。事件から１７年、５０歳になるまで言

葉では表すことのできない血のにじむような苦労をし、今も両親

に頼って生活しており、現在もなお続いている。 

加害者からは、分割での被害弁償の和解をしたが、１５０００

円を１０回振り込んだだけで、後は何もない状態である。 
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○ 根本江利子さん 

 １ 被害者：娘の藍美さん（事件当時２７歳、死亡） 

ご自身も被害に遭った 

 ２ 事件概要 

   平成２４年に、藍美さんと母（江利子さん）は、姫路市でスナ

ック経営を始めたところ、そこへ通うようになった男性客（３５

歳）が、「藍美さんが交際してくれないのは母親（江利子さん）

が反対しているからだ」と考え、母（江利子さん）と店にガソリ

ンを撒き、火をつけて逃亡した。藍美さんは死亡し、母（江利子

さん）及び客２名が重症を負った。 

 ３ 被害の実態 

当時、藍美さんは、シングルマザーであり、藍美さんの息子

と母（江利子さん）との３人暮らしであった。 

事件後、藍美さんが事件で亡くなり、孫と江利子さんの２人

は、息子（藍美さんの兄）夫婦と同居するようになった。夫婦

と同居したことで生活保護が受けられず、また、母（江利子さ

ん）は、ガソリンをかけられ身体に傷を負ったことと加齢のた

め就職できず、藍美さんの息子の教育費と生活費のすべてが重

くのしかかった。事件によって、犯罪被害者等給付金約６００

万円が、藍美さんの息子に支給されたが、未成年者であること

から、財産管理人が選任され、自由に使うことができない状態

にあった。現実には、息子（藍美さんの兄）夫婦の収入に頼る

ことになり、ずっと「迷惑をかけて申し訳ない、すまない」と

いう思いをしながら暮らし続けてきた。 

藍美さんの息子は、本年高校を卒業して就職し、現在、江利

子さんと二人暮らしをしている。 
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※ 以下は、３月２６日の新全国犯罪被害者の会（新あすの会）設

立大会での話の概要です。 

 

●長野県 市川武範さん（Ｒ４/３/２６ 新あすの会創立大会での話） 

 

５月２６日、職場から帰宅しようと車に乗り込もうとした時、深夜23時12分にかかっ

てきた長女からの電話、ここからが市川家にとっての坂城銃撃事件の始まりでした。 

玄関ドアを開けると左こめかみに銃痕がありうめいている長女、ドアの空いている寝

室の入り口には胸の下を血の海にうつぶせに倒れている次男、翌27日朝2人は亡くなり

ました。その後の私たちのことをお話しします。 

27日の早朝から電話がひっきりなしに携帯にかかってきました、まだ長女は生きてい

るのに、危篤でいつ命の糸が切れるかもわからないその時に、片時も離れたくないそ

の時に電話に出ては切り、出ては切りの繰り返しでした。知人からの電話か、あと多

くは記者からの電話でした。せめて看取るその時まではそっとしておいてほしかっ

た。 

次男が亡くなったことは、それよりも前の未明2時21分、長男からの電話で知っていま

したが妻には未だ話していませんでした。 

司法解剖へ運ばれた後、千曲署の事情聴取があり、いくつか説明を聞いた後、今夜の

うちには次男の安置場所を決めるよう突然言われました。警察で一時安置されるもの

と思っていたので驚きました。急に遺体の安置場所と言われても、インターネットで

検索すればいいのか、又、それどころではない精神状態で、どうやって探せばいいの

か⁈警察からは迎えに来る時間を告げられ、それまでに決めなければいけない…どうし

よう…⁉気持ちばかりが焦る、混乱状態でした。 

次の日以降も記者からの電話は続きました。 

事件から３日が経ち、県警からの提案で報道自粛要請を出しました。葬儀を前に、テ

レビなどで目にしてきた遺族を映すカメラを避けたかったのと、知人から、職場にも

自宅にも記者に来られて困っていると連絡もあり、これ以上皆に迷惑はかけられない

との思いからでした。 

事件現場となり血の海と化した自宅で眠ることもできず、緊急宿泊制度を利用しまし
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た。宿泊制度は３日間ごとのようで、３日たつごとに、都度、警察から３日延長を告

げられました。しかし、それも２週間が限度でした。 

坂城町の町営住宅に一時避難させてほしいという希望は伝えましたが、加害者が暴力

団幹部であったことから、坂城町からは「暴力団関与事件のため他の住民を守るため

町営住宅を提供できない」と断られました。 

行く当てもなく、車中泊も考えました。 

式も、何もない、部屋には私達夫婦と、もう動くことのない長女と次男。名前だけの

通夜、夫婦で二人との最後の夜を過ごしました。 

まだ子どもたちがこの世からいなくなった事実も受け入れられないのに、週刊誌から

取材の申し入れがありました。当然断りました。ところが、後日発売された週刊誌に

は、嘘と本当を織り交ぜた話が書かれていました。あの時取材を受けて話しをしたほ

うがよかったのか、真実を伝えても同じような記事にされてしまったのか、わかりま

せんが…全国の皆さんはこの記事を信じてしまったんですよね、つらい仕打ちが待っ

ていました。 

精神科医の診察や、カウンセリングを受けられると聞き、県警所属のカウンセラーと

面談し、妻と息子の精神科を予約しました。ところが、次の日の夕方、予約したはず

の精神科院長から突然キャンセルの電話がありました。院長曰く「私にはクリニッ

ク、スタッフ、患者を守る義務がある」、新聞、テレビなどの誤った報道のために、

カウンセリングをすると暴力団に襲撃でもされると思ったのでしょうか。 

町営住宅への一時避難を断られたので、今度は、県営住宅だったら入れると聞き、そ

のために必要な住民票などの書類を町役場へ取りに行きました。私は、ただ役所へ転

居のための書類を取りに行っただけでした。ところが、狭い町なので、事件のことを

知っている役所の職員から「住民みんながつらい思いをしている、おい達がどこへ行

こうが知ったことではない、空き家になって草ぼうぼうになろうが知ったことじゃな

い。」そう言われました。「それは俺のせいか？」「坂城町を出ていくのは役場が坂

城町の町営住宅への入居を断ったからだろう？」「住民がつらい？一番つらいのは俺

だ‼その俺に向かって言う言葉か⁈」心が乱されました。まさかそんなことを言われる

とは…あの時はつらい言葉だった。 

 その後、県営住宅への避難に向けた手続が始まりました。県営住宅は、坂城町にも

あり、空室もあったのですが、別の町の県営住宅への転居の手続が進んでいました。

坂城町には、年老いた私の父親も住んでいます。私は、ふと思いました。被害に遭っ

た自分たち家族が、なぜ、町から出ていかなければならないのだろう。なぜ、出てい
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かされるのだろうと。 

翌日、亡くなった2人の医療費についての説明をそれぞれの病院で聞きました。 

犯人は金属バットで窓を割って自宅へ侵入しました。事件直後、割られた自宅の窓の

修理と応急的なベニヤ板貼りにも、はっきりと覚えていませんが、数万円かかりまし

た。 

血の海になった自宅の特殊清掃の費用が公費ででると聞きました。しかし、よく聞い

てみると、予算限度額１３万円でできる範囲内とのことでした。実際に特殊清掃をお

願いしました。予算限度額は、犯人の血痕の一部を清掃しただけで使い切られてしま

いました。そのため、実は、今も、自宅には、犯人の血痕の一部が残ったままです。

子どもたちの血のりは、公費の予算では一切拭き取られませんでした。 

それでも、事件現場となった自宅には住宅ローンがまだ残ったままです。自宅を売却

することもできません。住宅ローンを払い続けながら、しかし、生活をしていくため

には別のどこかに、住むしかありません。 

事件から２週間後の緊急宿泊施設退室日直前に、やっとの思いで、アパート経営をし

ていた知人に打診し、部屋を借りられることができました。支出を抑えるため室内ク

リーニングは自分でしました。 

この間、批判されるＳＮＳの書き込みを苦に自死したプロレスラーの木村花さんの事

件が直前に有ったので、ネットは見ても励まし以外は無視しよう、参考までに見るつ

もりでいようと家族で話し合いました。しかし、現実は非常に冷たく全く悪いことを

していない遺族への批判ばかりのネット上の書き込みでした。 

 まるで、長男の行いが悪かったせいで、２人の長女と次男が被害にあってもおかし

くなかったかのような、事実無根の書き込みがされていました。 

 また、事件の４週間後、私宛てに「一番悪いのは父親だ」と書かれたはがきが届き

ました。私が、何をしたというのでしょうか。事件発生直後、新聞やテレビの中に

は、「市川さんは外出中」「警察の避難指示を断った」などと事実と異なる報道がさ

れたものがありました。こうした事実と異なる報道を見た方が、送ってきたのかもし

れません。間違った報道は、訂正されることもなく、私達は何も悪いことをしていな

い被害者遺族なのに、「お前が悪い、謝れ、一生償え・・・」と、隣人からまで、い

われのない誹謗中傷にさらされました。居場所を失い、ついに私も精神科に受診する

ことになりました。心への暴行に傷つきました。言葉は命を奪う凶器にもなります。 



 

 

7 

 

これらの出来事が重なり続き、同情すらされない環境に追い込まれました。 

悪いのは犯人ただ一人なのに・・です。 

病院の計らいで「まいさぽ」とも繋がりが持てました。まいさぽは、社会福祉協議会

が行う生活困窮者支援制度です。食糧支援、住居紹介、弁護士相談もしました。弁護

士相談は良かったです‼安心し自信を持てた、ただ、何も悪いことしてない被害者なの

に生活困窮者になってしまったんだな、そんな寂しさも感じてました。 

事件後からの心中はと申しますと・・妻は亡くなった2人の後を追いたがっていまし

た、目を離せない、一人にできない、ガスやハサミ、包丁などは手元に置いておけな

い。 

息子は・・普通に見えて平気なわけがない、大丈夫と言ってみたり、まだ無理と言っ

てみたり不安定なのは当然です。繰り返しますが、長男は、誤った報道によって悪者

扱い、事件の原因とされているんです。住所を変える、本籍地を変える、名前を変え

る、妻と離婚して妻の旧姓にする・・そんな風に世間から逃れることばかりを探って

いました。 

8月下旬頃でしたか、なぜ逃げなきゃいけないんだ！何も悪いことはしていない、非難

されてるのは誤った報道をされ世間が勘違いをしたままだからだろう。やっとそこに

気づくことができました。 

それから、世間の間違った認識を正さなければ市川と堂々と名乗れない。 

そう感じました。世間に発信する必要がある、それができるのは私しかいない。息子

の名誉を回復し息子の命を守るため、それは妻の命を守ることでもある、依頼があれ

ば応えよう、それが声を上げることのできないまま苦しんでおられる方々のためにも

なるのであれば応えよう、そう決心し今日に至っている次第です。 

妻はただの遺族ではありません。事件当夜、妻と長女は、拳銃を持った加害者に、玄

関に追い詰められました。その長女に向かって犯人が拳銃を向けた。後に妻に聞いた

ところでは、長女は、「ちょっと待って‼」と叫びながら、私の携帯に電話をかけよう

と、発信ボタンを押していました。(パパに連絡しなきゃっ‼ パパなら何とかしてく

れる‼)・・ そんな思いだったのかもしれません。しかし、犯人は引き金を引いた。 

「きゃあぁぁぁ――っ‼」悲鳴とともに崩れ落ちる長女、妻はその長女のすぐ右隣に居

たのです。 

犯人は自分の右後ろのドアを開け次男に拳銃を向けている・・・そのすきに玄関のド
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アの鍵を開けて妻は雨上がりの泥道をソックスのままで走りました。「二人を助けな

きゃ‼」「無事でいて‼」どんな思いで⁉ ぐちゃぐちゃの足元を駆けて助けを求めたか

‼ 恐怖で足がすくんでいたに違いありません。でも、妻は駆けだした、助けたい一心

で‼ 

 そして今も二人の後を追おうと心を病んでいます。妻自身、犯人と対峙した直接の

被害者です。PTSDも診断されてもいます・・でも犯罪被害者等給付金はありません。

それが警察庁からの答えです。 

 妻は、今も、ふとしたときに、子どもたちの後を追おうとします。私は、四六時

中、妻から目を離すことができなくなりました。もちろん、仕事にでることもできま

せん。最近は、妻の調子がよさそうであれば、少しの外出はできるようになりました

が、それでも、不安定になりますので、定職につくのは難しい状態です。 

＊長男は事件があった後、当時会社員でしたが、その仕事を辞めることになりまし

た。失業保険受給を経て就職しました。 

＊事件前は、長男と、亡くなった長女から、少しでも足しにしてほしいと言って、家

庭に生活費を入れてくれていました。優しい子どもたちでした。事件が起こったこと

で、それまでやりくりをしていた家計も、全くめどが立たなくなっています。 

・国から、犯罪被害者等給付金をいただきました。遺族給付金は、事件発生から9か月

後に、二人分合算で約６８０万円でした。今は、収入がない中で、このお金を取り崩

して生活費や必要な支払いに充てています。 

・事件後、坂城町の犯罪被害者条例が制定され、遺族見舞金、亡くなったひとりあた

り３０万円が支給されるようになりました。そして、私たちの事件は、条例ができる

前の事件でしたが、遡って適用することにしてくれました。これは、本当にありがた

かったです。 

・国からの犯給金については見直しをお願いしたい。自賠責保険とはその性格も違う

かもしれません。しかし、我が子の命の価値はその程度なのでしょうか⁈ 交通事故の

場合とあまりに差が大きく、悔しさが尽きません。 

・国からの犯給金支給に当たっては、加害者側からの見舞金、慰謝料、賠償金などと

の併給を認められていないと聞かされました。いかにも不条理に思います。それを聞

いた時は、まるで亡くなった子の命の値段が、初めから決められているように感じま

した。加害者側からの微々たる賠償を受け取ったからといって、なぜ、その額が差し

引かれなければいけないのか納得ができません。それならば、加害者側からの申し出
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を断ることになるでしょうし、そうしろと言われているようにも受け取れます。 

・事件直後の被害者に弁護士の支援は不可欠です。メディア対応・再被害・二次被害

を防ぐために、弁護士の力が欠かせません。しかし、被害直後は生活再建もままなら

ず、遺族は弁護士相談さえつらい状況にあります。費用の心配をすることなく、弁護

士の相談を受けられることが大事だと思います。 

・診察、カウンセリングは公費でできるといわれましたが、薬代、入院代、通院交通

費は自費負担です。事件後、今でも、眠れない日が続き、夫婦・長男ともに薬を処方

してもらっています。。その費用もかさんでいます。薬の助けなしでは生きていけな

い程の精神ダメージを受けたのです、公費で助けて欲しいところです。 

・住居は生活再建の基本となる重要なものです。私の場合、はじめに町営住宅への一

時避難の希望は、加害者が暴力団幹部だという理由で断られました。また、望んでい

なかった違う町の県営住宅の入居の手続きが途中まで進みました。やっとの思いで、

知人からアパートを借りることができましたが、現行の法律では、一時的にであって

も、いったん公営住宅に住むと、公営住宅から公営住宅への転居が認められません。

事件直後の混乱期に望まない公営住宅に避難すると、ようやく落ち着いた後に、別の

公営住宅へ転居したいと思っても、公営住宅から公営住宅に転居することはできない

のです。また、一時避難であっても、公営住宅に入るには保証人を求められます。被

害者は、突然、望んでもいない被害に遭ったので、保証人を依頼している余裕など通

常はありません。事件直後の困っている被害者の視点に立って制度を考えてもらいた

いです。 

私の事件では、加害者が自殺したので、民事裁判を起こすこともできませんでし

た。しかし、仮に民事裁判を起こすことができ、勝訴判決を得たとしても、加害者が

賠償にたる財産を持っているとは限りません。裁判費用の費用倒れになることも多い

と聞きます。被害者、遺族に、二重三重の苦しみを与える現行制度を改め、犯罪によ

り被った損害は早期に確実に回復される制度にしてほしいと思います。 

誤った報道による世間の誤った認識により、今なお隠れた生活をしている私たち家族

は誤った認識を正したい、そして平穏な生活への助けを国に求めたい。被害者を救う

視点からの要望です。                      以上です。 
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●長崎県 岡本真寿美さん（Ｒ４/３/２６ 新あすの会創立大会での話） 

 

私の事件は、平成6年2月16日の 22 歳でした。 

仕事もプライベートも充実した毎日を過ごしていました。ある日物凄いいきおいで、加害

者が職場へ乗り込んできて「お前を絶対に殺してやる、生きてると思うなよ」と言って 

何の理由も関係もない事件に巻き添えに遭わされ、私に、いきなり体にガソリンをかけら

れ火をつけられました。私の体は、全身90%の大火傷でした。その後、入退院を繰り返し

ながら、リハビリの猛特訓を続けていました。その一方、加害者は「自分の思うようにな

らなかったから」という身勝手な理由でした。私の人生を全て奪われました。加害者から

は一切の補償どころか、家族と一緒に行方をくらましました。 

そして、私の医療費、経済的な問題などについて、とても苦しめられました。仕事をして

いた時は、月20万円程の収入でしたが、被害に遭わされた直後は、全てゼロになってしま

いました。そこで経済的な面で生活保護に頼るしかありませんでした。私の父が市役所へ

生活保護の申請をすると、保護課の担当者から、「あなたの娘さんは、怪我させられて当

たり前です」と言われ、担当者を怒鳴り付け、事件から２か月ほどして、認められまし

た。しかし、一時、退院した後、生活保護を切られてしまい、私は住むところさえも失っ

てしまいました。入院から２か月たった時、生活保護を認められました。 

つまり最初の２か月と退院後の２か月間の医療費４００数十万円を請求されるようになり

ました。病院からは「どうしてここの病院に運ばれてきたのか、他の病院に行ってくれれ

ば良かったのに」「あなたが病院代を支払ってくれればこの病院は成り立って行くのに」

「あなたが刑務所まで行って病院代を請求してきて下さい」等と言われ続けました。生活

保護期間中は医療費は無料になります。しかし、通院費は認められませんでした。何度お

願いしても認められなかった為、私は担当者に「もし、私のように突然、被害に遭わされ

たら、どんなに苦しく辛い悔しい思いをするか、その時分かりますよ」と言いました。す

ると担当者より「そんな馬鹿な犯罪には遭いませんから。だいたい保護費出してやってん

だろう！ガタガタ云うな！」と言われました。その後、ようやくＰＴＳＤ専門病院への通

院費は認められたものの、市内の病院へ通う時の通院費は認められないままでした。その

為、生活保護費の中から通院費を支払うしかありませんでした。生活保護を受けている時

には「社会復帰してください」と言われる一方、あれも駄目、これも駄目、贅沢な生活を

してないか、他に収入はないか、自宅訪問された時には、家の中をなめ回すように見ら

れ、手紙の内容を勝手に見られる事もありました。まるで、私が加害者のような扱いをさ

れているようにしか思えませんでした。ある日、保護課の担当者から、「岡本さんが講演

をされているのは収入になりますので、どこで講演され、いくらもらったのか調べさせて

もらいます」「岡本さんがおこなっていることは、芸能人や大学教授と一緒で、犯罪被害

者の講演は仕事ですから」と言われ、憤りしかありませんでした。こんな理解さえもない

生きづらい暮らしは本当に嫌でした。なぜ、加害者は刑務所にいる間、冷暖房のある室内

で１日を過ごし、社会復帰の為のとり、医療費、出所した後の住居に至るまで、国で補 
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償されるのか。一方、被害者は事件から社会復帰に至るまで期間が空白になってしまう

為、自分で生活費を工面しながら資格や面接を受けなければなりません。なぜ一人の人間

である被害者は守られないのか、と理不尽としか思えませんでした。社会復帰の為、何度

も面接を受け続けました。しかし、被害に遭ったことで、最終職歴から年数が経っていた

こと、犯罪被害者であるとの言葉に顔色が変わる企業は少なくありませんでした。その

上、身体には、障害が残ってしまった為、１年に１回障害者合同面接会にも参加しまし

た。すると、ある企業の担当者から、「大丈夫です、障害者には期待していませんから」

と言われました。私は言葉を失い、「だったら障害者合同面接会にくるんじゃないよ、障

害者も犯罪被害者もなりたくてなったんじゃない」と言いたかったけれど、グッとこらえ

ることで精一杯でした。その後、いくつもの面接を受け、ある一つの企業が私を認めてく

れました。そのとき、生活保護を受給していること、通院していること、講演しているこ

と、全て話しました。それを含め、私を採用して下さいました。事件から２４年振りに社

会復帰できるようになりました。その後、生活保護を切り、自分で働いたお金で生活でき

るようになりました。給料が月８万円から９万円の給与になりました。障害年金をもらえ

るようになったため、ひと月６万５千円給与と年金合わせて１４万円で生活できるように

なりました。毎月２万円の貯金をして、光熱費、町内会費、共益費、家賃、駐車場費、食

費、通信費、車の保険や維持費を合わせて、ひと月６万３千円程かかります。食費を抑え

るため、仕事へ持って行くお昼の弁当は、小さなおにぎりと、水道水をペットボトルに入

れて持っていっています。しかし出費はそれだけではありませんでした。後遺症と病気の

治療で付き月２万円はかかります。生活費や医療費で出費がかかるため、生命保険に入る

余裕さえありません。これからも後遺症の治療は欠かせません。犯罪被害に遭わされ、加

害者からは何の補償もなく、自分で治療費を払っていかないといけないことが、どうして

も納得できないことばかりです。寒いときには、身体の皮膚が硬直してしまい、カイロを

使用していますが、新たに購入できず日中も夜中も、脱水症状になってしまいます。今も

なお、被害に遭った人しか分からない現実です。これが被害者と加害者の差です。なぜ過

去の被害者への補償がないのか、いつまで耐え続けなければいけないのか、そこで、お願

いがあります。経済的に苦しみ続ける何の非もない犯罪被害者への補償制度を１日も早く

実施していただきたいのです。どうかよろしくお願いいたします。 
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●ＨＡＲＵさん（Ｒ４/３/２６ 新あすの会創立大会での話） 

 

ただいまご紹介をいただきましたＨＡＲＵと申します。よろしくお願いいたします。 

最初に、このお話をいただいた時は、人の前でお話しすることは苦手ですし、まして事

件のことを話すなんて、自分に出来るだろうかと悩みましたが、自分自身が一歩を踏み出

すため、また、これからの被害者が、私のように苦しむことがないような世の中になって

欲しいと思い、お話をさせていただくことにしました。 

手術後の顎の状態が、未だ十分でないので、お聞き苦しい点があると思いますが、よろし

くお願いします。  

 事件の日は、いつも行く飲食店さんの大将夫婦と、常連さんのカップル、私たちで飲ん

でいました。 

楽しく飲んでいたのですが、私がトイレから戻ると元旦那は、一緒に飲んでいた男性に

拳を振り上げていました。 

格闘家のような体型で…暴れたら大変な人でした。 

「人様を殴ってはいけない！」って止めました。そして、元旦那がお店を出て、先にア

パートへ帰りました。私は一緒に飲んでいたみんなと、お店の方に謝りました。そして元

旦那を追いかけるように家に帰りました。すると、アパートの階段で叫び暴れてました。

私はこわくなって、110番をしたまま元旦那にやめるように言ってました。そして、アパ

ートの部屋の玄関ドア前で、どういう風にかは覚えてませんが顎を殴られて気を失いまし

た。 

気がついたら病院のベットの上でした。顎を複雑骨折していました。 

 ここまでで3回、顎の手術しています。麻痺が残り上手く話すことや食べることが出来

なかったり、感覚がないので、たまにお水をのんでもそのまま垂れたりします。 

私には警察も病院も味方ではなかったです。痛い中で痛みを訴えても放置されました。 

看護師さんたちが「今流行りのデートDVってやつでしょー」と陰口を言っているのが

聞こえて来ました。退院して通院日に行っても痛みは無視されました。あまりに酷くて通

院日意外に急遽行ったこともありましたが、医師からは頭のおかしい人扱いをされまし

た。 

結果…医師のミスで手術失敗でした。手術に失敗した医師からは謝罪の言葉はありませ

んでした。そこから担当医師に変わってくれた、形成外科の指導医の医師だけが謝ってく

れました。看護師さんは陰口を認めなかったです。 

それもあって手術を3回受けてます。当時は元旦那も病院も憎くて苦しかったです。 

幸い私には友だちがいました。地元の広島の友だち、神戸の友だち、当時アメリカにいた

友だちご夫婦。そして、ネコたちを預かってくれた横浜の友だち。会社のスタッフの

方々。痛くてしんどくて、お金もなくて苦しかったけど、私が笑顔じゃないとみんな悲し

むって思って頑張って来ました。 

全ての友だちに伝えてはないけど、きっと応援してくれるって思うんです。 
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今はずっと診てくださってる、形成外科の担当医師にも感謝してます。その先生に謝られ

た時、広島弁でどやしあげてしまったこと、今は後悔しています。 

 引っ越し費用、治療代、生活費に困って様々なところへ電話をしましたが、たらい回し

の状態で、何の助けにもなりませんでした。 

友達から、市に犯罪被害の相談をするところがあるみたいだよ。と教えられて、最後に

辿り着き、真剣に話を聞いていただいたのが、市の犯罪被害者相談室でした。 

市から重症病見舞い金10万円と、引っ越し費用助成金20万円がでました。 

そこで、被害者にも加害者同様に、弁護士がつくことを教えていただきました。 

警察は、なにも教えてはくれませんでした。それどころか…「猫なんか捨ててシェルタ

ーに入れ！シェルターに入って刑務所みたいに暮らせ！」と言われました。 

私は国からの犯罪被害者給付金はもらえていませんし、警察からは、その給付金のこと

も知らされませんでした。 

元旦那の弁護士からも、突然電話がかかってきて、罵倒されました。 

私のPTSDは元旦那だけではなく、警察や元旦那の弁護士からのものでもあります。 

どうか被害者のことを知ってください。そして…私のような思いをする人がいなくなる

ことを願ってます。 

本当にあの当時の私のような思いを誰にもして欲しくないです。 

 

 どれだけ頑張ってても、どれだけ人を大切にしても、愛情を与えても被害者になってし

まうことがあります。誰が、いつ被害者になるか分らないんです。 

そんな時に、少しでも誰かのぬくもりが感じられて、お金なんて余計なことを考えない

で、安全に安心して治療していけるように、 

政治家の皆さんにお力を貸していただきたいと強く思っています。 

 

 私に何が出来るかって考えたとき、頑張って被害者支援の必要をお伝えすることしかな

いと思いました。 

「人を傷つけたら謝り続ける。なかったことには出来ないからな。いつも優しくいなさ

いよ。優しさが最大の武器なんだから」お祖父ちゃまが言っていました。そんな当たり前

のことが出来ない世の中っておかしいです。 

人の手は、暖かいことをするためのもの、だと思います。 

通院は、形成外科もまだ通ってます。そしてPTSDで心療内科にも通ってます。 

電車やバスには怖くて一人では乗れないです。コワイんです人が。  

 生活の範囲は狭くなり引きこもるようになりました。 

 元旦那は、考え方はマイナス指向で、常に人を見下し、仕事は長続きせずに転職を繰り

返し、私に対するDVの圧力もすごかったです。 

私は暴れられるのが怖くて、いつも無理をしていました。 

２度ほど黙って一人で引っ越しをしたこともありましたが、見つけられて連れ戻されてし
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まいました。別れることは出来ないんだ･･･と思って、なかば諦めていました。 

事件の日は、元旦那はかけつけた警察官に逮捕され10ヶ月刑務所に入りました。 

警察の留置所には入っていた時に、離婚届に名前を書いて欲しいと面会に行きました

が、書いてくれなかったので、刑務所に入っている、今を逃したら、別れられないと思

い、その間に引っ越しをして、離婚裁判を起こしました。 

元旦那は嘘の証言をし続け、離婚裁判は長引きましたが、離婚は出来ました。 

元旦那には、裁判所から約300万の慰謝料を支払え、との判決が出ましたが、もちろん

支払いなど1円もないです。 

引っ越し費用や離婚の弁護士費用、裁判費用、治療費用。それらの返済も負担になって

います。 

慰謝料の３００万円がもらえていれば、こんなにお金に苦労することはなかったと思い

ます。 

以前から今も、仕事は電話で人と話すことなので、事件後は、顎に痛みが出て、うまく

話すことが出来ないことや、PTSDのため休みがちになったこともあり、収入は以前の半

分くらいになってしまいました 

毎日が金銭的にもキツくてギリギリの中で、コロナでさらに大変になりました。 

 被害者は被害にあってすぐから一生を背負います。加害者は生活を保障されます。警察

には誰も味方はいませんでした。警察は加害者を保護する施設だと思ってます。 

このまま被害者の気持ちや生活を理解しないまま加害者は守り続けられます。 

そんな世の中だとDVや虐待で亡くなる命は増えるだけでしょう。 

元旦那は出所してすぐに、私の友達に、でてきたよ～と気楽な感じでＬＩＮＥをしてき

たそうです。 

私が苦情の電話をすると、「俺は刑務所に入って、出所してきたんだから、償いは全て

済んだんだ」と言いましたが、加害者特有の考え違いをしていると思います。 

私には何の償いもしていませんが、そのことは頭から抜け落ちています。 

被害者は悪いのでしょうか？加害者は保護され補償される。 

人権は、加害者にあり、被害者にはないんだとも思いました。 

悔しさや悲しみを押し込んで生きてる被害者には、なんの補償もなく治療費もないで

す。 

私も何度も死のうとしました。今も死にたいです。 

被害者が全てを背負えばまるく収まりますか？ 

どうか私のような思いをする人が、少しでも減りますように願っています。 

国は被害者に、もっともっと支援の手を差し伸べていただけるような制度を作っていただ

きたいと思っています。 

本日は、私の話を聞いていただきましてありがとうございました。 
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日本の国連分担金負担額について（２０２１年） 

 

                                              

白井孝一、池田剛志、菅野雄児 作成 

 

 

 国連通常予算分担金 ＰＫＯ予算分担金 合計 

負担額（ドル）  

※１ 

２億４７７０万ドル ５億２９００万ドル ７億７６７０万ドル 

日本円換算額 

（ １ ド ル ＝ 

１０９．７５円

換算） 

２７１億８５０７万円 ５８０億５７７５万円 ８５２億４２８２万円 

人口１人あた

りの負担額（小

数点以下切り

捨て） 

【２０２１年

１月の日本の

人口１億２５

６３万人  ※

２】 

 

２１６円 

 

４６２円 

 

６７８円 

 

※１ 外務省のウェブサイトより 

※２ 令和３年６月２１日総務省統計局の「人口推計－２０２１年（令和３年）６月報－」

より 

 

 


