
関東交通犯罪遺族の会（あいの会）
「５周年記念集会」報告

はじめに

　設立から５年を迎えた私たち関東交通犯罪遺族の会（あいの会）は、昨年10月、
５周年記念集会を開催しました。私たち交通犯罪遺族は、ささやかな幸せを突然奪
われ、生活の立て直しもままならなくなります。そして大人が苦しみや悲しみの渦
中にいると、そばにいる子供たちの心の傷に気づけず、その心は置き去りにされが
ちです。そのような中で私たちは子供のグリーフケアに出会い、子供たちの心とあ
らためて対話する機会を得ることが出来ました。そこで設立５周年の節目に、子供
のグリーフケアについての講演会を行い、60名以上の方にご来場いただきました。
　このたびは５周年の結果を振り返り、次に活かすために、講演内容を冊子にまと
めることにしました。紙面の都合上、一部の抜粋となってしまいますが、お二人の
講演者の思いが、少しでも多くの方に伝わることを願っています。

　　　＊＊＊　　　　　＊＊＊　　　　　＊＊＊

　　　2017年10月14日（土）
　　　TKP大宮ビジネスセンター5階ホール2にて

　　　講演第１部　中村 正文（関東交通犯罪遺族の会幹事）
　　　　　　　　「ある日突然奪われた家族」

　　　講演第２部　髙橋 聡美（防衛医科大学校教授・精神看護学）
　　　　　　　　「喪失体験後の家族を支える　～レジリエンス　悲しみの力～」
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あいの会５周年記念集会を振り返って

　昨年、私たちはあいの会5周年記念集会を無事終えることができました。集会では、一緒にあいの会を立ち上げた中
村正文さんと、グリーフケアを研究されている精神看護学者の髙橋聡美・防衛医科大学校教授に講演をしていただきま
した。
　中村さんの話は、私たちも今まで何度も聞いていて、一人親の大変さを感じ、それでも子供の心にいつも寄り添って
いる姿を見てきました。でも今回の中村さんの話を聞いて、あらためて交通犯罪の結果、突然父子家庭になり、それで
も子供たちを育てていかなければならない重みにショックを受けました。
　また子供のグリーフケアは、これまでのあいの会でも何度か実践してきました。でも今回の髙橋先生の話を聞いて、
私たち自身にももっと心のグリーフケアが必要だとあらためて感じました。特に髙橋先生の話の中で「事後成長」とい
う言葉が、私の中で強く残っています。事件から、自分たちの心の成長につながる意味を見い出し、自分たちなりに事
件と向き合うことの大切さを感じました。そして大人のように言葉でうまく伝えられない子供の心をどう支えるのかに
ついても、あらためて考えさせられました。
　また講演会に先立ってご挨拶いただいた横川雅也・埼玉県議会議員や横山佳純弁護士をはじめ来賓の方々からは、犯
罪被害者支援の大切さについてお話をいただき、「埼玉県で犯罪被害者支援条例が今年2018年には施行されるにあた
って、もっと被害者の声を聞き、その声に力を貸したい」とお聞きして、とても嬉しく感じました。
　犯罪被害者支援条例があれば、被害を受けてしまっても、どこに進むべきか考える手段ができます。被害者・遺族が
十分な支援や情報を受けられる、被害者・遺族にとって本当に必要な条例ができることを心より願っています。
　祝電もたくさんいただきました。上川陽子法務大臣からもとてもあたたかい激励の言葉を寄せていただき、小さな会
ながら、こうしてたくさんの人たちから応援していただいたことには感謝しかありません。
　私たちあいの会では、小さい子供を抱えている子育て世代も多く、しばらくはどんな方向に進んでいけるかわかりま
せん。今後もご飯を食べながら一緒に語り合ったり、講師の方を招いて講演会や勉強会を続けていくと思いますが、今
は小さい子供たちとともに私たちも成長し、どんな形でも細く長く続けていきますので、今後とも皆様のお力添えをお
願いいたします。
　いつかその子供たちも大きくなった時に、隣に同じような経験をしている仲間がいる、ひとりぼっちではないという
あたたかさを、子供たちながらに感じていける会でありたいと思っています。

                                                                                                      関東交通犯罪遺族の会（あいの会）代表
                                                                                                                                               小沢 樹里



　埼玉県飯能市の中村と申します。縁あって、このあいの会で幹事をさせていただいています。写真が家族で、妻と長
男、次男です、当時３４歳と４歳と１歳。ベッドの上でじゃれていた家族を写したこの約１カ月後に妻は無残な姿とな
り、この笑顔の子供達と引き離され、二度と家族で４人で写真を写すことができなくなりました。
（中略）
　私の妻は平成２２年４月６日、交通事故により３４歳の若さで命を奪われました。
　４才と１才の息子たちを残して天国へと旅立ってしまいました。
　事件は春の交通安全運動初日の出来事、もしかすると交通安全運動期間の
最初の犠牲者だったのではと考えることがあります。運転手や運送会社がほ
んの少しでも注意を払ってくれていれば、妻は死ななかったのではないかと
思うことがあります。
　事件当日は少し暑さを感じる日でした。次男と近所の公園に行く途中、四
方が畑の見通しのよい、何も死角になるようなものもない交差点で、妻が信
号待ちをしておりました。
　青信号になり、次男を抱いて横断していたところ、左後方より対向の直進
車より先に右折をしようと、交差点を急にショートカットで発進してきたタ
ンクローリーに道路中央ではね飛ばされ、後輪で頭を轢かれ即死しました。
　道路に脳漿をまき散らしながら、その手は子供を抱いたままの形で硬直し横たわっていたそうです。そのすぐ横で次
男が大きな声で泣き続けていたのを、通りかかった方が救助してくれたそうです。妻は一番気がかりな我が子の安否も
知らないまま、死んでしまったのです。大切な息子を守りながら、その安否を確認できずに死んでしまいました。
　加害者の運転手は裁判で「見えなかっただけ」と証言し、禁錮２年半、執行猶予５年、という判決で、刑務所に収監
されることもなく、その後も大型車両の運転手を続けていました。
　しかし遮蔽物のない交差点で右折するのにどこを見て曲がって行ったのでしょう。横断歩道に突然歩行者が現れるは
ずもありません。見えなかったのではなく、見ないで、確認しないで、強引な運転をした結果だと思っています。
（中略）
　私たち家族の話をします。
　私たちは結婚してからなかなか子供に恵まれず、妻が苦しい不妊治療を６年間続け、やっと子供たちと巡り合うこと
ができました。妻が亡くなってからみた長男の母子手帳には、１歳の長男と初めて家族３人で旅行に行った鎌倉でのプ
リクラと、「やっと来てくれたね、ずっと待っていたよ。新米のパパとママで迷惑をかけるかもしれないけど、一緒に
笑ったり泣いたりしながらいこうね」とメッセージが書いてありました。
　その後は、次男も授かることができ、妻の設計で念願のマイホームを飯能市に建てました。楽しそうに設計士の方と
打ち合わせをして、お腹に宿した次男と一緒に、何度も何度も、遠い建築現場へ通い、夢を膨らましていました。
　家が建ち、間もなく次男が生まれて、これからどんなことをして行こうかと、春休みや夏休みは家族でどんな想い出
を作っていこうかと話をしていた矢先でした。事件の起きた週末にも「お花見に行こう。夏休みには家族４人で旅行に
行こう」と話していました。
（中略）
　事件当日、遠距離通勤のため朝の早い私は、まだベッドで夢の中にいる妻と子供達の頬をなでて、小さな声で「行っ
てきます」と寝室を出て、会社に向かいました。会社に到着すると、いつものように妻に電話をして、
　「着いたよ」
　「なんですか！今バタバタしてるの！」
　「あ、ごめん。今日は暑いから出る時は気をつけてね」
　「そうなの？わかった」
　朝の時間で、子供たちの準備に忙しかったようです。
　妻が亡くなる３時間前に交わした、たわいもない会話ですが、これが妻の最後の言葉となりました。きちんとした別
れの言葉も交わすことができずに、妻は亡くなってしまいました。
（中略）
　「旦那さんですか？落ち着いて聞いて下さい。奥さんは亡くなりました」
　昔のテレビドラマで聞いたことがあるようなセリフを言われました。ここからが私達家族の非日常の世界に迷い込ん
だ瞬間です。頭で理解しても心が受け付けません。夢の中にいるようで現実味が全くありません。突然一本の電話で、
妻が死んだと言われ、警察がウソを伝えるわけがありませんが、その事実を認識することができないのです。
（中略）
　霊安室の天井を見つめる妻の虚ろな瞳。冷たく石のように硬くなった唇にキスをして抱きしめた感触は、今も私の中
に残っています。きっと一生忘れることはないのでしょう。
　人は生まれたからには、いつか死が訪れます。しかし誰かに突然命を奪われる行為が、これほど悲しく苦しいものだ
とは思いませんでした。私もこの歳になるまで色々な別れを経験してきました。しかし家族を殺されるという経験はし
たことがありません。ニュースで事件や事故を見聞きし、悲しいことだと考えたり、ひどい事件だと思っても、それは
ニュースの中のことで、当事者の気持ちは想像できなかったことがわかりました。当事者になるのは気が狂うばかりの
苦しさです。いっそ気が狂う方がどれだけ楽かとも思いました。
　その後、葬儀社に連絡して妻を家に運んでいただきましたが、損傷が激しく、連れ帰るにも数時間かかってしまいま
した。葬儀社の方は到着後すぐに、このままでは遺体が崩れてしまうので処置をしたほうがいいと言われ、そのまま遺
体を綺麗にする処置をお願いして、連れて行ってもらいました。
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中村正文（関東交通犯罪遺族の会幹事）講演
「ある日突然奪われた家族」



　我が家に戻って、布団に入れたのは、ほんのひと時だけでした。その布団も体液でぐっしょりと湿っていました。
　私は一睡もできないまま、朝一番で葬儀社が遺体の処置をするための書類をもらいに検死医のところへ行き、遺体措
置のための書類を書いていただき、葬儀社に連絡しました。処置が終わり、妻が家に帰ってきたのは、翌日の夜遅い時
間になっていました。
　葬儀社の方は「力不足で申し訳ありません」と言っていましたが、とても努力してくれて、霊安室で会った妻より美
しくなっていました。顔は平べったいままで、ドウランで化粧しても大きな縫合の跡は隠せませんでしたが、美しい妻
になっていました。
　葬儀の日までは子供たちと棺の隣に眠り、毎日棺の窓越しに妻にキスをして、布団に入りました。が、眠れるはずも
なく、一晩中泣き明かしていました。
　あわただしく葬儀の準備を進め、警察の対応や役所での手続き、妻名義の一切の契約関係の手続き・・・女性はいろ
いろなところに登録してるのですね。銀行や携帯以外にも、通販カタログなどが沢山あって、連絡が来るたびに、事情
を説明したりして、解約をしました。なかでも次男の保育園は調整が大変でした。
　まず迫られた選択は、次男を家で過ごさせるか、保育園にするのか。保育園は空きがないし、１歳の次男の世
話をするには、私の仕事をどうすればよいのか。私の父母に世話になるには高齢で難しそうなこと、そのような
課題がある中で、短い時間で決断をしなければならないのです。市役所や保育園に相談して、何か方法がないか
考え、併設された幼稚園の園バスに乗せてくれないかと相談したところ、幼稚園側に承諾していただくことがで
きたので、市役所に連絡して、何とか保育園に入れていただくことができました。
　次男の保育園が決まり、次は仕事の調整です。勤務時間を早めることで帰宅時間を前倒しすることができまし
た。朝は暗いうちに出勤することで、子供たちのお迎えにはギリギリ間に合うことができるようになりました。
　突然父子家庭になり、幼い息子たちを育てながらの勤務はかなりきつい状況でした。妻を突然亡くした悲しみと喪失
感、加害者への怒りもありました。そこに育児と仕事に裁判も入ってきます。裁判の調整は帰宅して、子供たちが眠っ
てから、深夜に資料を確認したり作ってました。
　事件から３年後に民事裁判も一通り終わり、その頃には心身ともに限界だったのだと思います。通勤電車では仲のよ
さそうな家族を見ては涙があふれ、老夫婦を見ては自分たちが失った未来の姿を重ねて泣いていました。仕事をしてい
ても、突然の喪失感や悲しみに襲われ、トイレで一人で泣いたり、一人になれる場所を探して、叫ぶこともたくさんあ
りました。そんな状況で医師からも仕事を休んだ方がよいと言われ、会社をしばらく休職させてもらうことになりまし
た。休職してしばらくは鬱症状も強かったので、子供たちを学校に送り出した後は、ベッドで倒れていることが多かっ
たです。
　妻が亡くなった後は、眠ることもできず、食欲もなくなり、体重も急激に減少して、体調も精神も不安定になりまし
た。心療内科や精神科に通院し始めて、やることは増えるばかりでした。そんな中で子供たちも色々な思いをしてきた
と思います。
　子供たちとベランダに出て、星空を見て、「どの星がお母さんだろうね」と
子供たちに話しかけると、長男が「お月さまが一番大きくて明るいから、お月
さまがお母さんだよ」と言いました。それからは長男や次男が昼間でもお月さ
まを見つけると、「お母さん見つけたよ」と声をかけてくれるようになりまし
た。
　子供たちはテレビのアニメを見て、「テレビはいいな。生き返れるもんね」
「僕も死んだら天国のお母さんのところに行けるかな」そんなことを言う時も
ありました。
　妻が亡くなって最初のバレンタインデーは、私がチョコを買って、子供たち
に「お母さんからだよ」と渡したのですが、「お父さんじゃん」と言われてし
まいました。
　２年目の時には、そっと２階の寝室の枕もとに用意しておきました。子供たちは不思議そうな顔でお互いに顔を見合
わせて、「誰からかな？お母さんかな？」と言いながら泣き出しました。「どうした？」と聞くと「優しいから、お母
さんが優しいから・・」と泣いていました。
　たぶん長男はわかっていて、私のしたことに泣いたのかも知れません。それでも、その時のアンパンマンのチョコは
しばらくの間、冷蔵庫に大切にしまっていました。
　そんな時、私は子供たちを抱きしめて、「お母さんの分まで長生きしよう。幸せに楽しく過ごそう」と話してあげる
ことしか出来ません。子供たちの心に空いた母親の分を埋めることはできません。
　たったの４年間と１年間しか、母親と過ごせなかった子供たち。それでも、「お母さん、おやすみなさい」と毎日寝
室の遺影に声をかけてからベッドに入ります。
　一緒に過ごした時間は、普通よりちょっと短いかもしれません。でも子供たちにとっては、いつまでも大切なお母さ
んです。いつまで子供たちがこの気持ちを持って過ごしてくれるかは私にはわかりません。でも、心優しく育ってくれ
ていると思っています。沢山の人たちが息子たちを優しく見守ってくれたおかげだと思います。
　今でも眠る前には、妻の遺影におやすみなさいをしてからベッドに入っています。
　事件からずいぶんと時間が経ちました。でも悲しみが消えたわけではありません。子供たちが眠りについた後、妻の
遺影に話しかけながら、何度も涙を流しました。事件の時のパニックのような激しい悲しみや不安からみれば、少しだ
け落ち着いてきたように感じます。しかし妻がいない現実は、時間がどれだけ流れても変わることはありません。
　加害者が何事もなかったように過ごしていると思うと、妻の生命はなんだったのだろうと考え込んでしまいます。い
い加減な人間に殺されるために、妻は人生を過ごしてきたわけではありません。妻は何も間違ったことをしていないの
に、生命を奪われたのです。間違った行動をしたのは、進行方向を見ないで、交差点に進入してきたタンクローリーの
加害者です。１歳の次男と妻を跳ね飛ばした運転手は大した罪に問われることもなく、日常を過ごしています。
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髙橋聡美（防衛医科大学校教授・精神看護学）講演
「喪失体験後の家族を支える　～レジリエンス　悲しみの力～」

　今ご紹介にあずかりました髙橋でございます。
　小沢さん、あいの会５周年、長い歳月をかけて続けていくことは、とても大変なことだと思います。ご祝辞みたいな
感じの言葉を今日はいただいてはいますが、悲しい事件でできた会なので「おめでとう」と私は言えないです。でも、
何か力になれればなと常に思っています。
　今日は、私の方からは、喪失後の家族を支えるレジリエンス、喪失後どうやって適応していくかというお話と、悲し
みの力ということをお話しようと思いながらこちらに向かったわけですが、先ほど中村さんのお話を聞き、本当にあの
体験談を越える言葉はないです。ないですが、しかしながら、私はこの10年間で子供のサポートをしながら、出会って
きた子供たちの話や、ご遺族から教えていただいたことや、ご遺族にかけていい言葉、悪い言葉、そのあたりを皆さん
にお伝えできればと思っています。
　その本題に入る前に、私が中村さんとお会いしたのは、何年前かしら、2013年だったかな、当時は、埼玉県にまだ
親を亡くした子供のサポートの場がなくて、板橋のプログラムにお子さま２人をお連れになって来られました。
　その時は本当に、パッと見た感じは、そういう大変な体験をしているようなご家族には見えませんでした。これはど
の家族もそうです。震災遺族にしても病死の遺族にしても。お話を聞くと、とても大変な壮絶な体験をされている。子
供たちはというと、もう元気いっぱい遊んでいて。ほんとに元気いっぱいな男の子２人を、そのプログラムに迎え入れ
たというのが、このご家族との出会いでした。
（中略）
　私がご遺族の子供たちをサポートする中で目指しているものがあります。ま
ず一つには、グリーフの物語に耳を傾けることです。その人なりの亡き人との
繋がり方があります。例えば、蝶々がやってくると、「チョウチョは、ママな
んだよ」って言う子供がいたり、色んな表現をします。その時、子供のグリー
フの物語の主導権を奪わないということが大事です。「これがママなわけない
じゃん。チョウチョだよ」とか、そういうことを言わないで、そういうふうに
その子は思っている。その子はそう感じ、腑に落ちているわけです。その子な
りのグリーフの物語があるので、私たちはその子が見えてる風景を受け入れる
だけです。
（中略）
　よく悲しみを乗り越えるとか克服するというような表現がされますが、悲しみは克服する、回復するといったもので
はなくて、その悲しみとともに生きていかなくてはなるません、グリーフサポートでは悲しみを抱えたままでどういう
ふうに生きていくかっていうことをやっています。生きていくための体力作り、心作りをするわけです。レジリエンス
と申しますが、その出来事が起きた時に、普通の生活に戻らないけれども、できるだけ自分らしい生活に戻っていく力
ですよね。そこに必要なのは自尊感情です。
　自尊感情には基本的自尊感情と社会的自尊感情があります。社会的自尊感情は成功したり褒められたりすると伸びる
ものです。しかし失敗したり喪失体験をするとすぐにしぼんでしまいます。逆に基本的自尊感情は、成功とか優劣とか
とは無関係で、自分をかけがえのない存在として、丸ごと認められるものです。例えば、交通事故遺児で加害者がいる
事故の場合、子供が家族を殺した犯人のことが憎いと思ってしまうこともあります。そんな時、「そんなこと言う子は
悪い子です」とさとすのではなく、「そういう気持ちがあっても大丈夫だよ」「どんなあなたでも大丈夫」という寄り
添い方が大事です。亡くなった人のことを思って泣いてしまう時でも、「大丈夫だよ」って、「強い子じゃなくてもい
いんだよ。泣いたっていいんだよ」って言ってあげる。そういう関わりが基本的自尊感情を育んでいきます。子供のグ
リーフをサポートする時には、基本的自尊感情をどういうふうに育んでいけるかっていうところに力を置いています。

講師紹介　　中村 正文（なかむら まさふみ）
2010年4月6日、妻の中村友美（当時３４歳）は、自宅付近の交差点で次男（当時１歳）を
抱いて青信号で横断中に、急右折してきたタンクローリーに跳ね飛ばされ、頭を轢過され即
死。進行方向を見ていなかった加害者の刑事裁判は実刑判決に至らず終わる。加害者の過労
運転や運転中の携帯電話使用がわかったのはその判決確定後のことだった。妻を奪われた突
然の事件の後、ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）に苦しみながら、一人で当時１歳と４
歳の息子を抱え、慣れない育児や家事をこなし、仕事や裁判の対応に追われる日々を過ごし
てきた。縁あって知り合った関東圏の他の交通犯罪遺族と2012年にあいの会を設立し、現
在も遺族活動を続けている。

　次男も亡くなっていたら、加害者の罪はもっと重くなっていたはずです。でも妻が必死に守ったから次男は助かった
のです。殺された妻と、生きている加害者。何事もなく加害者が過ごしていることを思うと、とても苦しくなります。
（中略）
　人は実体験したこと以外は、想像することしかできません。私の話を聞いて、自分たちを守れるように想像し、安全
に行動していただければと思います。私の子供たちのような悲しい思いを少しでも減らしてほしいと切に願います。も
しよろしければ、今日聞いた話を、家に帰ってから、家族や仲間たちと話し合ってほしいと思います。悲しみを増やさ
ないために、今を幸せに過ごして明日に繋げるために、よろしくお願いします。
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　遺児たちの様子を見ていると、基本的自尊感情が低くて、社会的自尊感情だけ膨らんでいる傾向が多々あります。な
ぜこのような傾向になりがちかと考えた時、大人がいい子を強いているように思います。「パパが亡くなったから、マ
マを支えてあげなさい」と、大人たちはパパを亡くした子供に言います。そうするとその子は一生懸命がんばります。
お勉強もがんばります。お手伝いも一生懸命します。一生懸命いい子でい続けます。そうして社会的自尊感情を膨らま
すのです。「泣いてる子はダメです。ママを支えてあげないと。お勉強もちゃんとしてください」というふうに周りが
いい子を強いてしまうので、子供たちは一生懸命がんばっているわけです。見ていて痛々しいぐらい、張り裂けそうな
ぐらいがんばっています。
　こういう子たちが私たちのプログラムに来るわけですが、一生懸命いい子をがんばっている子たちは、プログラムに
来たら大暴れをしたりします。イタズラをいっぱいします。イタズラをいっぱいして、おうちではまたいい子なのです。
子供が子供らしくいられる時間とか場所とか、そういう機会を大人たちが奪ってしまっていると思いますし、もう少し
一人親さんをサポートしないと、子供が子供らしくいられる場所がなくなってしまうと感じています。
　グリーフプログラムでは、みんな元気いっぱい、はじけています。「どんなあなたでも大丈夫だよ」「どういう気持
ちでも大丈夫だよ」ということを支えてあげるというのが、グリーフサポートの基本かなと思っています。
　では、どんな支援が遺族にとって有害か。支援している側はよかれと思ってするんですが、よかれと思ってやること
が、意外と害になっていることがあります。
　例えばアドバイスをする。「早く納骨した方がいいよ」とか、「子供がちっちゃいんだから、再婚しなさいよ」など。
また回復を鼓舞する。「だいぶ元気になったみたいだね」と言われることも遺族を傷つけたりします。例えば夫さんを
亡くして、どこにも出かけたくない女性がいらして、お友達が「たまにはご飯でも食べに行きましょうよ。気分転換
に」って声をかけてきたと。出かける元気はないんだけれども、まあ、たまには行ってみようかなと思って、久しぶり
にこう、外に出る服を着て、お化粧をして出ていったら、「なんだ、元気になっているじゃない」と言われたと。本人
はすごくがんばって、何とかご飯食べに行こうって出ていったのに、「なんだ、元気じゃん。もう、全然大丈夫そう
じゃん」と言われて傷ついたという事例もあります。
　この他には、やけに陽気にふるまって、あたかも死別体験がなかったかのようなふるまいをされたり、不遜で、みじ
めな思いをさせられる態度を取られたりなどがあります。
　不誠実なのです。例えば、その事故のことを聞くのはいいんですが、興味本位で聞いて「保険、どうなの？」とか、
そういうことをズケズケと聞いてきたり、不遜な態度の人もいる。心配したりアドバイスをしたくて、根掘り葉掘りい
ろいろ聞いてらっしゃる方もいる。けれども、ご遺族本人としては、とてもみじめな思いになったりします。
　不遜な態度で言えば、子供に対しては「どうせ子供だからわかんないだろう」
という態度で接したりもします。その子の力がないから「あれもこれも、やって
あげるわよ」みたいな態度を取られたりということもあります。
　さらに「私はあなたがわかる」「わかるわかる。私もそういう経験あるわよ」
とよく人は言うのですが、交通事故は100通りあったら状況が100通り違います。
100通りのグリーフの物語があるのです。同じような状況でも、それぞれの物語
がやっぱり違うのです。
　他の人にはわからないのです。私は交通事故の遺族じゃないからわからないの
です。その気持ちはわからない。体験したことがないから。ただお話を聞いて、
その人たちが見えている風景を、一緒にどんな風景なのかなと見る努力はします。
けれども、その気持ちが「わかる」っていうことはないのです。おそらくそれは
どのご遺族もそうだと思います。
　同じように交通事故で、例えば、飲酒運転で同じように亡くされていても、同じ飲酒運転でも状況が違うし、グリー
フの物語は違うのです。だから安易に「わかるわかる」と言うのは言語道断だし、「私もね」と、自分の話をずっとし
始めたりして、相手を聞き役にしてしまうこともよくあるわけです。
　子供でもあります。「僕ね、パパをガンで亡くしてね」って言うと、ボランティアのおばちゃんが「ああ、私もね、
父を何年前に亡くしてね」といろいろ話し始めてしまって、子供が「おばちゃんも大変だったんだね」って言って、一
生懸命ボランティアのおばちゃんの話を聞いてる状況もあります。気をつけなければならないなと自分も思います。
　では逆に何がご遺族の支えになるのか。まず同じような境遇の人と接するということ。これは支えになります。これ
はあいの会が日々やっていることで、同じような体験をしている人たちは、それぞれの物語は違いますが、共通する部
分もあるし、当事者同士だからわかちあえるところがある。これが大事です。そういう気持ちを吐き出す機会を持つこ
とを、すごく丁寧に中村さんがお話をしていましたが、そういうふうに、あの時どんな気持ちだったかなとか、今こう
いう気持ちだなというふうにまとめるというのも大事です。
　次に私たちがすべきことは誠実な関心を示すことです。先ほど「根掘り葉掘り、興味本位に聞いてくる無礼な人がい
る」という話をしましたけれども、本当に誠実に聞いて、ちゃんと繋げられる支援にするとか、「こういうシステムが
あるんだよ」とか、誠実にやるのは、これは有用な支援になります。当事者はパニック状態で、その時何が起きていた
かということも、もう全然記憶がない方もたくさんいらっしゃって、中村さんがあれだけ覚えてたのが不思議なぐらい
本当に頭の中が真っ白で、どこをどうやったのかも全然覚えてないって方がたくさんいらっしゃるので、きちんと誠実
に接して、必要な支援を届けるというのは有用な支援になります。
　そばにいる。そばにいて、「何かできることがあったら言ってね」と言うところでは、やっぱり主導権を奪わないと
いうことですね。主導権は相手にあるんです。主導権は相手にある。例えばお骨をそばにずっと置いておきたいと。な
かなかお墓に入れることができないって言った時に、「もう入れてあげなきゃ。いい加減もう四十九日も過ぎてるんだ
から」って言うのは私の価値観であり、その人の気持ちとは違うわけですよね。「あなたはどうしたいの」って相手に
ちゃんと聞いて、「いや、あたし、まだそばに置いておきたい」って言えば、自分の価値観を押しつけることなく、
「そうしたいんだったら、そうしたらいいんじゃないの？」って言うことが主導権を奪わないっていうことです。
　アドバイスよりシェア。何かアドバイスをするよりも、「あ、そんなふうに感じてるんだ」とか、「そういうふうに
困ってるんだ」とか、その人が見えてる風景、困ってる状況を一緒にシェアをするということが大事になります。



（前略）
　自民党の県議会の犯罪被害者条例プロジェクトチームを立ち上げました。犯罪被害者救済に関する条例制定のための
プロジェクトチームで、現在、事務局長を務めさせていただいております。
　これまで犯罪被害者救済に関する条文というのは、埼玉県では、防犯のまちづくり等の広い分野の中の一文にしかな
かったわけですね。犯罪の被害というのも、最近、犯罪被害のあり方も多岐にわたりますし、一層それに特化した条文
を作り、広く行き届いた条例案として、取り組みやすい形を作るべきだろうということで、広域自治体である埼玉県の
役割として、我々は何としても作りたいんだということで訴えたところ、大先生方から「お前がやってみろ」というこ
とで、責任者の拝命を受けました。
　そうした中で、今年から取り組んだ条例のプロジェクトチームですけれども、2018年2月の年度末の定例会を目標と
して、今、議員提案にある条例制定に向けて取り組んで、弁護士会であるとか、さまざまな関係団体の皆様方からヒア
リングもしていて、今市町村の県議会の議員同士がですね、窓口に行って、被害者救済に関して、窓口がどのような対
応を、今されてるのかという現況調査を、全県内的に行っていただいております。
　そうした現場の状況等々もしっかりとリサーチをしながら、今日お集まりの皆様方も関係の深い皆さん方と思います
けれども、皆様方の思いの結実となるような、埼玉県のは、全国に一番素晴らしい条例だと言っていただけるような形
づくりを、我々も、同期であり、同期の会派代表である清水議員さんも、一緒にお越しをいただいております。今日の
機会も、講演の中でも、さまざま学ばしていただきながら、皆さんと同じ目線で目標を掲げながら、そして行き届いた
条例が市町村にまでしっかりと浸透した時には、また皆さんと、こうした６周年、７周年の機会に一緒に喜び合えるよ
うに努めてまいりますので、今日は有意義な時間として、共に過ごさせていただければと思います。
　結びになりますが、小沢代表を中心にして、あいの会５周年ということです。また新たな節目として、10年、その先
まで、そんな意識の醸成が図られる素晴らしい会として、今後もご活躍いただけますことを、心からご期待ご祈念申し
上げ、ご挨拶に代えさせていただきます。よろしくどうぞお願いいたします。ありがとうございました。
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横川雅也・埼玉県議会議員の来賓ご挨拶

（中略）
　「ＰＴＧ」という言葉を紹介したいと思います。「Post-Traumatic Growth:心的外傷後成長」。何かつらい出来事
があった時に、困難な経験との精神的な戦いの結果、生じるポジティブな心理的な変容をＰＴＧと呼んでいます。
　傷は消えません。消えないけれども、その体験をしたがゆえに、もっともっと人のためになるような、あるいは人の
ためになるようなセーフティーネットを作っていけるような活動をしていって、発信をしていきたいというふうに思っ
たり、その経験を踏まえた人生を歩むことが可能なのです。
　ＰＴＧも、ご遺族の皆さん、それぞれの中で育まれていくものであるし、「成長なんかできないよ」って思う人は、
それでもいいんです。でも大丈夫です。変わらなきゃダメだということもないですし、つらい体験もポジティブに変わ
る時もあります。
　私自身も、いろんなご遺族の方々のお話を聞かせていただく中で、もっともっとやっていかなければならないことが
あるなと思っていますが、軸足を今は子供を中心に活動できればと思っています。子供たちの未来のために。その事故
だけでも大変なのに、その子の未来が暗いものになったり、悲しみが重いものになって前に進めなかったり、経済的な
ダメージがあって前に進めないなど、そういうことないようにと願いながら活動をしています。
　ＱＯＬという、「生活の質」という言葉がありますが、私は子供たちに関しては、Quality of future、「ＱＯＦ」、
未来の質をどうやって高めていくかということを常に考えています。子供たちが、その経験で前に進めないことがない
ように、経済的なダメージがないようにという活動を、今日々やっています。
　今日は、一番初めに中村さんのお話を聞いた後で、もう私のお話では全然届かないところもあったかと思いますけれ
ども、伝えさせていただきました。
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集会当日ご来場いただき、取材された読売新聞の柏原諒輪記者から寄稿文を寄せていただきました。ここに紹介させて
いただきます。

　　　＊＊＊　　　　　＊＊＊　　　　　＊＊＊

　関東交通犯罪遺族の会（あいの会）５周年記念集会が１０月１４日、さいたま市大宮区で開かれた。会の代表で、２
００８年２月に熊谷市で起きた飲酒運転事故の遺族である小沢樹里さん、夫・克則さんらを事故発生時から長年取材さ
せていただいた縁もあり、今回はこういった形で執筆の機会をいただいた。僭越ながら、私なりの目線で集会をリポー
トしつつ、遺族の方々の活動に対する思いを記したい。

■「お母さんは月になった」遺族の言葉に涙
　５周年記念集会の第１部では、７年前に交通事故で妻・友美さん（当時３４歳）を失ったあいの会幹事・中村正文さ
んが「ある日突然奪われた家族」と題して講話した。
　友美さんは２０１０年４月、飯能市の国道交差点で当時１歳の次男を抱いて横断歩道を渡っていたところ、安全確認
を怠ったタンクローリーにひかれ亡くなった。運転手（当時５９歳）は自動車運転過失致死傷容疑で現行犯逮捕され、
さいたま地裁川越支部で執行猶予付きの有罪判決を受けている。
　中村さんは、「一人の加害者の起こした事故で沢山の悲しみが生まれてしまった」「基本的な安全確認をしていな
かったことが原因の事件事故が、今日もきっとどこかで起きている」と言及。事故後、息子２人と生活する中で、長男
が「お母さんは月になった」とつぶやくようになったエピソードを紹介し、家族３人で友美さんが月になって見守って
くれているとの思いで、ベランダから月夜を見上げることがあると語った。
　さらに、「妻が次男を必死に守ったので、加害者の罪は軽くなってしまったとも思うことがある」とやるせない気持
ちも吐露。その上で、「自分も事故に巻き込まれるかもしれないという意識を持ってほしい」と語り、一人でも多くの
人が当事者意識を持つことが、事故撲滅につながると訴えた。会場では中村さんの講話に涙を流しながら耳を傾ける出
席者が多くおり、友美さんが亡くなった時と同年齢の私も、涙をこらえることはできなかった。

■グリーフケア「共感する誠実な気持ちを」
　集会の第２部では、防衛医科大学の髙橋聡美教授（精神看護学）が遺族らを精神面で支えるグリーフサポートの大切
さについて講話。「有害支援」として、▽回復を鼓舞すること▽陽気に振る舞うこと▽不遜な態度を取ること――など
を挙げ、遺族らに寄り添う上で注意すべき点を説明した。一方、▽同じ境遇の人と接すること▽誠実な関心を示すこと
▽そばにいること――は有効的な支援策になると紹介し、「相手から主導権を奪わず、困っていることを共感する気持
ちが大切」などと力説。グリーフサポートの場が日本国内ではまだまだ広がりきっていない現状についても紹介した。

■被害者支援　県条例制定へ自民党県議団が奔走
　記念集会に出席した横川雅也県議は、被害者支援を目的とした埼玉県条例を成立させるため、自民党県議団でプロ
ジェクトチーム（ＰＴ）を発足させたことを紹介。議員らが各市町村の被害者支援窓口に足を運び、支援の現状を確認
するなど活動しており、２０１８年２月の県議会定例会での条例案提出を目指しているという。ＰＴの事務局長を務め
る横川県議は、「必ず条例をつくる。あいの会に関わった皆様方の思いが、様々な形で結実すれば素晴らしいことだ」
と熱弁した。

■あたたかい語り合いの場
　記念集会の後には、懇親会（二次会まで）も開かれ、熱い議論が交わされる一方、近況報告などを兼ねた、たわいも
ない会話も飛び交った。
　出席した法曹関係者は最近でも悪質な交通事故が後を絶たない現状に触れ、「飲酒運転で人を死傷させた場合には、
そのことのみで危険運転罪を適用できるよう法改正が必要ではないか」と力説。会代表の樹里さんは、記念集会の前夜
まで人が集まるか心配し、中学生の息子になだめられたエピソードを披露。実際の参加者は約６０人にも上り、樹里さ
んは「皆さんに支えられ活動が続けられる」と感謝の言葉を何度も口にした。
　中村さんの話について、講話という形で全てをきちんと聞いたのは会員全員が初めてといい、会員同士の存在の大切
さを確認し合う様子もみられた。会の活動は、遺族が寄り添い、本音で語り合えるとてもあたたかい場だと実感した。

■伝える使命感、学びの機会に心より感謝
　私は２００７年にさいたま支局を駆け出しに記者人生をスタートさせ、今年で１１年目。「当事者の生の声」を報じ
て世に訴えることが、事件事故の再発防止につながるとの思いで奔走しているが、大切な家族を失い悲しみが癒えない
中で取材に応じて下さる方々には、本当に頭が下がる思いだ。
　５年前に東京社会部に異動後も、小沢さん一家と交流させていただき、最近でも、軽井沢バス事故の際に「遺族に寄
り添う１冊」として被害者ノートを取り上げる機会もあった。樹里さんと克則さんは会うといつもこう言って下さる。
「マスコミは味方だから」。その言葉は、記者冥利に尽きるし、いつも私にパワーをくれる。
　そして今回、樹里さんが集会の最後、出席者への感謝の言葉と合わせて語った言葉が印象的だった。「怒りであった
り希望であったりが、自分たちの訴えたい思いに代わる」。私たち新聞記者も同じだ。何かを取材してそれを報じる、
その根底にある思いは怒りだったり喜びだったりする。だが、懇親会でざっくばらんな話も伺い、帰宅途中にこうも感
じた。「本当に樹里さんと〈同じ〉なのか」。
　遺族としての感情、記者としての感情、第三者としての感情、それは置かれた立場で様々のはずだ。取材先に寄り添
い、当事者目線を忘れないことは大事だが、記者としての自分にできることは何なのかを常に考え、悩み続けることが
大切だと改めて痛感した。そういった経緯も踏んでこそ社会に報じる意味のある記事が書けると信じ、走り続けたい。

柏原諒輪（読売新聞東京本社社会部記者）寄稿
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当日配布したアンケートで寄せられた声よりいくつかを紹介させていただきます。

●条例が一歩進むことは本当によかったです。私は保護観察側に関わる職務についています。保護観察はボランティ
アの保護司の方のお力を借りながら指導支援等を行うものですが、その性質上どうしても被害者の視点が欠けてしま
いがちです。もし会の支援がいただけるなら、私の担当する地区の保護司の方々に一度被害者（家族）の心情などを
お話ししていただけないかと思っております。どこへ相談したらよろしいでしょうか。会の皆さまがおすこやかで会
があたたかい場でいつまでもありますようお祈り申し上げます。大変ありがとうございました。（50代・女性）

●加害者に対する怒りの感情を押さえながら、どうすれば被害にあわないですむか、それを考えないとと訴える姿に
頭が下がる思いでした。少しでも当事者意識をもつ人の増えることが事故抑止につながるきっかけを中村さんの話が
世の中に投げかけていると思います。奥様の亡くなった年齢が今の自分と同じで、あらためて命を与えられている者
として必死に生きていこうと思わされました。（30代・男性）

●時に周囲の人々や支援者は自分の意見主張を押し付けたり、励ますアドバイスなどをしがちですが、気持ちという
ものは十人十色であるため、気持ちのシェア、正にレジリエンスが必要と思いました。自己回復を信じて支援者本位
にならないことを心がけたいです。（20代・女性）

●被害者支援センターは各都道府県に最低１ヶ所は必要だと思います。大きな輪、沢山の理解ある支援の輪が必要だ
と思いました。（50代・女性）

●専門家だけでなくボランティア、一般の方々への啓発も大切だと思います。子供たちが育つ環境を大人たちが丁寧
に作らなくてはと思いました。（40代・男性）

●犯罪被害者支援の重要性がもっと世の中に広められなければならないと実感することが出来ました。マスコミの人
間として微力ながらそれに貢献できるようにがんばりたいと思います。あいの会が引き続き、あたたかく素晴らしい
形で活動されることを心よりお祈りしています。（30代・男性）

アンケートからの声

祝電

上川陽子法務大臣をはじめ多くの方からも
温かい祝電をいただきました。

　今回は貴重な場に出席でき、とても光栄でした、今後も伝える使命感を忘れず、社会の木鐸として精進して参りたい
と思います。悲しみの上に発足したあいの会ですが、世の中から悲しみを少しでも減らすため、社会的意義の大きな活
動だと思います。皆様方の今後のご多幸をお祈りしております。この度は本当にありがとうございました。
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