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平成30年8月15日発行

発行八王子地区保護司会

編集広　　報　　部

電話042-657-4928

八王子市立松が谷中学校吹奏楽部

「再犯防止推進計画元年」
東京保護観察所立川支部

支部長　柴田　由佳

4月1日付で東京保護観察所

立川支部長を拝命いたしました。

どうぞよろしくお願いいたしま

す。

さて、 「犯罪による検挙者が

ピーク時の平成18年に約14.9

万人にあったのに対し平成27年には約11.5万人

と大きく減少した」という統計については皆様も

ご存じのことと思います。犯罪全体が減っている

中でなかなか減らないのが再犯者です。

「懲役」の「懲」は「懲りる」 「懲らしめる」と

いう意味です。普通は、刑務所に一度入ればもう

「懲りて」悪いことはしなくなるだろうと思いま

すが、現実には何度も入ってしまう人がいるとい

うことです。再犯を繰り返す人達は、犯罪をした

ことで家族や友人、同僚などの信頼を失い、孤立

し、その結果犯罪に走っています。

日を覆いたくなるような犯罪が大きく報道され

る昨今、犯罪をした人達に向けられる視線は厳し

くなる一方ですが、深く反省し、やり直そうとい

う気持ちになった人達に対しては、受け入れる社

会でなければならないと思います。 「社会を明る

くする運動」のキャッチフレーズ「あなたのまな

ざしで。再出発を見守る社会へ。」にもそんな思

いが込められています。

八王子地区保護司会だよりでは、昨年度より

「再犯再非行防止」をテーマとした紙面作りに取

り組んでおられます。昨年12月に国の「再犯防

止推進計画」が策定されたところであり、まさに

今年は「再犯防止推進計画元年」です。そんな

中、保護司、関係機関の皆様が「再犯防止」につ

いて真撃なご意見を寄せておられるのを拝見し、

背中を押される思いがいたしました。東京保護観

察所としましても、今年度の重点目標に「再犯防

止関連施策の充実強化」を掲げ、一層努力して参

りますので、引き続きご支援を賜りますようお願

い申し上げます。

一門国王
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着任観察官よ

統括保護観察官
(研修企画担当)西平　俊秀

保護局から転任して参りました西平
です。保護司の皆様を始めとする民間

シ　協力団体の方々をお支えする業務を担
当いたします。微力ですが、皆様と手

を携えて明るい地域社会の構築に努めて参ります。

統括保護観察官
(更生保護施設事件担当)加藤　由春
さいたま保護観察所から転任して参

りました。今回、初めての管理職とい

う重責を担う役職を頂き、身の引き締

まる思いです。保護司の皆様と常に連

携を図りながら、貴地区保護司会の発展のためお役

に立てるよう努力して参ります。

統括保護観察官
(保護区事件担当)山田　　保

主に事件管理全般と薬物処遇施策業

務に従事しています。薬物事犯者を始
め多くの対象者が何らかの依存の問題
を抱えており、これらの問題の施策を

主任保護観察官

(束、中央、高尾分区)篠田　浩之
さいたま保護観察所から転任して参

りました。八王子地区保護司会の皆様

と一緒に頑張って参りますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

主任保護観察官

(西分区、紫翠苑)南　かず枝
横浜保護観察所から参りました。八

王子地区保護司会の先生方とご相談さ

せていただき、お知恵をお借りしなが

ら保護観察を進めさせていただきたい

と思います。

適切に講じていくことが急務となっています。

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

ー再犯、再非行防止に向けての挑戦一

警視庁少年育成課八王子少年センター
警部　竹本　竜太

八王子地区保護司会の皆様には、平素少年の健

全育成と非行防止にご支援・ご協力いただき感謝

しております。

さて、サイバー空間における様々なトラブルや

犯罪に少年が巻き込まれる事案、とりわけ最近で

は「自画撮り被害」の問題や「JKビジネス」の

出現などに対し、都条例の改定や新規制定を行う

など、少年を取り巻く環境に対しては、日々新た

な問題に対応している状況です。

このような状況のもと、 「少年の再犯、再非行

防止」に関する取組みは、少年問題に関わる者に

とっては常に変わらぬ重要な課題と言えると思い

ます。当センターにおいても、少年の立直り支援

活動として、農作業体験、折り紙教室、絵手紙教

室、スポーツ教室、学習支援などの体験や対面で

の対話を行い、少年たちの再犯、再非行を防止す

るための活動を行っています。しかし、これらの

活動は必ずしもすぐに成果に結びついているとは

言えない状況です。例えば次のような事例があり

ました。当センターの少年相談に通う過去に万引

きを繰り返していた少年に、再犯防止に向けた取

組みとして、スポーツ教室への参加を促しまし

た。少年は充実した時間を過ごし、帰宅する際、

顔を輝かせて帰っていく様子を見た担当の職員

が、立ち直りを確信していたところ、その直後に

また万引き事件を起こしたことが判明したので

す。職員がショックを受け、落ち込んだのは言う

までもありませんが、少年自身も、万引きをして

しまった事に自分自身も深く傷つき、落ち込んで

いました。少年の心情や特性をよく理解している

つもりの私達でも、少年の心や目先の行動を見通

すことは困難であると、改めて思い知らされる出

来事でした。しかし、少年問題に関して、特効薬

はありません。地道に、愚直に未来を担う少年た

ちを信じ、更なる努力をしていきたいと思ってい

ます。みなさまにも変わらぬご支援とご協力をお

願いいたします。

一2-
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私の考える再犯防止
八王子ダルク代表　加藤

拘置所の面会室で久しぶりに再会
した時のことを憶えています。 「警

察署や拘置所にもう何度足運ばせて
いるのだろう」めっきり老けた母の

顔を直視できずにただ下を向くしか

ありませんでした。

ダルクに繋がる前の私は覚せい剤を使用しなが

ら「どうすれば逮捕されないか」そんなことばか

り考えながら生きていました。時々「もうやめた

い」が頭に浮かびましたが、そんな気持ちを誰に

相談すればよいかわからず、只、薬物を使用し孤

独になり気が付けば逮捕、そんな日々を過ごして
いました。

ダルクとは薬物依存症からの回復支援施設で

す。ここは合法、非合法問わず薬物の問題を持
ち、互いに助け合い、今日一日薬物を使わずに新

しい生き方を実践していく場です。ダルクの利用

者の多くは長年の薬物使用により疲れ果て、自尊
心を失い、薬物無しで生きていく術を知りませ

ん。もちろん刑務所を出所後「今度こそは家族に

迷惑をかけた分取り戻そう」と一生懸命に仕事を

してまっとうな人間になろうと頑張ります。で

も、それだけでは薬物の再使用(再犯)を妨げな
いことも私自身の経験からよく知っています。強

い意思は長続きしないからです。薬物を止めるこ

とは始まりに過ぎません。大切な事そして最も難

しい事は止め続ける事です。それには自分の薬物

問題を受け入れ、同じ問題を持つ人達の中で受け

入れられ、薬物を止めてから起きる様々な問題を

相談できる様な安心で安全な人間関係の中でしか

自分自身を変えることや回復が出来ない事を知り

ました。自分の弱きと向き合い、人に心を開いて

沢山の人達と繋がる事が出来ました。薬物依存症
の最大の敵は薬物ではなく孤独です。薬物依存症

者を孤立させない環境や社会を作る事が再犯防止
に最も必要な事ではないでしょうか。

ダルクは一人の薬物依存症者も孤立させない、

そんな場所であり続けたいと思います。

就労と家族こそ

高尾分区　伊藤　裕司
…………………………1
………　…　…………　…　…(

l　再犯の実態

平成30年1月の新聞によれば、

刑法犯は戦後最少の91万件、これ
は行政の取組みと民間の防犯関係者

を中心とする市民の方々のご努力の

成果だと思います。しかしながら、

再犯率では(昨年の犯罪白書) 48.7%と割合が高

く、再犯減少の取組みが求められています。

2　再犯防止に向けた取組み

平成28年に法律が制定施行、それに基づき再

犯防止計画が策定され、刑務所出所者等の住居を

確保し、就労を支援する対策が採られています。
就労奨励金支給制度の充実が図られています。ま

た、犯罪被害者のご遺族の方々のお気持ち・ご意

見を対象者の処遇に適切に反映していくとの方針

も出ています。 (「更生保護」平成30年1月号・

巻頭挨拶)

3　私の考える再犯防止

八王子地区保護司会では平成13年に立ち上

がった「協力事業主」制度による取組みがなさ

れ、平成30年5月には新体制で再スタートをし、

その充実と拡大が求められています。私も一社を

目標に事業主の増員を図りたいと思っています。

また、保護司個人としての更生保護活動の更な

る推進を行います。私の体験をここに紹介しま

す。
・数年前、独身戌年男子を対象者として担当。

・夜の仕事、生活も不規則。

・ 1カ月に2回の面談はできないが、メールのや

りとりは100%実行できていた。
・半年後に「彼女」ができて同棲が始まる。

・彼女からの依頼で夜の仕事を辞めて、昼の仕事

(彼女の兄の仕事)に就く。
・ 「彼女」の妊娠。新居に移転。観察が「解除」。

・無事に出産。家族のため一生懸命に働いている。

私は、就労が再犯防止の大切な要件であるとと

もに、家族の力も大切な要素だと思っています。

ー3-
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ー犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラー
鶴蘭醜聞裡会藩聞愚くす葡運動勅

成30年7月1田嶋31

猛暑のなか、 「再犯防止」を旗印に、全国で　``第68回社会を明るくする運動’’が始まりました。八

王子市実施委員会では、市役所児童青少年課、八王子地区保護司会、更生保護女性会、民生委員児童委

員協議会、 BBS会等、 18団体が中心となり、 8駅11カ所の駅頭で、 251名が広報活動を行いました。

回国回国回国図回田園

毒藷語呂

スタンバイOK !

社会を明るくするために
ギラギラ太陽に負けないで。
「頑張って!」「ありがとう!」

30度を越える猛暑のなかに
思いやりの言葉が響きます。

高尾駅北口

総勢27名、駅頭から駅西
交差点までをカバー。炎
暑に負けず活動の意義を
笑顔で届けました。

八王子みなみ野駅

渡す手に願いを込めて
京王八王子駅

ー4喜

炎天下、急ぎ足の人々に、笑顔
で渡す。 「汗を拭いてください」
の一言添えて!

西八王子駅

参加者18名、気温は32度、風強し!
日曜日なので人通りが多く、あっという

間に配布完了となりました。
めじろ台駅
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更生ペンギン
ホゴちゃんサラちゃん

¥_ノ

“第68回社会を関るくする運動’’

今年も　``第68回社会を明るくする運動’’の一環として、第67回社会を明るくする運動・作文コン

テストが、 7月16日(海の日)いちょうホールで行われました。市内小・中学校から、応募総数317作

品が寄せられて、 6名が優秀賞に選ばれ、賞状と記念品を贈られ表彰されました。
国璽

八王子市実施委員会最優秀賞

秋山心花さん　七回小学校卒業生
八王子市実施委員会優秀賞

関　　愛美さん　第七小学校

小熊　唯夏さん　加住中学校卒業生
川村　南緯さん　横山中学校

峯尾　了理さん　横山中学校卒業生
小野寺直美さん　館中学校

第2部の「小中学生による音楽の集い」は素

敵な歌声、躍動するパフォーマンス、心躍る吹

奏楽と、盛りだくさんの内容で、 800名を超え

る来場者を心から酔わせてくれました。

闘蘭
l亡)温まる、かわいく

優しい歌声、市立緑
が丘小学校なかよし
ハート合唱団40人

の、美しい歌声が会
場に溢れました。

市立みなみ野中
学校ダンス部28
人、舞台狭しと、
若い躍動するス
テージを見せてく

れました。

平成30年度
八王子地区保護司会定期総会開かれる

山‾1 ‾　　　臆　置’i∴「‾山王元高そし完了‾

●　…　…　…　…　●　e　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

余命捨金命令命令⑧爵命令命令余命重電金砂㊥

議　案轄窯翳悪幣　鷲
命令命命令⑧命命命令命令禽鱒命令命命令命命

平成30年度の八王子地区保護司会定期総会が、

平成30年4月27日(金)、京王プラザホテル八

王子において開催されました。

総会では、内田貫保護司会会長が、国の再犯防止

の重要施策を受けて、保護司会としてはこれまで

の再犯防止活動にさらに力を入れるとともに、東

京都が策定する行動計画に基づいた八王子市の行

動計画策定に、保護司会が他の諸機関との連携の

中心となってその役目を担いたいと強調しました。

-5-

市立松が谷中学校
吹奏楽部42人に
よるおしゃれで洗

練された演奏が聴
衆の心を鷲掴み!
炎暑を忘れさせる

井上啓子(東)菊地寛子(みなみ)田畑　修(中央)

飛川美和子(西)平本　淳(みなみ)
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分国　覚ま　呼

一中央分区における保護司活動について-

中央分区　届書　敏夫

私たちが所属する中央分区は、女

性4名、男性17名の総勢21名と八

王子地区保護司会においても最少人

数の分区です。

そうした中においても、所属する保護司は、互

いに切磋琢磨し、地域で保護観察を受けられるこ

とになった方々が地域で安心して更生できるよう

協力しあいながら活動を進めています。

年5回程度の分区会・役員会の開催をはじめ、

管外研修、地区青少年健全育成活動、小・中学校

や町会・自治会との連携など　様々な活動を行う

ことを通して、保護司間や地域との連携・親睦を

図るとともに、地域の保護司会活動の活性化を推

進しています。

昨年度においても、 「社会を明るくする運動」

をはじめ、 「親子ふれあい工作教室」、 「坐禅会」

「高尾山学園清掃活動」に参加したほか、地域で

開催される「元本郷総合体験フェア」での保護司

会活動のPRなども行ってきました。

また、自主研修活動としては、 「SOS子どもの

村」の視察研修や日帰りでの管外研修を実施し、

分区所属の保護司のスキルアップに努めました。

中央分区は、その名のとおり市内の中央地域を

担当しています。保護観察対象者数は他の分区に

比べて少ない状況にありますが、小池分区長を中

心に各保護司が保護観察対象者となった方々が1

日でも早く一般社会に復帰し、二度と犯罪をおか

すことがないよう、また地域での犯罪がl件でも

減少するよう積極的な保護司会活動を行い、私た

ちの地域がこれまで以上に安全で安心して暮らせ

る地域となるよう活動を行っています。

今後も互いの立場を理解しあい、和やかな分区

であり続けたいと思っています。

サポートセンター長　三橋　正行

八王子地区保護司会の事務所に

は、 「更生保護サポートセンター八

王子」 (以下「サボセン」)の看板を

掲げています。保護司や保護司会が

地域で更生保護活動を行うための拠点として、ま

た、保護司の処遇活動の支援、地域での広報活動

等の機能を有し、多岐にわたっており、保護司会

活動において果たすサボセンの役割は、ますます

重要なものとなってきています。

サボセンの運営には7人の企画調整保護司が関

わっており、月・火・木・金曜日は専門相談員

が、水曜日は他の5人とセンター長が輪番制で待

機しています。水曜日には駐在官事務所(面接

室)として立川支部の主任官が、やはり輪番制で

待機し、対象者の面談等を行っています。水曜日

以外の駐在官事務所は、保護司と対象者の面接の

場として利用されております。また、新任保護司

を始めとする保護司の処遇活動に関する助言・相

談への対応もサボセンはしています。

平日の一般の電話・面接相談は、薬物乱用者を

抱える家族の悩みや、自堕落な生活を送る青年へ

の接触の仕方、悪友と縁を切る方法、出院後の少

年の就学についてなどなど、様々な相談が持ち込

まれています。また、八王子市児童青少年課との

「こども若者サポート事業推進委員会」も月1回

開催されています。

このように、駅から5分、クリエイトホール

Blという立地条件に大変使い勝手もよろしいの

であります。サボセンに来ると、ハローワークの

求人広告が一目で分かります。フルタイム、介

護・医療・保育の求人票から事務・軽作業の求人

票などがたくさん置いてあります。更生保護女性

会、八王子BBS会、更生保護協力事業主会と連

携して、今後もますます拠点活動を広げていきた

いと考えております。
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ー少年たちと ともに-
西分区　米山　泰夫

平成28年5月に保護司を拝命し、

丸2年が経ちました。この間、多く

の先輩諸氏の皆様方のご指導とご支

援をいただきながら、ここまで務め

を果たしてまいりました。この場をお借りして厚

く御礼を申し上げます。

もともと現役時代は、都立高校の教員をやって

おりました。三十数年間の教員生活の中で多くの

「少年」と出会いました。少年鑑別所に収容され

ている少年の面会に出向いたり、家庭裁判所の調

査官から学校への依頼に応じて「学校照会」の作

成に関わったことがあります。少年の在籍校の教

員には、少年鑑別所内の少年との面会が一般に認

められています。審判までの間に少年との面会の

機会をできるだけ設け、立ち直りに向けた働き掛

けを行い、今後の生活設計を一緒に考えていくこ

とは大切なことです。また原則非公開で行われる

「少年審判」に少年の学級担任として出席をして

意見を述べたりしたこともあります。審判の場で

教員が少年に適切な言葉掛けを行うことは、少年

の更生の直接のきっかけになりますし、教員が審

判での少年の様子を把握しておくことで、その後

の少年の学校での指導にも大いに役立たせること

ができます。こうした少年たちとの関わり合いの

過程で、保護司の方とも出会い、少年の更生保護

に向けて連携を深めていくことになり、親しくお

付き合いをさせていただきました。それがご縁で

今日まで青少年健全育成に関わってまいりまし

た。現在は地元の中学校の学校運営協議会の一員

として、学校安全ボランティアとして登下校の見

守り活動を行ったり、学習支援ボランティアとし

て勉強が苦手な子どもたちの基礎学力の充実に取

り組んでいます。これからも子どもとの絆を大切

にして頑張ります。

卓球です。一時は、ねくらスポーツと不評でし

たが、あの愛ちゃんこと福原愛選手、今なら張本

智和選手の活躍で人々の意識も変わって来たと思

います。とはいえ、青空もそよ風も関係ない室内

で、直径40mmのボールを変化させて、近くに

いる相手のいやがるところを攻めるので、確かに

ねくらではあります。

長短のブランクはありますが、私の卓球歴は

40年以上です。子ども時代のお遊び卓球、親戚

のお寺には境内に卓球台がありました。小学校の

PTAのママさん卓球。次はクラブ卓球、所属ク

ラブのトップは元実業団選手、ママさん卓球出身

者は応援要員。さらに学生卓球、滞在先のグラス
ゴーではノルウェー、香港、ドイツからの学生達

の混成チームで遠征試合もしました。

そして現在、退職を機に参加して6年目の教室

卓球。講師は1971年「ピンポン外交」の主役で

全日本選手権優勝4回等々の元女子選手です。週

1回2時間、講師の多球練習のメニューと講師自

らも打って往年の技術を披露と練習密度は極めて

大です。私は8人の受講生中、最高齢を誇ってい

ますが、技術は最下位。講師の、上手くなった

ね、を聞きたくて、地元の仲間との復習は必須で

す。この点、八王子は練習場所に恵まれていま

す。

国は平成23年「スポーツ基本法」を施行、こ

れを受けて八王子市は「スポーツ推進計画」を策

定、私はこの審議会の公募委員を2年間務め、健

康長寿が同計画の目標の一つと学びました。上記

選手達は幼少時からラケットをもちましたが、一

方で80歳の選手も珍しくありません。卓球はケ

ガも少なく、瞬発力、持久力、集中力が養えま

す。 5年前ケンブリッジでも自治体が健康増進の

ために「どこでも卓球」と称してあちこちの広場

に晴雨兼用の卓球台を設置、偶然通りがかりに打

たしてもらった相手は世界卓球にも出場したとい

う選手、その様子がネットにアップロードされ、

彼の地でもスポーツ振興に貢献(?)しました

が、数年後、台は片隅に置かれていました。
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シ「I葛ズ �保護司によるIヽ王子垢訪 

自然が豊かな八王子市戸吹町地区 
西分区　松崎　信夫 

私が生まれ育ち現在も在住している戸吹町は「旧

加住村地区」で八王子市の北西部に位置し、主要道

路は高尾街道(都道)と滝山街道(国道411号) ・圏

央道(トンネル)がある山間の地域です。戸吹町に

接する南側地域には犬目町・川口町・上川町の3町

会で、武蔵野ゴルフクラブ、八王子カントl)-クラ

ブ、 GMG八王子ゴルフ場があり、北側は高低差の低
い山林(雑木林)で頂上の尾根が隣接する地区はあ

きる野市で崖状の眼下には東京サマーランドがあり

その傍を秋川が流れている。東側方面は宮下町に接
し西側方面は上川町(八王子市)とあきる野市との

行政界は狭間で戸吹町は終わる(下記略図に表記)。

戸吹町には昔か
ら寺院(桂福寺・

無量寺) 2院と神

社(熊野神社・住
吉神社) 2社と根

小屋城址跡がある

小さな山間の部落
戸吹町周辺図　　　　　でした。

私が子供当時(60年位前)の休日等には五日市線

秋川駅から大勢の人達(外国人含む)が徒歩であき
る橋を渡り旧道(七曲り)の坂を上り戸吹町(上郷

城址から望むあきる野市

退任の保護司紹介
一長年お力をいただきました-

○永井　信子(束分区)

○内藤　祥弘(束分区)

○岩出　　責(中央分区)

○石坂　孝吉(みなみ分区)

ハイキングする長い行列ができ暫く途切れる事なく

続いていました。今では夢で嘘のような思い出が蘇
る地域ですが、現在では「ハイキング」等で散策す

る人を見掛けることが少なく寂しいです。 *蘇る記

憶(当時、我家に短時間立ち寄り休憩した外国人家
族の子供たち3人が手元に所持していた象と犬の縫
い包み(何れも革製)と可愛い人形を三兄弟で頂い

た思い出が蘇り懐かしく思い出します。)

近年では明治大学

付属中野八王子中学

高等学校を始めとし
て「日清食品」「トッ

パンフオームズセン

トラルプロダクツ」

「エフピコ八王子

PW」等の大手の民

間会社が大きな建物
を建造し開業してい

ます。近隣に親代々

暮らしている人達は

所有している土地の
一部を駐車場に転用

し運営管理しながら

農業を営み続けてい

ます。

エフピコ八王子

トッパンフオームズ

また、新滝山街道が開通後は高尾街道との交差点

角にコンビニ、ガソリンスタンドも開業しており、

その他に最近では町会の西方(山林部分)には「サ
バゲーアウトドアフィールド天狗山」と称する遊興

施設が開業しインターネット、ライン等で若人の間

で情報が拡がりテレビ放送番組の一部で放映された　　)

との事も有り、今では休日等には地元の八王子、東

京都内、近在(横浜・大宮等)のナンバープレート

を付けた若者たちが運転する自動車・バイクで大勢
の若者が遊びに来て楽しんでいます。 *現在でも町

内の一部の所では「イノシシ」 「タヌキ」等の動物が

出没し野畑を荒らしていますが、自然が豊かで平素
は静かな戸吹町です。

編集後記

平成30年度は冒頭の支部長からいただいた
原稿からも「再犯防止」元年です。また薬物乱
用防止の現場からは八王子ダルク加藤代表の寄
稿をいただきました。今年度も、広報部として
「再犯防止」の特集に力を入れて参ります。皆
様から読まれる広報紙にする努力を続けて参り
ますので、ぜひお声をお寄せ下さい。 (山田)
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