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座禅会 興福寺 平成24年 3月 11日
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の連携について私なりの考えを述べたいと思いま

す。

この連携は、直17K的 には平成 13年 の全匡1保護

司迎熙1に よる「保護司と学校との連携強化のため

の推 ll ttilJ、 平成 1411の法務省の「可1学 生サ

ポー トアクションプランJに より始まりました。

保護司のIL様方の中には、その後、史生保護では

次々と新施策は出るものの、1■ 学校との連携につ

いては新しい施策もなく、中学校との連携はどう

なっているのかとの疑Hiを もたれる方もあろうか

と思われます。しかし、その後も内閣府、文部科

学省の動きがILき 、それぞれに法務省、今回保護

中 学 校 との 連 携 につ い て

東京保護観察所立川支部

支部長 古田 康輔

司連11も 関与 しており、法務省として、学校との

連携を1■視しているわけではありません。

それは、本年、「保 i嵯 司と学校との連携パ ンフ

レットJが発行されたことからもわか ります。

中学校と保i雙司の連携は、匡がllL策 として
'文

り

組むという以前に地域の非行防 卜や非行少年の■

生に取 り組み、地域活ilに携わる保護●1に とって

欠かすことのll来 ない活動であり、施策として占

われる以前から様々な形で行われていたと考えま

す。私が新人の保護観察官であった当時も保護観

察のケースをlllし て学校との様々な連携があった

ことが思い||さ れます.

平成 14年 に示された「 1■ 学生サポー トアク

ションプラン」も、まったく新しい新施策と言う

よりは、既にある活動に形と根拠を示したという

性質のもので、問題意識も.l題 も、今日も変わる

ことがないと考えます。

伝統的な家族や地域の繁が りといったものが
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徐々に失われていることは以前から言われている

ことですが、それに代わるものとして関係機 FI

団体によるネットワークが注日されています。地

域コミュニテイーの青少年健全育成に関わるネッ

トワークという視点で考えると、学校を地域で lll

立させてはならず、学校はその中′しヽ的な存在で

す。

少年非行の問題は地域のHl題であり学校の問題

でもあり、学校の日1題 は地域の問題ということで

す。また、保i隻司の活動も地域的な繋がりを背景

に力を発揮 してきたものであり、これからはこの

ネットワークに
‐
i極的に関わっていく必要がある

と思います。

こうした意味からも更生保護と学校の連携の重

要性は時代の変化とともに高まってきたと考えま

す。さらに、■lll lさ れる活動についても、地域の

問題ですので、そのニーズを最もよく力1る のは地

域を基盤とする保護●1で あり、学校です。国が施

策としてこのような活動を、と示すのではなく、

それぞれの地域での必要に根ざしたI夫が求めら

れるのだと思います。

地域の活動を側面から支援
統括保護観察官 鈴木 英一

まとめるなら

,「更生保護と学校との連携Jは国の施策として

行われる以前から、保護司の活動の不‖r欠の一

部として従来からあったし、更生保護における

学校との連携施策は、その趣旨、日的とも平成

14年当時と変化はない。

0社会の変化とともに「更生保護と学校との連

携」はその必要性、意義は高まってきた。

3地域の特1■、必要に応じた・T携 を工夫すること

が求められている。

●上記のような意味から「学校との連携Jは連携

担当の保護●lだ けでなく保護司全員の課題であ

る。

ということだと考えています。

「地域性」については終17n 貰常に高い評価を受

けてきたことが、強く印象に残っています。そし

てこのことはとりもなおさず、保護司を始め更生

保護女性会や協力 J体の皆様方が、「自らが暮ら

す地域社会を愛し、人々の生活の安全の確保に貢

献し、地域社会に思返しをしたいという篤い思い

からJ(可 報告)地域の中で地道に活動をしてこ

られた、その賜であることは改めて申すまでもな

いことであろうと思います。

この思いに保護観察所はどう関わっていくべき

なのか。保護観察所と地域との関わり方は、まだ

まだ模索状態であると感じています。

そして、地域の活動を11面から支援していくこ

とも保護観察所の大きな責 17・ である、と私は考え

ています。皆様と一緒に、それぞれの地域で何が

課題なのか、何ができるのか、といったことを考

えていきたいと思っています。

よろしくお「 lい いたします。

このたび、ご縁があって立川支部

管内の皆様のお仲rnlに 力Πえさせてい

ただくこととなりました。

冒頭から私事で恐lllで すが、保護

ll.察所で保護司をllnめ 地域でご活躍

の方々と一緒に仕事をさせていただくのが 10年

ぶりのこととなります。この 10年 間、更生保護

をめぐっては、重人再犯事件などをきっかけとし

て「更41保護は機能不全に陥りかけており、その

目的を 卜分には果たせていないJ(更 生保i上 のあ

り方を考える有識者会議報告)と の指摘まで受

け、更生保護1l F7幹般にわたる見直しがこれまで

にないような速さで進められてきました。

しかし、そうした中にあって、■生保i隻が持つ
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更生保護施設にご意見を
統括保護観察官 藤丼 淑子

施設班の統括保護tll察官をさせて

いただくことになりました藤井llR子

と申します。

更41保護施設とツヽ工子地区保護司

会みなみ分スなどの地区を担当して

います。

八王子市内には自愛会と紫翠苑の 2つの更生保

護施設があり、日頃から更生保護施設に物心両面

のご支援ご協力をいただいておりますことに感謝

申し 1げ ます。

立川支部管内では、昨年度に国立 iド にある人興

社が建て替えをし、本年度は11田 Hfにある鶴舞会

が77■て替え中です。立て林えに当たっては、地域

主任保護観察官 大谷 治子

の方々の様々な声を聞く機会がありました。そこ

で、改めて感じたことは、地域住民の方々にとっ

ては、一度被った迷惑行為は何年前のことであっ

ても過去のことにはならないということです。

大きないl題 もなく施設が運営されている時は、

施設の方々に配 Lbし ているつもりでも、配慮が行

き居かなくなりがちですが、建て替えの際に地域

の方々からいただいたご指摘を常に,こ にヽとめ、そ

のようなことにならないようにする必要がありま

す。地域の方々の中には、近隣住民の方々はもち

ろん、保護●l 更生保護女性会 BBS会など更

生保護ボランティアの方々も含まれます。八王子

地区保護 Fl会の皆様におかれましては、特に八王

子市内にある自愛会と紫翠苑に関心をお寄せいた

だいてご意見やご指17を いただき、これまで同様

に支えていただければ幸いです。どうぞよろしく

お llい 申し上げます。

保護観察官 大塚

気持ちよく、元気に活動多くの人と角1れ合つて

本年4月 から西分区を担当させて

いただき、保護 Flの皆様には日頃か

ら大変お世話になっております。

多摩地区で生まれ育ち、現在も京

工l.1沿線に住んでおりますので、八

4月 か ら八王子地区 (東  中央

高尾)分区担当の主任官の大塚で

す。保護司の先生には、日頃から人

変お世話になってお ります。また、

更生保護事業に深いご理解、ご協力

王子は私にとっても大変親しみのある場所です

が、今回担当させていただくこととなり、改めて

実感しているのは「八王子は広い IJと いうこと

です。

大型施設のたくさんある駅前中心街から始まっ

て、住宅地、緑あふれる山■・ 地に至るまで、八工

子にはたくさんの魅力的な顔があります。最近始

めた趣味のジョギングを活かし、フットワークを

lIく して、人王子市内をたくさん歩き、たくさん

の人と触れ合いたいと思っています。

保護●Iの皆様と共に元気に八王子地区の更生保

護のために通進していきたいと思います。

今後ともどうぞよろしくお llい 叶lし上げます。

をいただいております。八王子市を始め関係機

関、L体の皆様にも厚 くお礼申し上げます。

私は栃木県宇都官市41ま れですが、学生時代に

八王子市に11んでいたこともあり、非常に愛若の

ある地区です。このように愛着のある八王子市

が、よりltw力 的な市になるよう保護観察官として

微力を尽くしたいと考えております。

保護司の先生方に私ができることは、保護司の

先生方が気持ちよく活動していただけるよう常に

配慮していくことだと考えています。更生保護活

I」 は大変な活動ですが、活動していただくからに

は気持ちよく活動していただきたいと考えており

ます。皆様とともに元気に更生保護事業を推進し

ていきたいと思っておりますので、今後ともよろ

しくお願い叶し上げます。
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第62回 犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

“社会 「到運ブつ・ず
／

′
″つ明ケ́

一

`元気いつぱい 1中学生による音楽の集い"

開催される

第62回 「社会を明るくする運動Jは、八王子地

区保護司会他 28団体による八王子 rl実 施委員会

の多くの皆さんの参珈1 協力により、力強く且つ

盛大に実施されました。

今年は、～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支

える地域のチカラ～をテーマに、
・
再出発を見守

り、支える社会に'と 、 7月 1日 八王子市内 JR、

私鉄 8駅、11カ 所の駅頭における「街頭啓発活動J

と、「
・みんなに属け 1私たちのメッセージ・Jが 7

月 16日 いちようホールで開lrtさ れました。

JR八王子駅北I]に おける街頭啓発活動におい

ては、実施委員会委員長である石森孝志八工子市

長も初参加され、のはり旗の F、 啓発グッズやチ

ラシを配りながら本運rlJの PRに努めました。梅

雨の最中の蒸し暑い陽気にもかかわらず、保護司

会他 BBS会員 更生保護女性会 民生児童委 Ft

母の会など多くのみなさんも、汗をぬぐいながら、

文字通り ・地域のチカラ
・

をもって声高らかに本

運動の lllR旨 を訴えました。 (皆様お疲れさま 1)

7月 16日 海のHに「いちょうホールJに て・み

んなに届け私たちのメッセージ'「社会を明るくす

る運 ltJj作 文コンテスト表彰式及び発表会Jと 「元

気いっばい 1中学生による音楽の集いJが開催さ

れました。

FT3催 にあたり、実施委員長の石森市長からあい

さつがあった後、大竹保護司会会長より「社会を

明るくする運動」のllt旨説明がありました。

作文コンテストの入賞者は

☆八王子市実施委員会最優秀賞

‖中真生さん (I回小学校 応募時)

☆八王子市実施委員会優秀賞

滝沢仁基さん (み なみ野君田小学校 応募時)

小林寛大さん (甲 の原中学校)

西野りよさん (元八王子中学校)

で石森市長から表彰され、小 中学生の日から大

人の社会をよく見た素晴らしい内容の発表があ

り、会場の皆さんも真剣に聞き入っていました。

「元気いっばい 1中学生による音楽の集いJで
は、第五中学校生徒による「大江戸ダンスJ、 ‖1田

中学校生徒による合唱、みなみ野中学校生徒によ

る吹奏楽の演奏があり、会場いっぱい拍手がなり

やみませんでした。

今Lの演奏会では、・女子力
・

が中心で、会場の

皆さんからも '明 るい社会づくりには、男の子の

力ももっとはしいね。
・

との声も間かれましたが、

会場をあとにする皆さんの表1青 は、実顔と充実感

にあふれていました。

るり枷酬げル
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第 31回多摩地 区

更生保護事業関係者顕彰式典

7月 6日 (金 )午後 2時 より立川第二法務総合庁

合において、平成 24年 度社会を明るくする迎Ill

の 環として標記の研:彰式り【が開催されました。

フヽ■子地区F‐3係者の受賞は下記のとおり。

(順不回 敬称 l・
4)

成行  ,lL 吉治

武彦  丼 巨 大―

真弓  新納 珠恵

里美  長瀬 勇樹

☆保護司

尾寄 敏夫  落合

栗原  寛  大塚

☆更生保護女性会

ri川 幸子  内[
☆ BBS会員

石川 恵夏  北原

中道 ネL香

☆更生保護施設職員

紫翠苑 上原 道子

開設の発表があ

りました。

八工
「

地区担

当の統括並びに

主任官の新 日交

代 の紹 介 が あ

り、またll友会

の方々も多数参

加|さ れ、花を添

えて さヽいまし

た。

平成 24年度、アヽ王子地区保.l司 会定期総会が、

去る4'125日 (水 )午後 3時 よリブヽ王子エルシィ

に於いて開催されました。

総会は、23年度事業報告 収支決算報告 会

計監査報告と、24年度事業計画案 収支予算案

の審議と承認.石森市長代理の教育長他、来賓の

方々の祝辞があり終了しました。

次に/‐ 賞祝賀会 退任考送別会 並びに懇親会

と続き、一段と早まる若者の非行に対処する必要

性から「こども若者サポー トセンターJ(lF.称 )

再出発を見まもり、

費色い期艘であなたも,罰 しません分

′́
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違法ドラィタ・脱法ハ
「

ブから |
東京都薬ゐ尋詫灘堀夏尋協議会|

1朱本位から手に入れ、それを使ってしまう、余り

に無課な行為です。

販売ルー トの根絶は国 都が法規制を迅速に行

い、取 り締まりを強化することですが、我々もで

きることをしなければなりません。それには家

庭 学校 地域で如何に子ども若者を守れるかを

考え実行していくことです。家庭では子どもの社

会人になるための躾や教育です。「だめなものは

ダメJと 教え、また人間が健やかに生きて行くに

はどうするのか。「生きるための技術J(ラ イフス

キル)を 学ばせることです。社会のルールを守

り、自分や他人の命を大切にする、自分の強い意

思を持つことなど家庭で出来る基本的なもので

す。学校では保健や総合の授業で、薬物の怖さや

悲惨な姿を今以 1に 教えてもらいたいと思いま

す。地域では大人が子どもや若者にもっと関心を

持ち、子どもを‖ヒリ、褒めながら社会のルールを

教えて行きたいものです。

このように薬Fj協指導員、保護司としてできる

ことから始めています。保護司の先生方も是非、

業物乱用防止にご協力をお願いします。

短時間ではありましたが足が痛くて辛そうな方

も見受けられました。皆様真会1な 面持ちで打ち込

んでおり、また対象者の少年も神妙な面持ちで

座ってくれていました。

まあ～少し庄った位で悟りの境地に達するとは

思いませんが、縁あって同じ時間を共有し、一身

に座る行為自体に意味がある事で、座禅とは、即

ち只管打坐、瞑想でもなく何かを得るために座る

事でもなく、あらゆる感情を無にしてただ座ると

言う行為に意味があり、生を輝かすために死があ

る様に、動を生かすために静がある事を力るのが

座禅の精神であると言えるのです。

近年、ニユースをtllて いると軽々しく人の命を

奪う犯J~が増え、心を痛める事件が多発していま

すが、座禅の体験を通して少しでも再犯が少なく

なる様に、また私たち保護司も対象者に対し正し

く導く事が出来たらと切に順っております。また、

私本人も保護司の命を受けて 11年 Hと なりまし

たが、今後とも微力ながらお手伝いをさせていた

だく所存ですのでよろしくお願い申し上げます。

最後に、保護司会また関係各位の皆様方には、

どうかご自愛の上ご健勝、ご活躍を祈願申し上げ

ます。

ほ曇静鴨 |

今年もマスコミ報道が多く取 り上

げている一つに、違法 ドラック、脱

法ハープを使用した事件 事故があ

ります。

法規制がされていない成分を使っ

て、覚せい剤や麻薬に似た症状を起こすもので、

危険な薬物の一種です。 6月 にそれを使った若者

が意識もうろうとした状態で市を暴走させて、通

行人の命を奪った事例や、高校生が lL法ハーブを

吸引後、意・・t不明となり緊急搬送された事例など

枚挙にいとまがありません。

若者たちはどのようにして違法薬物を手にいれ

るのか ?

インターネットを使った販売、密売のハーブ

店、暴力団の売人など、言葉巧みに声を掛け、ま

た興味を引く広告で誘ってきます。若者たちは興

保護司会の皆様方には、平素より

格別のご高配を賜り、厚く御礼中し

上げます。

さて、昨年に続き当山で座禅会を

開催したいとの中し出があり、お引

き受けさせていただきました。日曜日の午後にも

関わらず沢山の方々にご参集していただき、また

数名の対象者も参加して、(仕 方なく来た感もあ

りましたが)担当の保護司の先生以外にも大勢い

たことに少し驚いたのではないでしようか ?

また、この座禅会 (3月 11日 )は束日本大震

災からちょうど一年日のHに 当たり、八王子地区

保護司会を代表 して、死者、行方不明者の御霊

に、お集まりいただいた皆様と供養の法要を勤め

させていただきました。

引き続き座禅会となりましたが、今回初めて体

験する方もおられて座禅のやり方と′さ得を指導さ

せていただいた後に座ってもらいました。
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退任 の保 護 司紹 介
ご苦労様で した

森原 崇生 (西分区)

「遠いところをわざわざここまで

来たんだから占いたいことは沢山あ

るだろう。

でも要はJL業に就いて働け、暴力

団には戻るなってことだろう.今の俺には、食わ

せなきゃならない合弟が二人待っているんでそこ

へ戻るよ`,何 をいわれても従う気はないからねJ

挨拶の言葉があったかどうか忘れた。久里浜少年

院を往訪したときのことだった。

■任官とll談 し、時間を調整して

“

i接■に入っ

て来ての第一声だったと思う.何 とも空しい思い

だった。

これはlll端 に悪かった,1だが、要件が済んでの

帰り、あまりの空しさを晴らすべくat倉の明月院

に寄ってあじさいを眺めて気持を整理してから家

路についたのでこの季節になると呼々思い出すこ

とがある。

皆様の濡々のご精進とご活 lLを lll待中し上げま

す。長い問お世話になりました。

ありがとうございました。

石井 公夫 (束分X 自愛会)

平成 22年 7月 1‖ llけ でll多 l・

保護区からソヽ「I:子 保護
`へ

配属替え

していただきましたが、 1年 10カ

月という短期間で定年による退任と

なりました。

他方、平成 11年 6月 lHか ら更生保護法人自

愛会職員として勤務しておりましたので、地区保

護■1の 方々との交流もあり、お L話になった期間

を通算しますと12年余りとなります.そ の nl保

護pl会総会をはじめとし、いろいろな行事に参加

させていただき大変お‖[話になりました。

退任にあたり厚く御礼申しあげます。

現在、西多摩洲
`瑞

穂町の自宅でコンテナを利用

しての野菜作りなどをしながら、のんびりとした

生活を送っております。今後はボケ防止を,tね て、

少しでも地域に役立つようなボランティア活動に

参加することを考えているところです.

退任にあたり、八王子地区保護司会の発展と、

会員・lL ll方 のますますのご健 lrを ご祈念11し 上

げ、退任の挨拶とさせていただきます.

金子  宏 (中 央分区)

今年 1月 末、任期満 rで退任とな

りましたが 5月 の総会に招かれ、思

いがけず送別の宴を催していただい

たこと、驚きとともに身に余る光栄

だったと感激しています。保護司として過ごした

この 20年 間、初めての経験 も多く対象者だけで

もいろいろなl11■ の持ち主と面.・ しましたが、自

分の指導力のなさを知 り挫折 したH々 もありまし

た。そのとき支えてくれたのが先千 同僚 役所

の方でした。

お陰で今日を迎えられましたが、何よりも強く

感じたことは「保護●l会 は気高い心を持った人の

団体Jだ と言 うことです。至 らない自分もその

方々と行動を共にしているうちに段々と良い方向

へ導かれたと感 711し ています。

仲間の一員だったことを誇 りに思っています。

本当にありがとうございました。

雰 新任の保護司紹介  ‡
ocee`oo(o(lCCCCeCe00co

(平成 24年 2月 1日発令)

☆角田 敏江 中央分区

住所 元本郷 l123‐ 10

(平成 24年 5月 25日 発令)

☆遠藤 和男 東分区

住所 子安 l12118(自 愛会)

☆榊原 亨花 高尾分
`住所 めじろ台 217756

ライオンズマンション604号

☆立川 道雄  ll分区

住所 左入町 253

☆若山 基美 みなみ分区

住所 ネロケJ■ 1‐5910

Ｑ

曹

０

０

宮
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シリァズ ■によるハ王子才采訪保 霞

中野ぶらり探訪
中央分区 柚原 道平

ある。

橋のたもと

にはその業 Tt l

を称えたIjl彰

碑が残 されて

いる。 この橋

を渡ると再び
・はち ょお じ

・

へ出る。

八王子駅からI日 中里1町へ行くには

「暁橋 浅川橋 萩原橋 鶴巻橋Jの
いずれかを波ることになる。

その つ、国道 16号 を八日町から

1ヒヘ進み浅川橋を渡ると 15で古くは

「安 l 根付 山王林 原■野」等と呼ばれた。この

辺 りには織物工場が点在 し、何処からともなく機械

(は たおり)の音が聞こえたもの力i、 今はマンション

や住宅 とな り地名も「暁‖r 中野 工  型l■町 J

と変わった。それでもまだ往時を偲ぶことができる。

ぶらりと寄 り道をして見よう。まず「稲荷坂Jに さ

しllかる。この名前は、IF4の 途 に「覚祐稲荷神社」

がこんもりした林の いに祀 られていたことに出来す

る。江戸時代の名の人った祭リロの大きな峨 り旗 (の

はりばた)力i今 も保存されているが最近道路拡張工

事のため、個人の屋敷内に移転 している。この坂を

左〕iし 、 しばらく進むと 野地区の氏神様と崇められ

ている「千安神社Jへと出る。

この境内には「都の湧水百選Jに選ばれた湧水が

今もこんこんと絶えることなく湧き出している。こ

の制社前一帯は、かつてはこの湧水を利用 し、豊1判

な| ヨ地帯で「ホタル タナゴ ウナギ」等が生息

していたが、都営住宅に変わり現在は老朽化により

順次建て替え中で、そのたびに遺蹟が見つか り発lt

調査が行われている。同地内には当時の呼穴式住居

を復 ,こ したlilll公園もある。回地を抜け「代官淵J

を通 り「山日の森Jの近 くにボンプ1'製造全国 2割

を誇る日本機械工業 III(通称ニ ッキ)がある。元々

ここは萩原製糸:[場があった所で、戦後まで繭を煮

る匂いが した。

'4時

の建物が今も使われている。ま

た収地内には製糸の本場である諏訪の制1社がまつ ら

護サポー トセンター

の開設

平成 14年 から始まった学校との連携は 10年

経過しました。

2月 に行われた学校担当保護司を対象とした

・
ll演会で、東京保護観察所立川支部占田支部長

の話を聞き「学校との連携Jの必要性を強く感

じ、そこで、今回は観察所立川支部古日支部長

に巻頭言の原稿をおll●いしたところ、快 く引き

受けていただきました。

「学校 との連lLJの必要性がわかつていただ

けるかと思います。

れ、小ぶ りな

が ら「御 ll J

も建 つ て い

る。

創業時、流

通のため個人

の力で橋を架

けその名がつ

けられたのが

「萩原橋Jで

中田遺跡

「更生保

八王子」

編 集 後 記

平成 24年 8月 15日 発行

発行 人I子 IL区保護司会

編集 広  報  部

電話 0426642268

本年 6月 1日 より「更生保護サポー トセンター

人T子 J力 =保護司会事務所内に開設しました。
/1・

世i調 整保護司 6名 (本年度は内H、 二人、前

日、相原、丼上、lr・信各保護司)が
1、 保護司会の運営と活動、処遇活」llに 対する

支援

2、 ■生保.tに携わる周係者との連携

3、 地域に根ざした、犯罪 非行予防活動

4、 地域への更生保護活」lJに 関する情報提つt

等、を行っています。開設以来、保護観察対象者

に対する処遇等、保護司活動の様々な悩み lH談
や面接場所 として利用1さ れています。

皆様方ご協力をよろしくお願いいたします。

萩原橋
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