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東京保護観察所立川支部　支部長　柴四　由
雪、　ノダ雪、ノ李へ、〆滝も壱蝿参野も、ノ雪　輩、　　　　　ノ夢峠ゝ

このたび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。東京保護観察所本庁

の勤務経験はありますが、支部での勤務は初め

てとなります。ご縁をいただいたことに感謝し、

微力を尽くす所存でございますので、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

多摩地区の保護司会は、ホームページの立ち

上げに象徴されるように、地区を超えた一体感

もあり、またひとつの保護区に複数の市町村を

含む地区も多く、組織としての一体感を醸成す

るためのご苦労は大きなものであろうと拝察い

たします。

それらの大きな課題を乗り越え、充実した更生

保護活動を展開されていることに改めて敬意を表

するところでございます。いくつかの地区にお邪

魔させていただきましたが、いずれにも和気諾々

とした明るい雰囲気で、大変うれしく思います。

2020年東京オリンピック・パラリンピックを控

え、再犯防止が重要な政策課題となっております。

「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づき、

平成29年12月に国の「再犯防止計画」が閣議決定

されました。地域において犯罪や非行の防止と向

き合ってきた保護司の皆様に向けられる期待がま

すます高まっています。

保護司同士が交流し、時に切磋琢磨する場とし

ての多摩地区保護司会連絡協議会、そして貴地区

保護司会がそのパワーを遺憾なく発揮されますこ

とを期待するとともに、保護観察所職員に対しま

しても引き続きご指導ご鞭擬を賜りますようお願

い申し上げます。
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4月27日、町田市民ホー)レにて平成30年度定期

総会が開催されました。

開会に先立ち、総会定数の報告が行われ、出席

者57名、委任状27名の計84名のもと、司会の中里

副会長による開会宣言で始まりました。

はじめに小山会長からの挨拶では、昨年の役員

改選からこの一年間は新たな役員で様々な不安を

抱えながらの活動ではあったものの、皆さまのご

協力のもと、スムーズな運営が図れたこと、また

毎年の課題である保護司の充足率も、新任保護司

の発掘により順調に推移していることへのお礼を

述べられました。続いて近年の犯罪発生率につい

て、全国的には減少傾向にあるものの、町田市に

おいてはまだまだ発生率が高いことから、今後は

対象者も増える可能性に触れ、引き続き保護司の

発掘に努めていくことと同時に、保護司活動の均

衡化と各種行事への参加率向上に向け、こまめな

声かけとケアを強化し、より一層の仲間意識を高

めていきたいと述べられました。

議事進行にあたり、

議長には司会者一任の

もと中村一幸保護司が

選出され、議事につい

ては、全ての議案が賛

成多数で無事承認可決

されました。

来賓の東京保護観察

所滝田次長からは、平

成29年度の「犯罪白書」

によると、全国的な犯

罪発生率は減少してはいるものの、再犯率は年々

増加。この後は再犯防止に向けた地域の基盤づく

りがより重要であることから、町田市保護司会に

おいては、今年設立10周年を迎えるサポートセン

クーを通じ、市とさらなる連携を深め、保護司活

動をお願いしたいとご祝辞をいただきました。引

き続き来賓の方々のご

祝辞をいただいた後、

懇親会では、高橋　豊

町田市副市長、若林彰

喜町田市議会議長をは

じめ来賓の方々のご挨

拶をいただき、和やか

な雰囲気のなか閉会さ

れました。

(広報部　岩切　孝光)

主なご来賓

東京保護観察所次長　　　　　　　滝田　裕士様

東京保護観察所立川支部町田地区担当
主任保護観察官　　長沢　智子様

多摩地区保護司会連絡協議会会長

町田市副市長

町田市市議会議長

町田市教育委員会教育長

町田市地域福祉部部長

町田市地域福祉部福祉総務課課長

町田公共職業安定所所長

町田警察署生活安全課課長

野崎　重弥様

高橋　　豊様

若林　彰喜様

坂本　修一様

神田　貴史様

重日　　活様

戸塚　　岳様

荒井　重之様

町田警察署生活安全課少年第一係係長

竹生　智恵様

町田市青少年健全育成地区委員会連絡協議会会長

井上　　勉横

町田地区更生保護女性会会長　　　吉田　廣子桜

町田地区更生保護事業協力事業主会会長
細野　泰司横

町田地区桐友会会長　　　　　　　中里’猪二様

囲害ち案
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着任あいさつ
東京保護観察所立川支部保護観察官　長沢　智子

この度、平成30年4月1目付けで町田保護区を

担当することになりました長沢と申します。

保護司の皆様方には、日頃からたくさんの事

件についてご担当いただき、厚く御礼申し上げ

ます。

私は、福島県出身でこれまでは宇都宮や横浜

の勤務で、立川支部管内には平成28年から在籍

しております。町田地区は立川支部管内でも大

きな地区であり、不安もありますが、保護司の

皆様と新しい出会いをさせていただける機会を

得られたことで、新たな経験を積む機会になる

と楽しみにしています。町田のことは、何も分

書棚譲事業協

かりませんので、町田の情報を集めたり、歩いた

りしてみようと思っています。

保護司の皆様には、毎月、保護観察経過報告書

等をご提出いただき、熱心に対象者の処遇に取り

組んでいただいていることに感謝の気持ちで一杯

です。これからは、地域の状況を教えていただき

ながら、ご担当ケースについては、保護司の皆様

との連携を大切にして、対象者との面接を行いた

いと思っています。町田地区の更生保護のために

お役に立てられるように努力するつもりですの

で、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

事業主会総会に虫席して
協力事業主会担当　田中　公夫

5月17日(月)、町田市民ホール会議室において、

第5回更生保護事業協力事業主会総会が開催され

ました。協力事業主16社(委任状を含む)が出席し、

平成29年度事業報告・収支決算報告・平成30年

度事業計画(案) ・収支予算(案)が承認されました。

総会には、東京保護観察所立川支部、町田市

地域福祉部、東京都就労支援事業者機構、更生

保護法人鶴舞会、町田地区保護司会が参加しま

した。

開会挨拶では、細野会長から日頃ご苦労され

ている話がありました。

総会終了後には、来賓の方々からご挨拶をい

ただき、就労の現状などをお聞きすることがで

きました。その話の中で、保護司は保護観察期

間が終了すればその役割は終わりますが、協力

事業主の方々は、犯罪や非行をした人との関わ

りに終わりということはなく、働く意欲、生き

がいを持てるように、常日頃努力をされている

ことを再認識いたしました。
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社明運動ポスター

小山田桜台商店街(忠生分区)

アメリア根岸店(忠生分区)

強調脚闇　雲9嘆埠弦馳印隷

鶴川駅北口(鶴川分区)

スーパーアルプス多摩境店(堺分区)

山崎団地名店街(忠生分区)
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蝶勘艶覿朝粥弼胸臆塙憶地

JRターミナルプラザ(本部)

町田中央商店街(町田分区)

小田急線玉川学園前駅(町田分区)

JRターミナルプラザ(本部)

今年度も鶴川駅頭での広報啓発活動を鶴月上

鶴川第二、真光寺の各中学校の生徒さんと先生

の参加をいただき実施いたしました。

まだ猛暑が残る夕方、生徒さん達が、道行く人

に啓発物を配布している姿を見て、立ち止まり社

明運動について話を聞かれる方や応援してくださる

方もいたり、参加した生徒さんの中には、 「この活

動を初めて知ったことで、家族と話し会い理解が

深まった」等の声が聞かれた。
一人でも多くの方々がこの運動の趣旨を理解し

広がるよう、地道な啓発活動が大切だと感じました。

(鶴川分区　大野　操)

横浜線成瀬駅(南分区)

東急田園都市線南町田駅(両分区)■
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「聞けば気の毒、見れば目の毒」新聞のことばに

あった。

面接時、やってしまった背景を考えてしまうと、行

為を指摘しても情が生まれることはあるが、その行

為が「脳の病気」に由来する場合はざらにである。

「異常」事件があると、精神陣がい者がマークさ

れていたことは、後の報道から知ることがあるが、

自分の状態を考え精神科に通院している場合を除き、

社会から「エつ」と思われるような行為をする人が

いて、さらに自分こそが正しいと信じている場合に

世間が振り回されることになる。

更生保護2015年6月号では、高齢者犯罪の現状と

処遇があり、厚労省は高齢者が何らかの脳の「不調」

を有する人は、今後5人に1人となると予測している。

私たちがやっていることに面接がある。このスキ

ルを広く社会で活用できないものだろうかと思う。民

生委員全国調査で、委員の4人に1人が社会的孤立

状態にある人への支援経験があると言う。

個人情報保護の時代、名を売って連絡を待つこと

は難しい事かもしれないが、高齢になった自分を考え、

今何か貯金をしておきたいと思う。

区長二年目を迎えて思うこと
鶴川分区長　藤牧　素子

5月18日、今年度の分区総会が無事終了し、新た

な活動がスタートしました。

新米分区長の昨年度は、諸先輩の足跡をなぞる

学びの一年でしたが、今年は役員の方々のお力を借

りながら、現状の問題点を洗い出し解決していく年

にしたいと考えております。

会の分区長会でも話題に上がったのですが、最

近の顕著な傾向として、保護司歴の浅い方々の会や

行事への出席率の低さということがあります。まだ

仕事が現役ということで、平日、日中は出にくいこと

は理解できます。しかし、ほとんど出てこないとなると、

考えなければなりません。

これまでも、出やすい時間帯や会場の設営、内

容ある会の運営等努力がなされてきました。環境は

ずいぶん整えられてきたと思います。残るは、個々

の意識への働きかけでしょうか?

当たり前のことですが、役員を経験すると組織に

対する理解や協力意識が深まります。新人であって

も皆さん、功成り名を遂げた方々ですから、どんど

ん役についていただき、仲間意識を持っていただく

のも一法でしょう。

どのような集まりも参加者があってこそです。会

員間の仲間意識や参加意欲を高める企画と実践。

エンドレステーマかもしれませんが「魅力ある分区づ

くり」が目標です。

忠生分区定期総会
忠生分区長　井上　　勉

平成30年度定期総会を、 5月8日にJA町田市忠生

会館にて開催致しました。

今年度も「社明達動」第9回目になる社会参加活

動の実施等を中心に活動し、通年を通し青少年健

全育成地区委員会への参加、新任保護司の発掘、

学校・警察との連携活動、地区(地域)懇談会の参加、

時に忠生地区協議会への保護司としてどのように参

加したらよいのかを話題にしました。また、このとこ

ろ分区会等への参加人数が少なく、出席率向上を

掲げて欠席者へ積極的に声をかける事とし、皆で

確認致しました。

今年1名の保護司が退任されます。同地域より新

任の保護司の発掘が急務になっています。何人か
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に声掛けしたいと思っています。

総会終了後、懇親会に移り飯田仁保護司より、過

日実父の元保護司　飯田喜一氏が高齢者叙勲の御

礼とし、分区の活動に役立ててほしいとの思いより

金一封を戴きました。心より御礼申し上げ、お身体

にご自愛頂きますよう、お祈り致します。

今年の忠生分区は、 “和’’を掃って活動してまいり

ます。

町田の青少年の心酉己な行動

町田分区　青柳　さつき

新年度1回目の分区会は、自主研修を兼ねて町田

警察署に於いて行いました。少年課係長竹生民より

表題についてご講演いただきました。

初めに市内で多発する詐欺犯罪は、 5月21日現在、

オレオレ詐欺・還付金詐欺・架空請求詐欺含めて

63件。この数字は都内警察署比較でNo. 1、残念な

がら日本一とも言えますとの事。この犯罪での受け子

と呼ばれる者達は、SNS等(ツイッタ一・Line等)を

介して募集される。この結果、低年齢化し、顔の見

えない真犯人までなかなかたどり着けず、撲滅には

程遠いようです。

次に女性としてさになる出会い系サイト・コミュニ

ティサイトからの児童売春・児童ポルノ等の被害に

ついては、 SNS等で知り合い30分程度のやり取りで

以前からの仲間感覚になり、プロフィールから始まり

自画撮り写真へと進み、最終的には被害を受けてお

ります。

竹生民が数々の青少年事件を通して感じるのは、

淋しさを胸に秘めている子ども達が多い事。現在の

核家族社会、母子・父子家庭の多さ、そして地域コ

ミュニュケーションの希薄さは、安らぎのある暖かい

場所は作りにくい。世の中の核である家庭がいつも

安心して戻れる家であるように祈りたいものです。

分区だより
高分区長　鈴木　忠

南分区と言えば‥「さくら祭り」

今年も「社会を明るくする運動」の広報&「更生保

護法人鶴舞会」チャリティ事業として、 4月7・ 8日の

二日間をターゲットに、分区の全力をもって取り組み

ました。

広報活動はチラシとメデックバンの配布(1,000セ

ット)、チャリティはいろいろと試行錯誤をしてきてお

りますが、原点に返り「綿あめ」「ポップコーン」を

100円で提供、花見客に大いに喜ばれる予定でした

が"‥、予定は未定!世界的気候変動の余波を受けて、

会場は「葉桜まつり」とあいなり、ヒットを狙った「ピ

ンクの綿あめ」も大人気ではありましたが、人出のな

いことには活動への寄与?は、もう一歩!となりました。

来年こそはと分区員一同天を仰ぎ、決意を新たにし

た次第でした。

お手伝いいただきました桐友会の皆様、激励にお

いでくださいました他分区の皆様、心から御礼申し

上げます。

来年も「明るく!楽しく!元気よく! 」頑張ります。

平成26年に保護司に任命され、 lヶ月もたたをい

うちに16歳の少年を担当しました。

私は保護司になる前から青少年健全育成に16年以

上携わり、小中学生が楽しめるイベントを企画したり、

子ども達を見守る地域の大人として活動してきました。

16歳の少年は、家庭環境に問題があったのですが、

家庭以外に関われる大人はいなかったのか、少年の

変化に気づき話を聞いてあげられた大人はいなかっ

たのかと考えさせられました。顔と名前を知っていて、

会えば挨拶や会話をする子どもは近所に何人いるで

しょうか。

更生を助ける保護司をしながら、パトロールやイベ

ントで非行防止の手助けができるよう永く続けてい

けたらと思っています。
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ーどんなお仕事をされている会社ですか?

当社は、生コンクリ-ト製造・販売・輸送とともに

セメント等資材を販売しています。常に新しい技術を

取り入れていますので、生コンクリ」ト製造は、女性で

も作業可能なコンピューター制御です。

-初めての人でも出来ますか?

構内整備から物品配送まで、仕事は多岐にわたりい

ろいろあります。運転免許証があればさらにやれるこ

とが広がります。

一会社のアピールポイントは?

私は、人は好きな仕事に就くことが長続きの秘訣だ

と思っています。毎日きちんと働くことにより生活が安

定し、目標を立てられるようになります。当社に来れば、

自分に合う仕事が見つけられると思います。

私は毎朝6時から社員一人ひとりにコーヒーを入れな

がら会話をし、その日の体調や悩み事が無いかなどを

気遣っています。そうすると社員同士も自然に会話が

増え、話し易い環境ができています。私自身もコーヒ
ーを入れるために、酒をやめ毎日出勤出来るよう気を

つけています。

また、当社の高強度コンクリートは、東京では3社

だけ、神奈川県では我が社だけの認証を受けている

高層建築物に使われるものです。第二東名道路など

世紀の工事に関われますので、誇りを持ってしっかり

働ける会社です。

ーなぜ、協力事業主に了

地域社会の発展に貢献することを常に念頭において

いますので、お話をいただき引き受けることにしました。

更生保護事業のことはよく分かりませんでしたが、誰

でも淋しくなると不安が生じ、迷いがでることは分かっ

ています。しっかりとその人の話を聞き、淋しくならな

いように気をつけています。

地域貢献として、町田市、大和市と「災害支援に

関する協定」を締結させていただいております。当社

の3本、 200mの井戸を利用して、ミキサー車による生

活用水、消防用水の提供です。

常に前進しをがら生きていきたいと思います。

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

(取材後の感想)

核シェルターから日焼け止めクリームの原料の話ま

で、石灰・セメントに関する社長の知識は、広く深く

話の尽きることはありませんでした。大手ゼネコンとの

共同研究など最先端技術を追求する一方、毎朝社長

自らトイレ掃除をし、社員の健康管理を怠らないとい

う社長さんには、驚かされることばかりでした。終始

にこやかで社員に愛されていることがよく分かりまし

た。

(広報部　中島　寿子)

轡躊親書
目前　和良

平成30年度最初の刊行です。当保護司会もすでに総会を終え、新年度がスタートしております。

今年度は、サポートセンター町田開設10周年でもあるとともに「平成」最後の年度でもあります。町田地区保護司

会のリーフレットもここで)ニューアルしましたが、今後、会として様々な行事予定を控えております。平成最終年度に

ふさわしい充実した一年になりますよう力を合わせていきましょう。

(広報部　神蔵.孝司)


