
保護司の任命を受け、初

めて保護観察を行うまで暫

く間
ま

がありましたが、家族

にその話をした時、当初の

「保護司を引き受けることに

した」と伝えた時以上に緊

張した面持ちで「大丈夫な

の？」と言った妻の一言が今も忘れられません。

恐らく保護司本人、またその家族は多かれ少な

かれ同様の思い・経験をされているのだろうな、

と思いつつ不安顔の妻には対象者を迎える時の

心構えとして「恐れず・怒らず・媚び入らず」

のしっかりした気持ちを持って当たれば心配な

い、と伝えました。

この言葉は自分自身の戒めであり、決意の言

葉でもありました。それは、多くの保護観察の

経験を持つ諸先輩の話からも、面接日時を決め

ても守らない、連絡なしに訪問をキャンセルす

る等、様々な問題が生ずることの覚悟が必要と

伺っていました。その対応策としての決意であ

り思いを言葉としたものです。

保護観察の対象者は、端的にいえば法を犯し

た人であり且つ、社会のルールを守れなかった

人達ですが、面接を受ける時はすでに一定期間

の償いを終えて、これから社会復帰を目ざす人

達です。しかし、一般的には恐い人・約束を守

れない人のイメージが残ります。保護観察を担

う立場としては、どんな対象者であっても、恐

れたり約束を守らないからと怒ってはなりませ

ん。また怖そうな人だから、当らず障らずの接

し方で済ませたのでは更生保護の意味をなしま

せん。すなわち、面接を行うにあたっては「恐

れず・怒らず・媚び入らず」の信念と心構えが

必要と考え、そのことを初心に据えて私は取組

んできました。

今後も自分なりの初心を忘れる事なく、対象

者の一日も早い社会復帰の為のお手伝いができ

ればと思っています。
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日 時：平成25年11月26日（火）

会 場：中野サンプラザ大ホール

受賞者：33名（日野・多摩・稲城地区）

＊叙勲（春） 馬場三榮子

＊藍綬褒章（秋） 藤森 光子

＊法務大臣表彰 寺沼 恭子

＊全国保護司連盟理事長表彰 土方喜久弘

＊関東地方更生保護委員会委員長表彰

大澤 春雄・萩原 実夫・原田 正美

土方 三男・福島 幹男・横田 定利

＊関東地方保護司連盟会長表彰

大石 靖子・河内 惠子・北畠 一誠

小池 勝造・糀谷 信之・古平 順一

三枝 玲子・谷 和彦・中村 洋一

水野 京子

＊東京保護観察所長表彰

荻原 豊子・貴志 義孝・篠崎 誠一

杉江 利行・西川 毅

＊東京保護観察所長感謝状＜家族功労者＞

中村 由美子（中村洋一の妻）

＊東京都保護司会連合会会長表彰

岡本佐知子・鹿島 正二・川島 保之

＊関東地方更生保護委員会委員長感謝状

＜更生保護女性会＞ 関戸 良

＊関東地方更生保護女性連盟会長表彰

井上美代子

＊東京保護観察所長感謝状

＜更生保護女性会＞ 村山多恵子

＊東京更生保護女性連盟会長表彰

五味田とみ子

＊東京保護観察所長感謝状

【日野市】

日野市立日野第一中学校

日野市立日野第一小学校

日野市立日野第四小学校

日野市立仲田小学校

日野市一中地区青少年育成会

【多摩市】

多摩市立聖ヶ丘中学校

株式会社ベネッセコーポレーション

青少年問題協議会 鶴牧・大松台地区委員会

青少年問題協議会 西落合地区委員会

多摩稲城女性防犯指導員

多摩防火女性クラブ

この度、平成25年度秋の

褒章に際し、はからずも藍

綬褒章の栄に浴しました。

これもひとえに、皆様の

長年に亘る心温まる御指導、

御鞭撻の賜と心より感謝申

し上げます。

11月13日、法務省にて伝達を受け、その後夫

婦ともども皇居に参内し、天皇陛下に拝謁の栄

誉とお言葉まで賜り感激の極みでございました。

今後は、この栄誉に恥じることなく精励する

所存です。これからも宜しくお願い申し上げます。

受章祝賀会が平成26年３月16日（日）京王プラ

ザホテル多摩で開催されました。

平成25年12月６日（金）立川グランドホテル

に於いて、平成25年度多摩地区保護司連絡協議

会受彰祝賀会が開催されました。

今年の立川支部管内の受彰者は、叙勲６名・

褒章４名・法務大臣表彰13名・全国保護司連盟

会長表彰21名の計44名でした。当日は、受彰者

とご来賓、多摩連理事等、総勢108名が集い、

賑やかな会となりました。当地区の受彰者は

馬場三榮子氏、藤森光子氏、寺沼恭子氏、土方

喜久弘氏の４名で出席者の皆様より祝福を受け

ました。受彰者と地区会長の記念撮影の後、佐

伯多摩連総務部長の司会により会は進行し、受

彰者34名が紹介されました。ご来賓の御祝辞を

いただいた後、受彰者を代表して馬場三榮子氏

が謝辞を述べられました。
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東京更生保護事業
関係者顕彰式典

第63回“社会を明るくする運動”

民間協力者に対する感謝状
受彰者芳名簿
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秋の藍綬褒章を受章して

稲城分区 藤森 光子 多多摩摩
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多摩分区 寺沼 恭子

南多摩東保護司会会長をなさった小林ナオさ

んから「保護観察になる少年達はこれまで散々

説教されてきたのだから、もう叱らないで話を

よく聴いてやりなさい。そして褒めなさい。」

と言われました。その言葉を胸に20余年、処遇

は違っても対象者を信じて向き会ってきました。

今後も初心を忘れることなく温かい人間関係を

築きながら保護観察を続けたいと思います。皆

様方の変わらぬお力添えをよろしくお願いいた

します。

平成26年１月８日（水）京王プラザホテル多

摩「アポロ」にて来賓11名、名誉会員８名、会

員49名が出席し、「平成26年新春の集い」が開

催されました。

第１部は、主催者を代表して佐伯会長より新

年を迎えるにあたっての力強い挨拶がありまし

た。ご来賓の溝渕統括保護観察官、森久保多摩

連会長、大坪日野市長、阿部多摩市長、高橋稲

城市長よりご祝辞を頂きました。

引き続き、平成25年度の顕彰者35名が紹介さ

れ、法務大臣表彰受賞者寺沼恭子さんより受賞

者を代表してお礼の言葉がありました。

第２部は、伊野副会長の乾杯の音頭に始まり

関戸更生保護女性会会長のご挨拶を頂きました。

篠崎総務副部長の軽妙な司会のもと、名誉会員

と現役保護司の和やかな親睦の輪が広がりまし

た。

恒例の土方喜久弘さんご提供の鉢花が賞品の

ビンゴや、有志による歌の披露、分区毎の記念

撮影などで盛り上がり、楽しいひとときを過ご

すうちに閉会となりました。

平成26年２月26日（水）立川第二法務総合庁舎

９階大会議室に於いて、平成25年度多摩地区保

護司会連絡協議会保護司研修会を実施しました。

テーマは「薬物使用の現状と立ち直り支援」で

す。

まず、東京ダルク八王子ハウス施設長の加藤

隆氏の講演では、実際にご本人が薬物依存から

回復した経験をもとに、薬物依存の特徴やその

回復について具体的なお話がありました。薬物

依存により失うものは大きく、その回復過程は

大きな困難を伴うということが実感できまし

た。「回復とは、やめた状態を継続することを

意味し、病気が治るのとは違う。社会的信用を

取り戻し、適切な人間関係を維持できることで、

経済的にも自立することができる。保護司とし

て関わる場合は、本人が自分を取り繕うことな

く、何でも話せる関係を築くことが必要。」と

示唆をいただきました。

次に、多摩総合精神保健福祉センター、広報

援助課相談係の谷合知子氏から「精神保健福祉

センターにおける薬物相談の取り組み」につい

てお話いただきました。心の問題や病気で困っ

ている本人や家族等関係者からの相談を受けて

いて、覚せい剤や他の薬物の相談が40パーセン

トを占める現状だそうです。「依存症は“脳の

病気”で一人では治せない。強い意志や知識で

やめられるものではないと考え、批判せず共感

的な態度で長期的に接し支援している。」との

こと。保護司としては、正しい知識を持ち、本

人が困っていることを聞きだし援助することが

大切と感じさせられました。

今後、薬物依存の保護観察対象者は増加する

ことが予想されますので、今回の研修が保護司

活動に役立つと思っています。
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法法務務大大臣臣表表彰彰をを受受賞賞ししてて

新新新春春春ののの集集集いいい開開開催催催

平成26年度 定期総会のお知らせ

期 日 平成26年４月21日（月）

時 間 午後２時より

場 所 サポートセンター百草台
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専門部の活動

研 修 部 部長 大澤 春雄

平成21年度から「補講」対応が始まりました。

それ以前は当地区研修部企画の１回のみ研修で、

出席率も70～80％ぐらいだったと思います。そ

れが「補講」（支部、本庁）があることで３回

の中から１回選択することができ出席率が良好

になりました。この地域別定例研修は保護司の

必修という表れではないでしょうか。多摩連で

の研修部会で100％の地区もあると伺いました。

今年度（25年度）の第Ⅰ期（6/19）、第Ⅱ期

（10/23）、第Ⅲ期（3/5）の出席状況は以下の

とおりです。

研修時間も２時間という中で、いかに有意義

な研修にするかは研修部員の責務だと思います。

研修１ヶ月前に、立川観察所にて観察官と打ち

合わせをし、配布資料もその時に受け取ります。

今年度は主に講義形式で行いましたが、来年度

はできるだけ保護司同士で話し合う時間がとれ

るよう、工夫したいと思いますのでよろしくお

願いします。

地域活動部 部長 紀 初子

今年度の地域活動推進協議会は、社会資源を

知る事により保護司の活動がスムーズに行われ

ることを目的に開催しました。

期 日：平成25年11月13日（水）

時 間：午後１時30分～３時30分

会 場：百草台コミュニティセンター集会室

テーマ：「福祉と社会資源」

参加者：講師２名、観察官２名、更女５名

保護司38名 計47名

ふたりの保護司が事例発表をし、能登観察官

より保護観察の現状について報告をしていただ

きました。その後、日野市役所高齢福祉課在宅

支援係の渡辺あゆみ氏より事例を通して高齢者

の独居の生活状況、介護保険認定に至る経緯、金

銭管理の状況や課題についてお話を聞きました。

また、障害福祉課ケースワーカーの河住祐子

氏からは、日野市における知的障害・精神障害

の現状と再犯を繰り返す事例をお話していただ

きました。質疑応答の後、小松観察官よりこれ

からの保護観察は障害のある者に対して、社会

資源を把握し更生や再犯防止のために福祉に繋

げていきたい、今後保護司の役割が重要になっ

てくるという現状を話していただきました。保

護司活動の中で、今や福祉は切り離せない課題

になっているように思います。

社会参加活動は、下記の表の日程で実施しま

した。今年度は対象者の参加が増え、より活発

な活動が実施されま

した。初めは戸惑い

気味だった対象者も

すぐに馴染んで積極

的に参加していまし

た。

社会参加活動実施結果報告
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開催日 施設名（場所）
参 加

対象者

参 加

保護司

観察所

職 員
活動内容

６月22日

日野市百草台

コミュニティ

センター

４名 18名 １名

花壇の草取り･植栽

植木の剪定・建物

周辺の草取り等

９月11日
稲城市総合体

育館
３名 16名 １名

稲城市職員ほか４

団体（約30名）参加

多摩国体の為の「多

摩国体花いっぱい運

動」の一環でプラン

ターに花苗を植栽

12月14日

日野市百草台

コミュニティ

センター

２名 16名 １名

スクールサポーター

１名参加

花壇の草取り･植栽

植木の剪定･建物周

辺の草取りと植栽

222000111333...111222...111444

サポート
センター

立川
支部 本庁 欠 計 出席率

第Ⅰ期 57 6 5 3 71 95.7％

第Ⅱ期 52 9 6 4 71 94.3％

第Ⅲ期 58 6 1 9 74 87.8％

（市長は含まていません）

25年度
Ⅰ 少年の保護観察
Ⅱ 報告書の作成
Ⅲ 社会資源の活用

24年度
Ⅰ 面接
Ⅱ 家族等関係者への働きかけ
Ⅲ 薬物事犯対象者の処遇

23年度
Ⅰ 良好措置と不良措置
Ⅱ 提出書類の書き方
Ⅲ 保護観察対象者の就労支援

22年度
Ⅰ 社会資源の活用
Ⅱ 生活環境の調整
Ⅲ 薬物事犯対象者の処遇

21年度
Ⅰ 提出書類の書き方
Ⅱ 対象者等の秘密の保持
Ⅲ 面接の在り方

20年度
Ⅰ 更正保護法の施行
「新法の概要、報告書の書き
方について」

Ⅱ 「更正保護法」生活環境の
調整・転居・旅行の手段

Ⅲ 「更正保護法」各種処遇プ
ログラム・段階別処遇

19年度
Ⅰ しょく罪指導
Ⅱ 薬物関係対象者の処遇
Ⅲ 新規施策

18年度
Ⅰ 環境調整の進め方
（性犯罪処遇プログラム
も触れる）

Ⅱ 保護観察対象者に対す
る就労支援の充実強化

Ⅲ 保護観察対象者の処遇
の充実強化

17年度
Ⅰ 性犯罪対象者の処遇
Ⅱ 保護観察対象者の転居・
旅行等移動をめぐる諸問
題

Ⅲ 保護観察経過報告書等
の意義と書き方

16年度
Ⅰ 覚せい剤事犯対象者の
処遇について～簡易尿検
査を活用～

Ⅱ 良好・不良措置をめぐっ
て

Ⅲ 心身喪失者医療観察制
度／往訪・来訪について

過去10年間の地域別定例研修テーマ一覧



ご活躍を期待します
平成26年２月１日委嘱

私は、多摩で生まれ育ち多

摩市役所に定年まで勤務して

いました。地域の中で一市民

としてお役に立てればと思い

お引き受けしました。新任研

修を受けて改めて責任の重さ

と難しさを知り、自分にでき

るのか不安もありますが、

「抱え込まないで、一緒にやっていきましょう」

の言葉に、気持ちが前向きになりました。先輩

の皆様のご指導をいただきながら努めてまいり

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

ここ数年、小学校のＰＴＡ

会長を務めている関係で、先

輩保護司の方々と学校運営連

絡協議会や青少協でご一緒さ

せていただいておりました。

幼少時からお世話になってい

る方々ですので、それだけで

も畏れ多いことでしたが、こ

のたび保護司へのお誘いを受け、ひたすら恐縮

しております。委嘱された以上は、地域貢献に

取り組むと共に、先輩方に諸事を学び、自己研

鑽に励んで参ります。どうぞご指導ご鞭撻のほ

ど宜しくお願い致します。

私は保護司の辞令を手にし

て、凡人の自分みたいな者が、

他人の人生を左右してしまう

ような大任が果たせるか不安

でした。

そして頭を過った言葉があ

る。「人は誰しも善の魂と悪

の魂を持っている」片方だけ

の魂の持ち主はいないということです。自分は

たいした人生経験を持っていないので、強い善

の魂を心の柱として微力ではありますが、更生

保護活動に努力して行きますので、諸先輩方の

ご指導をお願いいたします。

会長 関戸 良

更生保護女性会の会員は特別な資格は要りま

せんがボランティアとして自主性、創造性、無

償が求められます。社会の子ども全てを自分の

子ども同様に目をかけ、犯罪のない明るい社会

へと活動しています。その活動を知って頂くた

め、簡単に日野・多摩・稲城地区の活動と専門

部の様子をご紹介します。

☆広報部 年１回、３月に「日野・多摩・稲城

更女だより」を発行しています。（今年で43号）

☆研修部 本部研修を実施。今年度は11月に日

野市の社会福祉法人「夢ふうせん」を施設見学

しました。

☆援護部 更生保護施設、少年院への活動及び

運営に対しての協力。今年度は３分区の会員で

雑巾を400枚ほどを縫い、多摩少年院、紫翠苑、

八興社に寄付。また多摩少年院の行事（運動会、

成人式など）に参加。東京保護観察所への衣類、

日用品の寄付は３分区毎に送っています。

●日野分区…分区会を通して会員相互の隔和

をはかっています。＊年間を通して週１回の子

育て支援＊社明活動への協力（いきいきふれあ

いステージ）＊市民交流集会（手をつなごう子

ども祭り）への参加 ＊施設見学（今年度は愛

光学園）＊その他バザー等。

●多摩分区…定期的な分区会を開催し、会員の

親睦と学びをモットーとし知識の向上に力を入

れています。＊多摩女性センターの企画参加

＊社明活動への参加協力（啓発パレードで配布

するグッズ作り） ＊施設見学（今年度は八興

社） ＊オークション（バザー）売り上げの一部を

更生保護施設への寄付 ＊年頭には多摩中央署

の少年係長、保護司、薬物乱用防止関係者を講

師とした勉強会 ＊更女会員の文化的な活動を

通して豊かな心を育む（今年度はちぎり絵）。

●稲城分区…主に小学校、中学校の見守り活動

を中心に市の行事などにも積極的に参加、協力

しています。＊セーフティー教室、薬物防止推

進協議会 ＊地域教育懇談会、安全安心街づく

り推進協議会・社明活動（駅頭活動グッズ配布）、

その他に各地域の夏祭りにてPR活動 ＊麻薬・

覚せい剤防止運動 ＊施設見学（今年度は関東

医療少年院） ＊市民祭りに協力

＊小学校、中学校の行事 ＊安心安全パトロー

ル ＊更生施設への衣類、日用品寄付。
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新 任 保 護 司 紹 介 更生保護女性会の活動

持田 幸子
多摩分区
（広報部）

飯島 文彦
多摩分区
（地活部）

川久保 和壽
日野分区
（研修部）



東京保護観察所立川支部 保護観察官 小松崇史

保護観察事件

●立川管内の動向

平成25年版の犯罪白書によれば、刑法犯の認

知件数は、平成８年から毎年戦後最多を更新し

続け、平成14年に369万件余に達したが、平成

15年から減少に転じて、平成24年201万件余

（前年比12万件余（5.8％）減）まで減少している。

立川管内でも平成24年２月１日現在の保護観

察事件の件数は約1,000件（更生保護施設分及

び１号交通短期事件を除く）でしたが、本年２

月１日現在の件数は、それと比べて約100件減

少している。

●各市における保護観察事件の動向

３市共に保護観察事件数は前年より減少して

おり、立川管内と比較した保護観察事件数の割

合も前年より減少していた。詳細に見ると、日

野分区は少年事件の減少が事件数の減少の原因

となっている。多摩分区と稲城分区の割合は微

減だが、多摩分区は少年事件が増加した分、成

人事件が減少していることで微減となっている。

●生活環境調整事件の動向

立川管内の生活環境調整事件数（更生保護施

設分は除く）を見ると、全体では緩やかに減少

しているが、少年院数は増加している。立川管

内との割合は、刑事施設及び少年院共に１割前

後で推移している。
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表 紙 写 真 の 説 明

電車見橋は小田急線、京王線にかかる跨
こ

線
せん

橋
きょう

で、

諏訪４丁目から陸上競技場方面へ続く遊歩道となっ

ています。

全長106ｍ、昭和54年に完成しました。橋の中

央部にはゲートの形をしたモニュメントがあり、

「ようこそ多摩へ」の意味が込められています。

電車見橋の名前の通り、電車を見るには絶好のス

ポットとなっています。

編集 広報部

今年度の“橋”の写真はいかがでしたか？

年度当初の会議で「今年は何をテーマにしよ

うか？」「どうすれば読みやすくなるか？」等、

侃々諤々
かん かん がく がく

の議論の中で、保護司活動の内容を

いかに忠実に表現し、多くの方々に理解して

いただける広報誌になるように部員一同活動

してまいりました。何か一つでも皆様の印象

に残った記事があれば光栄です。（會田 洋子）

日野市百草999番地 電話 042-593-0950
FAX042-506-5474

メールアドレス：vpocentormog@true.ocn.ne.jp

編 集 後 記

情情情情報報報報ＢＢＢＢＯＯＯＯＸＸＸＸ
日野・多摩・稲城地区管内の動向

平成26年２月１日現在

平成25年２月１日現在

平成24年２月１日現在

保護観察事件数

１号 ２号 ３号 ４号 合計
立川管内 406 151 91 235 883
日野 12 4 0 3 19
多摩 20 2 0 6 28
稲城 5 4 1 3 13
全体 37 10 1 12 60

１号 ２号 ３号 ４号 合計
立川管内 416 149 103 253 921
日野 18 10 4 3 35
多摩 15 5 4 6 30
稲城 6 5 0 4 15
全体 39 20 8 13 80

１号 ２号 ３号 ４号 合計
立川管内 489 145 97 266 997
日野 23 11 3 3 40
多摩 11 2 4 4 21
稲城 6 3 0 4 13
全体 40 16 7 11 74

刑事施設 少年院 合計
立川管内 785 89 874
日野 35 3 38
多摩 29 5 34
稲城 8 1 9
全体 72 9 81

刑事施設 少年院 合計
立川管内 805 81 886
日野 42 4 46
多摩 29 5 34
稲城 14 1 15
全体 85 10 95

刑事施設 少年院 合計
立川管内 836 88 924
日野 39 5 44
多摩 31 2 33
稲城 11 0 11
全体 81 7 88

生活環境調整事件数


