
着任の挨拶の原稿を依頼

されて早２年が過ぎようと

するところに原稿の依頼を

賜り、この度筆を執らせて

いただくことになり時が経

つのが早いことを実感しております。

初めての保護観察官勤務として日野・多摩・

稲城保護司会の日野分区と稲城分区を担当させ

ていただき、不勉強や研修による不在のため御

迷惑をお掛けしてばかりでございました。大き

な事故なく担当を勤めることができたのは保護

司の皆様方をはじめ更生保護女性会、日野市・

多摩市・稲城市の市長をはじめ市役所など更生

保護に携わっていただいている各関係機関の方々

のあたたかいご支援の賜物であり、深く感謝し

ております。ありがとうございました。

この２年間、保護司の皆様方のおかげで楽し

く仕事をすることができ、今後続く観察官とし

ての人生で決して忘れることができない思い出

になりました。

４月からは、水戸保護観察所ひたちなか駐在

官事務所での勤務となり、立川を離れることは

ただただ寂しいばかりですが、２年間ご指導・

ご鞭撻いただいた経験を活かし、新しい勤務地

で職務に励む所存です。

日野・多摩・稲城地区保護司会の益々の発展

と保護司の皆様方のご健康とご多幸を祈念いた

しましてご挨拶とさせていただきます。本当に

ありがとうございました。

－1－

第45号 平成27年3月31日日野・多摩・稲城地区保護司会だより

――― ２年間を振り返って ―――

多多多摩摩摩市市市 “““しししいいいののの木木木”””

保護司会だより
日野
多摩
稲城

地区 第45号

東京保護観察所立川支部 保護観察官 小松 崇史



日 時：平成26年11月26日（水）

会 場：かつしかシンフォニーヒルズ

受賞者：39名（日野・多摩・稲城地区）

＊叙勲（春） 石坂 齊雅

＊法務大臣表彰

伊野 光雄・入江マリ子・沼 裕子

＊全国保護司連盟理事長表彰 小島 淳子

＊関東地方更生保護委員会委員長表彰

會田 洋子・大石 靖子・河内 惠子

北畠 一誠・小池 勝造・古平 順一

三枝 玲子・谷 和彦・中村 洋一

水野 京子

＊関東地方保護司連盟会長表彰

尾嵜 義昭・門井八重子・坂井 厚彦

＊東京保護観察所長表彰

石川ちづ子・角田 政信・鹿島 正二

川島 保之・塩沢 京子・戸丸 久惠

＊東京保護観察所長感謝状＜家族功労者＞

土方 京子（土方喜久弘氏の妻）

＊東京都保護司会連合会会長表彰

青木 智子・阿部 裕行・大山 和子

唐木 洋子・川井 博之・近藤 一美

高木 伸二・髙橋 勝浩・馬場 房義

松浦 昇

＊法務大臣感謝状

＜更生保護女性会＞ 関戸 良

＊日本更生保護女性連盟会長表彰

守屋 幸江

＊東京保護観察所長感謝状

＜更生保護女性会＞ 有山あつ子

＊東京更生保護女性連盟会長表彰

荒川 ゆり

多摩分区 伊野 光雄

この度、法務大臣表彰の栄に浴しましたこと

はひとえに歴代の観察官始め保護司の皆様方の

ご指導ご協力の賜と深く感謝申し上げます。委

嘱を受けた時から、社会的責務の重大さを感じ

ました。しかしながら自分の培ってきた知識・

経験だけでは様々な対象者と向き合い改善の方

向へと導くことは容易では無く、今もって迷い

道から抜け出せないこともしばしばです。頼り

になるのは観察官・先輩保護司の助言です。

今後ともご指導を賜りながらこの賞に恥ない

よう精進していく所存です。

多摩分区 入江マリ子

東京国際フォーラムにて盛大に挙行された記念

式典で栄えある表彰を賜わり感激でございます。

四苦八苦し保護観察終了の喜びが次々と思い

だされ、私自身を深く反省するよい機会を与え

て頂きました。保護司活動により得た経験は貴

重な宝物です。現在まで継続できたのは保護司

会、諸先輩、多くの関係者の皆様方のお蔭と心

より感謝申し上げます。

多摩分区 沼 裕子

「井の中の蛙大海を知らず」と、この様な私

が大海に一滴の寄与が出来たのでしょうか。

この度栄誉ある賞に浴し身に余る光栄と恐縮

しております。二十数年間、母の保護司活動の

“アッシー”として高幡不動尊、対象者宅等の

送迎の際に何となく理解はしていたつもりでし

たが、いざ大役をお引き受けしてみると戸惑う

事ばかりでした。先輩方の暖かいご指導、同期

の方の励ましを力に今日まで大過なく活動する

事が出来ました。心より感謝申し上げます。
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東京更生保護事業
関係者顕彰式典 多多摩摩

法法務務大大臣臣表表彰彰をを受受賞賞ししてて

第64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

＊東京都推進委員会委員長感謝状

【日野市】

日野市立潤徳小学校

日野市立日野第八小学校

日野市立三沢中学校

【多摩市】

観音寺

＊東京保護観察所長感謝状

【日野市】

日野市三沢中地区青少年育成会

日野市立三沢中学校ＰＴＡ会

【多摩市】

宗教法人 落合白山神社

多摩稲城交通安全協会女性部会

多摩稲城防犯協会

多摩市立東寺方小学校

地

更生保護制度施行65周年記念式典 平成26年10月１日�



平成27年１月14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10名、会

員52名が出席し、「平成27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

年の祝辞と会の更なる発展を望む力強い挨拶、

そして、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、阿部多摩市長より

ご祝辞を頂きました。

引き続き、平成26年度被顕彰者35名が紹介さ

れ、受賞者を代表して、法務大臣表彰受賞者伊

野光雄さんよりお礼の言葉がありました。

次に12月21日付で退任された清水和男さん、

馬場三榮子さんに感謝を込めて記念品と花束が

贈られました。

第２部は、髙橋稲城市長、小松観察官、能登

観察官、関戸更生保護女性会会長のご挨拶で始

まり、新任保護司が紹介されました。鉢花が賞

品となる恒例のビンゴゲームや有志による歌の

披露、分区毎の合唱、記念撮影などで、来賓の

方及び名誉会員と現役保護司の和やかな親睦の

輪が広がり、楽しいひと時を過ごしました。最

後に、退任者へ送別アーチトンネルを作り閉会

となりました。

平成26年12月5日（金）立川グランドホテル

に於いて、平成26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。

今年の東京保護観察所立川支部管内の受彰者

は、叙勲４名・褒章６名・法務大臣表彰23名・

全国保護司連盟会長表彰16名で、計49名でした。

祝賀会当日は、受彰者40名とご来賓、多摩連理

事等、総勢112名が集い、賑やかな会となりま

した。当地区保護司会の受彰者は石坂齊雅氏

（春の叙勲・瑞宝双光章）、伊野光雄氏、入江マ

リ子氏、沼 裕子氏（法務大臣表彰）、小島淳

子氏（全国保護司連盟理事長表彰）の５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、佐伯進多摩連総務部長

の司会により会は進行し、出席された受彰者が

紹介され、ご来賓の方々のご祝辞をいただいた

後、當麻光保氏が受彰者を代表して謝辞を述べ

ました。
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多多多摩摩摩連連連受受受彰彰彰祝祝祝賀賀賀会会会ををを開開開催催催新新新春春春ののの集集集いいい開開開催催催

平成27年度 定期総会のお知らせ

期 日 平成27年４月23日（木）

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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平 成 26年 度

地地域域処処遇遇会会議議のの開開催催

平成27年３月４日（水）、サポートセンター

会議室において、38名の会員が参加し地域処

遇会議を開催しました。保護司会に係る最近

の話題として①「アジア保護司会議」出席国

の、韓国・フィリピン・シンガポールの保護

司制度の現状報告が行われ、各国がおかれて

いる環境の違い（地理的条件・民情・犯罪発

生件数・処罰の程度等）により厳しい環境下

で保護司活動が行われているとの報告があり

ました（松本・青木保護司）。②「地域活動

推進研究会」参加報告では、地域活動の現状・

課題と今後の方向性、保護司実費弁償金の整

理・統合案等の報告がありました（土方三男

保護司）。③「女性ダルク活動の紹介」を武

蔵野ダルク代表渡辺肇・智子夫妻より講演が

あり、薬物依存は病気であること、居場所を

持てず非行に走り薬物依存で死の渕に立った

時にダルクで更生したことや日野市で女性ダ

ルクを立ち上げたことなど貴重な話を聞くこ

とができました。



専門部の活動

研 修 部 部長 大澤 春雄

★地域別定例研修会

第Ⅰ期 「生活環境の調整」

第Ⅱ期 「秘密の保持」

第Ⅲ期 「保護観察対象者の転居・旅行」

特に、第Ⅱ期はグループ討議を行いました。

５班（11～12名／班）に別れて体験談、苦労話

など活発な情報交換がされ、事例ごとにグルー

プから発表と観察官の講評を受けました。予定

時間を15分超過してしまうほど、たくさんの方

の意見を伺えた研修でした。

今年度の地域別定例研修会の出席状況

★新任保護司研修会

６月18日（水）

研修部（昨年までは総務部）が主催し、新任

保護司５名、会長、各役職の総勢18名で意見交

換をしました。

★視察研修

９月17日（水）、18日（木）

福島刑務所、福島自立更生促進センターへ

１泊２日で行きました。

東北復興支援も兼ねての有意義な視察でした。

地域活動部 部長 紀 初子

本年度は、「関係機関との連携活動」と社会

参加活動を下記の表の通り実施しました。

「関係機関との連携活動」は、昨年まで「地

域活動推進協議会」として実施していました。

期 日：平成26年10月30日（木）

時 間：13時30分～15時50分

テーマ：「就労支援について」

講 師：八王子公共職業安定所

就労支援ナビゲーター 佐藤正志氏

参加者：講師１名、観察官１名

更生保護女性会４名、保護司42名

講師の説明の後、大須賀保護司から事例発表

があり、能登観察官には総括をお願いしました。

就職しても長続きしない対象者の現実や、自

分で職探しをしたがる傾向が多くその結果、条

件が整わないことから転々と仕事を変えること

により収入・生活・人間関係が安定しないとい

う悪循環が生じてしまう。

このような事例を通して、ハローワークをもっ

と身近な存在として保護司活動に取り入れるこ

とが必要だと認識を新たにしました。活発な意

見交換が行われ、有意義な時間を過ごすことが

できました。

社会参加活動については、和気あいあいとし

た雰囲気の中で、対象者は慣れない作業を頑張っ

ていました。表情が徐々に柔らかくなり、一緒

に会話している姿が印象的でした。

社会参加活動実施結果報告
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開催日 施設名
参 加

対象者

参 加

保護司

観察所

職 員
活動内容

６月21日

日野市百草台

コミュニティ

センター

３人 21人 １人

花壇の草取り・植栽

植木の剪定・建物周

辺の草取り等

７月16日
京王線稲城駅

南側ロータリー
１人 17人 １人

稲城市職員３人、いな

ぎグリーンウエルネス

財団14人、いなぎ緑

化推進会３人の参加

ロータリーコンクリー

ト壁面のイタビカズ

ラの剪定

12月６日

日野市百草台

コミュニティ

センター

２人 18人 １人

スクールサポーター１人

花壇の草取り・植栽

建物周辺の草取り等

第Ⅰ期
６月18日

第Ⅱ期
10月22日

第Ⅲ期
２月18日

サポートセンター ６１ ５７ ６２

補講（支部） ７ ９ ６

補講（本庁） １ ４ ２

欠 席 ３ ２ １

計 ７２ ７２ ７１

出 席 率 ９５．８％ ９７．２％ ９８．６％

（市長は含めていません）

222000111444...111000...333000 222000111444...111222...666

サササポポポ

百百百草草草



ご活躍を期待します
平成26年12月22日委嘱

保護司へのお誘いを受け、

馬場三榮子さんの経験豊富な

お話と人間味溢れる大変魅力

的な人柄に触れさせていただ

いた結果、まるで当然のよう

に別世界の道に入ることになっ

た訳ですが、新任保護司研修

を終え関係資料に触れるにつ

れ、これは大変なことになったと実感しております。

今は、馬場さんに誘われて良かったと思える

自分が見え隠れしており不安で一杯ですが、ご

指導の程どうぞよろしくお願いいたします。

◆国連アジア極東犯罪防止研修所の視察研修

２月５日（木）、国連アジア極東犯罪防止研

修所（通称アジ研）第159回国際高官セミナー

の一環としてサポートセンターの視察研修が行

われました。当セミナーの主要課題が「社会内

処遇における地域社会及び市民との連携」であ

り、具体的な検討課題として「①保護司制度又

はこれに類似する制度 ②制度が抱える課題と

対策」が挙げられていました。海外参加者14ヶ

国18名（保護観察関係者５名、矯正関係者４名、

検察関係者５名、その他４名）、国内からは７

名（保護観察関係３名、矯正１名、裁判所１名、

検事１名、警察１名）の高官とアジ研関係者３

名、通訳１名の合計29名の参加者でした。当保

護司会からは会長・企画調整保護司８名が参加

しました。説明には英語版で作成した資料を用

い、日本の保護司制度の概要、当地区保護司会

の運営・活動内容、サポートセンターの役割・

設置の効果等を説明した後、施設の見学を行っ

て頂きました。

見学後の質疑では、保護司会の予算、保護司

高齢化への対策、日本の保護司制度成功の秘訣

等の質問が寄せられました。当日は雪まじりの

寒い中での視察でしたが、多くの国内外の方を

迎え、国際的な研修ができたと思います。

◆法務省から視察（大臣官房会計課）

２月25日（水）13時に田野尻官房参事官他５

名の方が来館されました。
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新 任 保 護 司 紹 介

岩田 利夫
日野分区
（研修部）

退任保護司紹介
永い間ご苦労様でした

清 水 和 雄 氏 稲城分区

平成12年12月保護司の拝命を受け、14年間

保護司活動に携りました。その間多くの皆様

にお世話になり、退任に際して法務大臣から

の感謝状の栄に浴する事が出来ました。やれ

やれの思いで夕暮の電車の中で思いに耽って

帰って来ました。ある時は褒め、ある時は叱

りそんな繰り返しの14年間。マニュアル通り

にはいかない事が多くありました。

今日ここまで、ご指導頂いた皆様に感謝を

申し上げ、ご健勝とご多幸を祈念します。長

い間ありがとうございました。

馬場三榮子 氏 日野分区

保護司活動30年。皆様には大変お世話にな

りました。心より感謝申し上げます。

＝人はみな 生かされて 生きていく＝

の信条をモットーに、対象者及びその家族を

含め数百人に寄り添い、更生への一助に努め、

大過なく任務を全うすることができました。

また、会の組織運営にも力を注いできまし

た。保護司候補者検討協議会の立ち上げ、更

生保護サポートセンター百草台の設立。セン

ター開設と同時に、会員の皆様と共に種を蒔

き、つぼみが膨らみ花が咲き、現在は組織運

営上無くてはならない存在になっております。

今後も、センターを拠点として、保護司会の

益々のご発展をご祈念申し上げます。

ササササポポポポーーーートトトトセセセセンンンンタタタターーーー

百百百百草草草草台台台台““““千千千千客客客客万万万万来来来来””””



表 紙 写 真 の 説 明

旧多摩市立南落合小学校、現在の東京医療学院

大学の隣に位置し、「平久保（びりくぼ）のシイ」

と呼ばれています。ブナ科に属するスダジイで、

日本の照葉樹林の最も中心となる常緑高木です。

昭和36年に東京都の天然記念物に指定されていま

す。多摩ニュータウン開発前の多摩丘陵の面影を

残し、大小二株のシイが互いに枝を繁茂させ、根

元には小さな祠が建っています。推定樹齢500～

600年、大きい株は樹高25ｍ、幹囲5.9ｍ、その大

きさは見事です。

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26年度版の犯罪白書によれば，刑法犯の

認知件数は、平成14年に369万件余を最高に年々

減少し、平成25年は191万件余、前年比11万8,567

件減（5.8％）となり、昭和56年以来32年ぶり

に200万件を下回った。

立川管内でも同様の傾向が見られ、事件数は

年々減少しており、平成27年２月１日現在の件

数は、854件（更生保護施設分及び１号交通短

期保護観察を除く）となっており、前年比3.3

％、件数にして30件余減少している。

●各分区における保護観察事件の動向

全体としては微減、日野・稲城分区の事件数

はほぼ横ばいとなっている。多摩分区の事件数

が大幅に減少しており、保護観察処分少年の件

数が前年の半数以下に減っている。全体的に仮

釈放者の件数が前年より増えているが、帰住地

の調整ができた結果と言える。

●生活環境調整事件の動向

少年院の生活環境調整事件が減少している。

保護観察処分少年の件数が全体的に減っている

ことは既記したとおりだが、少年の環境調整事

件も減少していることは、社会を明るくする運

動をはじめとした犯罪予防活動及び学校との連

携を密に行っていただいている成果の現れと言

えるでしょう。

－6－

第45号 平成27年3月31日日野・多摩・稲城地区保護司会だより

編集 広報部

早春のサポートセンター内の会議室では、

編集委員一同、読んで楽しい「保護司会だ

より」の紙面作りに知恵を出し合っています。

広報紙の顔である表紙には、多摩市民に

親しまれている名木を載せました。また、

皆さんからの寄稿や各部会を紹介した第45

号が完成しました。桜の花が咲くころ、お

手元に届くものと思います。（倉澤 兆一）

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27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 382 145 100 226 853

日野 13 4 2 4 23

多摩 8 4 3 5 20

稲城 8 1 1 4 14

全体 29 9 6 13 57

刑事施設 少年院 合計

立川管内 768 89 857

日野 32 0 32

多摩 30 0 30

稲城 11 2 13

全体 73 2 75

生活環境調整事件数

平成27年２月１日現在

死死亡亡叙叙位位・・叙叙勲勲

永年にわたり更生保護事業に御尽力され、

多大な御功績がありました方に対し、叙位

叙勲の御沙汰がありました。

生前の御功績をしのび、この栄誉を称え

たいと存じます。

故 関内さよ子氏（元多摩分区）

従六位瑞宝双光章
（平成27年１月22日逝去）

４月１日付人事異動に伴う主任観察官

日野分区担当 松 尾 亮 観察官

多摩分区担当 能 登 利 裕 観察官

稲城分区担当 大羽恵津子 観察官

���������������������������
�

�
�

�
�

�

�

������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�

→

→


