
このたび、ご縁あり立川支

部管内の更生保護関係者の

皆様とご一緒に仕事をさせて

いただくことになりました。

どうぞよろしくお願いします。

立川支部には平成22年、23

年の２年間統括保護観察官

として勤務した経験があり、再び当地で仕事をさ

せていただけることに感謝し、気持ちを新たに業

務に取り組んでまいりたいと思いますので、皆様

方の御支援、御協力を賜りますよう重ねてお願い

申し上げます。

さて、更生保護制度の基本法である更生保護

法が施行されて、まもなく10年目になりますが、

今日の更生保護の情勢をみますと、更生保護を取

り巻く環境は大きくはこの10年間、めまぐるしい

変化をしてきました。法施行により更生保護が再

犯防止を目的とすることが明示され、遵守事項の

明確化や生活環境調整の充実強化、専門的処遇

プログラムの導入、就労支援事業、自立準備ホー

ムによる住居確保、特別調整の実施、昨年６月

には刑の一部執行猶予制度が施行され薬物処遇

強化が図られるなど、着実な進展とともに更生保

護に対する社会の関心や期待は極めて高くなって

きていることを実感しています。

昨年末には、「再犯の防止等の推進に関する法律」

が成立・施行され、犯罪をした者等の円滑な社会

復帰を促進すること等による再犯の防止等が犯罪

対策において重要であることに鑑み、再犯の防止

等に関する施策に関し国及び地方公共団体の責務

を明らかにした基本理念等が定められました。地

域の再犯防止のためには、国の行う施策とともに、

地域の状況に応じた地方公共団体の取組が有効で

あると考えられます。今後は更生保護関係者の皆

様方の御協力を得ながら、地方公共団体との連携

にも一層取り組んでまいりたいと考えております。

ともあれ、立川支部の更生保護のこれまでの良

き伝統・実績を大切にし、管内更生保護事業の

充実発展に向けて微力ながら力を尽くす所存です

ので、皆様の温かいお力添えをお願いします。
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―――着任の御挨拶―――
東京保護観察所立川支部長 前 川 洋



薫風が待ち遠しい候、第19回定期総会が開催

されました。司会の篠崎副会長から出席者数の

報告があり、総会成立が宣言されました。開始

の前に、更生保護にご尽力された物故者のご冥

福を祈り黙祷が捧げられま

した。

澤田副会長の開会の言葉、

安西会長の挨拶に続き、ご

来賓の紹介がされました。

議長には多摩分区の河内氏

が選出され、書記に多摩分

区の佐倉・近藤の両氏が、

議事録署名人に稲城分区の

門井・馬場の両氏が指名さ

れました。

議事は滞りなく進み全て

が承認され、松本総務部長

より「細則の一部改正」

「内規の一部改正」「内規の

制定」について報告があり

全ての議事が終了しました。

安西会長より新役員紹介が

あり新体制がスタートしま

した。ご来賓の前川立川支

部長と三市の市長から祝辞

を頂きました。続いて、三

市の保護司会担当部署の職

員の方々の紹介があり、中

村副会長の言葉で閉会とな

りました。

ご 来 賓
東京保護観察所 立川支部長 前川 洋 様

東京保護観察所 立川支部 主任保護観察官 竹内 研児 様

東京保護観察所 立川支部 保護観察官 中島 美紀 様

日野市長 大坪 冬彦 様

多摩市長 阿部 裕行 様

稲城市長 髙橋 勝浩 様

日野・多摩・稲城地区更生保護女性会 会長 関戸 良 様

日野・多摩・稲城地区桐友会 会長 馬場三榮子 様
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平成29年度 役員（理事）・専門部・分区構成

●顧 問：佐伯 進 ●会 長：安西 清
●副会長：土方 三男 紀 初子 篠崎 誠一 ●監 事：粟井 洋子 澤田 研二
●専門部（会員数：73人）

総務部 23人 研修部 16人 地域活動部 17人 広報部 17人

顧 問
会 長
副会長
〃
〃
監 事
〃

佐伯 進
安西 清
土方 三男（日野分区長兼務）
紀 初子（多摩分区長兼務）
篠崎 誠一（稲城分区長兼務）
粟井 洋子
澤田 研二

＝社会参加活動担当委員＝
小池 勝造（日野副分区長）
北畠 一誠（多摩副分区長）
原田 正美（稲城副分区長）

センター長 松本ちづ子

会会計
〃
〃
会書記

鹿島 正二（財 務）
石川ちづ子（出 納）
三枝 玲子（交通費･部会計兼務）
持田 幸子（部書記兼務）

部 長
副部長
書 記
会 計

青木 智子
谷 和彦
（会書記兼務）
（会会計兼務）

角田 政信
渡邉 幸子
川島 保之
川久保和壽（企）

杉江 利行
松浦 昇
大澤 春雄
西川 毅（企）

貴志 義孝
川井 博之
須崎 勝覚
河内 惠子（企）

部 員

廣澤 伸幸（日野分区書記）
山上 貴久（日野分区会計）
佐倉 英明（多摩分区書記）
近藤 一美（多摩分区会計）
髙木 伸二（稲城分区書記）
唐木 洋子（稲城分区会計）

大坪 冬彦（日野市長）
阿部 裕行（多摩市長）
髙橋 勝浩（稲城市長）

中嶋ヒロ子
大須賀良子
芦川 正雄
松原 一郎
萩原 実夫
水野 京子
中村 洋一
門井八重子
坂井 厚彦
岩田 利夫
福島美由紀
本多英二郎

寺沼 恭子
土方喜久弘
横田 定利
福島 幹男
會田 洋子
戸丸 久惠
馬場 房義
渡邉 力
内山 晃次
平田 紘一

石坂 齊雅
伊野 光雄
土谷 縷美
大石 靖子
尾嵜 義昭
荻原 豊子
武田 博
松永 健
津守 範学
飯島 文彦
髙木 禎信
池田 教秀
出沼恵美子

●サポートセンター企画調整保護司（13人）

松本ちづ子 河内 惠子 三枝 玲子 西川 毅 貴志 義孝 石川ちづ子 鹿島 正二
青木 智子 髙木 伸二 渡邉 幸子 持田 幸子 川久保和壽 廣澤 伸幸

●社会貢献活動担当保護司（３人）

杉江 利行（地活部長） 小池 勝造（日野副分区長） 原田 正美（稲城副分区長）

●分 区

会 員 数 分 区 長 副分区長 書 記 会 計 会計監査

日野分区28人 土方 三男 小池 勝造 廣澤 伸幸 山上 貴久 水野 京子

多摩分区26人 紀 初子 北畠 一誠 佐倉 英明 近藤 一美 中村 洋一

稲城分区19人 篠崎 誠一 原田 正美 髙木 伸二 唐木 洋子 芦川 正雄

日野分区（９人）
安西 清 松本ちづ子 大澤 春雄 土方 三男 小池 勝造
谷 和彦 貴志 義孝 石川ちづ子 須崎 勝覚

多摩分区（８人）
紀 初子 三枝 玲子 北畠 一誠 杉江 利行 青木 智子
川井 博之 渡邉 幸子 持田 幸子

稲城分区（６人） 原田 正美 篠崎 誠一 角田 政信 川島 保之 鹿島 正二 松浦 昇

●役 員（理事）23人 平成29年４月１日現在

定定定期期期総総総会会会開開開催催催
期期日日 ４４月月2266日日（（水水））

場場所所 ササポポーートトセセンンタターー百百草草台台

平成29年度



多摩分区担当

中島 美紀 観察官

本年４月から、日野･多摩･

稲城地区のうち、多摩分区を

担当することになりました。

日野・多摩・稲城地区保護司

の皆さまには、日頃より保護司会活動にご尽力

いただき、誠にありがとうございます。

この春、さいたま保護観察所から転任し、10

年ぶり、二度目の支部勤務となります。地区の

ケースを見ると、保護観察対象者自身の問題や

家族との関係に問題を抱えた処遇困難なケース

も多く、ご負担をおかけしておりますが、保護

司の皆さまや関係機関との連携を図り、保護観

察対象者の更生のために必要な指導・支援がで

きるよう、精一杯努めさせていただきますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

日野分区長

土方 三男

本年度の役員改選にあたり、

多くの先輩諸氏がおられる中

で、日野分区長を務めさせて

いただくことになりました。

分区における活動は社明運動を始めとし、関

係機関・学校との連携など保護司会活動の基本

となるものと考えます。微力ではございますが、

分区長として日野分区の活動や運営に全力を尽

くすとともに、副会長として会務の運営がスムー

ズに運ぶよう努力致す所存ですので、皆様のご

協力をよろしくお願いいたします。

多摩分区長

紀 初 子

今年度想定にない分区長を

拝命しました。

今、分区長としての任務の

重さを実感しているところです。

多摩分区は、今年度社明・啓発パレードの見

直しをしました。26年間パレードを継続してき

ましたが、屋外での活動のため、暑さ対策が重

要な課題でした。７月17日海の日の、比較的涼

しい午前中にパレードを実施します。

まだまだ未熟な私ですが、明るく一体感のあ

る分区づくりが出来ればと思っています。

どうぞ宜しくお願いいたします。

「子ども･いきいきふれあいステージ」の開催

日時 ７月１日（土） 10:00～12:00

場所 日野市立日野第二中学校体育館

４月27日（木）に第１回運営委員会を開催

し、平成29年度第67回社明運動がスタートし

ました。６月20日（火）に、推進委員長であ

る大坪日野市長出席のもと、関係31機関が集

まり日野市推進委員会が開催されます。

今年度は、日野第二中学校、日野第五小学

校・豊田小学校の児童生徒等が参加する「子

ども・いきいきふれあいステージ」（本年で

16回目）を開催します。

啓発パレードの実施

日時 ７月17日（月）海の日

10:30～11:30（受付開始10:00）

場所 多摩センター、パルテノン多摩大階段

前広場～多摩センター駅～パルテノン

多摩大階段まで。

５月から準備に取り組み、今年は海の日の

午前中にパレードを計画しました。

去る５月９日に運営委員会を開催し、啓発

パレードへの協力要請をしました。６月９日

には推進委員会を開催して重点目標を確認し、

関係機関等への協力をお願いしました。

駅頭広報活動、読売ジャイアンツ球場での啓発活動

稲城市での広報活動は、７月３日（月）に

保護司、更女を中心に各関係団体、学校の先

生、中学校の生徒が駅頭に於いて通勤、通学

の方に「社会を明るくする運動」のリーフレッ

ト、小中学生が折った黄色の折鶴入りのポケッ

トティシュを配布して市民に呼びかけます。

推進委員長の市長と教育長が駅頭・街頭７カ

所を廻り生徒、関係者を労い、意義と目的を

話します。日を改め稲城読売ジャイアンツ球

場にも出向き保護司、更女で啓発活動を行い

ます。また、球場側も熱意に応え電光掲示板

に社明のメッセージを流してくれます。
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今今今年年年度度度ののの予予予定定定

日野分区 分区長 土方 三男

多摩分区 分区長 紀 初子

稲城分区 分区長 篠崎 誠一

第63回

平平平成成成222999年年年度度度当当当地地地区区区
担担担当当当観観観察察察官官官のののごごご紹紹紹介介介

新 分 区 長 紹 介
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部 長 貴志 義孝 書 記 須崎 勝覚

副部長 川井 博之 会 計 河内 惠子

石坂齊雅 伊野光雄 土谷縷美 大石靖子

尾嵜義昭 荻原豊子 松永 健 津守範学

飯島文彦 髙木禎信 池田教秀 出沼恵美子

広報部員

表 紙 写 真 の 説 明

編 集 後 記

編集 広報部

新専門部長紹介

総務部長 青木 智子

当地区保護司会は諸先輩が築き上げてこられ、

素晴らしい活動を行っております。これを引き継

ぎ発展させていくために、微力ではありますが尽

力したいと決意しております。同じ目的を持ち、

人格的に優れた方々と一緒に仕事ができることは

嬉しいことです。この輪の中に、多くの新任保護

司が加わることを期待しております。知識・経験

豊富な皆様のご指導をお願いし、私の総務部長

就任のご挨拶とさせていただきます。

研修部長 角田 政信

今年度の研修部は、第Ⅰ期～第Ⅲ期の定例

研修の他に、新任研修と地域処遇会議を予定

しています。どの研修も大切なものですが、

あまり負担にならない様に楽しく和気あいあ

いと研修が出来ればと思います。残念ながら

今年は宿泊研修がありません。そこで新たに

SST（SocialSkillsTraining）研修を申請し

ましたが、申し込み多数の為断られてしまい

ました。来年改めて申請しようと思います。

地域活動部長 杉江 利行

当地区保護司会地域活動部長に拝命されまし

た多摩分区の杉江利行です。保護司になって今

年で10年目を迎えます。「龠禾」（皆んなで仲良くす

る。協力する）をモットーに地域活動部員と一

丸となって力を合わせ活動していきたいと思って

おります。また皆様方からのご指導ご鞭撻を宜し

くお願い申し上げます。

私の好きな言葉「徳を尊ぶこと学知、金権より大なり」

龠禾
わ

（古字）＝啝
わ

（本字）＝和
わ

（現在の字）

サポートセンター長 松本ちづ子

当地区サポートセンター開所から今年で８年が

経ちます。開所に当たっての先輩方の様々なご苦

労が思い出されます。発足時は５名でスタートし

た企画調整保護司も、13名の大所帯となり、セ

ンター長として責任の重さを感じています。

保護司会活動の拠点として、皆様方のご意見

を伺いながら、当地区保護司会のニーズに合った

サポートセンターを目指し頑張ってまいりますの

で、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

広報部長 貴志 義孝

広報部は、会報の発刊を主業務として活動し

ております。掲載の原稿は、会員他の皆様方か

ら頂戴し、部員一同の多くの議論を重ねて発刊

に至っております。より充実し、皆様方に愛さ

れる会報をお届けできるよう部員一同力を合わ

せて努力したいと考えております。皆様方のご

協力とご指導を宜しくお願い致します。

悼
生前のご功労を偲び、謹んでご冥福をお祈
り申し上げます。

武田 博 氏（66歳 現職 多摩分区）

平成29年５月11日逝去 在職５年４ヶ月

今期は、人事異動の時期となっており、多く
のメンバーの入れ替えがありました。新メンバー
での発刊には、ご苦労やご迷惑を原稿作成者や
部員一同にお掛けしたことと改めてお詫び申し
上げます。今後とも変わらぬご協力とご鞭撻を
賜り、より充実した紙面へと努力を傾けたいと
考えております。次号は、“第67回社会を明るく
する運動”をメインテーマに、11月末日発刊を
予定しております。 （貴志 義孝）

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

【旧写真】○撮影日 昭和44年９月（稲城市提供写真）
○説 明 西北角から移した矢野口交差点。川崎街

道の川崎方向を見たところである。
○引 用 「写真で見る 稲城今昔」（稲城市教育委員会）

【新写真】○撮影日 平成29年４月
○説 明 西北角から移した矢野口交差点。川崎街

道の川崎方向を見たところである。

お読みになったご感想をお寄せください

今年度会報の初号をお届けいたしましたが、内

容は如何でしたでしょうか。忌憚のないご意見を

いただければ幸いです。下記宛にファックスでお

寄せ下さい。部員一同心待ちにしております。

ファックス；0425065474 サポートセンター


