
(名称)

第 1 条

多摩地区保護司会連絡協議会規約

制定

改正

昭和３６年 ７月 １日

同４２年 ６月 ３日

同５３年 ４月１４日

同５４年 ５月３１日

同５４年１０月 ９日

同５５年 ５月２７日

同５７年 ５月２５日

同６３年 ５月２０日

平成 元年 ８月２２日

同 ６年 ３月２２日

同 ８年 ４月２６日

同１１年 ３月１２日

同２２年 ５月２７日

同２２年１１月２９日

この会の名称は多摩地区保護司会連絡協議会（以下「多摩連」という）とする。

(事務所)

第２条 多摩連は，事務所を東京都立川市緑町６番地の３に置く。

(目的)

第３条

(組織)

第４条

(事業)

第５条

多摩連は，東京保護観察所立川支部管内の各地区保護司会の連絡提携を緊密

にし，保護司活動の充実等を図り，その使命達成に寄与することを目的とする。

多摩連は，東京保護観察所立川支部管内の各地区保護司会をもって組織する。

多摩連は，第３条の目的を達成するために次の事業を行う。

１．所属地区保護司会に対する連絡調整

２．各種協議会および研修会の開催

３．保護観察および犯罪予防に関する調査研究

４．多摩地区更生保護事業関係者顕彰式典の開催

５．関係機関および関係団体に関する連絡協調と助成

６．犯罪予防および更生保護制度に関する普及宣伝

７．保護司および部外協力者に対する表彰

８．保護司に対する慶弔

９．その他必要と認める事業



(役員)

第６条
多摩連に次の役員を置く。

理 事 ８０名以内

内 常任理事 ９名

内 会長 １名

副会長 ４名

監 事 ２名

(役員職務)

第７条 会長は，多摩連を代表し，会務を掌理する。

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，あらかじめ会長が定めてい

た順序により，会長の職務を代行する。

３ 常任理事は，常任理事会を組織し，常務を担当する。

４ 会計は，総務部が担当する。

５ 理事は，理事会を組織し，会務を執行する。

６ 監事は，会計および会務を監査する。

(役員選任)

第８条 理事は，各地区保護司会の会長．副会長および分区長等をもって，これに充て

る。

２ 常任理事は，各地区保護司会長をもって，これに充てる。

３ 会長および副会長は, 常任理事会で互選し，理事会の承認を受ける。

４ 監事は，理事以外の保護司の中から理事会の意見を聞いて，会長が委嘱する。

(役員任期)

第９条 役員の任期は２年とする。ただし，再任を妨げない。

２ 欠員により選任された役員の任期は，前任者の残任期間とする。

３ 役員は任期が満了した場合でも, 後任者が就任するまでの間，その職務を行う。

(年度)

第 10 条 事業年度および会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。

(経費・資産)

第 11 条 経費は, 各地区保護司会の分担金，助成金，寄付金等をもって充てる。

２ 分担金の分担方法については，理事会で協議し決定する。

３ 資産は会長が管理する。



(会務処理)

第 12 条 予算および事業計画は,

２ 事業報告および決算は，

-

理事会で定める。

年度終了後，速やかに監査に付し理事会に報告する。

(会議・議決)

第 13 条 常任理事会および理事会は，必要に応じて会長が招集し会長が議長となる。

２ 会議の議決は，出席者の過半数の合意による。

(顧問)

第 14 条

２

３

多摩連に，顧問を置くことができる。

顧問は，理事会の意見を聞いて会長が委嘱する。

顧問は，理事会あるいは会長に助言を行うことができる。

(事務局体制)

第 15 条 事務局は, 常任理事会の意見を聞いて，会長が委嘱する。

２ 会長は，事務局の維持に関する協力を，東京保護観察所立川支部長に対して

依頼する。

(規約改正)

第 16 条 この規約は，理事の過半数の同意を得て改正することができる。

(細則)

第 17 条

付 則

この規約の実施のために必要な規程は，理事会の議を経て会長が定める。

この規約は，昭和３６年７月１日から施行する。



第１条

第２条

第３条

第４条

第５条

２

３

多摩地区保護司会連絡協議会専門部および事業実施準備委員会規程

制定

改正

平成元年 ８月２２日

平成６年 ３月２２日

同１１年 ３月１２日

同２３年 月 日

多摩地区保護司会連絡協議会（以下「多摩連」という）規約第５条により規定

する事業を行うため，次の専門部を置く。

（１）総務部

（２）研修部

（３）地域活動部

（４）広報部

（４）

専門部の定員は，次のとおりとする。

（１）総務部 ２０名以内

（２）研修部 ２０名以内

（３）地域活動部 ２０名以内

（４）広報部 ２０名以内

専門部が分掌する会務は，次のとおりとする。

（１）総務部

①各地区保護司会総務部との連携および情報交換に関すること

②多摩地区更生保護事業関係者顕彰式典に関すること

③保護司に対する慶弔に関すること

④その他，他の部に属さないこと

（２）研修部

①各地区保護司会研修部との連携および情報交換に関すること

②その他, 研修に関すること

（３）地域活動部

①各地区保護司会地域活動部との連携および情報交換に関すること

②更生保護事業関係者連絡協議会に関すること（地域活動推進協議会等）

③犯罪予防に関すること（社会参加活動等）

（４）広報部

①各地区保護司会広報部との連携および情報交換に関すること

②その他, 広報に関すること

部会に次の役員を置く。

部 長 １名

副部長 ２名

部長は，部の活動を総括する。

副部長は，部長を補佐し，部長に事故あるときは, あらかじめ定めておいた順序

により，部長の職務を代行する。

部員は, 部の活動に協力する。



第６条

２

３

-一

部長は多摩連副会長を充て，その配属は，多摩連会長および副会長が協議の上，

決定する。

副部長は，常任理事を充てる。他の１名は部員の互選により選出する。

部員は多摩連理事を充て, 理事はいずれかの部に所属し，その配属は地区保護

司会長が推薦し，理事会が承認する。

第７条 部会は，必要に応じて部長が招集し，部長が議長となる。

第８条 理事会で決定された事業を行う場合で，特に考慮する必要があるときに，事業

実施準備委員会を設置することができる。

第９条 準備委員会に次の役員を置く。

委員長 １名

副委員長 ２名

書 記 ２名

第 10 条

２

３

４

第 11 条

２

３

４

委員長は，準備委員会の活動を総括する。

副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，あらかじめ定めてお

いた順序により，委員長の職務を代行する。

書記は，準備委員会の活動を記録する。

委員は，準備委員会の活動および事務を処理する。

委員長は，多摩連会長を充てる。

副委員長は，事業を分掌した専門部の部長，該当地域の地区保護司会長をもっ

て，これに充てる。

書記は，委員の互選により選出する。

委員は，副委員長のうち，該当地域の地区保護司会長が推薦した関係団体等に

所属する者をもって，これに充てる。

第 12 条 準備委員会は，必要に応じて委員長が招集し，副委員長が議長となる。

付 則 この規程は，平成元年８月２２日から施行する。



多摩地区保護司会連絡協議会長感謝状贈呈規程

制定

改正

平成６年３月２２日

同１１年３月１２日

第１条 多摩地区保護司会連絡協議会（以下「多摩連」という）が行う顕彰は，この規

程の定めるところによる。

第２条 会長感謝状贈呈の対象は，次のとおりとする。

（１）保護司

（２）保護司会事務担当者

（３）更生保護女性会員

（４）ＢＢＳ会員

（５）更生保護施設職員

（６）協力雇用主

（７）その他，更生保護事業に貢献した者

第３条 感謝状贈呈候補者に該当する者は, 次のとおりとする。

1.

２

３

４

５

保護司

基準日において，保護司委嘱後３年を経過し，顕彰することが適当と認めら

れる者。

保護司会事務担当者

地区または分区の保護司会事務担当者で，保護司会運営の協力者として保護

司会の事業に貢献し, その功労が顕著な者。

ただし, 保護司である者は除く。

更生保護女性会員

基準日において，更生保護女性会員となって, おおむね２年以上活動し，そ

の功績が顕著な者。

ただし，保護司である者は除く。

ＢＢＳ会員

基準日において，ＢＢＳ会員となって，おおむね１年以上活動し，その功績

が顕著な者。

ただし，保護司である者は除く。

更生保護施設職員



６

７

第４条

第５条

1

２

３

４

５

－一

基準日において，更生保護施設の職員として，おおむね２年以上勤務し，そ

の成績が顕著な者。

ただし，保護司である者は除く。

協力雇用主

人格，行動，生活態度等について社会的信望を有し, 次の各号のいずれかに

該当する者。

（１）過去１年間に対象者を２名以上雇用し，その功績が顕著な者。

（２）現在対象者を雇用し，将来にわたって雇用する見込みがあり，その

功績が顕著な者。

（３）その他対象者を雇用し，その功績が特に顕著な者。

その他，更生保護事業に貢献した者

社会的信望を有し，多摩連の活動に多大な協力があった者。

ただし，保護司である者は除く。

基準日は，毎年７月１日とする。

感謝伏贈呈候補者の推薦手続は, 次のとおりとする。

保護司

地区保護司会長が，感謝状贈呈候補者推薦名簿（様式１）により，多摩連会

長に宛て推薦する。

保護司会事務担当者

地区保護司会長が，感謝状贈呈候補者推薦書（様式２）により, 多摩連会長

に宛て推薦する。

更生保護女性会員

地区更生保護女性会長が，感謝状贈呈候補者推薦書（様式３）により，多摩

連会長に宛て推薦する。

ＢＢＳ会員

地区ＢＢＳ会長が，感謝状贈呈候補者推薦書（様式４）により，多摩連会長

に宛て推薦する。

更生保護施設職員

更生保護施設代表者が，感謝状贈呈候補者推薦書（様式５）により，多摩連

会長に宛て推薦する。

一



６

７

協力雇用主

地区保護司会長が，感謝状贈呈候補者推薦書（様式６）により，多摩連会長

に宛て推薦する。

ただし，保護司からの推薦については，分区長，地区保護司会長を経由する

ものとする。

その他，更生保護事業に貢献した者

地区保護司会長が，感謝状贈呈候補者推薦書（様式７）により，多摩連会長

に宛て推薦する。

ただし，保護司からの推薦については, 分区長，地区保護司会長を経由する

ものとする。

第６条 感謝状贈呈候補者の推薦を受けた会長は，総務部会の意見を聞いた上で，感謝

状贈呈者を決定する。

第７条 感謝状の様式は，保護司については様式８，その他については様式９とする。

ただし，特に必要がある場合は, これを適宜修正するものとする。

第８条 感謝状の贈呈は，原則として多摩地区更生保護事業関係者顕彰式典で行う。

第９条 本規程に関する書類の作成，収集および整備は，総務部の所管とする。

附 則

１ この規程は，平成６年３月２２日から施行する。

２ 従前の保護司・更生保護施設・更生保護婦人会員及び民間協力者に対する多摩地

区保護司会連合会長感謝状贈呈規程は，廃止する。

３ 旧規程により贈呈された感謝状は，本規程で贈呈される感謝状と同一と見なす。



多摩地区保護司会連絡協議会弔慰規程

制定 昭和４９年 ４月 １日

改正 同５５年 ３月２７日

同６３年 ５月２０日

平成 ６年 ３月２２日

同１１年 ３月１２日

第１条 会長は，多摩地区保護司会連絡協議会を代表して，弔慰を表することができる。

弔慰は，この規程の定めるところによる。

第２条 多摩地区内保護司会所属の保護司に対しては，次の基準により弔慰金を贈る。

本人死亡の場合 １０，０００円

ただし，特に事情のある場合には，会長および副会長で協議し適切に対処する。

第３条

第４条

保護司以外の者に対して弔慰を表すべき事由が生じた場合は，会長および副会

長が協議し，弔慰の内容を決定する。

保護司は，第２条および第３条にかかる事由を知った場合には，遅滞なく地区

会長を通じて会長に通報するものとする。

第５条 本規程による弔慰の返礼は，辞退する。

付 則 この規程は，昭和４９年４月１日から施行する。



多摩地区保護司会連絡協議会運営基金取扱細則

制定 昭和５５年５月２７日

改正 平成１１年３月１２日

改正 平成２４年５月２９日

（設置の目的）

第１条 多摩地区保護司会連絡協議会（以下「多摩連」という）の財政の円滑な運営を

行なうため、多摩地区保護司会連絡協議会運営基金（以下「基金」という）を

設置する。

（積立て）

第２条 毎年度基金として積立てる額は、多摩連予算に定める額とする。

（現金の管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により

保管しなければならない。

（運用益の処理）

第４条 基金の運用益から生ずる収益は、基金会計に編入する。

（取り崩し）

第５条 基金は次の各号に掲げる場合、その全部または一部を取り崩すことができる。

（１）経済事情等の変動により財源が不足する場合において当該不足額を補うた

めの財源に充てるとき。

（２）特別な事業等必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

（改正）

第６条 この細則は、多摩連理事会の過半数の同意を得て改正することができる。

附 則 この細則は、平成２４年５月２９日から施行する。


