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――― 保護司活動を通して想うこと ―――
副会長（多摩分区長）
季節の移り変わりと共にさ

紀

初 子

「社会を明るくする運動」で多摩分区は、毎年、

まざまな木々と花が芽吹き始

小中学校の協力を得ながら、また大勢の市民の皆

めました。自然の力と生命の

さまのご参加を得ながら啓発パレードを実施して

強さを毎年改めて感じる時季

まいりました。しかし、ここ数年に渡る異常気象

です。

から熱中症等の危険もあり、参加者の健康面を第

保護司を拝命して早や1
5年

一に考え次回より形態を変えて実施することにな

が過ぎました。当初は、緊張

ります。聖蹟桜ヶ丘・永山・多摩センターの駅頭

の連続でしたが分区会や部会の活動また保護観察

によるティッシュ等の配布活動を行います。

官の適切なアドバイスをいただきながら活動して

中学生には、中学校単位で啓発チラシ等の配布

いるうちに、保護司の立場や嬉しさを感じる自分

や学校内での放送などを行っていただくことにし

がいました。

ております。

日々の保護司活動を通して学んでいることは、
人のこころと関わり方の大切さ・難しさです。少

より多くの方々へ犯罪や非行防止の意識を広め
られることを願っています。

子化という現状の中で、過度の愛情、期待、反発、

形態は変わりますが、これまでと同様に皆さま

またその環境にない子どもたちとのギャップ、居

のご理解とご協力をお願い申し上げます。それぞ

場所づくり、複雑な生活意識などを感じます。

れの地域での啓発活動を通して、老若男女が互い

大人の想いと子どもの想いが食い違う時期があっ

を尊重し合い、こころを通い合わせて住みよい社

ても、また環境であってもそこにお互いが向き合

会を築いていくことを信じ、微力ながら私も精一

う気持ちやこころがあれば、いずれ理解や協力し

杯努めていきたいと思っています。

あえる時がくると信じています。
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平成29年度 東京更生保護事業
関係者顕彰式典開催

＊東京都保護司会連合会会長表彰
持田 幸子 飯島 文彦 川久保 和壽
内山 晃次 廣澤 伸幸

日 時：平成29
年1
1
月2
1
日（火）
会 場：目黒区「めぐろパーシモンホール」
受彰者：当地区からは、次の2
6
名の方々（敬称略）
＊藍綬褒章

伊野 光雄

＊法務大臣表彰

佐伯

平成30年3月3
1日

＊関東地方更生保護委員会委員長感謝状
〈更生保護女性会員〉井上 美代子
＊関東地方更生保護女性連盟会長表彰
荒川 ゆり
＊東京保護観察所長感謝状
〈更生保護女性会員〉志田 千代子

進

＊関東地方更生保護委員会委員長表彰
石川 ちづ子 戸丸 久惠 角田 政信

＊東京更生保護女性連盟会長表彰
佐伯 裕美

＊関東地方保護司連盟会長表彰
阿部 裕行 川井 博之 近藤 一美
唐木 洋子 高木 伸二 松浦 昇

心からお祝い申し上げます。

＊東京保護観察所長表彰
渡邉 力
須崎 勝政
渡邉 幸子 松永 健

法務大臣表彰の受賞にあたって

佐倉 英明

前会長

＊東京保護観察所長感謝状〈家族功労者〉
篠崎 桂子（篠崎 誠一の妻）

平成29年 秋の褒章
多摩分区 伊野

光雄

平成2
9年秋の褒章に際し、図らずも藍綬褒章
に浴し、身に余る光栄と感激しております。
これも永年にわたり多くの皆様からご指導、
ご鞭撻を賜りましたお蔭と感謝しております。
1
1月1
4日法務省内での伝達式、その後参内す
るバスに乗り、時折小雨降るなか宮中へ、そし
て豊明殿にて天皇陛下への拝謁、労いと励まし
のお言葉を頂きました。
雨も上がり曇り空ではありましたが、どこか
晴れやかな気持ちの中無事１日が過ぎた安堵感
に浸りました。
保護司としての任期もわずかとなりましたが、
保護司任期のみならず今後ともこの栄誉に恥じ
ないように一層精進する所存でございますので
変わらぬご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

宮中豊明殿にて
－ 2－

佐 伯

進

保護司を退任するこの年度に、
法務大臣表彰の栄に浴すること
ができ身に余る光栄であります。
本当にありがとうございました。
保護司歴16年の私が、法務大
臣表彰を受賞出来ましたのは、保護観察所を始
めとする関係機関、先輩保護司の皆さんの力強
いご指導や、地区保護司会の方々の心温まるご
支援ご協力の賜物と深く感謝しています。
保護司として罪を犯した人との関り、そして地
区保護司会の会員として、会の運営や犯罪予防
等の活動に、どれだけ表彰に値される貢献ができ
たか確かではありませんが、少なくとも保護司と
して、自分自身に恥じない16
年間でありました。
これからもこの賞の重みに恥じないよう人生を
歩み、地域の更生保護の充実に努めてまいりたい
と思っています。

保護司退任にあたって
現役を16年前に卒業した年に、先輩保護司の
強い勧めにより、当地区保護司会に仲間入りさ
せて頂き、今年の１月3
1
日をもって退任しました。
在任中はありがとうございました。
保護司として罪を犯した方への改善更生や保護
司会活動や運営に努
めてまいりましたが、
数々の良き思い出や
充実感で一杯です。
当地区保護司会の
更なる発展をご祈念
申し上げ退任の挨拶
とします。
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平 成 29年 度

新春の集い開催

多摩連受彰祝賀会を開催

平成30年１月10日（水）京王プラザホテル多
摩「アポロ」にて、来賓８名、名誉会員５名、
会員51名が出席して「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、安西会長
より新春の祝辞と、今年は「再犯防止等の推進
に関する法律」の適切な推進に向けてその準備
に参加する大切な１年になるとの挨拶で始まり
ました。続いてご来賓の山田立川支部長代理、
野崎多摩連会長、大坪日野市長、阿部多摩市長、
髙橋稲城市長よりご祝辞を頂きました。その後、
来賓、名誉会員の紹介と平成29年度被表彰者の
紹介があり、受賞者を代表して藍綬褒章を受章
した伊野光雄さんが挨拶しました。また今年１
月末に退任する佐伯進前会長の挨拶があり、記
念品が安西会長から、花束が紀副会長から贈呈
されました。第２部は土方副会長の乾杯で始ま
り、来賓の関戸更生保護女性会会長、竹内主任
保護観察官、中島保護観察官からご挨拶を頂き
歓談に移りました。恒例のビンゴ大会では、賞
品の新春を彩る素敵な鉢花を前に、皆さん目を
輝かせて自分のカードに見入っておりました。
続いてカラオケタイムと、各分区毎の全員合唱・
記念撮影があり、参加者全員の親睦が一層深ま
り、楽しいひと時を過ごしました。

平成2
9年12月１日（金）立川グランドホテル
に於いて、平成29年度多摩地区保護司会連絡協
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９名・褒章７名・法務大臣表彰16名・
全国保護司連盟会長表彰21
名で、計53
名でした。
祝賀会当日は、受彰者とご来賓、多摩連理事等、
総勢1
1
3
名が集い、賑やかな会となりました。
会に先立ち、受彰者と地区会長の記念撮影が
行われ、午後２時に第一部が開宴。安西清総務
部長の司会により会は進行し、野崎重弥多摩連
会長、幸島聡東京保護観察所長の挨拶に続いて、
出席の受彰者36名が紹介されました。そしてご
来賓の永見光章東京都保護司会連合会長、矢野
美惠子東京更生保護女性連盟副会長から御祝辞
をいただいた後、受彰者を代表して吉澤洋子保
護司（西多摩地区保護司会）が、保護司として
の活動を振り返りつつ謝辞を述べられました。
引き続いて行われた第二部は、前川洋東京保
護観察所立川支部長のご発声による乾杯でスター
ト。「ひの煉瓦Jaz
zCl
ub」によるジャズの生演
奏が流れる中、和やかな話し声、楽しそうな笑
い声が響き、時が過ぎていきました。
最後は、ホテルのペアディナー券、ランチ券、
会長賞をかけてのお楽しみ抽選会で大いに盛り
上がり、約３時間にわたった祝賀の会も閉会と
なりました。受彰を期に受彰者の皆様のますま
すのご活躍を祈念いたします。

平成30年度 定期総会のお知らせ
期日
時間
場所

－ 3－

平成30年４月25日（水）
14:
00より
百草台コミュニティセンター集会室
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専門部の活動
研 修 部

部長

角田

政信

今年度の地域別定例研修は、６月1
4日（水）
に
Ⅰ期研修テーマ「提出書類の書き方について」を
竹内研児保護観察官の講義で、Ⅱ期研修は1
0月25
日（水）
にテーマ「面接について」を中島美紀保護
観察官の講義にて実施しました。共に会場は百草
台コミュニティセンター２Ｆでした。そして、Ⅲ
期研修は、会場を稲城市振興プラザ４Ｆに移し
てテーマ「生活環境の調整について」を、再び竹
内研児保護観察官の講義にて実施しました。尚、
この日は終了後、懇親会も実施しました。
研修部としては、２月2
1日（水）
に地域処遇会
議を百草台コミュニティセンター２Ｆで実施しま
した。内容は６月1
4日に開催された発達障害研
修については日野分区小池保護司に、６月29日開
催の第一回特別研修「保護司会の組織と運営に
ついて」は日野分区土方分区長に、1
0月1
3日開催
の第二回特別研修「薬物事犯対象者の処遇につ
いて」は稲城分区渡邉保護司に、そして1
2月８日
開催の第三回特別研修「高齢対象者の処遇につい
て」は多摩分区三枝保護司により報告を実施し
ました。

地域活動部

部長

杉江

平成30年3月3
1日

手段（2）彼らにとって家庭とは？（3）彼らにとっ
て大人とは？ ３．問題（逸脱）行動の理解（1）問
題（逸脱）行動には準備期間、予兆がある。（2）
問題（逸脱）行動を取る少年の特徴 ４．問題
（逸脱）行動への対応（1）愛され受け入れられる
ことを望まない少年はいない。生きづらさを抱え
どうしたらよいか分からず困っている。（2）少年へ
の援助（3）親への援助（4）連携・組織的な対応。
以上の内容を力を込めてお話しされました。
今回の研修が今後当地区の保護観察活動に大
きく役立ち、つながることになれば幸いかと思い
ます。

利行

■ 関係機関との連携活動を開催

百草台コミュニティセンター集会室

■ 社会参加活動年３回実施

百草台コミュニティセンターの花壇の植栽を
６月と12月、稲城駅前南口のイタビカズラの剪
定を10月。対象者の参加は６月の植栽２名のみ
でした。
各回とも先輩保護司を中心に元気あふれる活
動が見られました。

第67回“社会を明るくする運動”
民間協力者に対する感謝状
＊東京都推進委員会委員長感謝状
【日野市】日野市立日野第二中学校
日野市立豊田小学校
日野市立日野第五小学校
【多摩市】多摩市立聖ヶ丘中学校

＊東京保護観察所長感謝状
【日野市】日野市立日野第二中学校ＰＴＡ
日野二中地区青少年育成会
【多摩市】青少協第一地区委員会
青少協瓜生地区委員会

こころ

11月2
2日いい夫婦の日「非行と少年の心」（発
達障害）－彼らが求めるもの、私たちが援助でき
ること－をテーマに「関係機関との連携活動」を
開催しました。講師に八王子少年鑑別所八王子
きの
え り こ
法務少年支援センター 紀 惠理子所長をお招き
しました。また日野市立日野第一中学校石村康
代校長、日野市社会福祉協議会ボランティアセ
ンター宮崎雅也氏、伊東直樹氏、東京保護観察
所立川支部喜入啓隆統括観察官、北多摩西地区
担当本彰観察官、保護司39名が参加し、活発に
行われました。
研修では、１．少年鑑別所の紹介（1）家庭裁
判所で行われる審判（2）少年たちの気持ちを安定
させ健全育成のための支援（3）
「法務少年支援セ
ンター」として地域社会の子供たちのいじめ、非
行の予防、健全育成のための支援（4）保護観察
所との連携 ２．塀の中の少年たち（1）
「非行」
とは？抱えている困難や問題を一時的に解決する

作文コンテスト
優秀賞
東京都中学校長会会長賞
中央推進委員会作文コン
テスト推薦作品
稲城市立稲城第六中学校
１年 貝塚 紗世
『きっかけを私はつくらない』
佳 作
稲城市立稲城第五中学校 １年 二宮 遥
『一人一人の力で』
奨励賞 日野市立日野第四中学校
稲城市立稲城第四中学校
稲城市立稲城第五中学校
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平成30年3月3
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新任保護司紹介

地の子どもたちは貧しく、生活も苦しく学校も

ご活躍を期待します

力がみなぎってます。俺たちは生きているんだ

行けない状況下でも、彼らの目は生き生きと、
という印象を強く与えてくれます。それが彼ら

● 平成2
9年９月17日付委嘱

の日常です。色々感じたことを、これから出会
うであろう対象者の方々に話してあげたいです。

先輩の日野・多摩・稲城地
区保護司会会長の安西清さん

そして自分の生きる道を見いだしてくれれば幸

や日野市議会議員の谷和彦さ

いに思います。

んにお声を掛けて頂いて、こ
昨年９月17日に委嘱され多

の度保護司という重責を拝命

伊野

直美

日野分区
（広報部）

摩分区にお世話になることに

致しました。

なりました津守智弘です。

私は三人の子育てを終えま
したが、その子どもたちが小

研修や視察研修に参加し、

中学校の時にPTA会長を２年、副会長を７年務

今まですごして来た生活から

津守

めました。PTA活動を通じて多くの方々と知り

智弘

多摩分区
（研修部）

合うことができ、学校や行政ともつながりを持
つようになりました。現在は地域の青少年育成

普通では見る事のない不思議
な世界に足を踏み入れた感覚
でした。

祖父や父が保護司として活動していましたの

会会長という立場で、子どもたちの健全育成に

で、何となく内容は分かっていたつもりでした

関わらせて頂いております。

が、保護観察官の方々や先輩保護司の皆さんの

一方、日野市のスポーツ推進委員として日野

お話を聞くごとに大変なお役目だと感じました。

市民の皆さんの健康維持、体力向上に向けての

対象者の方が社会生活に戻られる難しさ、地

活動もしています。

域や人の支える力が必要な事を実感しました。

保護司という立場は様々な年齢層の方々と接
していくことと思いますが、常に相手の気持ち

自分自身の心にも、常に家族の大切さや心と

を尊重し、思いに寄り添っていけるよう努力し

心の結び付き信じる心と許す心の大切さを持ち、

たいと思います。

これから諸先輩方のお知恵をお借りして、頑張っ
ていこうと思いますのでよろしくお願い致します。

また諸先輩の皆様のご指導、ご鞭撻を賜りな
がら、一歩ずつ進んでいきたいと思いますので、

● 平成3
0年２月１日付委嘱

どうぞ宜しくお願い致します。

上 田 雅 夫 （多摩分区）

平成29年９月から保護司と
して活動を始めました。研修

退任保護司紹介

や先輩方との交流を通じて、
保護司の責務や面接の押さえ

ありがとうございました

どころ等学びましたが、まだ

山口

慶隆

日野分区
（広報部）

まだ序の口です。今後の地域

大 澤 春 雄 氏 日野分区

活動、面接を通じ長い年月を

平成30年２月28日付（在職15年２ケ月）

経て、相手から感謝されるこ

とを積み重ねて生きたいと思います。
また私には三人の子どもと、チャイルドスポ
ンサーとして支援しているルワンダの1
1歳の男
の子がいます。カンボジアにも行きました。現
－ 5－
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情 報 ＢＯＸ
日野・多摩・稲城地区管内の動向
東京保護観察所 主任保護観察官

竹内

研児

平成2
9年版犯罪白書によれば、仮釈放者及び
保護観察付執行猶予者の保護観察の開始人員は、
仮釈放者は前年より減少し（前年比2.
3％減）、保
護観察付執行猶予者も前年より減少（1
2.
3％減）
しています。全部執行猶予者の保護観察率は、20
年まで低下傾向にありましたが、21年に上昇に転
じた後、2
5年以降は1
0.
0％を維持し、平成2
8年に
は8
.
9％と前年より1.
1pt
低下しています。平成28
年末の保護観察対象者の人員は、仮釈放者が4,
935
人（前年比4
.
8％減）、 保護観察付執行猶予者が
１万34
4
人（前年比3.
6％減）
でした。
保護観察処分少年及び少年院仮退院者のうち、
保護観察処分少年の保護観察開始人員は、平成
３年以降減少傾向にあり、平成28年は１万6
,
3
04
人（前年比1
,
898人（10.
4％）減）であり、一昨
年以来２万人を下回り減少を続けています。
少年院仮退院者の保護観察開始人員は、平成
９年から1
4年まで増加していたが、その後は減少
傾向にあります。
立川管内でも、これまで事件数は年々減少して
いましたが、平成2
9年末の係属件数は、しばらく
ぶりに8
0
0件（１号交通短期保護観察を除く）に
到達し、これまでとは反対に昨年より、57件（前
年比7
.
7％）増加しています。
下表は平成2
9
年末の立川管内及び日野・多摩・

稲城地区の係属事件数と平成2
9年１年間の受理
件数です。
保護観察事件については、地区全体の係属事件
数が前年までは増加していたのに対し、昨年は反
対に３件減少しています。分区ごとに見てみると、
多摩分区が前年に引き続き微増（前年比１件増）
したのに対し、日野分区は増減なし、稲城分区は
前年に引き続き減少しています。（前年比４件減）
受理件数については、日野分区は前年までは減
少傾向にあったのに対し昨年は大幅に増加し（前
年比８件増）、多摩分区は前年は倍増していたの
とは反対に昨年は大幅に減少し
（同８件減）、稲城
分区は前年に引き続き微減しています（同２件減）
。
生活環境調整事件（更生保護施設分を除く）
については、立川支部管内全体としては前年まで
は増加傾向にあったのに対し、昨年は70件近く大
幅に減少し、地区全体の係属件数としても前年よ
り12件減少しています。分区ごとに見てみると、
日野分区は前年より８件減少、多摩分区も３件
減少、稲城分区も１件減少と各分区とも減少傾
向にあります。以上の統計からも分かるように日
野・多摩・稲城地区は保護観察事件及び生活環
境調整事件ともに減少傾向にあることが分かると
思います。その理由としては、保護司の先生方の
日々の熱心な保護観察対象者への改善指導や犯
罪予防活動推進の成果が実現してきたものだと思
います。
今後とも保護司の皆様のご協力やご支援を受け
ながら、協同して、犯罪予防活動及び保護観察対
象者の改善更生のために尽力していく所存ですの
で、どうぞよろしくお願いします。

保護観察事件数
平成29年12月31日現在係属事件数
立川管内
日
野
多
摩
稲
城
全
体

１号 ２号 ３号 ４号 合計
337 121 133 209 800
10
4
3
8 25
15
2
2
6 25
10
1
1
2 14
35
7
6 16 64

平成30年3月3
1日

生活環境調整事件数
平成29年年間受理件数
立川管内
日
野
多
摩
稲
城
全
体

１号 ２号 ３号 ４号 合計
342 114 363 93 912
14
3 12
2 31
11
3
6
2 22
8
2
5
0 15
33
8 23
4 68

表 紙 写 真 の 説 明
表紙写真は、昭和43年頃の川崎街道で、現在の聖蹟
桜ヶ丘駅前交差点付近にあたります（多摩市教育振興
課提供）
。当時の聖蹟桜ヶ丘駅は現在よりも東に位置し、
写真奥に見えるバス乗り場を左に入った辺りにありま
した。駅前の信号機もまだ無く、川崎街道は自動車が
猛スピードで切れ間なく走行するため、道路を横断す
る歩行者にとっては「命がけの道路」でした。

前号巻頭旧写真のご提供者名が欠落しておりま
したので、お詫びの上記載させて頂きます。
ご提供者：猪鼻 洋助 様

平成29年12月31日現在係属事件数
立川管内
日
野
多
摩
稲
城
全
体

刑事施設 少年院
合計
727
47
774
26
2
28
25
2
27
14
0
14
65
4
69

編 集 後 記
二度の大雪・寒波に見舞われた列島でした
が、お陰様で今期の最終紙の発行に至りまし
た。原稿をお寄せいただいた関係各位に感謝
いたします。
（広報部一同）

日野市百草999番地 電 話 0425930950
FAX 0425065474
メールアドレス：vpoc
ent
or
mog@t
r
ue.
oc
n.
ne.
j
p
編集
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