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――
― 地域社会における連携と協働 ―
――
多摩市教育委員会
教育長 清 水

哲 也

更生保護活動はボランティ
い時代に求められる資質･能力を子供たちに育ん
アであると聞いて、驚きとと
でいこうとする取り組みです。
もに頭のさがる思いです。毎
子供たちが社会の中心となって活躍する3
0年
年実施される「社会を明るく
後は、世界的なエネルギーの枯渇・人口のアン
する運動」は、更生保護への
バランス・気候変動等にますます拍車がかかり、
協力と理解を呼びかけ、地域
課題がグローバルに複雑化して、解決が極めて
社会で罪を犯した人もいずれ
困難な葛藤と選択の時代を迎えるとの予測があ
は改善更生して社会に復帰し、地域社会の一員
ります。こうした時代をどう生き抜くのか、持
として社会の仲間入りを願い、長年にわたり実
続可能な社会のあり方が問われるなかで、今で
施されてきました。
きる最大の努力を学校教育に傾けるとするなら、
学校教育においても「社会を明るくする運動」 『社会総がかりで子供たちの学びや生活を支える
と同様に、地域社会の中で新たな展開を模索す
環境の整備』が何よりも大切です。保護司の皆
る取り組みが始まっています。学校を核として
様が実践されてきた地域社会との連携・協働の
幅広い地域住民等の参画により、地域社会と学
精神が学校教育にも求められています。
校が連携･協働しながら、地域全体で子供たちの
結びに、日野･多摩・稲城地区保護司会の皆様
成長を支え、地域を創生する仕組み、「地域学校
の日々の活動に深く感謝をするとともに、変化
協働活動」があります。“よりよい学校教育を通
の激しい時代を生き抜く子供たちへの厳しくも
じて、よりよい地域社会を創る”という目標を
温かいご支援を今後ともよろしくお願いいたし
学校と地域が共有し、 連携･協働しながら新し
ます。
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第 68回
社会を明るくする運動
活動報告
稲 城 分 区
今年の広報活動として、７月２日にＪＲ南武線
の矢野口駅・稲城長沼駅・南多摩駅、京王線の
よみうりランド駅・稲城駅・若葉台駅の各駅など
市内７ヶ所において、市内の小中学生が折った黄
色の折鶴を入れたポケットティッシュを通勤･通
学等の皆さんに配布し、社明運動の啓発を行いま
した（中学生・先生や関係団体から41
6
名の参加）
。
市長･教育長におかれましては各広報場所を２班
に分かれて巡回していただき、中学生及び参加者
への激励と社明運動の説明を行っていただきまし
た。また、 ７
月1
0日には読
売ジャイアン
ツ球場にて、
球場関係者の
ご協力による
社明メッセー
駅頭広報活動における市長からの訓話
ジの電光掲示

平成30年11月3
0日

板への掲示と
アナウンスな
どの広報活動
を行いました
（16
名の参加）
。
その他、８月
にも盆踊りや
読売ジャイアンツ球場（電光掲示板）
夏祭り等で広
報活動を行い、計画していた活動を終えました。
さて、本年度は、社明運動のＰＲで一つ効果
的な広報が出来ました。それは、稲城市役所か
ら提案を受けたもので、市の広報誌への掲載方
法を工夫して１面において保護司分区長と更女
分区長の対談方式で社明運動のＰＲを行うこと
でした。市役所において写真撮影とインタビュー
を行い、出来上がった広報誌は好評で、保護司
及び更女の活動が注目を浴びるいい契機になり
ました。
保護司活動は、地域住民との連携を深め、地
域の犯罪や非行を抑止する力を増進することを目
的としています。 本年度も多くの方に社明運動に
ご協力いただき、活動を進められたこと、深く感
謝申し上げます。今後とも犯罪や非行のない安全
で安心な地域社会を築くため活動してまいります
ので、地域の皆様のご理解・ご協力をよろしくお
願いいたします。

日 野 分 区
■ 日野市推進委員会開催

第6
8回社明運動は４月2
4日の社明運営委員会
からスタートしました。２回の運営委員会、社明
準備会等作業を行い、６月12日に日野市推進委
員会を開催しました。小 ･中学校、日野市、諸団
体、保護司･
更女等から6
9
名の出席がありました。
冒頭推進委員長の大坪市長、米田教育長の挨拶
の後、土方分区長より運動の趣旨説明、會田保護
司より「子ども・いきいきふれあいステージ」の
説明が行われま
した。最後に広
報ビデオ「チェ
ンジング・ハー
ト」を上映し、
参加者に保護司
等の活動を紹介
推進委員会
しました。
■ 社明イベント開催
７月７日日野第三中学校体育館を会場に夢が
丘小・七生緑小・都立七生特別支援学校・日野

第三中の児童生
徒が参加し本年
度で17回目とな
る「子ども・い
きいきふれあい
ステージ」を開
催し、関 係 者 ･
日野市立日野第三中学校
一般来場者を合
わせ651名の参加がありました。
開会式に続き、日野警察署によるピーポ君の
防犯トーク、夢が丘小「和太鼓演奏」
、七生特別
支援学校「ダンス」、七生緑小「合唱」、第三中
「合唱・吹奏楽」が披露され参加者から熱い視線
が送られました。閉会式では参加校への感謝状・
記念品や更女手作りの「更生ペンギンホゴちゃん」
が贈呈されました。
なお、来年度以降の社明運動については、従
来の運動方法を見直しする予定でいます。
猛暑の中、ご協力くださいました皆様に感謝
申し上げます。
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多 摩 分 区
今年度より「社会を明るくする運動」を街頭啓
発活動に形態を変更し実施しました。
これまで27年間、街頭パレードを実施してき
ましたが、ここ数年の異常気象による熱中症な
どの危険から分区内で議論を重ねながら街頭啓
発活動に切り替えることにしました。
７月９日（月）９時～1
0時聖蹟桜ヶ丘駅、永
山駅、多摩センター駅の周辺で通行の市民の方々
に声掛けをしながらティッシュとチラシを配布
しました。
平日であることや時間が９時～1
0時であるこ
とから、人通り数を懸念していて配布が順調に
行えるのか心配していましたが、結果的には20
～3
0
分で配布物が終了してしまいました。
更生保護女性会作成のグッズは、小中学校の
皆さんと推進委員会出席の皆さんに、また当日
参加協力して
いただいた方々
にお配りし、
とても好評で
した。
推進委員長
である阿部市
聖蹟桜ヶ丘駅集合
長には、１時

間に3駅を廻っ
ていただきま
した。
応援参加団
体は、開催場
所が駅周辺で
あることから
通行人に迷惑
永山駅街頭啓発活動
をかけないこ
とを考え観察官・青少協・民生児童委員・他分
区保護司・桐友会に限定依頼した結果、総勢11
1
名の参加でした。
これまで協力いただいた小・中学生には、小
学校６年生全員に、また中学校には１～３年生
全員にチラシとファイルをお配りしました。学
校や各家庭で「社会を明るくする運動」につい
て話し合っていただく機会になれば幸いです。
今年度は形態を変更した初年度でもあり、反
省会では、色々
な感想・課題
が出ました。
来年度は今年
度の課題や反
省を基に改善・
工夫をして実
施します。
多摩センター駅集合

課題を乗り越え、充実した更生保護活動を展
開されていることに改めて敬意を表するとこ
ろでございます。いくつかの地区にお邪魔さ
せていただきましたが、いずれも和気藹々と
した明るい雰囲気で、大変うれしく思いまし
た。
2020年東京オリンピックを控え、再犯防止
が重要な政策課題となっております。「再犯
の防止等の推進に関する法律」に基づき、平
成29年12月に国の「再犯防止計画」が閣議決
定されました。地域において犯罪や非行の防
止と向き合ってきた保護司の皆様に向けられ
る期待がますます高まっています。保護司同
士が交流し、時に切磋琢磨する場としての多
摩地区保護司会連絡協議会、そして貴地区保
護司会がそのパワーを遺憾なく発揮されます
ことを期待するとともに、保護観察所職員に
対しましても引き続きの御指導御鞭撻を賜り
ますようお願い申し上げます。

着任ごあいさつ
東京保護観察所
立川支部長 柴田

平成30年11月3
0日

由佳

このたび４月１日付で東京
保護観察所立川支部長を拝命
いたしました。東京保護観察
所本庁の勤務経験はあります
が、支部での勤務は初めてとなります。御縁
をいただいたことに感謝し、微力を尽くす所
存でございますので、どうぞよろしくお願い
申し上げます。
多摩地区の保護司会は、ホームページの立
ち上げに象徴されるように、地区を越えた一
体感もあり、活動的なイメージがあります。
多くの市町村があり、また一つの保護区に複
数の市町村を含む地区も多く、組織としての
一体感を醸成するための御苦労は大きなもの
であろうと拝察いたします。それらの大きな
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多摩分区

安西 清 会長 瑞寶雙光章受章祝賀会
平成3
0年1
0月1
3日（土）
に、受章祝賀会が京王
プラザホテル多摩で開催されました。東京保護
観察所立川支部長を始めとするご来賓の方々、
地区保護司会員、名誉会員、ご親族を含め1
44名
が集い、ご来賓からは「骨太な意見をお持ちで、
とてもユーモアのセンスがある方」等の人柄をし
のばせるお言葉がありました。ご本人からは「27
年前に先輩からの勧めで保護司の委嘱を受け、
多くの方々と友人関係を持つことができたのは
大きな宝です。」との謝辞が述べられました。洗
練されたジャズの生演奏が響く中、安西会長ご
夫妻は会場を廻られ、思い出話に花が咲き、温
かい余韻を残して散会となりました。（総務部）

野原

瑞子

分区長

井上美代子

４月に分区の総会を終え、今
年度の活動がスタートしました。
はじめに、社会を明るくする
運動では、 各中学校・小学校
（高学年）
の生徒さん１人１人に
鶴を折っていただきました。折
鶴は、ポケットティッシュに入
れて、駅頭、夏祭り、盆踊に「犯罪・非行のない
地域社会」を呼びかけ配布しました。中学生も
この啓発運動に参加していただきました。
次に、地域教育懇談会が、学校を中心として
６ブロックに分かれ開かれます。各団体が一堂
に集まり、青少年の健やかな成長のためにより
良い地域づくりについて、協議、懇談、情報の
共有などが行われます。
そして、稲城市の青パトをお借りし、市内全域
の防犯パトロールでの啓発活動にあたります。７
月と1
2月には特別警戒のパトロールに参加し、
犯罪の無い街にするための地道な運動を毎年行っ
ています。
また、市主催のバザーに出店し分区会活動費
の補充や、研修・施設・観察所への支援をはじ
め、薬物乱用防止、市民憲章、安全安心まちづ
くり等の推進委員会にも協力しています。
最後に、更生保護に、保護司さんと更女で相
互に協力しあい、青少年の明るい未来と安全で
安心できる日常生活が送れることを願い、これ
からも活動を続けたいと思っています。

更生保護女性会
分区活動報告
分区長

分区長

多摩分区は、年間６回分区会
を開催しています。５月、今年
度より一新された７月９日社明
街頭啓発活動に向けて、参加者・
各中学校に配布する6
0
0個のタ
オルグッズを作成し、当日、保
護司他団体と、多摩センター・
永山・聖蹟桜ヶ丘駅３か所に参加致しました。
９月、「薬物乱用防止について」多摩中央警察
署よりDVDを借りて鑑賞。 本部研修部による
「羽田検閲所見学に向けて」の意見交換をしました。
12月、恒例のオークション開催予定（１円でも
多くと大声で楽しく競り合います）。売り上げは、
活動資金、また一部寄付として（日用品・衣類
等も）更生施設「紫翠苑・くにたち安立・東京
更生保護施設」に届けております。１月新年、
親睦と地域の犯罪予防のお話しを予定しています。
その他保護司会・更女連盟・第６ブロック・各
施設開催の年間行事に参加・協力致します。

稲城分区

日野分区

平成30年11月3
0日

志田千代子

日野分区会員は50
名です。
○ 社会を明るくする運動に参加

して、タオルで作るペンギンの
ホゴちゃんを可愛いと、笑顔いっ
ぱい和やかに作成して、社明に
参加して下さった小・中学生に
プレゼントしました。
○ 手をつなごう・こどもまつりに参加
会員お得意の手芸品を大勢の子供達に教えな
がら楽しさと、元気をいっぱい頂いてます。
○ 援護活動は、更生保護施設「紫翠苑」を訪問
しており、一日も早い社会復帰と平穏な生活が
出来ます様にと願ってます。
○ 子育て支援を長く続けて下さる会員の方に感
謝致します。
長い歴史のある更生保護女性会の会員増を考
慮し、明るく元気に活動したいと思います。
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平成30年11月3
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視 察 研 修
平成30年９月25日（火）･９月26日（水）
今年度は33名の参加（男性16名、女性17名）
で宮城刑務所と相馬市へ視察研修を行いました。
１日目の車中では、各分区より処遇事例発表・
ＳＳＴ研修の感想・ＤＶＤ視聴（再犯防止推進）
があり、研修がスタートしました。
宮城刑務所見学に先立ち、佐藤健司分類審議
室員から施設概要と受刑者の矯正処遇等につい
て説明があり習得することが出来ました。宮城
刑務所には高齢受刑者・無期懲役者・執行刑期
10年以上の犯罪傾向が進んでいる受刑者が多く
入所しています。現在は23～86歳が入所中です。
出所後に社会復帰するには、社会福祉が必要で

宮城刑務所

保護司になって
がい

ひろし

多摩分区 熊 谷
弘
〈研修部〉
今年の春先に私が会員となっ
ている多摩市国際交流センター
経由で、保護司活動への参加照
会を受け、９月１日に保護司の
委嘱をお受けしました。海外に関連する仕事の
経験が長く居住地での活動は限られていました
が、それを変える良い機会を頂けたと感謝して
います。先輩諸氏にいろいろお聞きする等お世
話になることが多々あると思います、よろしくご
指導いただければ幸いです。
稲城分区

こう

づか

かつ

地域と保護司の支援が必要なことを改めて認識
しました。
２日目は、今年で被災７年目になった相馬市
へ被災地慰問しました。相馬市職員がバスに同
乗して案内をしてくださいました。
「被害は地震・
津波・原発ですが、最も怖いのは風評被害なん
です」というお話でした。案内先は、防災備蓄
倉庫、殉職消防団員慰霊碑、松川浦大橋、相馬
伝承鎮魂祈念館（津波ＤⅤＤ視聴）、慰霊碑、
大洲海岸、相馬双葉漁業組合、災害公営住宅、
井戸端長屋、和田観光いちご園代表による語り
部（体験談）でした。
お土産の海産物なども購入し復興支援にささ
やかな協力をして、実りある研修が終了しまし
た。
（総務部・研修部）

ながら、そして相談に乗って頂きながら、出来
る範囲で更生保護のお手伝いをして行けたらと
思っております。
どうぞよろしくお願い致します。

平成30年９月１日付委嘱
くま

松川浦大橋

いの

うえ

ひろ

よし

稲城分区 井 上 裕 由
〈地活部〉
65
歳第２の定年まであと１年、
定年後の余暇を以前から頼まれ
ていた保護司活動に充てようと
思い引き受けた次第です。
２回の新任保護司研修を終えて保護司の仕事
は、依頼された対象者個人との対応で、その人
の人生に大きな影響を与えることを考えると、
大変な仕事を引き受けてしまったことと、自分
に務まるかという不安で一杯ですが、その反面、
保護司活動に「大きなやりがい」を感じている
ことも確かです。
現勤務先からは、「67歳まで今の仕事をフルタ
イムで続けてほしい」と依頼されている中、保
護司活動と両立できるよう努力する次第です。
先輩の皆様のご指導、ご支援をよろしくお願
い致します。

こ

庚 塚 克 子

〈広報部〉
９月に任命をお受けしたので
すがまだ実感はありません。新
任研修でさまざまな事をお聞き
して私で出来るのだろうか、と
心配になりましたが、先輩の皆様に教えて頂き
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３市と保護司会との意見交換会

日野 ･多摩 ･稲城地区桐友会

７月23日、今年で７回目となる３市との意見

会長

交換会が、「再犯防止推進計画について」を議
催しました。冒頭に柴田立川支部長から、「なぜ
今、再犯の防止が重要なのか。国と地方の適切
な役割分担」等の講義を拝聴後、各市の取り組
みの現状を述べて頂きました。
就業先、住居、生活全般に関する支

援は、福祉のセーフティネット窓口が担当して
いる。協力雇用主の募集記事を広報で掲載して
いるが、策定はまだできていない。国、都、市
と一貫した考え方を基に進めていきたい。
多摩市

取り組みを具体的にするには非常に

幅広い対応が求められる。庁内での実現に向け
ての調整や再犯者の情報管理の問題等それぞれ

組織・運営

のセクションで、これから議論が必要と考えて

会員数：19人（男13人・女６人）
役 員：会長１人・世話人３人（各分区より）
活 動：①定期総会＆懇親会開催
②世話人会開催
③保護司会「社明」等への協力参加
④保護司会「新任保護司候補者発掘」
への協力
⑤東京桐友会「会員の集い」への出席
運営費：地区保護司会からの支援金

いる。現状は、防災安全課が担当。
稲城市

生活困窮の方が、再犯と被っている

場合は、くらしの相談窓口が中心となり、小さ
い頃からの学習支援等、福祉部が対応していけ
るのではないかと考えている。都の動向をみて
市の計画を策定したい。
各市から活発な質疑や意見が交わされ、有意
義な話し合いが行われました。

馬場 三榮子

平成30年度地区桐友会総会は、５月12日に開
催。出席者1
1名。ご来賓として地区保護司会会
長・総務部長にご出席いただきました。
総会は、平成2
9年度の活動報告・決算報告に
続いて平成3
0年度の活動計画等が審議され原案
どおり議決されました。
懇親会では、各自の現状、そして思い出話し
に花が咲き、和気藹々のひと時でした。
現在90才以上の会員の方々をご紹介します。
2才。住職・幼稚園長現役です。
 清水博雅氏9
2才。まだまだ地域でのお役目に
 浜田宣郎氏9
奮闘中です。
1才。趣味の旅行・水彩画・詩吟
 望月恭子氏9
を満喫しています。

題として３市の担当職員９名のご参加を頂き開

日野市

平成30年11月3
0日

（総務部）

表 紙 写 真 の 説 明
＜日野駅＞（旧写真：馬場収氏所蔵）
明治2
3年（1
890年）１月開設の旧日野駅は、昭
和12年（1937年）６月、当初地点から300ｍほど
北の甲州街道沿いに移設された。写真は移設時に
記念撮影されたもの。
周囲の田園風景と調和するようデザインされた

会員の皆さんを囲んで

民家調の駅舎は、現在も当時の趣のまま、１日５

編 集 後 記

万人以上に利用されている。

今号のメインは“第6
8回社明”です。各分

お読みになったご感想をお寄せください。

区ともに、短い字数と写真で表現いただきま
した。

会報第5
6号をお届けいたしましたが、お読みに
なって如何でしたでしょうか。“役に立つ・楽し
い・発行が待ち遠しい”等々のご感想をいただけ
るよう、部員一同努力を重ねたいと考えておりま
す。忌憚のないご意見を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。

（川井副部長）
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