
私は保護司に委嘱をさ

れて13年になります。本庁・

支部の新任研修を終えると

同時に対象者を受け持つこ

とになり、何が何だかわか

らず、家族や妻にどう話せばよいか、どのよう

に更生させたらよいか、自分の子供であったら

どうするか等苦悩しながらの帰路でした。

妻からは「犯罪者は怖いけどお父さんが受け

たことだから頑張って」と励まされ「よし！や

るしかない」との思いで保護司活動が始まりま

した。年に２人位の対象者を担当してきました。

数年後サポートセンターが設置され、分区・

地区の役職で責任を持つ立場となり、今期は副

会長としての重責を担っています。諸先輩方よ

り受け継いだことを見習い、社明運動では更女

と共に関係団体の協力を頂いて啓発運動を行っ

ています。地域では学校との関連で盆踊り大会、

夏祭り等に参加し、防犯ボランティア運動では

警察、各種団体との連携をもって保護司として

犯罪防止強調啓発に努めています。現在、犯罪

件数は減っていますが再犯は変わらない様子で

す。一方覚せい剤はもとより、危険ドラックが

出回って交通事故や事件が多発しています。私

自身、消防団・青少年対策地区委員会・自治会

連合会会長等過去の経験を活かして、行政職員・

議員・市民の仲間と連携をして会員の増強や地

域の犯罪を防ぎ安心して暮らせる環境作りに頑

張っています。
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――― 保護司会は地域と連携、情報で犯罪防止 ―――

日日日野野野市市市ののの木木木 “““かかかししし”””

保護司会だより
日野
多摩
稲城

地区 第44号

副会長（稲城分区長） 松原 一郎



2014「手をつなごう∞こどもまつり」

10月12日（日）、日野中央公園・市民プラザ

で実施しました。

「みつけよう！みんなの元気！」をテーマに

こどもを対象にした市内最大のイベントです。

今年も関係機関43団体による盛り沢山のプログ

ラムで開催されました。

保護司会コーナーではフイルムケースと発泡

入浴剤を使った「ミラクルロケット」がこども

に大人気。「来年も来るよ」の声が聞えてきた

程です。幼い子や女の子達は折り紙で作る「風

車」や「ストロートンボ」など盛況でした。

フィナーレはヒノソングを歌って、踊って閉

会となりました。

イベント担当保護司２名が春から半年間、実

行委員会に出席し、当日は20名の保護司が参加

しました。

心配しました台風の接近もなく、童心に帰り

楽しい秋の一日でした。

（管外研修は12月11日（木）甲府鑑別所等視察予定）

関東医療少年院視察研修

今年の視察研修は関東医療少年院に11月20日

（木）24名の参加で実施しました。

関東医療少年院は、東日本における少年医療

センターとして、男子及び女子の少年に対して

専門的医療と教育を行う広域収容施設です。外

部の少年院で治療を必要とする院生の受入れも

含め、収容定員は男女合わせて124名、ベット

数は82床あります。現在の収容人員は男子28名

女子６名です。犯罪傾向としては、一般の少年

院よりは凶悪犯・粗暴犯の比率は高くなってい

るそうです。

入院者の診断名は、精神疾患と身体疾患があ

りますが、年々精神疾患が著しく高まる傾向が

あります。医療少年院では、病状や問題行動の

一因であると予測されるストレスを緩和するた

め、他の少年院より比較的穏やかで受容的な処

遇を展開し、精神的な安定を図ることに努めら

れていました。

今回の研修を通じて、いろいろな事情を抱え

ている少年・少女の個々の病気を治すことを第

一とし、次に自分の事件の反省を促すこと、そ

れが大変難しく困難であるということを痛感し

ました。

また、院内の職員や家族との連携が必要であ

ることも保護司としては勉強しつつ微力ながら

力になればとの思いを胸に医療少年院を後にし

ました。

稲城分区の基本活動は「犯罪をなくし、犯罪

者を出さない」をモットーとし、地域に根付い

た活動を行っております。

小・中学校の入学式等の諸行事参加から学校

運営連絡協議会、地域教育懇談会等に出席し諸

団体との犯罪防止活動の協力、青少年育成会を

はじめ各種団体・協議会に出席し更生保護活動

の実施。毎年７月１日に行われている社明運動

の取組みは市内６駅と読売巨人軍野球場で折鶴

入ポケットティッシュ配布等の啓発活動。社会

参加活動の積極的参加。また、分区会・役員会・

臨時会の会議や各種研修（今年の自主研修は小

田原少年院）を実施し会員のスキルアップの向

上、そして、保護司間の情報交換、処遇等を話

し合い、親睦会では相互の信頼を深めております。

当分区は一致団結し日々更生保護活動に情熱

を注ぎレベルの向上を図っております。

今後、新人保護司の発掘も大きな問題になる

と思われます。
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各分区の活動

日野分区 分区長 澤田 研二

多摩分区 分区長 伊野 光雄

稲城分区 分区長 松原 一郎

11/14 小田原少年院視察
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今年６月と７月に社会参加活動を実施しました。活動

内容は、花壇の草取りや花の植え替え、植木の剪定です。

参加対象者は、初めての参加者が殆どで作業に戸惑い

気味でしたが、花壇が綺麗になったり、整然となった情

景を見て、「参加して良かった・気持ちが良い」などの

感想を述べていました。

また何回か参加した対象者からは、「自分から話しか

けて一緒に作業できて、とても気持ちが良かった」等の感想もあり、スムーズに作業が終わったのは、

皆さんの協力があったからだと思います。この事業の趣旨が伝わっている嬉しさを感じました。

７月４日（金）午後２時より立川第二法務

総合庁舎９階、東京地方検察庁立川支部大会

議室において、第33回多摩地区更生保護事業

関係者顕彰式典が開催されました。

本年度の受彰者は125名１団体（保護司48

名、更生保護女性会員62名、保護司会事務担

当者７名、ＢＢＳ会員８名、協力雇用主１名）

です。当地区から下記11名が受彰されました。

○保護司受彰者

阿部裕行 唐木洋子 高木伸二 松浦 昇

川井博之 近藤一美 大山和子

○更生保護女性会受彰者

池田すみ子 志田千代子

○保護司会事務担当受彰者

野路文子 黒田守人 （敬称略）

更生保護関係者顕彰式典

第33回 多摩地区
更更更更更更女女女女女女活活活活活活動動動動動動報報報報報報告告告告告告

今年度の研修を終えて

研修部 部長 中村 由紀子

９月11日（木）日野・多摩・稲城地区更生保護女

性会会員43名で東京都薬用植物園（小平薬草園）に

研修に行きました。

初めに“危険ドラッグ”についてお話を聞きまし

た。脱法ハーブから危険ドラッグへと名称は変わり

ましたが、ハーブに塗
まぶ

してある合成カンナビノイド

（大麻の麻薬成分と似た作用を持つ薬物の総称）がと

ても怖いものであること。そして大麻、覚せい剤など

何が入っているか判らないので覚せい剤以上に怖いも

のだと実物を見せていただき、教えていただきました。

講義の後、園内の“ケシ・アサ試験区”で、ちょ

うど花の満開だった大麻草を見せていただきました。

危険ドラックは若者受けするパッケージ入り、一

袋5,000円と安くて手軽。気がつけば依存症になり、

失うものはあまりに大

きい。この危険ドラッ

グについて大人社会は

もっと真剣に取り組ん

でいかなければならな

いと痛感致しました。

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21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

社会参加活動実施結果報告（平成26年）

社社社社会会会会参参参参加加加加活活活活動動動動実実実実施施施施

6/21コミュニティ
センターの花壇

7/21稲城駅前
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多摩分区では、７月21日（海の日）多摩センター多摩美術館前広場からパル

テノン多摩大階段までの啓発パレードを実施しました。今回で24回を重

ねてまいりました。

多摩美術館前広場に参加者が集まり始めたころにポツポツと雨が

降り出し心配しましたが、開始前には雨もすっかり上がり、気温が

少し下がったように感じられパレード日和となりました。

開会式では推進委員長の阿部多摩市長、来賓の方々からご挨拶を頂きました。

横断幕を先頭に聖ヶ丘小学校の児童のマーチングバンド演奏に導かれパレードが始ま

りました。

今年は54団体

925名が参加し

てくださり、そ

の内353名が小

中学校の児童生

徒達でした。

犯罪や非行防

止のグッズ･チ

ラシ・ティッシュ

ペーパー等を沿

道の方々に配付

しました。解散

後の資材の片付

けには中学生か

らの協力があり頼もしく感じました。

次代を担う子供たちの参加に期待を込め、関係機

関にも働きかけている中で私たち保護司が描く理想

の形になりつつあると感じました。

道半ばですが“社会を明るくする運動”を通し犯

罪や非行のない明るい社会の実現をめざし、頑張っ

てまいりますので今まで以上のご協力をよろしくお

願い申し上げます。

第24回 啓発パレード開催

パルテノン大階段で

第第664回

社社会会をを明明るるくす
犯罪や非行

立ち直りを支え

多摩分区

パレード行進

タオルグッズの配布多摩美術館前広場

キティちゃんとの記念撮影
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稲城分区では「社会を明るくする運

動」の強調月間開始日の７月１日

（月）に早朝７時から市内の

ＪＲ及び私鉄の駅６ヶ所

（南多摩駅、稲城長沼駅、矢

野口駅、若葉台駅、稲城駅、京王

よみうりランド駅）と平尾のバス停１

ヶ所の計７ヶ所でメディックバンと中学生が

折った折鶴入りのポケットティッシュを配りまし

た。各配付場所には保護司や更女の方々、更には民生委員・

自治会・青少年対策地区委員・社会福祉協議会等関係団体の

方々、近くの中学校の生徒、先生方が参加して下さいました。

推進委員長の髙橋市長、松原分区長が稲城市のイメージ

キャラクターと一緒に各配付場所を巡回し、参加者と記念

撮影をしましたが、中学生の登校前の貴重な時間に間に合

わず、キャラクター等入らない撮影となった場所もありま

したが、後日写真をお届けすると大変喜んで下さいました。

市内に駅が６つあるこの利便性から稲城市が「東京で一

番住みたい街」と言われた要因の一つでもあると思います。

従って駅頭でのティッシュ配り等の啓発活動は理にかなっ

ているので今後も続けるべきだと思います。それに加え各

学校の朝礼で社明運動の説明をしたり、又ジャイアンツ球

場や各地の祭りや盆踊りでのティッシュ配りは、忙しそう

に行きかう駅頭と違って、ゆっくり話しを聞いてもらえる

こともあり有意義だと感じています。

７月14日（月）ジャイアンツ球場で２軍の試合中

に電光掲示板に「社会を明るくする運動」の趣旨を

表示してＰＲしてもらいました。

今年の社明運動の参加は25団体で計406名でした。

その内中学校６校（先生24名、生徒152名）、 今年

は小学校から２校（先生２名）の参加がありました。

市内７ヶ所で啓発活動

第644回回

明るくくすするる運運動動
行を防止し、
る地域のチカラ

稲城分区

若葉台駅前

矢野口駅前

第二小学校の児童

ジャイアンツ球場電光掲示板

折り鶴作り
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７月５日（土）あいにくの雨の中、日野

市立三沢中学校体育館に於いて第64回“社

会を明るくする運動”を開催しました。

前日から雨の予報が出ており心配してお

りましたが会場校の正留校長より「雨になっ

ても大丈夫！何とかなる」と力強い励まし

のお言葉を頂きました。雨天のため、野球

部等部活動が中止となり、中学生が大勢参

加してくれ、立ち見が出る程の来場者で体育館がいっぱいになりました。

当日は、澤田分区長の開会宣言から始まり推進委員長の大坪市長、米田教育長、東京保護観察所立

川支部の石井統括保護観察官、当地区保護司会佐伯会長、会場校校長の挨拶があり、その後更生保護

女性会関戸会長、日野警察署天辰少年係長、潤徳小学校竹山校長、日野第八小学校髙橋校長、三沢中

地区青少年育成会大貫会長、三沢中ＰＴＡ飯島会長の紹介と続き、開会セレモニーは終了。

ふれあいステージの最初は、日野警察署によるピーポくんとの防犯トークとクイズ。いつものよう

にピーポくんの熱演がありました。

続いて潤徳小学校の「水辺の楽校
がっこう

に関するスライド及び劇」日野第八小学校の「ヒップホップダン

ス」「合唱・合奏」三沢中学校の「合唱・吹奏楽」と続き盛

り沢山の発表となり、楽しいひとときをすごしました。

ふれあいステージ終了後は、推進委員長より感謝状、保護

司会より広報用品と記念品、更生保護女性会から手作りグッ

ズの贈呈があり、更女荒川分区長の閉会の言葉で終了しまし

た。バスケット部や吹奏楽部の皆さんが前日の会場設営から

当日の後片づけまで手伝ってくれ、頼もしく感じました。今

年で13回目となる

「子ども・いきいき

ふれあいステージ」

は学校関係、地区青

少年育成会、ＰＴＡ

そして行政関係のご

協力により年々盛り

上がりを見せていま

す。

雨の中、最後まで

ご協力下さいました

皆様方に心から感謝

申し上げます。（総

参加数619名）

日野分区 子どもいきいきふれあいステージ
日野市立三沢中学校で開催

潤徳小学校「水辺の楽校に関するスライド及び劇」

日野第八小学校「ヒップホップダンス」

三沢中学校「合唱」

推進委員長 大坪市長挨拶

三沢中学校「吹奏楽」

日野第八小学校「合唱・合奏」

更生



今年度の視察研修は９月17日（水）18日（木）

の２日間、総数41名（うち女性16名）の参加に

より、震災復興に取り組んでいる福島県にある

福島刑務所へ向けて出発しました。

車中では会長の挨拶に続き研修部長より今回

の研修の説明、各分区の保護観察事例の紹介・

研修ビデオの視聴があり、研修をスタートしま

した。

所内見学に先立ち、福島刑務所笹田泰弘分類

教育部長から施設の概要の詳細説明を受け、入

所から出所までの受刑者の一日、矯正処遇につ

いて等、保護司活動の遂行に有益な知識を習得

することが出来ました。説明の後、収容施設内

を見学しましたが、施設内は整理整頓が徹底し

ており、特に作業場で収容者が作業に集中して

いる姿から社会復帰に向けて職業知識・技能の

習得に真剣に取り組んでいる姿勢が見られまし

た。対象者の環境調整・更生保護活動に従事す

る保護司の任務の重さを改めて認識しました。

次の訪問先は福島自立更生促進センターです。

平成22年８月に福島保護観察所敷地内に設置さ

れた宿泊施設であり、仮釈放になった対象者を

保護観察官が直接指導し重点的に専門的な処遇

を実施し、きめ細かく自立更生を促す施設であ

り収容期間は原則３ヶ月と高野誠保護観察官か

ら説明を受け、施設内を見学しました。入所者

は一定の選定基準を満たした者で、門限は21時、

厳しい遵守事項を課してはいるものの、センター

が協力雇用主やハローワークと連携して手厚い

就労支援をしているとのことです。

内容の濃い視察研修を終えて一同宿泊先ホテ

ルに向かいました。翌日は沢山の地元名産品を

購入し復興支援にささやかな協力をして、実り

多き研修が終了しました。
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今年度の協議会は町田地区保護司会が当番地区で10月24日（金）ホテル ザ・エルシイ町田

の会議室に於いて開催されました。

協議題は、昨年度に引き続き「保護司の安定的確保」となりました。今年度（平成26年６月

１日現在）の保護司が今後10年間で約40％、年齢上限を理由とする保護司の任期満了を迎える

状況に備える内容でした。

協議員の構成は昨年度のブロック別保護司組織運営連絡協議会に参加した保護司、保護司適

任者の確保に当たり中心的な役割を担っている保護司、又来年度当地区保護司会が当番地区に

なることを踏まえて12名を選定しました。当地区からは中村多摩副分区長が発表しました。発

表内容は現在の保護司の配置状況で不足している地域とその理由、今後保護司適任者確保のた

めのプラン等についてでした。今後、４地区に共通する意義深い協議会でした。

平平成成2266年年度度 第第��ブブロロッックク保保護護司司会会組組織織運運営営連連絡絡協協議議会会

受受受受受受受受受受受章章章章章章章章章章章
祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀会会会会会会会会会会会

石坂齊雅さんの瑞寶雙光章受章

祝賀会を平成26年10月５日（日）

12時から京王プラザホテル多摩に

て開催しました。

多くの出席者（211名）と共に

盛大に祝いました。

視視視視視視視 察察察察察察察 研研研研研研研 修修修修修修修 更更生生とと復復興興のの地地をを訪訪ねねてて



◆静岡市清水区保護司会が視察

９月22日（月）に31名が訪れました。

現在、清水区保護司会は専門の事務局を持っ

ており、将来はサポートセンターに移行したい

とのことでした。

◆栃木保護区保護司会が視察

10月16日（木）に21名が訪れました。

今年度、12月にサポートセンターの開設を目

指し準備を進めているということでした。

◆葛飾保護司会が視察

11月１日（土）に20名が訪れました。

サポートセンターの活動状況を参考にしたい

とのことでした。

それぞれの視察では当地区からセンターの運

営方針・状況・施設の概要・利用実績等の説明

後、センターを見学していただき、その後意見

交換を行いました。
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表 紙 写 真 の 説 明

樫は、ブナ科の常緑高木の一種です。昭和48年、

日野市の市制10周年を記念して、自然に親しむ市

民の心のシンボルとするため、一般公募から選ば

れました。

樫は日野市に自然植生していたと考えられてお

り、寿命が長く、防災性に優れ着実に安定して育

つことから、日野市を象徴するにふさわしい木と

されています。

写真の樫は日野市立福祉支援センターに植栽さ

れているものです。

編集 広報部

本号は毎年恒例の行事「社会を明るくす

る運動」の報告。またこの時期に於ける多

くのイベント、地区の視察研修、各分区で

の研修の報告をしますが、この間での会報

の編集作業は大変厳しい状況でした。にも

かかわらず原稿の依頼には快諾して頂き無

事発行の運びとなり大変感謝しております。

ありがとうございました。

（馬場 房義）

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

保 護 司 に な っ て

廣澤 伸幸 日野分区（研修部）

法務省に於ける辞令伝達式の後、研修を受け

沢山のテキストを頂き、改めて責任の重さを感

じながら帰宅しました。その後も色々な研修を

受け、社明運動の準備にも積極的に参加して、

諸先輩からの暖かいご指導を受け今日に至って

おります。

犯罪の抑止と対象者の更生保護に資するべく

粉骨砕身任務を遂行する決意でおります。未熟

ではありますが、今後多くの経験を重ねて自己

研鑽に励む所存でおりますので、宜しくお願い

申し上げます。

内山 晃次 多摩分区（地活部）

私はこれまで無縁だと思っていた保護司への

お誘いを頂き半信半疑でお受けすることにしま

した。辞令を手にして新任研修を受け徐々に仕

事の実態・難しさを知り改めて責任の重大さを

実感しております。新米保護司として諸先輩方

のご指導を頂きながら積極的に誠心誠意尽くす

所存です。一日も早く保護司活動に役立つ努力

をしますので何卒よろしくお願いいたします。
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26.9.22静岡市清水保護司会 26.10.16栃木保護区保護司会 26.11.1 葛飾保護司会


