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――― 刑の一部の執行猶予制度について ―――
東京保護観察所立川支部 統括保護観察官

喜入

啓隆

本年６月１日から刑の一

ん。しかし、薬物依存症に対して薬物依存回復

部の執行猶予制度が施行さ

訓練を受けることで、一定レベルへの回復と維

れました。 ６月中に全国の

持が期待できます。

裁判所において、 言い渡し

薬物再使用からの回避、再犯を起こさないた

があった刑の一部の執行猶

めには、本人が回復を維持し続けるための努力

予の判決は1
34件、その多く

を怠らず、前述のプログラム等をはじめとした

を薬物事犯者が占めています。つまり、多くの

薬物依存回復訓練を一生受け続けることが必要

薬物依存症の人が、実刑部分の執行終了後に保

となります。すなわち、本人が薬物依存回復訓

護観察を受けることとされ、保護観察期間中は

練を受けられる環境を整えることが、再犯防止

薬物再乱用防止プログラムを受講することが義

策の一つになるとも言えます。
保護観察終了後、本人が薬物依存回復訓練を

務づけられたということになります。
薬物事犯者のうち、薬物を自己使用した者の

続けるには、地域の自助グループへの参加だけ

多くは、薬物依存症になっています。薬物依存

ではなく、専門的知見の深い精神保健福祉機関

症とは覚せい剤等の規制薬物を使用したことで

や病院の協力が必要となるため、厚生労働省と

脳の構造と機能に変化を生じた状態を指します。

共同で地域連携ガイドラインが策定され、息の

一度変化した脳の構造と機能は元には戻りませ

長い支援体制が構築されています。
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となっています。

各分区の活動
日野分区
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視察研修が終わり、昼食予定地の高尾山薬王
院に足を延ばしました。薬王院では、八王子保

〔管外研修で学ぶ〕

護司・多摩少年院教誨師をされている佐藤秀仁

澤田

「天狗膳」を頂き、身も心も精進、充実した研

分区長

僧から講話を受けました。昼食には精進料理の

研二

修でした。

10月16日（日）「まちづくり市民フェア2016」
が、市民の森ふれあいホール（市・体育館）で
開催されました。この催しは市内のボランティ
ア活動や市民活動団体70数団体が一同に集まり
「知って・体験して・参加する」ができる、年
に一度の大イベントです。日頃の活動の成果の
発表と合わせて、自分でも「やりたい！やって
みよう！」を見出す場です。
保護司会は「東京都薬物乱用防止推進日野地
区協議会」のメンバーとしての参加です。

稲城分区

イベントに参加された多くの市民の方々に
「薬物の怖さ・乱用の防止」を訴えました。

分区長

篠崎

誠一

今年度、春の分区活動は関連機関の東京都薬

最近の事例として元プロ野球の有名選手が薬

物乱用防止推進稲城地区協議会が計画した東京

物に手を染め報道されたこともあり、関心度が

都薬用植物園（小平薬草園）に行くことになり

高く実感として受け止めていました。

ました。協議会のメンバーには保護司３名が属

（管外研修は1
2月1
5日（木）小田原少年院視察

していますので他の保護司に声を掛け計８名の

予定）

保護司と協議会員他６名の合計14
名で５月８日、
稲城市のバスで小平薬草園に行きました。
はじめに講義を受け、そのあと二重柵の「ケ
シ・アサ試験区」を見学しました。丁度ケシの
花が満開で鮮やかでした。又、ケシの実にキズ
をつけて液が出るところも見させていただきま
した。温室内のメコヘプシス
（ヒマラヤの青いケシ）も満
開を迎えていました。

多摩分区

分区長

中村

今回の研修で危険ドラック

洋一

の恐ろしさについての啓発活
動が益々重要であると再認識

多摩分区視察研修紫翠苑

しました。

10月2
4日（月）、少し肌寒い秋風薫中、聖蹟
桜ヶ丘駅を出発、京王片倉駅まで総勢20名で女
子更生保護施設「紫翠苑」に向かいました。名
取雄三施設長より概要説明がありました。
昭和32
年に当時の南多摩保護司会が「八南会」
として開所し、当初は男子青少年を対象として
いましたが、昭和56年以降は女子青少年更生施
設になり、名称も「紫翠苑」となりました。定
員は14名です。多摩地区保護司全員が賛助会員
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更生保護女性会活動報告
会長

関戸
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社会貢献活動報告
●

良

日

時：平成28年 6月 1日（水）9:
30～11:
30
30～11:
30
平成28年 9月 7日（水）9:

保護司会の皆様には日頃よ
り多大なるご協力をいただい

●

活動場所：日野市百草台コミュニティセンター

ております事にまず感謝申し

●

活動内容：花壇の草取り等

上げます。平成28年度最初の

●

参 加 者：

当会の活動は、５月の総会終

１回目は対象者２名、保護観察官２名、

了直後に東京保護観察所立川支部長村木康弘様

社会貢献活動担当保護司３名

に「これからの更生保護女性会の活動について」
と題しての講演を賜りました。ふだん３市の更

２回目は対象者３名、保護観察官２名、
社会貢献活動担当保護司２名

女会員が一堂に会する機会が少ないため、総会

計７名
計７名

直後の講演研修という形で今年度はスタートす

作業前のオリエンテーションでは気をつけて

ることにいたしました。その後は各分区で社明

ほしいこと、当日の活動の目的、手順について

運動の準備と実施、さらにそれぞれ特色のある

の説明、目標設定等を行う。作業終了後には目

活動をいたしております。防犯パトロール、登

標が達成できたか等、お互いに感想を述べ合い

下校時の挨拶運動と見守り、子育て支援、更生

和やかな雰囲気のなか、終了。（現地解散）

保護施設への訪問と援助、各分区研修会、バザー
による売り上げでの寄付活動等々、地域の中で
できることから活動し、お互いに情報交換して

多摩連理事会報告

更女会活動の更なる向上を目指しております。
また今年は節目の年で、関東地方更生保護女性

《今年度の事業内容変更点》

連盟結成55周年記念大会が９月28日にさいたま

例年行われていた多摩地区更生保護事業

市で開催されました。そして1
1月25日には、東

関係者顕彰式典・感謝状贈呈を廃止し多摩

京更生保護女性連盟結成60周年記念式典が明治

地区全保護司・更女・ＢＢＳを対象に、保

座において挙行されました。

護司全体研修を開催します。

おかげさまで更生保護女性会も歴史の重さが
感じられるようになってまいりました。保護司

平成28年度
多摩地区保護司全体研修開催要領

会の皆様には、同じ志を持つお仲間として、更
生保護女性会活動に更なるご指導ご協力をお願

日時：平成29年２月16日（木）
午後１時30分～午後４時

い申し上げます。
新たな試みとして更生保護女性会が幼稚園児
を対象に
「更生ペンギン」
のお絵かきを行いました。

会場：府中の森芸術劇場 どりーむホール
講師：水谷

幼稚園児による活動
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日 野 分区

４月26日に最初の社明運営委員会を開催し、平成28年度第66回社明運動がス
タートしました。この後２回の運営委員会を開催しました。６月７日には推

第6

進委員会・社明イベントの準備を行い、６月22日関係3
4機関が生活・保
健センターに集まり、日野市推進委員会が開催されました。小中学

社会を明る

校関係者、市・諸団体、保護司・更女から66
名の出席がありました。
推進委員長大坪日野市

犯罪や非行
立ち直りを支え

長・米田教育長の挨拶を
頂いた後、澤田分区長より社
明運動の趣旨説明、大澤保護司よ
り社明イベント「子ども・いきいきふ
れあいステージ」の内容説明が行われまし

た。その後、本年の広報用ビデオ「鉄拳のパ
ラパラ漫画」と昨年度広報ビデオ「HAND」を上映し、
「鉄拳のパラパラ漫画」の活用

推進委員会参加者に社明運動の趣旨や保護司の活動な
どをPRする良い機会となりました。
７月２日に日野市立平山中学校を会場にして平山中
学校・平山小学校・滝合小学校の生徒児童が参加する
「子ども・いきいきふれあいステージ」を開催しました。
このイベントには市長を始め関係団体、出演生徒・
児童や保護者、一般来場者等約4
70名の参加がありまし
た。又７月１日発行の「広報ひの」に掲載し、広く市

箏の合奏

民にアナウンスしました。開会式に引き続き日野警察
署ピーポ君による万引き防止などの防犯トーク、「鉄拳
のパラパラ漫画」の上映を行った後、平山小学校児童
によるパフォーマンスダンスと箏の合奏、滝合小学校
児童による金管バンド演奏、平山中学校生徒によるブ
ラスバンドが演奏されました。最後にブラスバンドの
演奏に合わせ「Be
l
i
e
ve
」
を会場参加者全員で斉唱
しました。閉会式では参
加各校への感謝状の贈呈

金管バンド演奏

や更女会がタオルで手作
りした「更生ペンギン」
も贈られました。
今後は社明運動の趣旨
の啓発や保護司会の活動
等をもっとPRできるよ
うにしていきたいと考え
全員斉唱

日野市広報誌
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啓発パレード開催

７月1
8日（海の日）、多摩センター
の多摩美術大学美術館前広場より

66回

パルテノン多摩大階段まで、
26回目となる「社会を明

くする運動

行を防止し、
る地域のチカラ

るくする運動」 啓発パ
レードを実施しました。
今年は、58団体9
63名の
多摩市民の皆様方にご参加を
いただくことができました。特に、

出発式

小・中学生の参加が4
15名もあったこと
に感動いたしました。ご指導、ご尽力をい
ただきました学校の先生方、また参加された多
摩市民の皆様方に深く感謝を申し上げます。
出発式では、多摩市社会を明るくする運動推進委員長
である阿部裕行多摩市長、東京保護観察所立川支部仲野
智之統括保護観察官をはじめ、来賓の皆様方からご挨拶
をいただきました。その後、「社会を明るくする運動」の

ヴェルディ君先頭でパレード行進

横断幕を先頭に、多摩市立聖ヶ丘小学校児童によるマーチングバンド演奏のもとパレードを行いました。
パレードでは、標語「防ごう犯罪と非行、助けよう立ち直り」の唱和と、更生保護女性会の手作り
による啓発グッズやティッシュ等を配布しました。最後にパルテノン多摩の大階段で参加者全員によ
り記念撮影をして終了しました。
「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ」を基に、罪を犯した人や非行歴のある少
年が社会で孤立することなく再出発することの大切さについて、この啓発パレードを通じ、皆様に理
解を深めていただくことができたものと考えております。
来年以降も、次代を担う子供たちの多くの参加がありま
すことに期待しますとともに、多くの関係機関への働きか
けを行い、私たち多摩分区保護司の願いである「犯罪や非
行のない安全・安心な地域社会を築くための取組を進めよ
う」を推進すべく、さらなる運動の充実を進めて参りたい
と存じます。今後とも、皆様方の変らぬご支援・ご協力を
マーチングバンド

賜りますようお願い申し上げます。

パルテノン多摩大階段に集合

パレード行進
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今年も市内７ケ所で啓発活動

第66回「社会を明るくする」運動は推進委員長の高橋
市長のもと、今年も稲城市内７ケ所で啓発活動を実施し
ました。
稲城市にはJR南武線が３駅（南多摩、稲城長沼、矢野
口）、京王線が３駅（若葉台、京王稲城、京王よみうり
ランド）あるので、これに平尾地区のバス停を加えて通
勤・通学などの人たち多数に啓発グッズを配付しました。
啓発グッズのポケットティッシュには稲城市内中学校の

第二小学校の朝礼

全生徒が作った、願いのこもった黄色い折鶴が入ってい
ます。このため、中学校や一部小学校には保護司や更生
保護女性会が事前に主旨説明に出向きました。
啓発活動のメインは７月１日の集中活動日です。早朝
７時から８時半まで、市内７ケ所で一斉に活動しました。
各所では、市内中学校６校の生徒や教員、関係機関の方々
や諸団体の皆さんのご協力により、運動の主旨を呼びか
けながら啓発グッズを乗降客に配付しました。
本年は推進委員長（高橋市長）と石田副市長・小島教

ジャイアンツ球場の入り口

育長の２チームで各所を回ることにしたので、中学生な
ど全員に激励や主旨説明、そして写真撮影ができました。例年どおりイメージキャラクターの「稲城
なしのすけ」、サッカー「ヴェルディ君」も応援にきてくれました。
７月11日には稲城市内ジャイアンツ球場にて啓発活動を行いました。保護司４名、更生保護女性会
６名、市役所職員２名で啓発グッズを野球観戦者にお
配りしました。球場内では電光掲示板での「社会を明
るくする運動」の主旨説明がありました。
本年の啓発活動参加者は市内中学校６校を含み21団
体、延べ415人にのぼりました。
又、学校が夏休み中の８月には市内各地の神社夏祭
りや、盆踊り会場で保護司と更生保護女性会の皆さん
で参加者に主旨説明をしながら、啓発グッズを配布し
ジャイアンツ球場の電光掲示板

ました。

若葉台駅前 市長を囲んで

稲城長沼駅前 副市長を囲んで
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長野刑務所視察研修

平 成 28年 度 第ブロック

保護司組織運営連絡協議会開催

平成28年９月15日（木）･16日（金）
心配な空模様の中、3
2名の参加で２日間の視

今年度の協議会は、西多摩地区保護司会が

察研修を行いました。

担当し、10月19日（水）に羽村市産業福祉セン

午後の刑務所視察を前に、車中では研修部員

ターにて開催されました。協議題は「保護司の

３名の事例発表に対し感想・意見交換・今年度

研鑽活動を考える」でした。処遇の勉強・情報

３分区の「社会を明るくする運動」のビデオ鑑

の周知・関係団体との連携等を目的とした研修

賞。また、「更生保護施設」～再出発を支える

等についての発表が４地区よりなされました。

人達～のビデオ鑑賞では、ある更生保護施設で

特徴的なものを列記すると、子供若者サポート

の活動報告。さらに昨年度裁判員を経験された

事業・サポートセンター内談話室・サポートセ

方からのこぼれ話（裁判内容には触れず）あれ

ンター広報紙に保護司の為のＱ＆Ａ掲載・保

これ盛り沢山の予習でした。

護司特別研修の報告会・ミニ集会・女子会等で

昼食休憩後長野刑務所を訪問。

した。和やかな雰囲気の中、終始活発な質疑応

須坂市の住宅地の一角にある比較的大きい施設
敷地面積
収容人員
職

答が交わされました。当地区は、安西会長の

128,
108㎡（東京ドーム約３個）

ご指導の下10名の協議員が推敲に推敲を重ね

1,
186名（現在9
01名）

員

平成28年11月3
0日

て作成した意見書に沿い松本総務部長が発表
をしました。長い経験を通じて培われた幅広

217名

い知識がうかがわれる堂々とした発表でした。

最高年齢 87歳、平均 43.
4歳

それぞれの地区の良い所を手本にしていた

仮釈放 71.
1
％ 満期出所 28.
9
％
（平成27
年度）

だきたいとの講評があり、３時間に亘る大変

入所から出所まで社会復帰できるような指導

有意義な研修を終え懇親会場に向いました。

法の説明を受けました。
入所した受刑者に対し、精神的安定を図ると
ともに、犯罪被害者の痛みを理解させるための
指導及び必要な教育・訓練が行われています。
クラブ活動して、趣味や教養を高めることを目
的とし余暇時間を有効活用しています。楽しみ
な毎日の食事も管理栄養士の指導のもと、作業
内容、健康・体力を保つのに必要な栄養価を満
たしています。
概要説明後、所内・工場内・居室を案内して
いただきました。工場内で作業される高齢者が
多く、出所後の就労、居場所づくりなど調整に
力を入れています。
入所中の作業業務は１日８時間（運動・入浴
も含む）。30分の運動時間、１日一度は目にす
る体育館前の「母と子」像の前では「あの日に
戻りたい」と母を想う純真無垢な気持ちになり、
更生を誓っています。
研修２日目、車窓から見える黄金色の稲穂や
たわわに実った果樹園と自然いっぱいの初秋の
信州を満喫し、視察研修が終了しました。

平成28年度日野･
多摩･
稲城地区保護司会視察研修
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藍綬褒章を受章して
吉祥院

津守 弘範 氏 （元多摩分区保護司）

Q 平成2
2年にも藍綬褒章を授与されています
が、この度の受章はどの様な功績が認められたも
のでしょうか。
Ａ 前回は保護司として藍綬褒章を賜りました。
きょうかい
誨
この度は、
平成元年からさせて頂いております教
し
師活動を通じ平成28年４月29日付で賜りました。
Q 教誨師とはどのような活動をされているのですか。
かんよう

Ａ 教誨師とは、受刑者の徳性涵養のため講説
する者をいいます。教誨師活動には、宗教を中
心とする宗教教誨と宗教によらない一般教誨と
の２種類があります。私は宗教教誨で、現在、
全国の刑務所・拘置所・少年院には様々な宗派
の1
8
00
人の宗教教誨師が活動しています。
国の施設である刑務所、拘置所、少年院等の
職員は、憲法上の制約により被収容者の欲求に
対応できないことから、民間の教誨師が、彼ら
の欲求に応えかつ、改善更生を促し社会復帰を
図ることを目的に、矯正教育の一翼を担う活動
をしております。
また受刑者は縁者と最後のお別れが叶わない
ため、時には本人参列のもとお経をお唱えさせて
頂くこともございます。

平成28年11月3
0日

平成28年５月17日法務省で褒章の伝達を受け、
引き続き皇居豊明殿において天皇陛下に拝謁し、
お言葉を賜りました。２回目とはいえ陛下のお言葉
に感激しながらも緊張をしたことを覚えております。
今後におきましても、この栄に恥じることのな
きよう宗教教誨師として最大限の努力を傾向致し
て参りますので、旧来に増してのご厚情とご支援
を切にお願い申し上げる次第です。
（質問者は現保護司 津守範学）

退任保護司紹介
ありがとうございました
大 山 和 子 氏 日野分区
平成28年７月31日付（在職５年２ケ月）

古 平 順 一 氏 多摩分区
平成28年８月31日付（在職11年３ケ月）

表 紙 写 真 の 説 明
写真は日野市新井にある、市内有数の富士山の
ビュースポットとして知られる「ふれあい橋」で
す。この橋は正式名称を「万願寺歩道橋」といい、
万願寺と高幡をつなぐ吊り橋として平成３年に完
成しました。景観が良く、右岸河川敷の広場やサ
イクリングロードは憩いの場として人気があり、

Q 今後の教誨師活動について。
Ａ 現在も多摩少年院所属の宗教教誨師として月
に１度往訪をし面接指導をさせて頂いております。
宗教教誨とは、文字通りに「宗教」のこころ
を「ていねいに教え諭して」いくことであります。
信仰心を育み、深めていくための道しるべとして
「生きる力 安らかなる心をともに」を信条に、
これからも微力ではありますが活動させて頂けれ
ばと存じます。
Q 最後にこの度の藍綬褒章を授与されたこと
について。
身に余る光栄に存じます。
Ａ 藍綬褒章の栄に浴し、
また、私と縁を持って下さいました皆様に改め
て感謝申し上げます。

多くのドラマ、映画などのロケ地としても利用さ
れています。写真は１月初頭、ふれあい橋を上流
に向かって眺めた富士山とのツーショットです。

編 集 後 記
平成1
1年に初号を発行し、今回で会報5
0号
の発行に至りました。発行に際しては皆様方
のご協力に深く感謝申し上げます。
平成1
5年度（1
0号）から年３回の発行、平成
2
1
年度
（2
8
号）
からは紙面を縦書きから横書き・
全面カラー化などで皆様方に読み易い会報作
りをしてきたつもりです。これからも諸先輩
方の努力を継承して会報作りをしていきたい
と考えております。
今後とも皆様方のご協力宜しくお願いします。
（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

受章者御夫妻
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