
ここ最近の立川管内に於

ける保護観察事件の動向を

考えるに当たって、１月19

日付の読売新聞夕刊「刑法

犯14年連続減」の見出し記

事に目が留まりました。昨

年１年間の刑法犯認知件数

は、99万6,204件で戦後初めて100万件を下回り

ました。これは14年連続減少しており、戦後最

少です。窃盗犯が８割を占め、殺人は戦後最少、

強姦・放火などの凶悪犯も大幅に減少しました。

一方で、家庭内暴力やATMを狙った不正引き出

しなどは増加傾向にあるとのことです。刑法犯

認知件数の動向については、平成14年に285万件

とピークに達しましたが、平成15年以降は減少

傾向が続いています。その理由として、防犯カ

メラの設置により犯罪の抑制効果が向上したり、

地域のボランティア活動が広がるなど官民一体

の治安対策が進んだ成果であると分析されてい

ます。さて、立川管内のここ10年間の保護観察

事件の動向を見てみると、平成18年末に1,244件

あった事件数が、28年末には743件となり４割減

少しました。日野・多摩・稲城地区でも18年末

に119件（日野54件、多摩44件、稲城21件）あっ

た事件数は、28年末には67件（日野25件、多摩

24件、稲城18件）とこれも４割減少しています。

事件数減少の理由としては、少子高齢化などの

影響もあると思いますが、やはり保護司の皆様

の日々の保護観察対象者に対する改善更生への

働きかけや毎年の犯罪予防活動の推進が着実に

実を結んでいる結果であると確信しています。

これからも、保護司の皆様のお力をお借りしな

がら、より一層、犯罪予防活動や保護観察対象

者の改善更生のために力を尽くしていきたいと

思いますので、ご支援・ご協力のほどをよろし

くお願い申し上げます。
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日 時：平成28年11月22日（火）

会 場：オリンパスホール八王子

受賞者：22名（日野・多摩・稲城地区）

＊法務大臣表彰 小島 淳子

＊全国保護司連盟理事長表彰 中嶋 ヒロ子

＊全国保護司連盟理事長表彰〈内助功労〉

安西 敬子（安西 清氏の妻）

＊関東地方更生保護委員会委員長表彰

荻原 豊子 貴志 義孝 篠崎 誠一

杉江 利行 西川 毅

＊関東地方保護司連盟会長表彰

青木 智子 鹿島 正二 川島 保之

馬場 房義

＊東京保護観察所長表彰

髙橋 勝浩 川井 博之 近藤 一美

＊東京都保護司会連合会会長表彰

大坪 冬彦 津守 範学 山上 貴久

＊東京保護観察所長感謝状〈家族功労〉

澤田 美喜子（澤田 研二氏の妻）

＊日本更生保護女性連盟会長表彰

関戸 良

＊東京保護観察所長感謝状〈更生保護女性会〉

吉田 勝子

＊東京更生保護女性連盟会長表彰

多治見 美佐子

この記念すべき第１回

目の今回、夜回り先生と

呼ばれている水谷 修氏

による「あした、笑顔に

なあれ」～夜回り先生い

のちの授業～の講演です。

日野・多摩・稲城地区保

護司会からは保護司45名、

更生保護女性会31名、そ

の他４名で合計80名の参加でした。

水谷先生は夜11時から朝６時まで繁華街をパ

トロールする夜回りを25年続けているという。

そんな体験談を自然体で話始めました。さすが

に全国で講演しているので話上手で、次々に変

わる話題に聞き入ってしまいました。その中で

特に心に残った話が二つある。

一つ目は早く父親を失くし、母子家庭となり、

生活保護を受けていたＡ君の話。給食費も払え

ず、給食の残ったパンを公園の犬にあげたいか

らと分けてもらっていたが、クラスメートに知

られていじめの対象となる。やがて学校を辞め

て働くがいつしかシンナーの常習者になってし

まう。とうとうシンナー中毒で亡くなってしまっ

た。葬祭場へ駆けつけ、母親と一緒に遺骨を拾っ

たが骨がボロボロだった。

二つ目は中学受験に失敗したアイちゃんの話。

家庭に居場所がなくなり家を飛び出し夜の世界

へ。そしてとうとうＨＩＶに感染し、心身とも

にボロボロになってしまう。そんな彼女が病床

で、夜の世界から一人でも多くの人を救いたい

から、私の事を皆に伝えてと言う。アイちゃん

の死後父親が肺ガンになってしまい、その父親

にアイちゃんとの約束のことを伝えた。何年か

後、やっと完成した本を墓前へ届けることが出

来た。「約束」という本である。

水谷先生は還暦を迎えたが今後も夜回りを続

けるという。次代を担う子供たちを守り、命を

繋げることが大人の役目だと結んだ。
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東京更生保護事業
関係者顕彰式典 多多摩摩

期 日：平成29年2月16日（木）

時 間：13:30～15:15

場 所：府中の森芸術劇場 どりーむホール
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＊東京都推進委員会委員長感謝状

【日野市】日野市立滝合小学校

日野市立平山小学校

日野市立平山中学校

【多摩市】多摩市立東愛宕中学校

＊東京保護観察所長感謝状

【日野市】日野市平山中地区青少年育成会

日野市立平山中学校ＰＴＡ会

【多摩市】多摩・稲城交通安全協会多摩第三支部

東京多摩グリーンロータリークラブ

第66回“社会を明るくする運動”

民間協力者に対する感謝状

受彰者芳名簿

講師 水谷 修 氏



穏やかな日の平成29年１月11日（水）京王プ

ラザホテル多摩「アポロ」にて、来賓12名、名

誉会員９名、会員51名が出席をして「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、安西会長より新年の祝辞と「保護司と

しての仕事が難しくなる昨今、更なる発展を目

指して進んでいきましょう」と力強い挨拶が有

りました。そして、ご来賓の村木立川支部長、

野崎連絡協議会会長、大坪日野市長、阿部多摩

市長よりご祝辞を頂きました。

引き続き、来賓、更女、名誉会員の紹介があ

りました。その次に平成28年度の表彰者が紹介

され、受賞者を代表して法務大臣表彰の小島淳

子さんよりお礼の言葉があり、12月21日付で退

任された小島さんには感謝を込めて記念品と花

束が贈られました。小島さんの挨拶は今までの

思いがあふれ、言葉に詰まられたのがかえって

同席している者に熱い思いが伝わってきました。

第２部は、篠崎副会長の乾杯で始まり、髙橋

稲城市長の挨拶、新任保護司紹介へと続き、歓

談に入りました。恒例となりましたビンゴの賞

品は、春を呼び寄せてくれる様な明るい鉢花で

した。分区毎の合唱・記念撮影と続き、親睦が

深まり楽しい一時を過ごしました。最後に、退

任者の小島さんを拍手とハグでお送りして閉会

となりました。

平成28年12月２日（金）立川グランドホテル

に於いて、平成28年度多摩地区保護司連絡協議

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７名、

褒章７名、法務大臣表彰18名、全国保護司連盟

会長表彰20名で、計52名でした。

祝賀会当日は、受彰者とご来賓、多摩連理事

等、総勢約110名が集い、賑やかな会となりま

した。平本璋一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、受彰者52名が紹介されま

した。

当地区保護司会の受賞者は小島淳子氏（法務

大臣表彰）、中島ヒロ子氏（全国保護司連盟理

事長表彰）の２名で出席者の皆様より祝福を受

けました。

ご来賓の方の御祝辞をいただいた後、受彰者

を代表して粕谷勝榮司保護司（多摩連副会長）

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。
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平成29年度 定期総会のお知らせ

期 日 平成29年４月26日（水）

時 間 14：00より

場 所 サポートセンター百草台

平平成成2288年年度度



専門部の活動

研 修 部 部長 大澤 春雄

■「地域別定例研修会」

第Ⅰ期「少年の保護観察」

第Ⅱ期「刑の一部の執行猶予制度について」

第Ⅲ期「家族への働きかけ及び家族との関わり方」

第Ⅲ期の研修は稲城消防署講堂にて５班に分か

れてグループ討議を行い、活発な意見交換がさ

れました。

今年度の地域別定例研修会の出席状況は以下

の様で、昨年度に比べて出席率が下がり残念です。

■「視察研修」

９月15、16日に実施し、視察先は長野刑務所

で、参加者は33名でした。

■「地域処遇会議」

２月22日に開催し、４名の方に発表をして頂

きました。出席者は39名でした。

◆東京保護観察所長視察

２月６日（月） 14：05～15：15

幸島東京保護観察所長、村木立川支部長

の２名の方が来館されました。

地域活動部 部長 大須賀 良子

■「関係機関との連携活動」開催

日 時：平成28年11月16日（水） 14:00～16:00

場 所：サポートセンター百草台集会室

テーマ：就労支援（協力雇用主の発掘）

講 師：株式会社 リバイバル代表取締役

河村 斉氏（協力雇用主）

株式会社 西ビル管理取締役

西村智子氏（協力雇用主）

（更生保護女性会稲城分区会員）

参加者：講師２名、保護観察官１名、日野商工

会１名、日野市青年会議所１名、更生

保護女性会３名、保護司34名

講師の方には「協力雇用主になって」と題し

て雇用の状況や課題点等ユーモアを混じえてお

話をして頂きました。

対象者の再犯防止のために必要な①住宅の確

保②就労支援③継続的なケア・サポート、この

三つが整えばよい状態で自立に向かって進んで

行ける条件です。

「就労支援」についてはもっと地域に協力雇

用主が増えてほしいという願いから２年連続の

テーマとしました。増えることを期待！

■「社会参加活動」（年３回実施）

参加してくれた対象者は殆んど未成年ですが、

担当保護司以外の人たちとも自然体で会話をし、

モクモクと作業に励んでいました。サポートセ

ンター百草台の花壇は年２回の植栽で常に花が

満開。地域の方々に喜ばれています。

稲城駅前南口のイタビカズラの剪定は年１回

実施。大変な作業を頑張ってくれました。
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第Ⅰ期
６月15日

第Ⅱ期
10月26日

第Ⅲ期
２月17日

サポートセンター 49 49 57

補講（支部） 7 12 ７

補講（本庁） 3 2 ２

欠 席 12 12 ５

出 席 率 83.0％ 88.7％ 92.9％

（市長は含めていません）

ササササポポポポーーーートトトトセセセセンンンンタタタターーーー

百百百百草草草草台台台台““““千千千千客客客客万万万万来来来来””””

河村 斉 氏 西村 智子 氏



日野分区 小島 淳子

この度法務大臣表彰をい

ただき身に余る光栄と感謝

しております。式典はオリ

ンパスホール八王子で盛大

に行われました。

私は24年間の保護司の任期満了と重なり新春

の集いで皆様に送っていただき感無量でした。

平成４年八王子支部の内勤保護司として任命

され、平成10年日野分区へ。２枚の辞令をいた

だき保護観察を行いました。

保護司は対象者の人生の節目に係る仕事なの

で研修を受け自己研鑽が必要です。施設研修も

大切な機会だと思いました。

処遇困難な少年は今だに忘れがたく、どうし

ているかと思いを馳せています。

先輩諸氏の御指導も有難く、ここまで続けら

れましたことに感謝しています。

これからも、活動を通して広がった地域、福

祉施設へのボランティアを続けていきたいと思っ

ています。

ご活躍を期待します

平成28年12月22日委嘱

先輩の澤田研二元市議会議

員にお声を掛けて頂いて、こ

の度保護司を拝命致しました。

２期８年日野市議会議員を務

めさせて頂きましたが、少年

犯罪や子どもの権利について

学び、議会質問を行いました。

当時の経験を生かし、心ならずも罪を犯してし

まった人の更生の助けになればと思っておりま

す。日野市では今、子どもの貧困が問題になり、

行政・民間レベルで様々な形の支援が始まりま

した。貧困も犯罪につながる重要な要素と考え

ます。不登校で引きこもりの青年が書いた「幸

せであれば犯罪を起こしたりしない」という言

葉を噛みしめながら、多くの人が幸せになる事

を念じながら保護司の活動を行いたいと思って

おります。よろしくお願い致します。

この度、先輩諸氏の仲間入

りをさせていただきました。

新聞等で「保護司」の文字を

探すと、事件の陰で手が回ら

ないという報道を目にします。

必要な事なのに成り手がなか

なかいない。そんな論調ばか

りでした。まずは一つ一つの事象を勉強しなが

ら、育てていただいたこの地域に少しでも恩返

しできればと思っております。何分、若輩者ゆ

えご指導の程、宜しくお願い致します。
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法法務務大大臣臣表表彰彰をを受受賞賞ししてて 新 任 保 護 司 紹 介

出沼 恵美子
日野分区
（研修部）

本多 英二郎
日野分区
（研修部）

平成28年12月21日付で退任されました。

永い間ご苦労様でした。
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平成28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開始人員は、

仮釈放者は前年より減少しましたが（前年比2.5

％減）、保護観察付執行猶予者は前年より増加

（3.3％増）しています。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、25年以降は10.0％が続いて

います。平成27年末の保護観察対象者の人員は、

仮釈放者が5,184人（前年比3.4％減）、保護観

察付執行猶予者が１万731人（前年比４％増）

でした。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27年は

１万8,203人でした。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14年まで増加し

ていましたが、その後は減少傾向にあります。

立川管内でも事件件数は年々減少しており、平

成28年末の係属件数は、743件（１号交通短期

保護観察を除く）で、昨年より減少幅は少ない

ものの、前年比5.3％、件数にして42件減少し

ています。下表は平成28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28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昨年に続き前年から５

件増加しています。分区ごとに見てみ見ると、

多摩分区の事件数が昨年と逆でほぼ２倍以上増

加している（前年比13件増）のに対して、日野

分区は微減（同２件減）、及び稲城分区も昨年

と逆で大きく減少（同６件減）しています。特

に多摩分区は、受理件数も前年より約３倍以上

増加（同22件増）し、中でも１号観察事件が４

倍以上増加（同16件増）しました。逆に日野分

区は大幅に減少（同11件減）し、稲城分区は微

減（同２件減）しています。生活環境調整事件

（更生保護施設分を除く）については、立川管

内全体としては増加しているものの、地区全体

の係属件数としては前年より４件減少していま

す。分区ごとに見て見ると、日野分区は前年よ

り５件減少、多摩分区が１件増加、稲城分区が

増減なしとなっています。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。
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日野・多摩・稲城地区管内の動向

刑事施設 少年院 合計

立川管内 755 89 844

日 野 33 3 36

多 摩 27 3 30

稲 城 15 0 15

全 体 75 6 81

生活環境調整事件数

平成28年12月31日現在係属事件数

編集 広報部

表 紙 写 真 の 説 明

聖蹟桜ヶ丘にあるヴィータ・コミューネ７階の

関戸公民館市民ロビーから眺めた富士山です。

古くは多摩市の指定文化財である江戸後期の絵

巻物「調布玉川惣画図」に、近隣の一ノ宮方面か

ら見た富士山が描かれています。

現在も、市民の憩いの場であり、コンサートや

講演会も開催されるこの市民ロビーから、晴れた

日に外を眺めると、丹沢山地の向こうに聳える富

士山の姿を見ることができます。

今年度の表紙の写真は日野･多摩･稲城地域から

望む富士山でした。魅了できたでしようか。来年度

もまた表紙の企画を考えて構成したいと思います。

内容も皆様方に読みやすく分かりやすくをモットーに

部員一同編集していきたいと考えています。

今後ともご愛読のほどよろしくお願いします。

（広報部一同）

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

平成28年12月31日現在係属事件数

保護観察事件数

１号 ２号 ３号 ４号 合計

立川管内 327 104 113 199 743

日 野 8 3 3 11 25

多 摩 13 3 1 7 24

稲 城 11 0 2 5 18

全 体 32 6 6 23 67

平成28年年間受理件数

１号 ２号 ３号 ４号 合計

立川管内 319 106 342 89 856

日 野 7 2 8 6 23

多 摩 18 4 3 5 30

稲 城 9 1 4 3 17

全 体 34 7 15 14 70


