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清瀬ひまわりフェスティバル

﹃一陽来復﹄

北多摩北地区保護司会

副会長 久 下 幸 廣

保護司活動は任命を受けると同時に対象者と向き

だけのことではないでしょう︒

合えば向き合うほど︑責務が重くのしかかるのは私

長年の経験を積まれた先輩の方々にも葛藤があっ
たと察します︒それぞれの道には自分に与えられた
道がある︒天与の尊い道がある︒自分の選んだ道で

はあるがそこに多くの人が介在し︑ある面ではかな

りセレクトされていった結果の道でもあります︒

成育歴や︑生活環境の相違と時には生活格差から

の離脱で︑もがき苦しむさまを見るにつけ︑心痛と

ともに悩むこともあります︒

先人賢者は言う︑﹁窮境に立つということは身を

もって知る尊いチャンスではないでしょうか︒得難

い体得の機会ではないでしょうか︒そう考えれば苦
しい中にも勇気が出る︒思い直した心の中に新しい

知恵が湧いて出る︒そして災い転じて福となす︑つ

まり一陽来復︑暗雲に一筋の陽がさし込んで︑再び
春を迎える力強い再出発への道が開けると思うので

私たちの活動は一条の希望の光を求め更生への道

あります︒﹂

を指導助言していく因果なものでもあります︒保護

司同士ともに助け合い︑様々な出来事を解決しあえ

る環境へと導きあいたいものです︒
新たな希望の出発です︒関係機関との連携ご協力
を賜りながら︑私たちの保護司のさらなる前進を一
歩一歩︑堅実に歩みたいものです︒

﹁着任ごあいさつ﹂
東京保護観察所
立川支部長

二〇二〇年東京オリンピックを
控え︑再犯防止が重要な対策課題
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︑
平成二十九年十二月に国の ﹁再犯

新年度を迎え思うこと

に於いても欠くべからざる制度で

ある事は様々なデータを見ても疑

いの余地は有りません︒皆さんの

います︒

様々な意見をお寄せ頂きたいと思

います︒保護司同士が交流し︑時

始まりました︒

平成三十年度北多摩北地区保護
司会総会が無事終了し︑新年度が

す︒確かに説明責任や保護司とし

司の発掘にご尽力をお願い致しま

野崎 重弥

北多摩北地区
保護司会会長

に切磋琢磨する場としての多摩地

ト

防止計画﹂ が閣議決定されました︒

このたび四月一日付で東京保護
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
区保護司会連絡協議会︑そして貴

柴田 由佳

さて︑平成三十年四月から平成
三十二年十二月までの任期満了に

経験はありますが︑支部での勤務

地区保護司会がそのパワーを遺憾

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

は初めてとなります︒御縁をいた

なく発揮されますことを期待する

ょる退任者は十八名に上ります︒
各分区に於いて是非とも新任保護

だいたことに感謝し︑微力を尽く

とともに︑保護観察所職員に対し

けられる期待がますます高まって

す所存でございますので︑どうぞ

ましても引き続きの御指導御鞭擬
を賜りますようお願い申し上げま

の育成

て ﹁保護司の安定的確保と保護司

連絡協議会﹂ のテーマも期せずし

らの対応をお願い致します︒今年
度の ﹁ブロック別保護司組織運営

く組織を構成する事も考慮しなが

織構築の為に各世代の方が偏りな

ての適任者を探す事は非常に困難
な事だと思いますが︑安定的な組

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

本年度は何と言っても︑再犯防
止法に基づく地方再犯防止推進計
画の策定を北多摩北地区保護司会
構成五市がどの様に対応して頂け
るか︑そして保護司会がどの様な
役割を担っていけるかが試される
年だと考えています︒法務省が従
来の殻を破って︑更生保護行政に
於ける国と地方の役割分担を超え

ます︒それぞれの分区に於いて自

︒
す

て法を制定し︑より一層安全安心
な社会を築く為一歩踏み出したと

分が発表者ならとの気持ちで考え

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

考えます︒私たち保護司も更生保

﹂

となってい

詳細については︑後日地区長から
説明がある予定です︒

ホール(立川)

講掴謹告江川真

※韓講に準に一度の講演会が

平成一〇一十年度多摩連保護司全体研修

につなげるために

東京の保護司活動を次代

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︒しかし︑更生保護制度が今後

を取り巻く環境は厳しいと思いま

ていると考えます︒確かに保護司

従前とは一味違う活動が求められ

をより多くの方々に理解して頂き︑

なって取り組むべき施策である事

護司を始め︑全ての市民が一体と

理解から︑国・地方公共団体・保

護は国や保護司が担うものという

するための御苦労は大きなもので

光寿

て頂きたいと思います︒本年度も
どうぞ宜しくお願い致します︒

春分区主任保護観察官
(平成三十年四月一日付)

あろうと拝察いたします︒それら

の大きな課題を乗り越え︑充実し

○小平分区

昌宏

名倉 朋子

○清瀬・東久留米分区

吉川

○東村山・西東京分区

田中

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︑
いずれも和気諾々とした明るい雰
囲気で︑大変うれしく思いました︒

2

平成30年7月31日
北多摩北地区保護司会報
第58号

靂

運

惑

溺

認

韻

語

彊

露

盤

露

語

覇

馨

麗

国

語

国

璽

露

語

霊

魂

瀞

たものの再犯が五年間で二千人減
少︑この結果更生保護に対する信
頼感や理解を得ることに成功した︒
二︑再犯の現状と課題
*初犯者・初大老が平成十六年か
ら大幅に減少しているのに対し︑

ようになった︒保護観察の現場で
は数値目標については抵抗感があ
ったが︑実際に保護観察を終了し

の充実が不可欠︒これまでの再犯
防止施策は民間の力を取り入れな
がら国が中心となって推進してき

携も図らなければならない︒対象

再犯者・再大老の減少は小幅に止

たが︑今後は国民の理解を土台と
し︑国・地方 (公共団体)・民間
とがこれまで以上に連携しながら
総合的に施策を推進していくこと
が必要である︒今までの保護観察
は対象者との信頼関係を築いて生
活指導を行うことを基本にしてき
たが再犯防止を国の施策として大
きく取り上げてからほぞの信頼関
まっているため検挙人数に占める
再犯者の割合 (再犯者率) も入所
受刑者に占める再大老の割合 (再
入者率) も増加している︒(四十
八%) *保護観察対象者である仮

者と向き合うだけではなく対象者

いく︑そういったネットワークを

をネットワークの中で更生させて

ラムが導入され︑関係機関との連

係の上に様々な処遇技術・プログ

釈放者の再入率は低いレベルで微
増傾向︒保護観察のない満期釈放
者はその二倍以上となっており︑
その支援のあり方も課題︒*窃盗

減らす大きなキーポイントとなる︒

ると注目を受けている︒

認めてあげること﹂ など ﹁やはり
信頼関係である﹂ という基本は忘
れずに努力したい︒

り添うこと ﹁一人前の人間として

という国の施策の一翼を担ってい

刑務所・保護観察所・地域社会の

構築していくような専門性・技量
を身につけなければならない時代
となった︒保護観察所は再犯防止
再犯防止という概念を念頭におく
べきと︑新しい更生保護法の第一

と詐欺は大きく減少︒覚せい剤取
締法違反は︑平成二十六年に増加︒
薬物依存者に対する指導が再犯を

条一項に ﹁再犯防止﹂ が謳われる

四︑最後に
さまざまな数値目標や施策はあ
るが︑対象者と向き合った時は﹁常
に私が観ているよ﹂ と対象者に寄

たりと見守っていくやり方だった︒

けること﹂ の二項目しかなくゆっ

講師東京保護観察所立川支部長
柴田 由佳 氏
一︑再犯防止に向けたこれまでの
取組
平成十六︑十七年と対象者によ
る大きな犯罪が立て続けに発生︑
更生保護を考える有識者会議が発
足︑以前の保護観察では例えば四
号観察者の遵守事項一つ取っても
﹁善行を保持すること﹂ ﹁住所を届

更生保護について﹂

テーマ﹁これからの

薫蒸 第二部講演会

総務部 濱野 雅章

平成三十年度北多摩北地区保護司会総会

平成三十年度の北多摩北地区保
護司会の総会は︑五月十一日(金)
午後一時三十分から西東京市こも
れび小ホールで開催されました︒
会員数一二六名の内︑二四名(委
任状四十名を含む)で︑総会の成
立宣言となり︑総会議事次第通り

議事が進められました︒野崎重弥
会長の挨拶に続いてご来賓の祝辞
と紹介があり︑議事となりました︒

議長には内橋勝利氏(西東京分区)
と山本眞理子氏(小平分区)が選任

され︑平成二十九年度事業報告︑
収支決算と監査が報告され︑原案
通り承認され︑次に平成三十年度
事業計画・収支予算(案)が提案さ
れ承認されました︒

ようになった︒国民の不安から再
犯防止・更生保護をもっと厳しく
という社会の要請があり ﹁薬物再

乱用防止プログラム﹂ ﹁暴力防止
プログラム﹂ などの施策がされた︒

となってしまう者の ﹁入口支援﹂

各段階で一貫した支援を行うこと
が課題︒*高齢者の再犯率に関し
ては特別調整や入口支援も始まっ
ている︒*協力雇用主の充実︑保
護司の高齢化も問題︒
三︑新たな再犯防止対策
起訴猶予や罰金刑︑満期釈放な
ど保護司︑監察官の支援の対象外
これは外部に向けて説明できる保
護観察が求められた結果である︒
また再犯防止に向けた総合対策の
具体的な ﹁数値目標﹂ が示される
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○新任保護司
左記の方が新たに保護司として
委嘱されました︒どうぞよろしく

お願いします︒

平成二十九年十二周一 日付

平成三十年二月一日付

平成三十年五月二十五日付

○任期満了
左記の方が任期満了︑在職中の
ご活躍に敬意を表し︑ご紹介いた
します︒

悼

‑

平成三十年一月三十一日付
住田 佳子(西東京分区)

‑

左話の保護司の方がご逝去され
ました︒

生前のご功績をしのび︑謹んで
ご冥福をお祈り申し上げます︒
[合掌]

神田 謹爾(東村山分区)
平成三十年一月二十二日 逝去
享年 七十四歳
在職 十一年七ケ月

逝去

長澤 多果夫(清瀬分区)
平成三十年四月五日

享年 七十六歳
在職 三十一年十一ケ月

嘗雪害書毒害
(表紙写真説明)

一番雷雷墨壷霧

藍辞

﹃清瀬ひまわり
フェスティバル﹄
今年で十一回目を迎える

多摩運広報部会の活動情報

多摩運のホームページには当地区の
活動報告が掲載されています︒
※地区のコーナーには︑総会の内容・
講演会の内容を紹介しています︒

※﹁保護司つれづれ﹂ は︑毎月各地

います︒

区の広報部が担当順に︑内容は自
由に読みやすいもの︑見やすいも
の︑興味深いもの等が掲載されて
﹁清瀬ひまわりフェスティバ

ファーム・小寺ファームをは

永澤 清子

TEし〇四二(四三人)四〇二四
FAX〇四二(四二三)四三二一

事務局 西東京分区

おります︒

葉がありません︒
次号も部員全員がコミットして
より良いものを作りたいと念じて

毎号皆様の御協力の下︑北多摩
北地区保護司会会報第五十八号を
発行することが出来ました︒
これも偏にお忙しい中︑原稿を
書いて下さる皆様に感謝以外の言

h青書p⁚¥¥ww.bz・jpn.8雪¥︹a呂a﹁①つ¥

多摩連ホームページ

ってください︒

当地区では︑各分区の広報部員が
持ち回りで執筆しています︒
平成二十九年度は︑六月に西東京
分区永澤が︑三月には小平分区の前
田が担当しました︒
平成三十年度は十月に東村山分区
が担当する予定です︒ぜひご覧にな

ル﹂ が︑下清戸三丁目の石井
じめ︑地元の多くの農家や関

係者の方々︑清瀬市農ある風

景を守る会のご協力により︑
八月中旬から八月下旬まで開
催ざれます︒

約二万四千平方メートルも

の広大な農地に約十万本のひ
まわりを咲かせる︑都内最大
級のひまわり畑で毎年たくさ

んの見学者が訪れています︒
(入場無料)
(8/1 8 8/28)予定
参考 開花状況は清瀬市ホームペー
ジ﹁Su圭○≦①﹁口一a﹁y ひまわ

り日記﹂で

バスをご利用の方は
清瀬駅北口
﹁西武バス﹂志木駅南口行き
﹁グリーンタウン清戸﹂下車

徒歩六分
●場裏●農事筆録鴨裏書寄書筆書●●●●●韓
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雅司
喜多野
昌幸
山田
幸夫
島田
拓道i
松田

西東京分区
東久留米分区
小平分区

東村山分区
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