
 

 

 
【お知らせ】 
〇ご退任保護司 
・・・・・「御挨拶」・・・・・ 

東灘区保護司会の皆様、永らく、お付き合いを頂き

有難うございました 

この度、１０月９日をもって、満齢退任をさせて頂

きます。 

今日まで、有難いお付き合い頂き、色々と御教授を

賜り、勉強をさせて頂き、有り難うございました。

これからも東灘区保護司会の益々の、発展、御活躍

を願い、また、皆様の御健勝を祈念させて頂きた

く、東灘区保護司会、各位に「弥栄」の祝声を送ら

せて頂きます。 

・・東灘区保護司会の皆様、弥栄、弥栄、弥栄・・ 

           令和 元年 ９月 

     東灘区保護司会本山支部 小林俶朗 
〇第３回地域別定
例研修 

１１月２２日（金） 

１４：００～ 

東灘区役所４階 

【必須持参】 

 

 

 

 

 

 

 

〇メールマガジン第２号 
みなさん、東灘区保護司会ホームページのメール

マガジン第２号をお届けします。  

９月は“社会を明るくする運動”作文コンテスト

の応募作品を兵庫県推進委員会へ提出しました。小

学校６校６３１作品、中学校４校７９８作品は、各

支部の選考会を経て、東灘区推進委員会で小学校、

中学校それぞれ３作品に選抜しました。小学校、中

学校の皆様、ご協力ありがとうございました。 

また、今月は「中学校・保護観察所連絡会」「保

護司、更生保護女性会、ＢＢＳ会会員連携強化研

修」「近畿地区再乱用防止対策講習会」「兵庫県更生

保護女性連盟神戸ブロック研修会」「兵庫・京都Ｂ

ＢＳ合同研修」「第２期地域別定例研修会」「更生支

援プロジェクト矯正施設等参観」等、多くの研修会

が開催され、参加いたしました。 

１０月は「更生保護制度施行７０周年記念」全国

大会が東京で、兵庫県大会がポートピアホールで開

催されます。参加される皆様、よろしくお願いしま

す。 

まだしばらく暑さが続きますが、体調にはくれぐ

れもお気をつけ下さい。 

 

 

 

 

 

【事業報告】 
〇魚崎支部社明運動 
日時 ８月３１日（日） 

場所 魚崎西浜公園 盆踊りの夕べ 

魚崎中学校ハートプロジェクト２０名、保護司７名

で、ご来場の方々に「社会を明るくする運動」を呼

びかけながら、ビスケットとティッシュを配りまし

た。（西口保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇第３５回 中学校・保護観察所連絡会 
日時 ９月３日（火）１４：３０～１７ 

場所 神戸市総合教育センター 

参加者 神戸保護観察所より１０名 

  保護司より 9名（東灘区保護司会石畠副会長） 

  神戸市立中学校校長・生徒指導教諭・教育委員 

会より約 130名 

議 題：第一部 中学校より「実践事例報告」 

   神戸保護観察所より「保護観察・状況説明」 

第二部 ２ヶ所に分会 

「学観連携のさらなる深化をめざして」協議・質疑 

（石畠保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇姫路少年刑務所の施設参観 
「更生支援プロジェクト」の活動のひとつとして、 

  姫路少年刑務所を 

９月４日（水）午後１時３０分から３時４０分 

  甲南大学法学部前田教授とゼミ生１３人、 

ＢＢＳ会員１人とともに 

和田、舩引、山下保護司が参観しました。 

 みなさんの熱心な質疑で、４０分も超過してしま

い、所員のみなさんには大変お世話になりました。 

東灘区保護司会ホームページだより 
令和元年９月３０日 

１０月号 
広報部会ＨＰ担当和田道夫 



参観で学んだことの幾つか 

・犯罪傾向が進んだ者で、少年、２６歳未満の成

人、それ以上の成人を収容することになっている

が、現在、少年はいない。 

・刑務作業のうち「木工」を見学したが、矯正展で

は販売していない「素麺の木箱」の受注作業が印象

に残った。我々は地場産業を支えている、この気持

ちが大切かも。 

・共同室は、今は定員の半分ぐらいで、テレビが各

部屋にあり、自由視聴とのこと。扇風機もあり、窓

の開閉が自由で風通しも良い。ただ、朝食、夕食を

室内で食べることもあって、一日の在室率が６割程

度のことから、同室者との関係が重要である。 

・年齢が若いことから、家族との絆は残っている。

これは、更生への重要なポイント。 

（和田保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇明石学園の施設参観 
「更生支援プロジェクト」の活動のひとつとして、 

  児童自立支援施設兵庫県明石学園を 

  ９月５日（木）午後１０時から１２時 

  甲南大学法学部前田教授とゼミ生１３人、 

ＢＢＳ会員１名とともに 

和田、松澤、米倉保護司が参観しました。 

参観で学んだことの幾つか 

・入所者は家庭裁判所の審判に基づく、触法少年・

虞犯少年よりも「家庭環境その他の環境上の理由」

で不登校、虐待、施設不適応、知的障害及び発達障

害等の児童が多くなっている。 

・ 小舎夫婦制：寮担当の職員は夫婦もしくは家族

ぐるみで寮舎に住み込み。見学したところには「赤

ちゃん」が。とても素敵なことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小５～中３、中卒の少年（男子３７名、女子１５

名）。魚住中学校、清水小学校の分教室 

・授業を窓越しに参観。おそらく入所前では授業で

手を挙げなかったが、ここでは元気にまっ直ぐに挙

手。みんなが授業に参加。参観に来た保護者、感動

もの 

・「みんなで汗をかいて、達成感を喜び合う」行

事。少年野球大会、ＮＨＫ音楽コンクール、農園作

業で育てた具材のカレーバイキング、学園祭などな

ど。生き生きした笑顔の写真。 

・指導ではなく、育て直す。家族との修復を目指

す。（和田保護司投稿） 

 
〇播磨保正会の施設参観 
「更生支援プロジェクト」の活動のひとつとして、 

  更生保護施設播磨保正会を 

  ９月５日（木）午後２時から４時 

  甲南大学法学部前田教授とゼミ生１３人、 

ＢＢＳ会員１名 

尼崎社会福祉士関係者９名とともに 

和田保護司、佐野さんが参観しました。 

三宅統括保護観察官、市田保護観察官の更生保護制

度の概要説明のあと、米田施設長がら丁寧で、個別

事例も交えた詳細な説明をしていただきました。社

会福祉士の専門的な質問、ゼミ生からの学ぼうとす

る姿勢、入所者が寛いでいる娯楽室内も含めた施設

見学。あっという間の２時間でした。 

参観で学んだことの幾つか 

・収容定員３０名であるが、１５名（内８名が高齢

者） 

・期間は６ヶ月を超えない範囲と規定されている

が、特に必要があると認められる場合には, さらに

６か月を超えない範囲で延長することができる。個

別判断で長期も。冷たく退所を強いることはしな

い。 

・社会福祉士は一人で、高齢者８人の面倒を見てい

る。 

・被保護者受入にあたっての３原則の徹底 

「①  地域の ②職員の ③被保護者同士」 

の安全確保（和田保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇加古川学園・播磨学園の施設参観 
「更生支援プロジェクト」の活動のひとつとして、 

加古川学園・播磨学園を 



  ９月６日（木）午後１時から３時３０分 

  甲南大学法学部前田教授、前野関西学院大学名

誉教授とゼミ生１２人とともに 

桑山、和田、松本、石田保護司、 

藤田更生保護女性会員が参観しました。 

服部加古川学園院長から丁寧な説明をお伺いした。

院長は龍谷大学、高知大学、山口大学、京都産業大

学そして京都大学などで積極的に講義を展開される

だけあって、ゼミ生たちを引き付ける内容でした。 

参観で学んだことの幾つか 

・少年鑑別所は府県単位にあるが、少年院は全国で

男子３８、女子９、医療２施設で広域収容。ここも

兵庫県出身は３割程度 

・収容定員３００名で現在１２２名、全て個室 

・全国の収容人員は減少しているが、ここは特殊詐

欺が増加していることから横ばい、若干増加。 

・就労支援：高校中退が多いことから、高卒認定試

験受験指導。 

・就労支援：パソコン一人一台が目標、院内で原付

免許を取得 

・福祉的支援：社会福祉士２名在籍 

・リクルート活動も含めた大学との積極的な連携。

共同研究も。（和田保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇保護司、更生保護女性会、BBS会会員連携強
化研修 
９月６日（金）１３：３０より神戸保護観察所に

て、保護司、更生保護女性会、B BS 会会員連携強化

研修が開催され、山下保護司、山本更生保護女性会

員が参加しました。（山下保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇住吉支部会 
日時 ９月７日(土) １０時～１１時 

場所  佐々木保護司宅 

出席者 羽島名誉会員、三輪、佐々木、葉山、 

泉川、米倉保護司 

議題  ・９月２０日(金)定例研修(区役所４階) 

        「一部執行猶予に係る事例研究」 

・１０月７日(月)全国大会(出席者、佐々木) 

・１０月２５日(金)兵庫県大会について  

  出席者調整、当日のスケジュールの連絡 

・１１月２８日(木)近畿大会について 

・サポセン利用時のルール確認 

 (利用３日前までに「利用申込書」を 

ファックス、他) 

・更生支援プロジェクトについて 

・８月８日(木)学校との連携事業(御影支部担当、

御影公会堂)の報告 

・その他、意見・情報交換（米倉保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇本山支部会 
日時 ９月７日(土) １０時～１２時 

場所  更生保護サポートセンター 

出席者 山下、小林、桑山、船引、松本、永井、 

石田保護司 

議題  ・兵庫県更生保護大会の出欠確認 

・作文コンクール審査の準備 

・本山支部ｌｉｎｅグループの開設 など 

（山下保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇魚崎支部会 
日時 ９月７日(土)１９：００～２０：００ 

場所 西町会館二階会議室 

出席者 石畠、清原、森本、石岡、高橋、長束、 



宮田、梶保護司 

議題 ○作文コンテスト 

○表彰者 

○兵庫県大会 

○統一研修 

○その他情報交換   （梶保護司投稿） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇第１回京都コングレス公開シンポジウム 
日時 ９月８日（日）１３：３０～１６：４５ 

場所 国立京都国際会館 Room A 

参加者 京都コングレス・ユースフォーラム参加 

予定者（高校、大学生） 

    法務省、府・市会議員、職員 

    一般（和田保護司） 

「更生支援プロジェクト」メンバーの田栗さん（Ｂ

ＢＳ会）が、パネルディスカッションの質問・感想

ユース代表として登壇するので、一般参加しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 法務大臣、京都府知事、京都市長の開会挨拶、上

川陽子衆議院議員の基調講演、ゴルゴ松本 ＴＩＭ 

の基調講演のあと、パネルディスカッション。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇京都保護観察所長からＢＢＳ会の活動紹介 

〇日本ユニセフ、日本弁護士連合会、ＵＮＯＤＣそ

して高等学校教諭からそれぞれの取組みを紹介し、

「若者の自由な、柔軟な発想」で考えてほしい。 

これらの発表に関して、ユース代表としてＢＢＳ会

員、京都コングレス・ユースフォーラム参加予定者

から質問、感想が述べられた。 

このシンポジウムは、若者たちの現況というより

も、大人たちの活動を推進するための「若者の役

割」「若者への教育」「若者の責任」の在り方を「若

者の声」として発表するための勉強会といった感じ

でした。（和田保護司投稿） 

 

〇近畿地区再乱用防止対策講習会 
９月１１日（水）ラッセホール 「近畿地区再乱用

防止対策講習会」に松本保護司が出席されました。

（松本保護司写真提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇兵庫・京都ＢＢＳ合同研修「模擬裁判」 
９月１４日（土）１４：２０～１６：３０甲南大学

法廷教室で、法学部前田教授のもとＢＢＳの模擬裁

判を見学しました。各地区会代表者による少年審

判、６グループに分かれてのワーク・意見発表そし

て前野弁護士（関西学院大学名誉教授）による付添

人の考え方、本件の見解を述べられ、最後に前田教

授からまとめとして講評がありました。 

ＢＢＳの皆さんは、熱心に討議され、発表も論理的

で、説得力のある内容でした。前田弁護士・前田教

授は、まさに授業のように、わかりやすく、丁寧

に、繰り返し説明され、大変有意義な研修になった

と思います。企画・運営されたみなさん、ご苦労さ

までした。（和田保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇９月度本二小施設開放運営委員会 
日時 ９月１９日（木）１９：００～ 

場所 本二小施設開放教室 

出席者 桑山、和田、舩引、松澤保護司 

諸団体活動報告

で、桑山保護司

から、９月４～

６日更生支援プ

ロジェクトで甲

南大学法学部ゼ

ミ生とともに施

設参観、明日２

０日作文コンテ

ストの選考会～

本二小から多数

応募して下さっ

たことにお礼

～、１０月７日

更生保護制度施

行７０周年全国

大会に桑山・和

田保護司出席、

１０月２５日県

大会が盛大に、

１０月１３日本

山西ふれあいフ

ェスタに出店な

どの説明。和田

保護司から施設

参観の詳細報告

と、１２月６日

（金）更生支援

プロジェクトの

一つである甲南大学法学部授業科目「刑事政策」

で、本山西ふれあいのまちづくり協議会委員長にゲ

ストスピーチをお願いしていることを紹介。（和田

保護司投稿） 
 
〇第２期地域別定例研修会 
日時 ９月２０日（金）１３：３０～１５：４０ 

場所 東灘区役所 ４階会議室 

議題 ①第２期研修 

    テーマ 一部執行猶予に係る事例研究 

    講師  大國統括保護観察官 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「一部執行猶予制度」について、特に３号観察から

４号観察になるパターンを詳細に説明された。その

後、事例検討を通じて、薬物再乱用防止プログラム

についても学んだ。 

②連絡事項         （和田保護司投稿）  

 
〇兵庫県更生保護女性連盟神戸ブロック研修会 
９月２０日兵庫県更生保護女性連盟神戸ブロック研

修会が中央区役所４階において開催 生駒観察所長

の講話 更生保護女性会に期待する地域つくり ひと

つくりをわかりやすく聞く事が出来ました  続いて

神戸ダルクを応援してくださいとのメッセージがあ

りました （桑山保護司・更生保護女性会員投稿） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇作文コンテスト本山支部選考会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 ９月２０日（金）１８：３０～２０：３０ 

場所 東灘区更生保護サポートセンター 

出席者 桑山、和田、舩引、松澤、山下、松本、永

井、川西、石田保護司 

小学校４校４１０作品から６作品、中学校２校１３

９作品から３作品を選考しました。みなさん、お疲

れ様でした。(和田保護司投稿） 

 

〇本山中学校体育大会 
９月２１日（土）本山中学校体育大会に来賓として

参加しました。校長、生徒指導、現・前ＰＴＡ会長

と挨拶。準備運動はもちろん神戸体操、今では３校

ぐらいしかやっていないとか。１～３年を縦割り６

組での順位争い。一生懸命な競技、整然とした入退

場、「１，２，３，４，５」掛け声、結果発表への

歓声、どれも元気よく逞しい姿、感動ものでした。

（和田保護司投稿） 

 



〇本山南中学校運動会 
９月２１日本山南中学校の運動会が雨の心配を押し

のけて元気はつらつ工夫をこらした種目に笑顔と大

きな拍手が運動場に響き渡っていました（桑山保護

司投稿）  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇住吉中学校体育会 
日時 ９月２２日(日)９：

００～１５：１５ 

場所 住吉中学校グランド 

降雨の影響も考慮され、プ

ログラム変更になりまし

た。午前中に組立体操(男

子)、ダンスクリエーショ

ン(女子)、各学年団体演

技、部活動行進等、午後に

は徒競走、リレー等が行わ

れました。どの演技、競技

も、生徒達の真剣な眼差し、熱意が溢れていて、お

互いに応援し合う生徒達の姿にも感動いたしまし

た。今年度も盛大な体育会でした！(閉会式が終わ

った頃に雨が降りだしました。) 

（米倉保護司投稿） 

 

〇人権作文コンテスト審査会 
日時 ９月２４日（火） １３：３０～ 

場所 神戸法務局会議室 

審査員 神戸市教育委員会 学校教育課長 

    神戸地方法務局  人権擁護課長 

    人権擁護委員   ５名 

内 容 神戸市内中学校より応募のあった、４８１

４点を１次審査で３０点を選出し、その中から 

    最優秀賞  ３編 （兵庫県大会に推薦） 

    優秀賞  １０編 

    奨励賞  若干編 を決定した 

感 想 次代を担う中学生が豊かな感性と、多種多

様な意見・知識を人権問題に焦点を当てて作文を書

いており素晴らしい作文が多数あった。（小野保護

司投稿） 

 
〇作文コンテスト東灘区推進委員会選考会 
日時 ９月２６日（木）１４：００～１４：３０ 

場所 東灘区役所 

出席者 東灘区役所まちづくり課 課長、担当 

東灘区保護司会 松澤・石畠・和田・森本副会長、

永島センター長、米倉犯罪予防副部長 

各支部から選考された小学校９作品、中学校１０作

品から、それぞれ３作品を選考し、兵庫県推進委員

会に提出しました。事前に各人が全作品をじっくり

と読み込み、上位３作品の点数付けをして選考会に

臨んだ結果、思ったよりも短時間で結論が出まし

た。お疲れ様でした。（和田保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〇神戸人権擁護委員協議会常務委員会 
日時 ９月２７日（金）１３：３０～ 

場所 神戸法務局会議室 

議題１．それぞれの委員会・部会からの活動報告

と活動計画案等について 

① 啓発部会     ② 研修部会 

③ 子ども人権委員会 ④ 高齢者障碍者委員会 

⑤ 男女共同参画協力委員  

２．法務局から  

３．その他（小野保護司投稿） 

 

〇本二小学校運動会 
９月２８日（土）本山第二小学校運動会に来賓とし

て松澤保護司とともに参加しました。校長、ＰＴＡ

会長そして地域のみなさん、特に、更生支援プロジ

ェクトに係る甲南大学授業科目「刑事政策」でゲス

トスピーチをお願いしている方と挨拶。ちょっと砂

煙があったものの天気に恵まれ、一生懸命な競技、

紅白対抗結果発表への歓声、どれも元気よく、素敵

な運動会でした。（和田保護司投稿）  

 

〇９月度理事会 
日時 ９月２８日(土）１３：３０～１５：１０ 

場所 青木文化センター 

出席者 ９人 

議事 〇各理事連絡事項 

○議題 ・第６９回“社会を明るくする運動”作文

コンテスト選考について 

・第６９回“社会を明るくする運動”実施結果報告

について 

・更生保護制度施行７０周年記念全国大会、近畿大

会、県大会について 

・更生保護就労支援シンポジウムについて 

・会計処理について 

・その他 


