【平成１６年度～平成２５年度】
年月日
平成16年度

主な出来事

内容

＊

略称

東観…東京保護観察所

★平成１６年度〔事業推進重点方針〕
①保護司活動並びに保護司会活動の充実
②法定組織としての円滑な運用と充実強化
③専門部活動への理解と活性化
④新任保護司の重点発掘地区推進
⑤地方自治体並に学校との連携推進
⑥社明運動の一貫性と効率的な実施
4/13 第54回社会を明るくする運動
東京都実施委員会

２名

地区保護司代表者会議

東観

会長参加 年５回開催

5/15 新任保護司研修

東観にて

5/20・24・28 第一次研修

年３回毎年開催

年３回毎年開催

８名出席 東観

5/26 定時総会

117名出席 ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞかつしか大ﾎｰﾙ

正、副会長会

７回開催

理事会

７回開催

監査会、部長会、分区長会

各１回開催

9/14・15 全国保護司等代表者協議会

２名参加 アルカディア市ヶ谷（私学会館）

9/15 更生保護制度施行55周年記念全国大会 ８名参加 明治神宮会館
9/29 第５方面ブロック代表者連絡会

３名参加 江戸川区グリーンパレスにて

地域活動推進報告書の提出

９月

10/7・15・22 第二次研修

10名出席 東観

10/8 関東地方更生保護大会

８名参加 前橋市群馬県民会館

学校との連携活動報告書の提出

10月

11/15 ブロック別保護司組織連絡協議会

10名参加 江戸川区グリーンパレス

11/26 東京更生保護事業関係者顕彰式典

43名参加 よみうりホール

12/7 特別研修

４名参加 東観

無職等対象者の処遇

1/31 葛飾区保護司会、葛飾区保護観察協会
合同新年懇親会の開催
葛飾区更生保護相談

24回(年度内の第1、3、5月曜日)

2/3 特別研修

自主研修の在り方について ２名参加 東観

2/21 特別研修

少年粗暴事件対象者の処遇 ３名参加 東観

3/15 東京都保護司会連合会主催
分区長懇親会

７名参加 東観

主任保護司活動報告書の提出
3/22 特別研修

毎月

性犯罪等対象者の処遇
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２名参加 東観

年月日

主な出来事

内容

平成17年度 4/14 第55回“社会を明るくする運動”

２名

＊

略称

東観…東京保護観察所

東観

東京都実施委員会
地区保護司会代表者会議

会長参加 年４回開催

5/18 定時総会

127名出席 ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞかつしか大ﾎｰﾙ

正、副会長会

５回開催

理事会

７回開催

監査会、部長会、分区長会

各１回開催

9/5 第５方面ブロック代表者連絡会

３名参加 江東ﾎﾃﾙｲｰｽﾄ21東京

地域活動推進報告書の提出

９月

10/3・4 全国保護司会等代表者会議

１名参加 アルカディア市ヶ谷（私学会館）

10/26 ブロック別保護司組織連絡協議会

10名参加 江東ﾎﾃﾙｲｰｽﾄ21東京

10/28 特別研修

３名参加 東観

10/31 全国表彰受賞者顕彰式典

１名参加 アルカディア市ヶ谷（私学会館）

11/29 東京更生保護事業関係者顕彰式典

46名参加 ｱﾐｭｰたちかわ(立川市市民会館)

12/9 特別研修

４名参加 東観

保護観察対象者に対する
しょく罪指導について

中学生対象者の処遇

1/18 特別研修 地域の関係機関・団体との ２名参加 東観
連携の在り方について
1/26 特別研修 ハイテク犯罪（インター
ネット犯罪等）について
学校との連携活動報告書の提出

１月

2/1 地区保護司会事務担当者研修
2/2・3 特別研修

２名参加 東観

２名参加 東観

無期刑仮出獄者の処遇

２名参加 鴨川

2/14 葛飾区保護司会、葛飾区保護観察協会
合同新年懇親会の開催
葛飾区更生保護相談

24回(年度内の第1、3、5月曜日)

3/16 東京都保護司会連合会主催
分区長懇親会

８名参加 東観

主任保護司活動報告書の提出

毎月

平成18年度 4/13 第56回“社会を明るくする運動”

２名

東観

東京実施委員会
地区保護司会代表者会議

会長参加 年４回開催

5/17 定時総会

122名出席 ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞかつしか大ﾎｰﾙ

正、副会長会

３回開催

理事会

９回開催

監査会、部長会

各１回開催

9/5 第５方面ブロック代表者連絡会

３名参加 東武ﾎﾃﾙ「ﾚﾊﾞﾝﾄ東京」

9/21 保護司等中央研修会

１名参加 朝日ホール
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年月日

主な出来事

内容

地域活動推進報告書の提出

＊

略称

東観…東京保護観察所

９月

10/2・3 特別研修 性犯罪対象者の処遇の
充実強化について

10名参加

２名参加 東観

10/17 関東地方保護司代表者協議会

１名参加 ﾌﾟﾘﾝﾃ武蔵野

10/27 ブロック別保護司組織連絡協議会

12名参加 東武ﾎﾃﾙ「ﾚﾊﾞﾝﾄ東京」

11/22 東京更生保護事業関係者顕彰式典

42名参加 中野サンプラザ

12/7 特別研修

２名参加 東観

家族調整について

12/9 東京更生保護女性連盟並びに
東京保護観察協会50周年記念式典
1/9 東京保護観察所関連団体新年互礼会
1/12 特別研修 保護司制度が当面する
諸問題について

新橋演舞場
法曹会館
２名参加 東観

2/9 講演「これからの更生保護について」 ２名参加 東観
2/21 葛飾区保護司会、葛飾区保護観察協会
合同新年懇親会の開催
葛飾区更生保護相談

22回(年度内の第1、3、5月曜日)

3/15 東京都保護司会連合会主催
分区長懇親会

８名参加 東観

主任保護司活動報告書の提出

毎月

平成19年度 4/16 第57回“社会を明るくする運動”

２名

東観

東京都実施委員会
地区保護司会代表者会議

会長参加 年４回開催

5/30 定時総会

141名出席 ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞかつしか大ﾎｰﾙ

正、副会長会

３回開催

理事会

９回開催

監査会、部長会

各１回開催

9/6 第５方面ブロック代表者連絡会

３名参加 足立区東京ﾏﾘｱｰｼﾞｭ

9/19 刑務所出所者等就労支援連絡会

１名参加 墨田公共職業安定所

地域活動推進報告書の提出

９月

10/16 保護司等中央研修会

１名参加 私学会館

10/18 関東地方保護司代表者協議会

１名参加 ﾌﾟﾘﾝﾃ武蔵野

10/27 ブロック別保護司組織連絡協議会

12名参加 足立区綾瀬ﾏﾘｱｰｼﾞｭ

11/5 特別研修

精神障害者等対象者の処遇 ７名参加 東観

11/27 全国保護司等代表者協議会及び

１名参加 私学会館

保護司等中央研究協議会
11/30 東京更生保護事業関係者顕彰式典

42名参加 江戸川区総合文化ｾﾝﾀｰ

12/12 特別研修

３名参加 東観

怒りと暴力行為について

1/11 東京保護観察所関連団体新年互礼会
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法曹会館

年月日

主な出来事

内容

1/16 特別研修 保護司組織の運営等
に関する諸問題について

＊

略称

東観…東京保護観察所

４名参加 東観

2/4 特別研修 福祉、雇用等関係機関
との協働を考える

３名参加 東観

2/18 葛飾区保護司会、葛飾区保護観察協会
合同新年懇親会の開催
葛飾区更生保護相談

22回(年度内の第1、3、5月曜日)

3/14 東京都保護司会連合会主催
分区長懇親会

８名参加 東観

主任保護司活動報告書の提出

毎月

平成20年度 4/28 第58回“社会を明るくする運動”

２名

東観

東京都実施委員会
地区保護司会代表者会議

会長参加 年４回開催

5/12 定時総会

127名出席 ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞかつしか大ﾎｰﾙ

正、副会長会

４回開催

理事会

９回開催

監査会、部長会

各１回開催

6/4 事務担当者運営連絡協議会

２名参加 東観

6/23 精神保健福祉研修

２名参加 東京社会福祉保健医療研修ｾﾝﾀｰ

9/12 第５方面ブロック代表者連絡会

３名参加 江戸川区ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾚｽ

9/16 保護司等中央研修会

１名参加 有楽町朝日ﾎｰﾙ

9/16 全国保護司等代表者協議会及び
保護司等中央研究協議会

１名参加 有楽町朝日ﾎｰﾙ

地域活動推進報告書の提出

９月

10/16・17 関東地方保護司代表者協議会

１名参加 ﾌﾟﾘﾝﾃ武蔵野

11/25 ブロック別保護司組織連絡協議会

12名参加 江戸川区ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾚｽ

11/28 東京更生保護事業関係者顕彰式典

41名参加 荒川区ｻﾝﾊﾟｰﾙ荒川

12/10・3/5 新任保護司候補者検討協議会
モデル地区指定

２回開催 ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞかつしか他

12/12 特別研修

地域産業界による協力
雇用主を支援する組織について

1/9 東京保護観察所関連団体新年互礼会
1/30 特別研修 地域の関係機関・
団体との連携について
2/16 特別研修

３名参加 東観
１名参加 法曹会館
４名参加 東観

覚せい剤事犯対象者の処遇 ３名参加 東観

2/23 葛飾区保護司会、葛飾区保護観察協会
合同新年懇親会の開催
葛飾区更生保護相談
2/25 特別研修

22回(年度内の第1、3、5月曜日)

暴力防止プログラム

３名参加 東観
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年月日

主な出来事

内容

3/13 東京都保護司会連合会主催
分区長懇親会

＊

略称

東観…東京保護観察所

８名参加 東観

主任保護司活動報告書の提出

毎月

平成21年度 4/28 第59回“社会を明るくする運動”

２名

東観

東京都実施委員会
地区保護司会代表者会議並びに
東保連理事会

会長参加 年４回開催

5/15 定時総会

97名出席

正、副会長会

６回開催

理事会

８回開催

監査会、部長会

各１回開催

6/ 精神保健福祉研修

２名参加 東京社会福祉保健医療研修ｾﾝﾀｰ

6/10 事務担当者運営連絡協議会

２名参加 東観

9/4 第五方面ブロック代表者連絡会

15名参加 葛飾区民会館ｺﾝﾁｪﾙﾄ

9/8 更生保護制度施行60周年記念全国大会 ９名参加 国際ﾌｫｰﾗﾑ
地域活動推進報告書の提出

９月

10/14 更生保護60周年記念シンポジウム

２名参加 朝日ﾎｰﾙ

11/5 特別研修

３名参加 東観

薬物事犯対象者の処遇

11/10 更生保護制度施行60周年記念

９名参加 山梨県立県民文化ﾎｰﾙ

第35回関東地方大会
11/20 ブロック別保護司組織連絡協議会

25名参加 ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞかつしか大ﾎｰﾙ

11/27 東京更生保護事業関係者顕彰式典

42名参加 福生市市民会館ﾎｰﾙ

12/9 特別研修 少年保護観察対象者の
処遇と社会資源の活用について

３名参加 東観

1/8 東京保護観察所関連団体新年互礼会
1/21 特別研修

就労支援について

１名参加 法曹会館
２名参加 東観

1/22・3/23 新任保護司候補者検討協議会

２回開催 ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞかつしか他

2/26 特別研修 高齢・障害のある
対象者の処遇について

３名参加 東観

2/18 葛飾区保護司会、葛飾区保護観察協会
合同新年懇親会の開催
葛飾区更生保護相談

20回(年度内の第1、3、5月曜日)

3/13 東京都保護司会連合会主催
分区長懇親会

８名参加 東観

主任保護司活動報告書の提出

毎月
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年月日
平成22年度

主な出来事

内容

＊

略称

東観…東京保護観察所

★平成２２年度〔事業推進重点方針〕
①保護司活動並びに保護司会活動の充実強化
②法定組織として保護司会活動の円滑な運用と充実
③新任保護司の発掘に重層な努力と推進
④地方自治体並びに学校及び地域との連携促進
⑤就労支援に伴う関係機関、団体との連携推進
⑥社会を明るくする運動の更なる理解と推進
新任保護司研修
4/28 第60回“社会を明るくする運動”
東京都実施委員会
地区保護司会代表者会議並びに
東保連理事会
5/13 特別研修
The少年審判

東観にて

年２回毎年開催

２名

東観

会長・副会長参加

あなたが裁判官なら

5/18 定時総会

年４回開催

２名参加 横浜家庭裁判所
97名出席

正、副会長会及び役員会

６回開催

理事会

９回開催

監査会、部長会

各１回開催

6/7 事務担当者運営連絡協議会

２名参加 東観

6/10・11 精神保健福祉研修

２名参加 東京都社会福祉保健医療研修ｾﾝﾀｰ

7/ 茨城県桜川市で担当していた少年が
放火全焼 被災者へ義援金送付
9/3 第五方面ブロック代表者連絡会

保護司全員
３名参加 江東区ﾎﾃﾙｲｰｽﾄ21

地域活動推進報告書の提出
11/4 特別研修

年３回毎年開催

９月

長期刑対象者の処遇

４名参加 東観

11/18 ブロック別保護司組織連絡協議会

10名参加 江東区ﾎﾃﾙｲｰｽﾄ21

11/26 東京更生保護事業関係者顕彰式典

16名参加 渋谷区CCLemonﾎｰﾙ

12/7 特別研修

４名参加 東観

性犯罪対象者の処遇

12/24・3/24 新任保護司候補者検討協議会

２回開催 ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞかつしか他

1/7 東京保護観察所関連団体新年互礼会
1/27 特別研修 保護司組織の運営
に関する諸問題について

１名参加 法曹会館
２名参加 東観

2/15 葛飾区保護司会、葛飾区保護観察協会
合同新年懇親会の開催
葛飾区更生保護相談
2/21 特別研修

21回(年度内の第1、3、5月曜日)

精神障害者等対象者の処遇 ８名参加 東観

3/11 東日本大震災

被災者へ義援金送付

3/22 東京都保護司会連合会主催
分区長懇親会

保護司全員
８名参加 東観

主任保護司活動報告書の提出

毎月
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年月日
平成23年度

主な出来事

内容

＊

略称

東観…東京保護観察所

★平成２３年度〔事業推進重点方針〕
①保護司活動並びに保護司会活動の充実
②法定組織としての円滑な運営と充実強化
③新任保護司の重点発掘地区推進
④地方自治体並びに学校及び地域との連携強化
⑤犯罪予防活動と再犯防止活動の実施
⑥就労支援に伴う関係機関、団体との連携推進
⑦社会を明るくする運動の更なる理解と推進
4/27 第61回“社会を明るくする運動”
東京都実施委員会
地区保護司会代表者会議並びに
東保連理事会

１名

東観

会長参加 年４回開催

5/9 定時総会

かつしかｼﾝﾌｫﾆｰﾋﾙｽﾞ

正、副会長会及び役員会

６回開催

理事会

11回開催

監査会、部長会

各１回開催

5/11・18 処遇基礎力強化研修

３名参加 東観

5/20 特別研修 裁判委員制度啓発活動の
一員として「The少年審判」

５名参加 横浜家庭裁判所

6/7 事務担当者運営連絡協議会

２名参加 東観

9/3 第５方面ブロック代表者連絡会

３名参加 東武ﾚﾊﾞﾝﾄ東京

9/9 指導力強化研修

６名参加 東観

10/26・2/2 保護司候補者検討協議会
11/1 特別研修

２回開催 ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞかつしか他

高齢対象者の処遇について ４名参加 東観

11/17 ブロック別保護司組織連絡協議会

10名参加 東武ﾚﾊﾞﾝﾄ東京

11/22 東京更生保護事業関係者顕彰式典

16名参加 調布市ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ

12/8 特別研修 更生保護における
犯罪被害者等対策について

５名参加 東観

1/10 東京保護観察所関連団体新年互礼会

１名参加 法曹会館

1/26 特別研修 保護司組織の運営
に関する諸問題について

２名参加 東観

2/15 葛飾区保護司会、葛飾区保護観察協会
合同新年懇親会の開催
葛飾区更生保護相談

21回(年度内の第1、3、5月曜日)

2/23 特別研修 刑務所出所者の社会復帰
支援の為の施策等について

３名参加 東観

3/14 東京都保護司会連合会主催
分区長懇親会

８名参加 東観
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年月日
平成24年度

主な出来事

内容

＊

略称

東観…東京保護観察所

★平成２４年度〔事業推進重点方針〕
①保護司活動並びに保護司会活動の充実
②法定組織としての円滑な運営と充実強化
③新任保護司の重点発掘地区推進
④地方自治体並びに学校及び地域との連携強化
⑤犯罪予防活動と再犯防止活動の実施
⑥就労支援に伴う関係機関、団体との連携推進
⑦社会を明るくする運動の更なる理解と推進
⑧社会貢献活動の推進
4/25 第62回“社会を明るくする運動”
東京都実施委員会
地区保護司会代表者会議並びに
東保連理事会

１名参加 東観
会長参加

5/17 定時総会

ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞかつしか

正、副会長会及び役員会

11回開催

理事会

９回開催

監査会、部長会

各１回開催

6/7 事務担当者運営連絡協議会

２名参加 東観

6/19 特別研修 社会貢献活動
（担当保護司）
8/2 特別研修
保護観察

９名参加 東観

子どもが育つ環境の悪化と ２名参加 東観

9/20 処遇基礎力強化研修

３名参加 東観

9/26 サポートセンター開設地区会議

２名参加 東観

10/10 特別研修

２名参加 東観

生きる力をつける支援
（保護司面接のためのＳＳＴ）

10/19・20 研修旅行

福島刑務所

21名参加

サポートセンター運営管理

月～金

10/24・31 指導力強化研修

東観

11/15 ブロック別保護司組織連絡協議会

10名参加 足立区綾瀬ﾏﾘｱｰｼﾞｭ

11/20 東京更生保護事業関係者顕彰式典

18名参加 新宿文化ｾﾝﾀｰ

11/29 特別研修

３名参加 東観

更生保護制度に関する

最近の動向
1/11 東京保護観察所関連団体新年互礼会

１名参加 法曹会館

1/25 葛飾区更生保護関係団体合同
新年懇親会の開催
葛飾区更生保護相談

21回(年度内の第1、3、5月曜日)

3/12 第５ブロック連絡協議会

５名参加 足立区ｴﾙｿﾌｨｱ

3/14 東京都保護司会連合会主催
分区長懇親会

８名参加 東観
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年月日
平成25年度

主な出来事

内容

＊

略称

東観…東京保護観察所

★平成２５年度〔事業推進重点方針〕
①保護司活動並びに保護司会活動の充実
②法定組織としての円滑な運営と充実強化
③新任保護司の重点発掘地区推進
④地方自治体並びに学校及び地域との連携強化
⑤犯罪予防活動と再犯防止活動の実施
⑥就労支援に伴う関係機関、団体との連携推進
⑦社明運動の一貫性と効率的な実践
⑧社会貢献活動の推進
⑨サポートセンター運営管理の充実
⑩葛飾区保護司会設立６０周年記念事業
4/26 第63回“社会を明るくする運動”
東京都実施委員会
地区保護司会代表者会議並びに
東保連理事会

１名参加
会長参加 年４回開催

5/13 定時総会

ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞかつしか

正、副会長会及び役員会

13回開催

理事会

10回開催

監査会、部長会

各１回開催

6/6 事務担当者運営連絡協議会
6/19 特別研修

２名参加 東観

精神障害等対象者の処遇

２名参加 東観

7/31 処遇基礎力強化研修

３名参加 東観

9/13 指導力強化研修

１名参加 東観

9/24・25 保護司等中央研修会

１名参加 日経ﾎｰﾙ

10/10・11 関東地方保護司代表者協議会
10/21 研修旅行

１名参加 ﾌﾞﾘﾗﾝﾃ武蔵野

中野敬和園・立川拘置所

38名参加

施設見学
サポートセンター運営管理
10/30 特別研修

月～金

薬物依存

３名参加 東観

11/6 ブロック別保護司組織連絡協議会

24名参加

11/26 東保連創立60周年記念東京更生保護

23名参加 中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ

大会
12/17 特別研修

社会貢献活動

４名参加 東観

1/10 東京保護観察所関連団体新年互礼会

１名参加 法曹会館

1/29 更生保護における新規施策

３名参加 東観

2/17 葛飾区更生保護関係団体合同
新年懇親会の開催
葛飾区更生保護相談

20回(年度内の第1、3、5月曜日)

地区更生保護事業関係者並びに
葛飾区等の犯罪予防活動を中心に
随時連絡協議を実施
3/12 第５ブロック連絡協議会

10名参加
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かつしかｼﾝﾌｫﾆｰﾋﾙｽﾞ

