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当連盟戸田信久会長の
叙勲ご受章について
戸田会長におかれましては、永年にわたる検察官としてのご功労は
もとより、法務行政へのご貢献により、令和 2 年春の叙勲におい
て、
「瑞宝重光章」受章の栄に浴されました。誠におめでとうござい
ます。

瑞宝重光章・副章(右)・略綬(中)

特定非営利活動法人

日本 BBS 連盟
令和 2 年度 通常総会
令和 2 年 6 月 24 日（水）
、更生保護会館島津記念
ルームにおいて、令和 2 年度通常総会が開催されま
した（次頁へ）
。
当連盟 戸田会長

法務省保護局更生保護振興課
押切課長

＊＊＊ もくじ ＊＊＊
・日本 BBS 連盟令和 2 年度 通常総会報告
・わかものシンポジウム開催報告
・クラウドファンディング特集
・学域 BBS 会リレートーク
・新地区 BBS 会発足
・お知らせ
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特定非営利活動法人日本ＢＢＳ連盟戸田会長挨拶

特定非営利活動法人日本ＢＢＳ連盟の令和２年度の通常総会が、令和２年６月２４日、東
京都渋谷区千駄ヶ谷にある更生保護会館において開催されました。例年ですと、総会には会
員である全国の都道府県連の代表者の方々や個人会員等７０名ほどに参加して頂き、新しい
事業年度を迎えた記念すべき総会を盛大に開催していたのですが、本年は新型コロナウイル
スの影響で、開催時期が約１ヶ月遅れたほか、決議も定款第３３条第２項に基づき、代理人に
表決権の行使を委任し又は書面表決するという、過去に例のない形式で開催されました。
その総会には、会長の私、常務理事の長谷川正光氏、監事の茂呂雅之氏及びＢＢＳ事務局長西瀬戸伸子氏
の４名が出席しました。役員を除く会員は団体会員５０名、個人会員１名であるところ、委任状を提出した会員及び
書面評決を選択した会員で過半数に達していました（ちなみに当日の欠席は１１名でした。）。有効に成立したのを
確認した後、議事にはいりました。
例年ですと、会長の開会の挨拶の後、来賓として更生保護行政を所管されておられる法務省保護局の保護局
長や幹部の方からご挨拶を頂いたり、ＢＢＳ運動の発展に貢献された方々に対して日本ＢＢＳ連盟会長特別表彰が
行われ、表彰状と記念品の授与が行われていたのですが、当日は保護局長の代理として出席された法務省保護
局更生保護振興課長押切久遠氏から、局長挨拶を代理朗読して頂きました。
その後、会長の司会の下で、議事録署名人の選任、令和元年度の事業報告、会計報告が行われ、引き続き監
事から、監査報告が行われました。注目された活動としては、４団体（１県連、３地区会）においてクラウドファンディ
ングへの挑戦がなされ、いずれも目標額を達成したこと、日本における更生保護ボランティアの活動を世界に発信
するため、更生保護団体国際ネットワーク推進本部に参画し、令和元年９月にオーストラリアで開催された第４回
世界保護観察会議に１１名のＢＢＳ会員が参加したこと、本年４月開催される予定であった京都コングレスやユー
スフォーラムへの準備活動を行ったこと、昨年１０月７日開催された「更生保護制度施行７０周年記念全国大会」
を共催し協力したこと等でした。そして、議案どおり、承認されました。
さらに、理事会の決議を経た、令和２年度の事業計画とこれに伴う一般会計・特別会計予算を報告しました。本
年度の重要な事業としては、平成２９年１２月、閣議決定された再犯防止推進計画を国、地方自治体及び民間団
体とさらに強固に連携し、再犯・再非行防止の具体的な取組を積極的に推進していこうとすることが挙げられまし
た。また、ＳＤＧｓの達成に向けての活動も求められています。さらに、２０２０年４月に京都で予定されていたコング
レス（第１４回国連犯罪防止刑事司法会議）及びユースフォーラムは、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大し
た影響で残念ながら延期されましたが、今後の状況をにらみながら対応が決定されるものと思われます。なお、会
員から、意見が出された事項については、今後、適切に対応していくことになりました。そして、最後に保護局からの
連絡事項及びＢＢＳ事務局からの連絡事項が伝達されました。
不幸にして非行に陥った青少年等を対象とするＢＢＳ運動や更生保護の基本理念は、確固たるものがあります
が、ＢＢＳ運動を含め更生保護を取り巻く情勢は、昨今の社会的耳目を集めた事件や社会情勢の変化を含めて何
かと厳しいものがあります。とりわけ今後は、ＢＢＳ運動においても新型コロナウイルスの感染拡大防止のための工夫
（三密を避ける、社会的距離をとるなど）を講じていく必要があると思います。様々な社会経済活動の分野におい
て、ガイドラインが策定され、関係者は対策をとっています。ＢＢＳ会員の皆様も、「新しい生活様式」を意識しなが
ら、８０周年を目指し、新たなＢＢＳ運動のあり方を模索し、ともだち活動の活性化策、学習支援活動の充実、保護
観察所・保護司会・更生保護女性会、地域等との連携のありかたなど、本年も引き続き、更生保護関係機関等の
理解を得つつ、会員の皆様の積極的で一段と工夫された質の高い活動による新たなＢＢＳ運動の展開を期待して
おります。
令和２年６月２４日
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戸 田 信 久

法 務 省 保 護 局 長 挨 拶

令和２年６月２４日（水） 令和２年度特定非営利活動法人日本ＢＢＳ連盟総会における

挨 拶
本日、令和２年度日本ＢＢＳ連盟総会が開催されますことを心から御祝い申し上げます。
本年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模を縮小した形での開催となり、
皆様とお会いすることができず大変残念に思います。
改めまして、ＢＢＳ会員の皆様は、日頃から保護司等の更生保護関係者や地域の関係機関と協力して、非行の
ある少年の立ち直り支援や生きづらさを抱える少年に対する居場所作り、さらには“社会を明るくする運動”等の非
行防止活動に熱心に取り組んでいただいており、心からの敬意を表します。
また、都道府県ＢＢＳ連盟代表の皆様は、リーダーシップを発揮しＢＢＳ運動を積極的に展開されており、更生保
護行政を預かる立場にある者として大変心強く感じております。
さて、本年度の総会開催に際し、ＢＢＳ会員の皆様にお伝えしたいことを、４点述べさせていただきます。
第１に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、会員の皆様やそのご家族の日々の生活、そしてＢＢＳ活動に
対し重大な影響を与えている点についてです。ある地区でなされた調査結果によれば、学生会員の２割がその学
生生活に支障をきたすとともに、多くの会が活動できない状況にあるとのことでした。全国の大学等では新規会員
募集の時期に臨時休校となるなど、新入生に対する会員募集が満足にできないことにより、会員の確保に苦慮さ
れている地区会もあると思われます。
効果的な打開策は残念ながら簡単には見つかりませんが、このような困難な事態にある今だからこそ、地区や
都道府県の垣根を越えた横のつながりを緊密にして会員相互が助け合い、これからのＢＢＳ活動の進め方につい
て意見交換を活発にするなどして、その結束の強化に意識的に取り組んでいただければと思います。
第２に、非行少年や社会の中で生きづらさを抱える少年少女を取り巻く現状についてです。コロナ禍のために
我々が経験した、まさに不自由な非日常の事態は、比喩的に言えば、彼ら彼女らにとってはこれまで経験してきた
日常的な状況そのものであり、更にその孤立を深刻化させているのではないでしょうか。彼ら彼女らへのアウトリー
チ、すなわち、受け入れる居場所や環境を整え、生きづらさに打ち克てるよう、我々の持てる力を届け、その支え
手となる皆様の活動が、これまで以上に求められているように思います。「新しい生活様式」に沿いつつ、工夫を凝
らして学習支援活動を行ったり、新たな活動にも果敢にチャレンジしていただき、生きづらさを抱えた少年等に笑顔
を届けていただきたいと思います。
第３に、７０回目の節目を迎えた“社会を明るくする運動”は、従前の街頭での広報活動の実施等が困難であ
るため、ＳＮＳ等を活用したいわゆる非接触型の広報活動を中心に展開することとしています。
ＳＮＳ等を用いた広報展開は、ＢＢＳ会員の皆様にとっては、地区会のＴｗｉｔｔｅｒで活動の様子を積極的に発信さ
れるなどの実績があり、馴染みのある手法ではないでしょうか。
是非とも、ＢＢＳ会員の皆様が新たな広報展開の先頭に立っていただき、保護司や更生保護女性会員の皆様と
ともに、「広がり、つながる 未来の輪。」をスローガンとするこの“社会を明るくする運動”を大きく盛り上げていただき
たいと願っております。
第４に、「京都コングレス・ユースフォーラム」は、残念ながらその開催が延期されましたが、世界各国から参加
する刑事司法関係者に対して日本のＢＢＳ運動の素晴らしさをアピールし、ＢＢＳ運動がＳＤＧｓ（持続可能な開発
目標）の理念である「誰一人取り残さない社会」の実現に貢献する大きなチャンスです。引き続きその成功に向け
て、ＢＢＳ会員の皆様の御協力をよろしくお願いいたします。
最後に、今後とも更生保護に対する変わらぬ御理解と御協力をお願い申し上げ、また、各地区や学域における
ＢＢＳ運動のますますの御発展と御活躍を祈念し、私の挨拶といたします。
令和２年６月２４日

法務省保護局長 今福章二
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令和２年度

総会 開催報告

■期 日： 令和２年６月２４日(水)
■会 場： 更生保護会館３階 島津記念ルーム
■内 容
（１）特定非営利活動法人 日本ＢＢＳ連盟戸田会長挨拶
（２）法務省保護局押切更生保護振興課長ご挨拶
（３）定足数確認、議長選出及び議事録署名人の選任
（４）議決事項
＊１号議案 平成３１年度/令和元年度 事業報告
＊２号議案 平成３１年度/令和元年度 一般会計・特別会計決算書
（５）報告事項
＊令和２年度 事業計画
＊令和２年度 一般会計・特別会計予算
（６）会員提出の提案･意見等について～宮野会員、滋賀県、福岡県、熊本県、佐賀県から提出された意見につい
て協議。
1号
議案

２号
議案
理事会
報告等
連絡事項

平成 31 年度/令和元年度事業報告について、以下のとおり承認されました。
昨年度に引き続き「沼田町三者連携プロジェクト」や「コンセプト・スタディ」を実施し、また、オ
ーストラリア（シドニー）で開催された第４回世界保護観察会議に１１名の会員の参加を支援したほ
か、本年４月に開催予定（新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期）の京都コングレス及びユー
スフォーラム参加予定者等に対する事前勉強会出席への助成などを行った。その他、会員研修として、
法務省との共催で中央研修会を実施したほか、各地方連盟における研修への助成を行った。さらに、
非行少年や社会不適応少年を援助するため、地方自治体や関係団体と連携し、ともだち活動、学習支
援等を推進したほか、関係機関・団体への機関誌の提供や、他団体等が行う会合や行事への出席・参
加協力を行い、連携強化に努めた。加えて、更生保護関係団体とともに、更生保護制度施行７０周年
記念全国大会を共催した。
平成 31 年度/令和元年度一般会計・特別会計決算書について承認されました。
令和２年度事業計画及び一般会計・特別会計予算が報告されました。
【保護局から】
１ 新型コロナウイルス感染症への対応としては次のとおり。①京都コングレス・ユースフォーラム
の開催は延期になったこと、②“社会を明るくする運動”は可能な限りＳＮＳ等を用いた非接触型
の広報活動について検討すること、③法務大臣感謝状贈呈式及び第 61 回会員中央研修会の開催
については検討中であること。
２ 関係機関との連携について、教育委員会や学校等から保護観察所を経由して非行防止教室へ協力
依頼があった際は可能な範囲で協力してほしい、また、児童相談所から児童相談所が保護している
児童や虐待を受けた少年等が地域における見守り支援を必要としている場合、児童相談所から保
護観察所を経由してＢＢＳ会による協力依頼があった際は可能な範囲で協力してほしい。
３ ＢＢＳ会の状況に関する調査については、令和 3 年 1 月 1 日以降については調査時点を毎年 1
月 1 日とし、ともだち活動の実施件数等は年度単位から年単位に変更して集計作業を行う。
４ マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進についての協力依頼。
【当連盟事務局から】
１ 戸田会長の叙勲ご受章について
２ 当連盟会長特別賞表彰について
３ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した活動について
４ 本年度の全国学生ＢＢＳ会員研修に対する当連盟の支援について
５ 当連盟機関誌「ともだち」の発行数の見直し等、効果的な広報の検討について
６ クラウドファンディングの取組の推進について
７ 各地方連盟によるポスト 70 周年プロジェクト「コンセプト・スタディ」報告
８ 頒布物品の値上げ等について
９ 年会費納入並びに地方連盟及び県連盟総会資料の提出の依頼について
10 県連盟代表者交代の場合の速やかな連絡について
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令 和 ２ 年 度 事 業 計 画（抄）
（活動方針)
近年、少年非行の数は減少してきているが、子どもたちを取り巻く環境は急激に変化し、人間関係に悩み、社会
に適応できず、不登校や引きこもりになる子どもたちや、いじめや虐待など様々な被害を受ける子どもたちの存在
は大きな社会問題となっている。
そのような中、平成２９年１２月、再犯防止推進計画が閣議決定され、国、地方公共団体及び民間団体が連携し
社会全体で再犯・再非行防止の具体的な取組が進むと共に、世界的にもＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）達成に向
けての機運が高まっており、青年ボランティア団体として活動してきた我々ＢＢＳとしては、現代社会において何
ができるかを改めて問い直し、社会からの期待に応えようとしている。
そこで、ＮＰＯ法人としての認証を受け５年目を迎える当連盟としては、組織基盤の一層の強化を図るとともに、
地方連盟を中核として都府県連盟（北海道にあっては札幌、函館、旭川、釧路の４連盟）及び地区会との相互の連
携を強化し、本運動の一層の充実と発展を推進していくものである。
また、本年度は、昨年度に引き続き「更生保護国際ネットワーク推進本部」に参画し、京都コングレス（第１４
回国連犯罪防止刑事司法会議）及びユースフォーラムに参加するなどして、更生保護制度及びＢＢＳ運動を国内外
に示していくこととしている。

（重点施策と事業計画）
１

財政基盤の強化、組織規定の整備、更には会員の増加を目指す取組等を進め、組織基盤の強化及び組織運営の
安定化を図る。

２

地方連盟・都府県連盟等との緊密な連携の下にＢＢＳ運動の方向性を確認し、地区会等の活動の活性化に資す
る取組を推進する。

３

現代社会の少年を取り巻く課題に幅広く対応できるよう会員研修の充実を図るとともに、自己研さんを推奨、
支援する。

４

関係機関・団体との連携を深め、また、積極的な広報に努める。

５

第７０回“社会を明るくする運動”に参加協力する。

６

それぞれの顕彰要領等に基づき、法務省において行う法務大臣感謝状の贈呈式に参画するほか、地方連盟大会・
研修会において会長表彰、当連盟総会において会長特別表彰のそれぞれを適切に行う。

（その他の事業）
１

保護観察所が実施する社会貢献活動及び社会参加活動に積極的に協力する。

２

地区会の新規発足や再発足を促進し、発足した地区会を支援する。

３

ＢＢＳのＯＢ・ＯＧ会の組織化に協力する。

４

消費税増税に伴う頒布物品の価格の適正化を行い、その収益を運営資金に供する。また、京都コングレスの開
催を機にリーフレットの英語版等の広報資材を作成する。

５

その他、当連盟の事業目的を達成するために必要と認められる事業を実施する。
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わかものシンポジウム開催報告
令和 2 年 1 月 25 日（土）13:30～16:50 更生保護会館 4 階会議室において、一般財団法人日本刑事政策研究
会（以下、
「刑事政策研究会」という。
）と当連盟が主催し、わかものシンポジウム「安心・安全な社会の実現に向
けた若者の役割について」が開催されました。まず始めに主催者両代表挨拶があり、刑事政策研究会小津会長は開
催趣旨について次のように述べられました（要旨）。
「このシンポジウムは、今年 4 月の京都コングレスに先立って
行われるユースフォーラムに向けて開催されるものである。ユースフォーラムは世界の若者たちがコングレスの議
題に関連したテーマについて議論を行うもので、そのメインテーマは「安全・安心な社会の実現へ～SDGｓの達成
に向けた私たちの取組～」である。他方、刑事政策研究会では例年、読売新聞と共催で懸賞論文を募集しているが、
今回はそのテーマをユースフォーラムの議論の一つである「青少年の犯罪の予防、罪を犯した青少年の社会復帰に
おける若者の役割」として実施し、その懸賞論文受賞者の論文内容と BBS の皆さんの活動をベースにこのシンポ
ジウムを開催することとした。これをユースフォーラムの議論に生かしてほしい。
」
続いて、法務省法務総合研究所鈴木望室長研究官による「犯罪白書に見る若者の犯罪・犯罪被害・立ち直り」と
題する講演があり、その後、参加者によるディスカッションに入りました。参加者は、同論文受賞者、BBS 会員、
ユースフォーラム参加予定者、研究者、法務省若手職員等８０名ほどであり、マスコミ関係者の取材も入りました。
第 1 部は受賞者から論文内容が発表されました。受賞された４名の論文のテーマは
①

医学生・薬学生による薬物教育プロジェクト導入の利点について

②

非行少年の要保護性解消と少年司法におけるダイバージョンー少年法廷の可能性―

③

青少年犯罪の予防にみるメンタリング活動の展望

④

SNS を利用した新しいともだち活動の形

で、このうち、③、④は BBS のともだち活動に関するものであり、また、③は BBS 会員によるものでした（同会
員の報告は近々更生保護誌に掲載予定）
。第 2 部は、八王子 BBS 会と早稲田大学広域 BBS 会が日頃の活動につい
て発表しディスカッションが行われました。その具体的、実践的な発表は素晴らしく、これまで BBS を知らなか
った参加者の方々にも感銘を与えたようです。
最後に、法務省保護局今福章二局長が次のように締めくくられました（要旨）
。「今日は、安心・安全な社会の実
現に向けて若者に何ができるかという観点で、実践的、理論的な話を聞かせていただいた。今、この社会を評して
分断社会と言われたりするが、若者たちがどうその分断を壊していくのかという見地からの発表があったように感
じた。ただ若いというだけで有利な位置にいるか、それでできるかというと、そういうものではない。皆さんが今
日言われたのは、ＢＢＳの基本理念にもなっているが、同じ目の高さでかかわろうとする、ここが基本にあって、
それでようやくそういったものがなされるのかと思う。しかしそれは、大きな努力と意思がなければできない。ど
うやって同じ目線に立つのか、信頼される友達、 信頼される大人あるいは先輩になるためにはどういうことができ
るのか、そして実践では何ができるのか、いろいろな提言がなされ、またＢＢＳの活動について実践報告があった。
ユースフォーラムの日まで、あと 80 日足らず。今日のシンポジウムがホップになって、ユースフォーラムをステ
ップとして、そして我々がここで考えたことが本当に世界に通用するのか、あるいはそこでまた新たな仲間を世界
からかち取るのか、そういうことを試す場としてユースフォーラムにつなげていっていただきたい。また、それは
あくまでステップであるから、皆さんがそういったことを試された後、ジャンプとしてそれぞれの地域で、地域に
根ざして今までの志をどう実現するのか、そこでまた花を咲かせてもらいたい。」
このシンポジウムの詳細及び懸賞論文に関する応募要領等については、刑事政策研究会のホームページをご覧く
ださい。
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クラウドファンディング特集
■クラウドファンディングを活用したＢＢＳ活動について
法務省保護局更生保護振興課
補佐官

岡本

泰弘

１．はじめにクラウドファンディングって？？
皆さんがＢＢＳ活動を行うに当たっての費用は、会員から集めている会費はもちろん、更生保護協会や
保護司会連合会等の更生保護関係団体からの助成金などを充てていると思います。
非行少年や社会の中で生きづらさを抱える少年への支援活動を計画する際などに、
「もう少しお金があ
れば新しい活動ができたり、今の活動を充実させることができるのに」などと考えたことはないでしょ
うか。
そのようなときに、活動資金の調達の方法の一つであるクラウドファンディングを活用することが考
えられます。
クラウドファンディングとは、
「クラウド（群衆）
」と「ファンディング（資金調達）」を組み合わせた
造語で、インターネットを用いて寄付を募ることを言います。最近では、新型コロナウイルス感染症関
係のクラウドファンディングが多数実施されています。
ＢＢＳ運動が発足した昭和２２年当時では、考えられなかった資金調達方法ですね。
２．ＢＢＳ会がクラウドファンディングに取り組む意義
令和元年度の日本ＢＢＳ連盟総会において、クラウドファンディングを活用した活動資金の調達につ
いて紹介をさせていただきました。その後、令和元年度中に４つのＢＢＳ会においてクラウドファンデ
ィングに挑戦し，必要な資金を得ることができました。
クラウドファンディングに挑戦するのは、ハードルが高く思えるかもしれません。しかし，新たな活動
にチャレンジすると、これまでの活動では得ることができなかった経験をすることができるのではな
いでしょうか。また、クラウドファンディングを通して、これまでＢＢＳ活動を知らなかった人に対し
て活動内容を広報することができたり、継続的に活動を支えてくれるサポーターを得ることができる
可能性もあります。ここに、ＢＢＳ会がクラウドファンディングに挑戦する大きな意義があるのではな
いでしょうか。
３

終わりに

昨年度にＢＢＳ会を始めとする更生保護関係団体が挑戦したクラウドファンデ
ィングの実施内容等については、「更生保護関係団体のためのクラウドファンデ
ィング実践マニュアル」にまとめ、各保護観察所を通して活動中の地区ＢＢＳ会
に配布することとしています。また、法務省ホームページにもデータを掲載して
いますので、ぜひマニュアルをご覧いただき、クラウドファンディングを活用し
た資金調達について、検討してみませんか。

クラウドファンディング実践マニュアル
への QR コード
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クラウドファンディング実施団体からの報告
■SGU 江別 BBS 会会長

高橋美佳 （北海道・江別市）

１．クラウドファンディングをやろうと思ったきっかけ
私たちは 3 年前から始まった三者連携プロジェクトで、沼
田町就業支援センターに行き 3 泊 4 日の日程で入所して
いる少年と普段行っている農業を一緒にしたり、グループ
ワークなどを行ったりしていました。私たち BBS 会は少
年と関わる活動があまりなかったので、とても印象に残り
ました。そこで、一般の方々にも沼田町という地域の取り
組みも、もちろんのこと、そこで更生に向けて頑張ってい
る少年たちを知ってほしいと思ったのです。何より少年た
ちと活動をしているのがすごく楽しかったのですが、この
三者連携プロジェクトは 2 年間だけだったので、終わって
しまうことが勿体ないと思っていました。そのときにクラ
ウドファンディングの話を聞いたので、農業実習だけではない学習支援もおこなえるように資金を集めようと、
挑戦してみることになりました。
２．目標額の決め方、達成するまでの期間
目標額は 2 年間の活動費と沼田就業センターに図書と DVD の寄贈、また学習支援を行うための参考書代を含め
15 万円。センターへの訪問回数増加を目標とし、なるべく安く行ける手段も検討しました。達成するまでの期
間は、準備を含めて 5 か月間でした。内容や目標金額など様々なことを医療福祉機構の方々と話し合い、沼田町
とセンターの方々にもクラウドファンディングについて伝えるなどの準備に約 3 か月半、実際にサイトをオープ
ンしてからは約 1 か月半ぐらいでした。
３．やってみて感じた困難や課題
サイトをオープンした当初は身内から広めることが出来たのですが、途中から止まってしまい、広報活動がうま
くいかなくなりました。更生保護に関わる人々以外にもさらに広めることが必要であると反省するとともに課題
であると思いました。関係者のみならず、世間に広めていくことで少年非行に対して少しでも印象を変えること
になるかなと思いました。
４．これからやってみようと思う人へのアドバイス、エール
たくさんの人の協力に加え、挑戦することで意外にもたくさんの人が興味を持ってくれて応援してくれます。お
金だけではない、価値が見いだせました。辛いと感じることはたくさんあることと思いますが、やってみること
で自分自身にとって貴重な経験になるし、成長させてくれると思います。頑張ってください。

■八王子 BBS 会会長(当時)

松井優佳

（東京都・八王子市）

1．きっかけ
当会がクラウドファンディングを実施するに至った目的は
3 点あります。1 点目は、資金難です。当会では活動が増加
する一方で年々予算が減少していました。そこで、活動に賛
同してくださる方から支援を募ることで、活動資金を収集
しようと考えました。2 点目は、支援者とのつながりです。
プロジェクトを通して活動の輪を広げたり、既存の支援者
との関係強化、新しい支援者との関係の構築ができるので
はないかと感じました。3 点目は、広報活動です。サイトや
チラシを作成し、公開することで、活動の拡散につながり、
広報活動の一環として有益ではないかと考えました。
２．目標額
目標額は、減少した予算額をもとに、現実的に集まりそうな額を試算しました。実際には試算よりも多くの方か
らご支援いただき、目標を大きく上回ることができました。達成できそうな目標設定にしたことで、プロジェク
トへのモチベーションも高まったように感じます。期間については、2019 年度中に報告までを完了させなけれ
ばならなかったので、それに間に合う一番遅い時期をプロジェクト実施期間として設定し、そこから逆算して計
画を立てました。
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３．困難や課題
プロジェクトの進行はひとつひとつが手探りで、困難も非常に大きかったです。特にスケジュール管理には苦戦
しました。プロジェクトの実施を決定してから開始するまで約 1 か月半と短かったので、最低限のやるべきこと
を行うだけで精一杯になってしまいました。クラウドファンディングを実施する目的をもとに、新たな支援者と
の関係構築として地元企業などへのアタック、広報活動として HP 作成や SNS アカウントの運営を計画してい
たのですが、いずれも実行することができませんでした。最初に計画を立て、役割分担をするだけでなく、進捗
に合わせて柔軟に対応していく必要があったと思います。
４．アドバイス、エール
最後に、このプロジェクトを通して、改めて自分たちの活動を見直すことができました。サイトやチラシを作成
することで、当会の強みや活動の特色について考える機会になりましたし、多くの方に支えられて活動ができて
いるということを実感することができました。プロジェクトに際して多くの方にご協力いただき、大変感謝して
おります。
達成までの道のりは平たんではありませんでしたが、資金を集める以上に大きな意味のある挑戦となりました。
クラウドファンディングをやる目的と、団体としての課題が一致している地区会はぜひ取り組んでみてください。

■阿倍野地区ＢＢＳ会会長

大野加代子

（大阪府・阿倍野市）

１．クラウドファンディングをやってみようと思ったきっかけ
阿倍野地区更生保護団体より助成金を頂いている中で
の、児童養護施設でのボランティア活動で、昨年 1 月の
イベント時の後片づけの際に 6 年生に次はいつ来るの
か聞かれ「4 月か 5 月になる」と答えると「これで最後
か…」と淋しそうに言った顔が忘れられなかった。 今
年からは 3 月に、6 年生に最後の想いでとなるイベント
を企画したかったが、施設への出費の比率が大きくなっ
た上に、近隣地区の活動では無い事で、阿倍野地区での
活動が怠る事が無いようにも活動費を集める方法を模
索していた所へ日本 BBS 連盟からクラウドファンディ
ングの話があったので挑戦しました。
２．目標額の決め方、達成するまでの期間
・福祉医療機構のご指導のもと、イベントをする為の必要経費を割り出して目標金額を設定。
・達成するまでは、約 3 か月
３．やってみて感じた困難や課題
・年末で投稿を見る人も多く、サイトを見てもらえれば、支援を頂けると思っていたが、見知らぬ人からの支援
者は全く無く、自分たちで知人や関係者に声かけをして初めて支援をして頂けました。
・お金が関わることなので、どう思われるだろうか、断る方も心苦しいだろうし今後のつきあいにも響いてこな
いか等、様々な思い等から、当初は、知人や関係者にお願いをする事に最初は抵抗がありましたが、話を進め
ていくと皆さんが暖かい気持ちで接してくれました。
・今回訪問を予定していた施設は、施設の特性から非常に繊細な対応が求められるため、様々な事に許可を得る
のに随分時間を要し、予定していた時期よりも数日遅れてのスタートとなり、ご指導を頂いている福祉医療機
構担当者にも、ご心配をかけたと思います。
・チラシの配布数や、どういった行程で進めていくか等は、全て同担当者のアドバイスをもとに行動していった
ので、悩む事はありませんでしたが、開始して 1 ヶ月経った頃から、サイトの閲覧数や、ご支援がピタッっと
止まってしまい、その時は、もう無理かもしれない･･･と、半ばほとんど諦めかけていたが、やはり、長年の夢
だった、この活動。この機会を逃したら、もうこのようなチャンスはないかもしれないと思い直した頃、幅広
いお付き合いを持たれているフラメンコ指導者が強力な助っ人となり、その方のおかげで、中盤から一気に活
動が周知され、達成に向かっていきました。
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４．これからやってみようと思う人へのアドバイス、エール
はじめてクラウドファンディングを行う方は、わからない事だらけかと思います。
目的は活動資金だとは思いますが、私達が今回クラウドファンディングを行い、得たものや感じた事は、お金
以上のものでした。何よりも、人のあたたかさや、信じることの大切さ、そして、夢物語の様に感じていた事
が、プロの意見に素直に耳を傾け、自分の限界を越えることが出来た事で、自信や、今後の生き方にも大きな
影響を与える活動となりました。
普段から色々な方と関わっておくべきだという事も実感しました。
自分の中の勝手な想像や、考えに収まらず、目標に向かって、勇気を持って、とにかく前向きに行動を起こ
し、夢を達成して頂きたいと思います。
・人、施設、場所が投稿内容に、少しでも関連が有れば、必ず、記載する旨と記載内容の許可を得て下さい。
・自分たちの思いを伝える為には賛同して頂ける場所へは出来る限り足を運んでしっかりと伝えて下さい！
・人との繋りが大切です。信頼して貰える様な活動を続けていれば賛同して頂けます！
・そして最後の最後まで諦めないで下さい！
★例え、達成しなくても多くの方と繋りは広がるはずです★
―本当に感謝に溢れる貴重な経験をさせていただきました―

■和歌山県 BBS 連盟会長

高垣晴夫

（和歌山県）

１．クラウドファンディングをやってみようと思ったきっかけ
クラウド内でのＢＢＳ運動の展開による活動ＰＲ。資
金獲得の方法としてクラウドファンディングの敷居
を低くするため。
２．目標額の決め方、達成するまでの期間
リターンの経費を含め、活動のために不足する論理的
な金額として 18 万円としました。公開期間は 50 日
として 40 日目で目標額の 18 万円を達成できまし
た。最終は 36 名の方から 193,000 円を支援して頂
きました。この中から、クラウドファンディングの手
数料が引かれ 163,278 円が県連盟の口座に振り込
まれました。この支援で「みかん」を購入し、東北ま
で運ぶ「燃料費」に充てました。費用は不足しましたが、クラウドファンディングでの支援は非常に助かりまし
た。
３．やってみて感じた困難や課題
困難は感じなかった。課題としては、クラウド内での知名度のなさとＰＣ慣れしていない人が申込できないこと。
４．これからやってみようと思う人へのアドバイス、エール
ストーリーがあり、共感が得られやすく、わかりやすい目的、達成型か寄付型かの選択。
リターンの内容もストーリー性が必要。
これからのＢＢＳ運動のＰＲ展開のツールと考えている YouTube に活動の動画をのせることができた。
（YouTube で「和歌山県ＢＢＳ連盟」で検索可能）
直接現金で持ってきてくれる人、現金書留で送金してくれる人への対応を考えておくこと。
５．終わってみて改めて感じたこと
① 他の地域のＢＢＳ会にクラウドファンディングを勧め達成できたことに感激した。
② 今後クラウドファンディングを使ったＢＢＳ運動のＰＲと資金調達展開の目途が立った。
③ クラウドファンディングを行った更生保護団体と共感によるつながりができた。
④ クラウドファンディングをする団体がまだすくないので、話題性があり新聞、テレビ、ラジオ全てのマスコミ
が取り上げてくれて資金調達に増してＢＢＳ運動のＰＲが大きくできた。
⑤ 今後はクラウドファンディングしたＢＢＳメンバーが集まりパネラーになり、ＢＢＳ活動でのクラウドファ
ンディングの展開と題したパネルディスカッションを開いて動画にしてYouTube で公開することをしたい。

10

■法務省調査研究事業を振り返って
独立行政法人

福祉医療機構 経営サポートセンター

コンサルティンググループ
三好

仁美

昨今コロナ禍によって資金繰りの難しさが叫ばれていますが、みなさんは「クラウドファンディング」とい
う資金調達の方法がより注目されているのはご存じですか？
クラウドファンディングとは、クラウド（群衆）+ファンディング（資金調達）の造語で「インターネット
を通して不特定多数から資金を調達すること」です。
昨年度、このクラウドファンディングに全国 4 つの BBS 会・連盟が挑戦をし、我々福祉医療機構はコンサ
ルティンググループの中野・三好を中心に、法務省の調査研究事業として実施にあたる伴走支援とクラウド
ファンディング実践マニュアルの作成をおこないました。
実施した各団体は学業や仕事等他の活動との兼ね合いもありながらも、BBS らしいユニークな視点で寄付
を募り、どの団体も目標金額を達成しました。中には、会員が少ないために存続の危機になりながらも、目
標金額を大幅に超えて達成を成し遂げた団体もあります。
我々が実際にクラウドファンディング実施のお手伝いをして見えてきたことは、「クラウドファンディング
で得られるものはお金だけではない」ということです。
クラウドファンディングをおこなう際には、自分たちの活動や想い、課題に感じていること、必要な資金に
ついてなどをインターネット上で伝える必要があります。他人に伝えるという経験を積むことは、自分たち
の活動を分かりやすく伝えられるようになるほか、
「自分たちの活動や意義を見直すことができた」とどの
団体も話していました。これは今後の団体運営において新たに寄付を募る時、会員を募る時など、様々な場
面で必要なスキルではないでしょうか。
また、寄付のお願いを周囲の人に伝えていた団体からは「思いもよらない人から支援をもらえたのでびっく
りした」という声もありました。お願いをするという行動を通して、地域とのつながり方を見つめ直したり、
新たな関係を作ったりするきっかけにもなったようです。
さらに、更生保護という取組み全体について知らない人が興味を持ってくれることも期待できます。今回の
調査研究事業では、GoodMorning というクラウドファンディングサイトを運営する会社が「自分たちは
社会課題に特化したクラウドファンディングのお手伝いをしているが更生保護について知らなかった。自分
たちのようにこの取組みを知らない人が他にもいるのではと考え、特集を作りたいと思った」と更生保護の
特集ページを作ってくれたこともありました。
更生保護の活動は、あまり目立たない活動として長年おこなわれてきたと聞いています。しかし、
「社会的
に取り残された人を見捨てない安全な地域づくり」
「青少年の健全な育成」
「罪を犯した人の立ち直り」など、
地域に住む人であれば誰もが望むことのために活動をしていることは、
（みなさんが想像しているよりも）
人々の共感を呼ぶ魅力的な活動であると感じています。
これからも社会的に意義のある BBS 会を盛り上げていくために、ぜひ周囲の人たちにみなさんの活動を伝
え続けていってください。そしてその方法の 1 つとしても、まずはクラウドファンディングから始めてみ
てはいかがですか。

11

学域 BBS 会リレートーク（第１回）

「飛べ、タンポポのわたぼうし ～学域 BBS 会の向かう空～」
田園調布学園大学 BBS 会顧問
田園調布学園大学子ども未来学部 准教授 長谷川洋昭
田園調布学園大学 BBS 会は平成 23 年 10 月 1 日に発会、現在は約 20 名の学生たちがさまざまな活動に参加しています。
地元警察とのつながりも大切にして、まずは地域に立脚した活動をすることを常に念頭に置いています。
少年院の法務教官を目指していた私自身も、学生時代は BBS 会員(八王子 BBS 会)として、実に多くのことを学ぶことがで
きました。その時の思いや経験、そして人とのつながりが今になって大きく枝葉を伸ばしていることに気づきます。

１．学域 BBS 会として設立した経緯
まず地域の状況を調べることから始めました。大学が所在する地域は、1970 年代に開発が進んだ私鉄沿線のい
わゆるニュータウンであり、治安は市内で最も良いエリアとされています。管轄の横浜保護観察所に BBS の地
区会の有無について聞いてみたところ、かつて地区会は存在していましたが、現在は組織としては存在していな
いことが判明しました。一般的であれば地域名を冠した「〇〇区 BBS 会」などとして立ち上げるのかもしれま
せんが、大学名を冠した学域 BBS 会として立ち上げている他の事例もあります。そこで学生たちとそれぞれ「メ
リット」
「デメリット」を整理することから始めました。
その結果最終的に「大学名がある方が活動メンバーの所属が明確になり、仮に BBS 運動を知らない人であって
も、社会は信用しやすいのではないか」というメッリトを最大限評価することにより、「田園調布学園大学 BBS
会」として発会することになりました。
実際に地域活動を開始すると、学生たちが身に着けている会の腕章やパーカーの「大学」の文字がスムーズに事
が運ぶ場面は数知れません。これは例えば BBS 県連の集まりなどでも、名前だけで学生たちの所属を覚えてい
ただけることにも役立っています。個人でも組織でも、名前を覚えてもらえるということは、関係性を築いてい
く上で大変有効なものでしょう。
２．学内サークルとして存在した場合のメリット
本会の場合は第一に「同じ学内なので、意思疎通や情報の共有がスムーズである。
」ということがあげられます。
これはいかなる組織運営でも最も大切なことではないでしょうか。そして大学学生会のサークルとしても届け出
をしているので、独自の「部室」が与えられており、学生たちは自由に集いお菓子などを食べながらリラックス
した空間でコミュニケーションをとっています。自分たちが集まれる「リアルな場所」を持っているということ
は、組織活動の継続性や連帯感の醸成に大きな効果を持つと思います。
（近年、地域の保護司会でも更生保護サポートセンターの設置が進んでいますが、これも「リアルな場所」を持
つことで先述のような効果も期待されることでしょう。
）
また周辺効果としては、学内の他の学生たちに「BBS」の存在を広く認知してもらえることも大きいと思います。
学園祭や新入生歓迎会などのイベントを通し活動の内容について知ってもらうことは、
「更生保護」の意義を知っ
てもらう意味で、効果的な広報活動の一環であるといってもよいほどです。
３．学域 BBS 会の課題
まず学域 BBS 会以外の地区会との構成員を比較してみましょう。一般的な地区会では BBS の活動の趣旨に賛
同する人なら誰でも参加できますが、学域 BBS 会の構成員は基本的に学生に限定されます。一般的な地区会の
組織に属した場合は様々な社会的立場と年齢層の会員がつながることが出来るわけですから、学域 BBS 会はそ
の点ではデメリットと言えなくもありません。これについては学生たちが普段から意識して、様々な場と人との
関わりの重要性を認識して行動することが求められます。
次に組織運営についてはどうでしょうか。一般的な地区会であれば会員は思いのある限り継続できるでしょうが、
学域 BBS 会の場合には「卒業」というゴールが会員には存在します。仮に１年生で入会したとしても在籍期間
は４年間ですから、あっという間に「退会（卒業）
」となります。よって引き継ぎや「マインド」がじっくりと伝
達されることが困難な場合もあり、またいわゆる「活動の勢い」も年々始まってみないと判りません。
ただ、ゴールあるからこそ合理的に計画を立てて行動せねばなりません。学生たちはそれぞれが自らの立場や役
割を考え、それぞれが間違いなく成長していることを私は側で確かに確認しています。
４．学域 BBS 会員は「タンポポのわたぼうし」
学生たちは卒業後、タンポポのわたぼうしのようにそれぞれ新しい土地へと旅立っていきます。ふわりと根を下
ろしたその土地で、BBS と距離を置いても私は全く構わないと思っています(スミマセン！)。なぜならば、必ず
しも BBS 会員の立場にならなくとも、BBS 運動・更生保護の力強い理解者・協力者になってくれることは間違
いないからです。
更生保護法には「国民は、(略)その地位と能力に応じた寄与をするように努めなければならない(第二条 3)」とあ
ります。社会の理解と協力なくして「更生保護」はあり得ませんので、それぞれの立場で出来ることを出来る範
囲で行うことが大切です。彼らが卒業してもそれぞれの地で、大輪の花を咲かせてくれることを私は心底信じて
います。
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(新 BBS 地区会発足)
■彦根地区 BBS 会会長

田岡政宗

（滋賀県彦根市）

彦根 BBS 会は、子供たちとともに悩み学びながら自立を支援しようと、
2018 年 2 月 20 日から正式発足に向け会員獲得等の準備を地道に続けてき
ました。
2020 年 1 月 18 日には彦根 BBS 会発足のキックオフイベントとして長
曽根町の教禅寺にて、おもちつき大会を行いました。このイベントでは私た
ち会員の他、多くの更生保護関係者（保護司会、更生保護女性会、協力雇用主
会、保護観察所）の方々やパフォーマンスを行っていただいた方々に手を貸
していただきました。
また、保護観察所から伊藤企画調整課長や北村 BBS 担当官をはじめ 5 名
の観察官、滋賀県 BBS 連盟より西本会長が駆けつけてくださり、他保護区からも視察におみえいただきました。
その結果、たくさんの地元の子供たちに来てもらい、その笑顔を見ることができました。キックオフイベントは多
くの方々に応援していただき行うことができました。
現在はコロナ禍の影響によって、3 月、4 月に実施する予定であった雛祭り、手作りうどん体験のイベントが中
止になってしまいました。そこで、私たち会員の中には BBS とは、更生保護とは何かということをあまり知らな
い人もいるので、SNS を用いて今後行っていく活動やイベントについての会議や保護司の方や保護観察所の方に
私たちが知らないことや興味があることを質問するなどしてリモートでの研修を行うことにしました。リモートで
の研修はお話をして下さる方に動画を撮ってもらいそれを SNS で共有するというものです。これらを通して、イ
ベントや対面での会議、研修ができるようになった時に備え、必要なものを準備し様々なアイデア、考え方を蓄え
ています。
彦根 BBS 会は発足後、活動を行って間もないですが、保護司の方たちや様々な人たちに支えてもらいながらい
ろいろなイベントを行っていき、子供たちを笑顔にし、支えとなれるようにかかわっていきたいです。現在では社
会人 4 名、滋賀県立大学の学生 3 名の計 7 名の会員がおり、これらの会員と保護司の方たちと定例会を開き、イ
ベントの企画実施などの活動を行っています。私たちはまだまだ未熟ですので、かかわる人たちとともに学び成長
し、応援してくださる方々に感謝を忘れず活動していきたいです。

■白河地区 BBS 会会長

門馬智幸

（福島県白河市）

この度、福島県白河地区に BBS 会を発足しようとの動きが高まったことから、その準備を進め会員を募ったと
ころ 10 名の方々が集まりました。これも偏に関係各位のご協力のお陰であり、心より感謝致します。
しかし、発会式を行い活動開始しようとしたところで、新型コロナウイルスの感染拡大防止による自粛要請から
発会式が中止となり、結局未だ何の活動も行っていませんが、緊急事態宣言の解除に伴い、近々に活動を開始した
いと考えております。
今回、白河地区に BBS 会を立ち上げた目的は、犯罪や非行のない明るい社会、つまり子供も大人も安全かつ安
心して生活出来る、地域社会を実現したいという願いからです。
そのためには、非行少年や社会不適応少年など、行き場もなく問題を抱えている少年たちや、地域の小・中学校な
どの不登校生徒への学習支援をはじめ、様々な悩みなどを抱える人たちに対し、同じ目線で向き合える、良き話し
相手となってあげることが必要だと考えます。
また、非行少年たちや、問題のある少年たちだけではなく、地域の大人や子供たちが気軽に触れ合えるイベント
などの機会を作る活動も、非行や犯罪の未然防止には大切な活動だと考えています。
これらの活動を具現化するべく、今後は白河地区における幼稚園や保育所の他、様々な施設での各種イベントなど
を計画し、実施に向けて努力する他、地域においてのスポーツ大会や季節の行事等、グループワークなどにも積極
的に取り組むべく、広報活動なども行いたいと思います。
もちろん、これらの活動を実現させるために必要な「知識や技能」の習得に向け、会員同士が意見交換できるよ
うに様々な研修も行うなど、多岐にわたる活動を行っていきたいと思いますので、今後とも宜しくお願い致します。
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お 知 ら せ
令和２年度行事予定表 (令和２年７月２２日現在)
特定非営利活動法人日本ＢＢＳ連盟
☆は、日Ｂ連が助成する地方大会・会員研修
月
日
令和２ 7（火）
４月 27 日（月）

行
事
業務・会計監査
第 1 回理事会

場
更生保護会館
（書面議決）

☆東北地方大会
☆中国地方研修会
日ＢＯＢ会総会
通常総会

(中止)
(中止)
(中止)
更生保護会館

所・備

考

５月
６月

13(土）～14(日）
21(日) ～22(月)
24(水)

７月

第 70 回“社会を明るくする運動”強調月間・再犯防止啓発月間・「青少年の非行・被害防止」全国強調月間
（ただし、７月中の接触型の広報活動は中止又は延期）

８月
９月

5(土)
9(水)
12(土)～13（日）
26(土）13：00
～27（日）12：00

10 月

第２回理事会
大臣感謝状贈呈式（代表
者のみ）
☆九州地方大会
会員中央研修

3(土)～ 4（日）
☆四国会員研修
10(土)～11（日）
☆北海道大会
31(土)～11 月 1（日） ☆中国大会

オンライン開催
東京都内の予定
来年９月に延期
オリンピックセンター（中止）
香川県（中止）
富良野市（中止）
山口県（中止）

11 月 14（土）又は１５（日） 関東地方研修会

オンライン

12 月

東京都・中央大学多摩キャンパス
更生保護会館

5(土）～6(日）
未定

日本更生保護学会
中間監査
日本更生保護協会賀詞交換会

1月

6(水)
26(火)

２月

23（火）

ＢＢＳ記念碑のつどい

令和 3

法曹会館
“社会を明るくする運
動”中央推進委員会会議 法務省大会議室
京都市・京都女子大学

３月

４月６日 京都コングレス記念切手発売日
犯罪防止・刑事司法に関する京都ユースフォーラム

未定

第１４回国連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）京都国際会議場
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未定

事務局員交代
事務局員退任の挨拶
森永

陽子（事務局員退任）

2010 年 7 月より事務局でアルバイトを始めて約 10 年、長い間本当にお世話になりました。更生保
護や BBS 運動は、全く未知の分野で、いたらぬ点も多々ありましたが、皆様の暖かいお心に支えられ、
何とか続けてこられました。ありがとうございました。10 年の間には、会長２氏と事務局長４氏の交代
や様々のことがありましたが、70 周年記念事業は中でも一番の思い出です。貴重な体験の数々を与えて
いただき感謝しております。BBS 連盟の更なる発展を祈っています。

事務局員新任の挨拶
渡辺

美鈴（事務局員新任）

長年事務局員として務められた森永さんから引継ぎをしました渡辺です。
これまで BBS 活動に接する機会がなかったので、新たな世界が開けたように感じています。
私はこの 10 年余り、千代田区を中心として築地、日本橋辺りも含む地域のまち歩きガイド活動を
してきました。特に築地/豊洲市場は好きで、食いしん坊でお料理好きも影響して、毎週のように
「調査」と称して買い出しに出かけるのを楽しみにしています。
また、これまで IT 業界で働いてきましたので、その経験も役立てることができたらうれしく思います。
慣れないことが多く、暫くはご不便をおかけすることもあるかと存じますが 1 日も早く皆様の活動をサ
ポートできるように努力いたしますので、よろしくお願い致します。

★ グッズ紹介 ★
＊＊ＢＢＳグッズ・記念誌＊＊
ご希望の方は、地区会等代表者名を入れ FAX で申し込んでください。
有償グッズの振込先は次のとおりです。
ＢＢＳグッズ専用口座 （郵）00190-4-324287
【無償グッズ】 送料：着払い
＊リーフレット１セット（50 枚）
【有償グッズ】 送料：日Ｂ負担（振込料は申込者負担）
＊英語版リーフレット１セット（50 枚）
＊ＢＢＳバッジ
600 円
＊２８・２９・３０年度モデル活動報告書
＊クリアファイル(10 枚セット) 600 円(BBS ロゴ入り)
＊２８・２９・３０年度中央研修結果報告書
＊トートバッグ
1000 円(BBS ロゴ入り)
＊ＢＢＳ運動基本原則解説書
＊「聞く」から「聴く」へ （ＣＤ版付き）
＊ともだち活動をする皆さんへ(平成 30 年 2 月改訂)

【ＬＩＮＥスタンプ配信中！】
吉本興業所属の矢部太郎さんとコラ
ボした #更生ペンギンのホゴちゃん
の LINE スタンプを配信中！法務省人
権擁護局 LINE 公式アカウントを友だ
ち追加して期間限定のスタンプを手
に入れよう！
https://line.me/S/sticker/17927
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LINE スタンプ
QR コード

ご 支 援 ご 協 力 に 感 謝

受賞おめでとうございます！！
今回も多くの方々から、ご支援が寄せられました。
昨年 11 月 1 日から本年 7 月 6 日までに賛助会費
をお寄せくださった皆様のお名前を掲載させてい

令和元年度「日本ＢＢＳ連盟会長特別表
彰」は、以下の 2 団体に決定しました。
・鳥取地区 BBS 会
・富山国際大学ＳＳＷ・ＢＢＳ研究会

ただきます。
ＢＢＳ運動にお心をお寄せいただき深く感謝申し
上げます。
【ご寄付をいただいた方々】 (敬称略・50 音順)
篠崎浩子、OB 会
【賛助会費】 (敬称略・50 音順)
可児克之、越野和宏、(有)サトー印刷、

★｢ともだち｣ 219 号 6 頁 9 行目に誤りがありました
ので、お詫びして訂正します。

誤）SGU(札幌学園大学)

西中間貢、丸田幸一、森永陽子、吉田優子

正）SGU(札幌学院大学)

◆この機関紙の発行に共同募金
の配分を受けています

「更生保護 70 年史」

「BBS 運動発足 70 周年記念誌」

更生保護制度施行 70 周年記念事業の一環
として「更生保護 70 年史」が発刊され、法
務省保護局から地方更生保護委員会、保護観
察所及び関係機関・団体等に配布されまし
た。ＢＢＳに関しては、地方連盟及び県連盟
に 1 部ずつ送付されていますが、ご希望の
方がおられましたら、2000 円（送料別）で
頒布しておりますので、（更）日本更生保護
協会（FAX 03-3356-7610）までお申し
込みください。

BBS 運動発足 70 周年記
念誌は引き続き 1500 円
（送料込）で頒布中です。
ご希望の方は、日本ＢＢ
Ｓ連盟事務局までお申し
込みください。

英語版 BBS リーフレット
「BBS Movement」
英語版リーフレットを作りま
した。今後、海外に広く日本の
BBS 活動を紹介したり、海外
からの留学生の会員募集をし
たりするときなどにご利用く
ださい。
日本ＢＢＳ連盟ＨＰ
Access HERE !!!
http://bbsjapan.org

編 集

後 記

ともだち２２０号をお届けします。コロナ禍に加え記録的豪雨などで被災等された
方々やその地域の皆様には心よりお見舞い申し上げます。毎年 7 月と言えば、社会を明
るくする運動で活発な広報活動が展開されているところですが、今年はＢＢＳ活動や新
会員募集も困難な状況にあります。それでも、各地区で様々な工夫を凝らし、「未来の
輪」へつなげていただいているとのこと心強く思います。そのような中、過日、会員の
皆様のご協力のもと、今年度の通常総会が開催されました。本号はこの総会報告のほか、
学域ＢＢＳ会を巡る特別寄稿、新会発足報告などの玉稿を頂きました。また、活動資金
獲得や活動への理解、支援を求めるための有効な方法であるクラウドファンディングに
ついての特集を組み、法務省保護局岡本補佐官、昨年度挑戦した BBS の 4 団体、そし
てそれに並走してくださった独立行政法人福祉医療機構三好氏から今後の取組に向け
てエールをいただきましたので、参考にしていただければ幸いです。新型コロナウイル
スの一日も早い収束と皆様のご健康を切にお祈りしております。（N）
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