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府中地区保護司会

副会長西 腰 美憲子
第3回世界保護観察会議が、 2017年9月12日から14日まで東京
で開催されました(主催は法務省など)。第1回は英国・ロンドン
(2013年)、第2回は米国・ロサンゼルス(2015年)と2年毎に開か

れています。今回のメインテーマは、再犯防止には社会内処遇が
重要との観点から「社会内処遇の発展とコミュニティの役割」で
した。社会内処遇に関する国際ネットワークの拡大を目的として、

世界34か国から保護観察に携わる方々が集いました。会議は基調
講演、全体シンポジウム、ワークショップ等で構成され、 13日の
レセプションには府中地区保護司会から6名参加しました。

上川陽子法務大臣、小池百合子東京都知事、御手洗富士夫日本
更生保護協会理事長のご挨拶があり、広い会場内で東京保護観察
所元立川支部長の杉山多恵氏や国連アジア極東犯罪防止研修所の
研修で以前お世話になった左近司彩子氏等懐かしい方々にお会い
しました。次の開催予定地はオーストラリアのシドニーです。

府中地区保護司会の族 完成
府中地区保護司会は、創立20周年を過ぎましたが、今ま
で正式な会旗がありませんでした。他地区の広報紙や行事
で会旗を日にしていたのですが、平成29年に入り谷合隆一
会長から会旗作成の発案があり、二度の理事会で検討後、
発注数しました。府中地区更生保護女性会の会旗と並べて
使用できるように大きさと布素材を合わせました(70cm
XlOOcm)。この程3色染めの会旗が完成し、府中における

更生保護事業の発展とともに、これからご披露する機会が
増えていくことと思います。
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第アブロック保護司組織運営連絡協議会

期待される保護司会組織運営の在り方とは
報 告
ミワ子

活動や情報をリアルタイムに提

供し︑活動の成長に繋げている︒

◆運営マニュアルを作成し見える化
を図る︑等︒

府中地区保護司会は吉村博子総務

副部長から﹁保護司候補者検討協議
えており︑情報交換の場でもある活

地域活動部 隆
④保護司会運営のノウハウを次の世

会が機能し︑充足率は常に00%を超
平成29年度第アブロック保護司組

保護司会活動をつなぐもの

保護司活動と

広報部 杉浦

ー協議員として参加して‑

渉

▼ボランティア団体であるが故の組織

運営の難しさ‑︒これが各地区からの

だからこそ︑驚くほど活発な質疑応答

意見発表を聴いての率直な感想です︒

が展開されたのだと思います︒皆さん︑

に創意工夫を求めているという印象で

その困難さを克服するために︑懸命

動拠点としてのサポートセンターを
擬し︑会専属の市職員配置により円

代に継承し︑よりよきものへ改革

していく方策

織運営連絡協議会が同月24日西東京

市で開催され︑5地区保護司会(北

滑な運営体制が図られている﹂等の
最後に︑幸島聡東京保護観察所長

から︑斎藤三郎初代保護局長﹁更生
保護のあゆみ﹂を通しての講評があ
りました︒

協議会へ参加させて頂き︑府中地

ないまま考えを巡らせておりました︒

と感じ入りつつ︑今ひとつしっくりし

るほど︑そういう整理の仕方もあるか

らえているとの意見がありました︒な

保護司会の諸活動を間接的な活動とと

保護観察を直接的な活動とするなら︑

▼当番地区である北多摩北地区から︑

︒
す

以上の4項目です︒

各地区から出された内容の一部を

基調報告がなされました︒

多摩東・北多摩西・府中・調布狛江・
見書に基づき基調報告をし︑その後
紹介します︒

北多摩北) が︑それぞれ提出した意

活発な意見交換が行われました︒

◆役員(会長・副会長)選出方法で
会員による選挙を導入し成果を

﹁期待される保護司会組織運営の
在 り 方 ﹂ を 全ブロック共通の協議題
上げている︒

りました︒所長は︑昭和00年代の斎藤

とし︑協議事項は︑

◆活動に関するアンケート制度を導

ることを

三郎保護局長の話を引用して︑﹁対象

▼そのうちに︑幸島聡所長の講評にな

①正副会長等保護司会役貝の役割分

入し様々な意見を吸い上げ︑運営

再認識し︑

区保護司会が大変恵まれた環境にあ

担及び役員間の連携・次代の役員

の活性化に繋げている︒

説きました︒うん︑これだと思いまし

司会活動は非連続なのではなく︑しっ

た︒こう考えると︑保護司活動と保護

者を通して地域の問題点が見える﹂と

きること

この地区

◆先輩保護司・研修部貝が講師とな

に感謝す

で活動で
り︑新任保護司研修会を実施して

い
か
︒

かりと連続していることになるではな

▼私たち保護司には地域に更生保護

︒
た

ネットワークを築くという役割があ

身の成長・
貢献を決

担われているのだとの認識に至りまし

り︑これこそ保護司会活動によって
し
た
︒

意致しま

更なる自

ると共に︑

◆ホームページを開設し︑各分区の

重要な役割を与えている︒

÷任期の浅い・年齢の若い保護司に︑

度を高める︒

◆副役職に新人を配し︑仕事の理解

い
る
︒

を提供してほしい︒

◆研修時の講師・ビデオ等の一覧表

を担う会員の育成等に関する課題

と工夫
②機能別部会の活

性化・運営上の
課題と工夫

③新任保護司の役
割等︑保護司会
が一丸となって

組織運営に取り

組むための課題
と工夫
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㈲個人画像の無断投稿トラブルをめ

とのかかわりの事例︒

︒
例
㈲怠学︑不登校傾向の生徒とSNS

小不適切な画像の送受信をめぐる事

学校との連携委員会

ネット社会の子ともたちは今
﹁生活指導主任会と
保護司との懇談会﹂ 報告
○平成29年H月9日(木)
午後4時00分 7時

○府中グリーンプラザ展示ホール

○来賓・講師"出席者
東京保護観察所立川支部/府中市

6年1組

浅沼昭夫教育長︑桶川勲主任会委員

隆一会長の挨拶の後︑前川洋支部長︑

来葉挨拶

が置かれているネット環境の現実を

した︒あらためて今日の子どもたち

わたって熱心な意見交換が行われま

四つのグループに分かれ︑約40分に

グループ別懇談 報告を受ける形で

険を冒してま

すが︑命の危

病で命を落と

究途中黄熱

野口英世︒研

究に打ち込む

ぐる事例︒

長からご挨拶をいただきました︒

思い知らされました︒

でも支えてく

教育委員会/府中市子ども家庭部

(濱田忠宏校長)
高岡幸子先生 児童32名

趣旨説明

講 野 警視庁の少年対策係︑遠藤

れた人々に感

いずれの事例も︑問題発覚後の学

佳子委員長より︑本懇談会の主題を

慎一主査から諦評をいただき︑特に

謝の気持ちを

/警視庁生活安全部/立川少年セ

﹁慰謝の気持ちの表し方﹂

﹁SNSをめぐる中学生の現状と諸

次の2点を強調されていました︒

表した英世に

校側の迅速かつ粘り強い指導の様子

課題﹂とするに至った経過とその趣

小家庭でのルール作りが肝要である

触れ︑感謝の

ンター/府中市内都立高等学校/

旨について説明が

こと︒㈲契約時に必ずフィルタリン

気持ちの表し

黄熱病の研

ありました︒

グ機能を設定すること︒なお︑問題

方はいろいろ

がうかがえました︒

事例報告 中学校

を見つけたら事件前でも警察に相談

あること︑ま

府中市小・中学校生活指導主任会

生活指導主任会か

してほしいとの助言がありました︒

たそれに気付

計59名

ら︑主題にかかわ

歓 談 閉会後︑夕食を共にして交

き︑今後の生

/府中地区保護司会

る三つの事例報告

流を深めました︒

主催者側を代表して谷合

がありました︒

学校との連携委員会高野

○府中市立四谷小学校

○府中地区保護司会1 8名

活に生かしていく態度を育てる︒

6年2組

綱川 誠先生 児童29名

﹁働くことの意義﹂

自分の仕事に大きな喜びと満足感

をもっている母︒家族の一員として︑

また社会の一員として働く母の姿を

通し︑誰のために︑何を大事にしな

がら働くのか︑その意義について考

えさせる︒

6年3組

長谷川 藍先生 児童32名

﹁家族の一員として﹂

家の仕事を家族で分担しているア

キ︒夜遅く帰ってさても︑父母が家

族のために家事をしている姿に気付

くアキの気持ちを通し︑自分も家族

の一員としてどのように行動したら

いいのか︑考えさせる︒

いずれのクラスとも︑個人で考え

グループで話し合い︑全体で考えを

共有し各々の考えを深めるなど工夫

して授業を行っており︑子どもたち

は明るく元気に楽しく授業を受けて

いました︒

(学校との連携委員会 三浦智恵美)

府中地区保護司会だより
平成30年3月1日

甲 ﹁ 1 ‑

北多摩北地区保護司会
東久留米分区と府中地区との合同研修会

春部長) は︑他地区保護司会研修部

府中地区保護司会研修部(伊藤敏

いては︑昭和40年代に大きな団地が

う工夫されている︒東久留米市にお

が用意され︑会員が出席しやすいよ

長野県での宿泊研修
‑松本少年刑務所

と交流会を持ち︑対話と連携を深め

でき人口が急増した︒その結果犯罪

広報部長 大 沢 美保子

平成29年10月n日から2日間︑諏

る中で︑部としてのスキルアップや

数も増加したが︑現在は落ち着いて

研修部 森 岡 酒 家

訪湖畔の北澤美術館訪問を皮切り

活性化を目指している︒平成28年度

きている︒

沢山の研修に行ってまいりました︒

松本城見学︑最後に上高地散策と盛

に︑長野県の松本少年刑務所視察︑

は調布・狛江地区と︑そして29年度

今回訪れた松本少年刑務所は全国

平成28年に創立20周年を迎え︑一

︽府中地区︾
(8月25日︑会場は東久留米市役所)︒

区との間で合同研修会が開催された

にわたって両地区から活動発表や情

10名︑府中地区からは谷合隆一会長
以下職名の参加があり︑約1時間半

崎重弥会長(多摩連会長)をはじめ

験できる程度

会合に出て体

の交流については多摩連やその他の

り充実している︒ただし︑他地区と

り︑宿泊︑実務研修(奇数月)とあ

とで運営はやりやすい︒研修も日帰

報交換︑質疑応答等が行われた︒

で︑一般会員

にはわかりに

体研修会が実施されている︒また︑

なっているが︑毎年5分区合同の全

それぞれに研修部があり︑活動も異

予定で︑さら

年続けられる

した交流は毎

今後もこう

くいようだ︒

委嘱後2年以内の新任保護司を対象

期待される︒

なる広がりが

ては︑各回2つの異なる日程と会場

地域別定例研修(年3回) につい

にした新人研修も行われている︒

留米︑小平︑清瀬︑西東京︑東村山)︑

全体が5つの分区に分かれ(東久

︽北・北地区)

北・北地区東久留米分区からは野

行政区にひとつの保護司会というこ

は北多摩北地区保護司会東久留米分

で唯一︑中学校が併設され︑通信制
による高校教育の受講もできる特徴

のある施設でした︒戦争やその他の

濃い楽しい研修でした︒

とのない自然を満喫できた︑中身の

貴重なお話を聴き︑普段訪れるこ

路に就きました︒

景色と綺麗な川の流れを堪能して帰

周辺を散策し︑紅葉の時期を迎えた

日日が終了︒翌日︑上高地の河童橋

刑務所内見学後︑松本城を見て1

を再認識致しました︒

かがい︑保護司の環境調整の重要性

居の確保が必須であるとのお話をう

犯率の低下には出所後の就労先と住

教示頂いた内藤陸総務部長の︑再

るとのことでした︒施設の詳細をご

の資格取得にも積極的に取組んでい

設だと感じました︒自動車整備士等

当所の作業製品
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多達連の研修会に参加して
口平成29年‖月2目口

研修部 原田

更女の活動

府中地区更生保護女性会

副会長 奥田 美津子

今年度の総会において西谷照代会

護 司 で 実 際 に裁判員に選ばれた角田

ました︒社会生活で大切な道徳を中

の参加﹂を府中第三中学校で開催し

平成29年度の研修テーマは﹁裁判

正信保護司の裁判員の体験を中心に

学生の皆さんと学ばせていただき︑

います︒地域活動部は﹁道徳授業へ

学びました︒裁判員の資格は︑中学

を密にし︑児童がなぜ万引をするに

実した研修となりました︒広報部は

モアを交えて説明してくだきり︑充

医療少年院を訪問しました︒施設

西澤 正大

至ったのかその原因を追及し︑それ

広報紙﹁更女だより﹂を年1回発行

府中警察署では︑小学生による万

されました︒裁判員制度が平成21年

﹀今回は︑府中市内における本年の

を解消することを重視し︑それぞれ

しています(第22号をぜひご覧下さ

見学では︑授業の様子を垣間見るこ

5月からはじまり8年が経過したこ

少年非行の傾向について触れたいと

の子どもにとって最も望ましい詰束

い)︒その他︑各施設・幼稚園・保

引事案を認知した際は︑健全育成の

と︑この制度が実際はどのように行

思います︒平成29年9月末現在にお

が訪れるよう心かけております︒

育園の行事に出席し︑交流を重ねて

観点からその行為のみに目を向ける

研修部は︑バス管外研修で神奈川

12月には保護司会と共催の﹁公開講
演会﹂が開催されました︒

実り多い活動になりました︒また︑

長が承認され︑新体制で活動をして

でも同様の現象が起きています

員裁判の制度と実際﹂︒前半は︑保

警察だより

校卒業以上で一般常識を理解できる
方で構成されており︑それぞれの認

識に基づき罪に見合う刑について意
見を述べることを知りました︒

後半は︑さいたま地方裁判所・家

庭裁判所総括判事である栗原正史
判 事 が ︑ ご 自身の豊かな経験から裁

われているかなど︑難しい裁判の内

ける刑法犯の検挙人員は︑昨年比プ

また︑小学校において実施している

おります︒子育て支援では︑府中市

で少年院の沿革︑院生の現状をユー

容も栗原氏の巧みな話術で興味津々

ラスと増加傾向にあり︑内訳は万引

万引防止教室においては︑ロールプ

保健センターでの3歳児健診の手伝

とができました︒仲村浩次長は講話

と聴くことができました︒

等の窃盗が約5割であり︑その他︑

レイを実施して万引に誘われた際の

いに会員多数が協力しています︒

のではなく︑保護者及び学校と連携

研修に参加して︑保護司の在り方︑

暴行・恐喝等の粗暴犯や自転車の占

断り方を実際に演じて学んでもらう

府中警察署
生活安全課
少年第1係 係長

社会人としての常識を改めて自分に

有離脱物横領が多数を占めていま

など︑万引防止に向けた対策を講じ

判員裁判の制度と実際について講演

問う機会を与えてくれたことに感謝

す︒特徴としては︑小学生の万引が

ております︒

し︑会員の皆様と思いやりの心で活

これからもよりよい社会を目指

します︒

増加していることで︑都内全体を見

動していきたいと思います︒

須

村

藤

秀

光

子

恵

○府中地区保護司会
法務大臣表彰
久

赤

野

塚

博

正

文

坦

関東地方更生保護委員会委員長表彰
吉

佐

小

伊

須

藤

津

藤

関 東 地 方 保 護司連盟会長表彰

那

○府中地区更生保護女性会
日本更生保護女性連盟会長表彰

社会貢献活動に参加してみて

にがんばっていましたし︑その行動

総務部 山本 裕喜
平成29年8月17日午前9時より︑

子

を見られたことで︑私も参加してよ

博

安立園養護老人ホームにて社会貢献

かったと思いました︒今日の社会貢

村

関東地方更生保護委員会

活動を行いました︒参加者は保護観

献活動により︑今後の更生の一部に

吉

委員長感謝状

察対象者2名︑実施者は保護司4名︑

奥 田 美津子

役立つことを祈ります︒

悦

照

子

子

代

関東地方更生保護女性連盟会長表彰
谷

本

喜

掃活動を行っていました︒

まで拭きました︒対象者も丁寧に清

コールでテーブルの上と椅子の隅々

ロン着用の上食堂に案内され︑アル

初めに作業の説明を受け︑エプ

保護観察官2名でした︒

西

東京保護観察所長感謝状
橋

本

東京更生保護女性連盟会長表彰
池

次の作業は洗濯物をたたんで仕分

ける作業なのですが︑洗濯物の乾燥
が遅れているため時間が余り︑施設

長の計らいで館内の見学をさせてい
て洗濯物が届いて仕分け作業をして

ただきました︒その後︑食堂におい

いたところ︑老人ホームの入居者か
物を置くとは何事か﹂と怒鳴られま

ら突然﹁食堂のテーブルの上に洗濯
ゆきえ

した︒その時に対象者の顔を見ると

奈良崎
室

東京保護観察所長表彰
藤

稔

伊
上

山

忠

反省会で対象者は︑ただ篤いたと

着きました︒

し施設長がなだめて︑その場は落ち

たのでほっとしました︒入居者に対

何もなかったように作業を続けてい
山

子恵子利敏仁
勤

秋

東京都保護司会連合会会長表彰

野

更生・立ち直り

更改秀
惇芳

中 込 八重子
高

東京保護観察所長感謝状
家族功労

いっていましたが︑何事も起きなく

てよかったと思います︒彼らは非常

⑩㊦⑥⑰⑪
ひ師へ⑰ ⑰
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少年非行の原因や立ち直りについ

地域での居場所)が大切だと思えま

るお話は印象的︒そこには人とのつ

り﹁なぜ犯罪をしないのか﹂と考え

るなど関わり方を積み重ねる大切さ

んと話を聞ける︑役立つ体験をさせ

ること︑一緒に食事ができる︑きち

学校︑家庭︑地域でもまずは認め

し
た
︒

ながりや社会の中で培われた自己有

を改めて学びました︒私たちの地道

て︑人は﹁なぜ犯罪をするのか﹂よ

謝されたなどの体験) の大きさが鍵

用感(認められた︑役に立った︑感

情に笑みがこぼれ和やかな雰囲気で会話している様子は脳裏に鮮明に焼

き付いた。

私が保護司となってから間もない頃に、その母親との面接のことにつ
いて聞いたことがあった。父は「笑顔は信頼関係の始まり」と言った。

その言葉はとても重厚な響きとして心に印象深く残った。今でも保護司

な活動も認められ︑勇気づけられた

面接は「緊張した雰囲気で笑みがないもの」と思っていたが、母親の表

となるようです︒何らかの形で社会

の面接を見かけたことがあった。私は保護観察での

先生は︑少年院や少年鑑別所に

年が経とうとしている。

講演会でもありました︒

年間携わってきた大先輩である父が亡くなって早l

とつながること (家庭︑学校や職場︑

やかに接していたような気がする。保護司として30

て非行少年の教育や処遇︑矯正職員

たる」という諺もある。

の育成に携わり︑その豊富な経験と

様々なデータから︑内容を﹁非行少
年と少年院﹂﹁関東医療少年院﹂﹁少
年たちとの関わり﹂﹁立ち直りと社

会生活﹂と大きく4つの柱に分けて

人生の道標として「笑顔」を大切にしていきたい。

組みや考え方を分析し方策︑課題な

父子吉は、いつでも誰にでも微笑みを浮かべ、穏

田

活動の一つの心の支えとなっている。

話されました︒その現状の実態︑仕
どを大変分かりやすく解説されまし
︒
た

府中地区保護司会コラム(与 父の思い出

公開講演会を聴いて

5

地域活動部 藤 井︑華

(平成29年1 2月8日)

府中地区保護司会では更生保護

﹁ル:シーニユ﹂

開講演会を︑府中駅南口再開発で7

女性会と共催で地域社会に向けた公
月オープンした

階の市民活動センタープラツツ ﹁バ

ルトホール﹂ にて開催︒﹁医療少年
学

﹂と

笑顔は人のこころを和ませる。 「笑う門には福来

園

器書誌詰蕊護憲

琵

院から見える非行少年等の現状

校・家庭・地域にできること

題して︑関東医療少年院首席専門
官である工藤弘大先生のご講演でし
︒
た

保護司活動において、いつでも誰にでも暖かい笑
在りし日の

吉 野 博 文
地域活動部

平成30年3月1日
府中地区保護司会だより
7

術も巧み︒読書家︒ただ今︑お薦め
本リスト作成中︒

今回が10回目の集まりだという︒

﹁違う︑違う!﹂と即座に否定さ
面目と不真面目を行き来しながら話

る﹂﹁皆︑前向きなので気特がいい﹂﹁真

る﹂﹁年齢に関係なく率直に物が言え

・関東地方保護司代表者協議会

・社会貢献活動(安立園)

・東京都薬物乱用防止推進協議会

・府中刑務所 運動会

とも活動内容や方法などを変えてい

言えば当然か︒

の仕事に戸惑いがあったのは当然と

たことはあったが︑久しぶりの広報

私の本業でも広報のお手伝いをし

れてしまった︒一緒に保護司を拝命
が広がり︑面白い﹂︒確かに今回も︑〃保

・第2回特別研修(薬物事犯処遇)

﹁経歴も様々︒色々な考えが参考にな

した5人の同期会を取材すべく︑﹁親

護司の在り方〃から〃夫婦円満の秘

・第2回東京保護司代表者協議会

☆インタビュー☆
同梱の粛々に動く
きっかけは
﹁平成2 4年1 2月2 2日﹂

睦を深めている様子を⁝﹂と言った
訣〃クマツコデラックスやキムタクク

Bさん⁝面倒見よい︒会の企画の中

カラオケの十八番は中島みゆき︒

シャープでユーモアある意見を言う︒

Aさん⁝人生余裕ありという感じ︒

まずはお互いに紹介をお願いした︒

りあって盛り上がる会﹂だそうだ︒

用︑忌悼なく言い合い個性がぶつか

だってあるし﹂とDさん︒﹁他言無

くのだった︒

しくなってい

ら段々と羨ま

ビューしなが

いる︑インタ

知れた同期が

より気心が

仲間の中でも︑

るのが楽しみだ﹂と言う︒保護司の

5人は口を揃えて﹁この会に集ま

l

・東京保護司代表者協議会

・観察協会臨時理事会・評議員会

・第3回特別研修(高齢対象者処遇)

・関東医療少年院クリスマス会

・多摩連29年度受賞祝賀会

・東京更生保護事業関係者顕彰式典

・多摩連 第2回総務部会

・府中刑務所 文化祭

必要なものでありますように︒

的年後の府中地区保護司会にとって

輩でもある父に教えられた言葉︒

事もとても重要﹂とは︑本業の大先

トックして組織の変遷や歴史を残す

大切な事だろう︒

時代背景を受け︑理念は変わらず

途端︑﹁単なる親睦会だと思っては

くのは︑どのような組織であっても

心︒情報網広い︒血液型調査を続行中︒

PS①同期5人の︑もうひと組の方々
も同期会を開いているそうだ︒〃5

・関東医療少年院 成人式

・第2回保護司候補者検討委員会

Cさん⁝気配りOK︒問題意識高い︒

人〃は︑集まりやすい人数なのか⁝︒

・社会福祉協議会 理事会

の話題まで出ていた︒

気にする︒

②同期がいないFさん︒任命式で

2

ダメ︒テーマを決めて議論する時

Dさん⁝何事に

隣席だった他地区の方と親しくなり︑

"社会貢献活動(安立園)

月

日 月

月

・東京保護司代表者協議会

報

部

大沢美保子

古川耕央

伊藤 仁︑‑

勤一

古川 耕央一

秋山

正子

渉

若松

前田久美子へ

杉浦

書記

良子

稔一一

野口

山上

題字は高野市長の重電によるものです

三浦智恵美

会計

副部長

部長

広

今回の広報紙も願わくば5年後︑

を伝えることも大切だが︑それをス

﹁広報紙はその時々に起きたこと

も積極的︒バイ

今でもお付き合いしているのだとか︒

3

園囲

・関東医療少年院 運動会

ダリティに溢れ

お互い一人だったので話しかけやす

・紫翠苑公開シンポジウム

周りを明るく元

Eさん⁝人間観

がったのかも⁝︒

(聞き手・広報部 前田久美子)

察力鋭い︒理路
整然と話し︑話

一行動範囲広い。

府中地区保護司会だより
平成30年3月1日

