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府中多摩川かぜのみち

かぜのみち

古川耕央

多摩川の流れをいつくしみながら歩き、走る
人々は郷土への愛着をこめて
「府中多摩川かぜのみち」と呼ぶ
四季折々に、朝な夕なに川風は表情を変え
ときに、肌を突き刺すごとく吹きつのり
ときに、肌をなでて汗をしずめる
風は、道行く人々にたゆみなく吹きわたり
人々はまた、風と共に歩み続ける
かくして、かぜのみち は
いつしかゆるぎない道となる

地域活動部 杉浦 渉

新型コロナウイルス禍に想うこと
府中地区保護司会

副会長

西谷 照代

日本で初めて新型コロナウイルス感染が検出さ

つけ、どうしてその先を読むことができないのか

れたのが、令和 2 年 1 月16日という。このような

考えてしまいましたが、自分なりにいろいろなこ

たいへんな状態が長期間続くとは思ってもいませ

とに想いを巡らすことが出来ました。この広報紙

んでした。新型コロナウイルス感染拡大により、

が発行されるころには、新型コロナウイルスの騒

当会の令和 2 年度総会をはじめとして、たくさん

動が落ち着いていることをただひたすら願ってい

の事業予定も中止や延期せざるを得なくなりまし

ます。

た。観察所からの要請もあり、 3 月から多人数の

現在まで、約19年間の保護司活動の中でたくさ

会議等は中止になりました。対象者面接について

んのことを学ばせていただきましたが、とりわけ

も電話等の代替手段での生活状況の確認（ 6 月末

このコロナ禍、改めて保護司として学ぶ思いを強

日まで）となり、顔を見ながらの対応が出来ず対

くいたしました。「我以外皆我師」の言葉のごと

象者の方はもちろんだと思いますが、保護司とし

く一生涯勉強し続けたいと思っています。保護司

ても辛い時を過ごしました。

信条を肝に銘じて、関係機関や会員の皆様のご指

毎日のように〝不要不急の外出を自粛してくだ

導・ご協力をいただきながら、髙野会長のもと、

さい〟
〝三密にならないでください〟とテレビ等

皆様と共に会の活動に携わっていきたいと存じま

で報道されていても、自分のことしか考えられず、

す。

他人を思いやることが出来ていない方々を知るに

着任の御挨拶
東京保護観察所立川支部

本年４月からご縁がありまして府
中地区を担当させて頂いております
佐藤以絵と申します。皆様どうぞよ

方の処遇に対する熱心な姿勢を実感

お話しさせていただくなかで、皆様

持てず、とても残念ですが、電話で

様方とお会いできる機会がなかなか

めて決意したことを覚えています。

しい府中地区を守っていくのだと改

めながら、皆様方と共にこの素晴ら

う電車の窓から府中市内の景色を眺

ての往訪をした際、対象者宅へ向か

新型コロナウイルスの影響で、皆

ろしくお願い致します。

し、
感謝する毎日を送っております。

昨今の保護観察処遇は、インター

こ

継続していかなければならない中

いつかお会いできる日をとても待ち

ネットの普及などによる犯罪の多様

よし

４月１日付けで東京保護観察所立

で、これまで通りとはいかないこと

遠しく、楽しみにしております。

勤務となります。前回は、更生保護

て考えさせられました。その中で、

要なことは何かということを、改め

れ、私が府中地区主任官となり初め

５月下旬に緊急事態宣言が解除さ

雑化等により、大きな困難を伴うケ

化や発達障害等の対象者の特性の複

藤 井 淑 子

川支部長に転任して参りました。平

も多く、業務の中で大切なこと、重

支部長

成 年度に続き、三度目の立川支部
施設を中心に担当しており、保護司

保護観察にしても保護司会活動にし

よる議決となってしまい、このよう

動においても、まだまだ戸惑いが多

日常生活においても、更生保護活

新型コロナウイルス感染症拡大に

申し上げますとともに、引き続きの

皆様方の御健勝と御多幸をお祈り

東京保護観察所立川支部
府中地区主任官

佐 藤 以 絵
え

い

す。

撻のほどよろしくお願い申し上げま

いく所存です。どうぞご指導、ご鞭

地区保護司会のために力を尽くして

だまだ未熟ではございますが、府中

主任官としても、人間としてもま

された場面が数多くありました。

観念にとらわれている自分に気付か

ている皆様方の様子を拝見し、固定

し、対象者との接触方法を開拓され

日々変動する社会情勢に柔軟に対応

す。 今 回 の 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス で

て自己研鑽に励んでいらっしゃいま

象者と向き合い、また研修会におい

うな状況の中、皆様方は根気強く対

ースが増加傾向にあります。そのよ

ても、相手とじかに顔を合わせてこ
その更生保護であること、人と人と

の方々とお目にかかる機会が少な
総会でお目にかかれると思っており

のつながりが大切であることを痛感

な形で御挨拶申し上げることになり

いことと思います。今後、更生保護

しました。

大変申し訳なく思っております。微

においても、「新しい日常」
ならぬ
「新
しい更生保護」を模索していく必要

より、昨年の今頃には全く思いもよ

御協力を賜りますようお願い申し上

があるのかもしれません。

らなかった生活を皆が送ることにな

げます。

に、保護観察所として適切に業務を

りました。安心・安全な社会のため

お願い申し上げます。

でまいりますので、どうぞよろしく

力ではありますが、精一杯取り組ん

染症拡大防止のために総会が書面に

ましたのに、新型コロナウイルス感

かったので、今回各地区保護司会の

24

ご 挨 拶

（2）
府中地区保護司会だより
令和２年９月１日

企画調整保護司

府中地区における
保護観察等の現況
大沢

美保子

俊雄

府中地区桐友会の活動

会長 松本

府中地区桐友会は、更生保護女性

会と共に地区保護司会に協力する団



体として、会員 名で活動しており



コロナ禍で本年３月より対象者

域の明るい社会実現のため、それぞ

ませんが、永年の経験を生かし、地

ます。会員は保護司を定年で退任し

務研修などの際、主任官から説明

との直接の面接が控えられている

れの立場で微力ですが活動しており

司も男女ペアで担当するケースが

広報部長



（サポートセンター運営委員）

府中地区における犯罪の動向や

がある。
保護観察事件については、

ため、保護観察においては電話や

ます。

た人たちです。従って行動力は及び

ここ数年１号・４号が多く、覚せ

メール等の代替手段がとられてい

例年ですと５月に親睦を兼ねた総

かなりあるようだ。

髙野 佳子

い剤・窃盗・詐欺が主な罪名・非

る。生活環境の調整については、

保護観察等の概況については、実

北島 章雄

行名となっている。刑の一部猶予



きたいと思います。

ずはお互いに健康第一で頑張ってい

開されることを願っております。先

すが、一日も早く収束し、活動が再

ナ禍の関係で活動が休止されていま

ります。本年は誠に残念ながらコロ

他地区の人たちとの旧交を温めてお

加。９月に総会・親睦会が開催され、

連合会としての東京桐友会に参

おります。

協議会の委員として会長が出席して

の推薦について、保護司候補者検討

加協力し、また、新任保護司候補者

西谷 照代

令和２年６月より新しい
メンバーで執り行うことに
なりました。

13

会を開催、会員一同和やかなひと時

（資料：東京保護観察所立川支部より）

矯正施設での面接は可能な限り延

42

の件数も増えている。生活環境調

平成 30.6.11

（注）
１号 保護観察処分に付された少年
２号 少年院から仮退院を許された少年
３号 刑務所からの仮釈放を許された者
４号 保護観察付執行猶予の言渡しを受けた者
（ ）内は、刑の一部猶予

茂（センター長）

47

加藤

令和 1.6.19

を過ごしております。７月の社明運

45

期し、手紙のやり取り等の方法が

（２）
生活環境調整事件係属数の推移

整事件では、件数は余り変わらな

41（4）

朝倉 俊夫

平成 30.6.11

動を始め、保護司会の年間活動に参

37（7）

検討されている。

令和 1.6.19

いが、引受人に女性が多く、保護

（１）
保護観察事件係属数の推移

堺 美佐子（会計担当）

40（6）

市川 耕作（副センター長）

令和 2.6.1 現在

奈良﨑芳恵

令和 2.6.1 現在

小澤 秀敏（総務担当）
惇子

那須 史子（総務担当）
室

（少年院・刑務所）
合計
生活環境調整

渉（総務担当）

山本 裕章

１号～４号の合計
保護観察

杉浦

以上 名

野口 良子

吉野 博文

仁

伊藤
髙野 佳子

紫翠苑評議員

小澤 秀敏

社会貢献活動担当保護司

田中 陽子
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就労支援の概要
― 協力雇用主など ―

送業の順になっている。保護観察対
象者を雇用して必要なサポートを行
う協力雇用主には、就労奨励金が支
給される。また、国や自治体の行う
契約等の際、受注機会拡大への配慮
がある。府中市では協力雇用主に
件の登録がある。
（イ）ハローワーク

18

府中警察だより
府中警察署生活安全課
少年第一係 係長

大麻乱用の拡大が懸念されていま

す。これは、大麻は有害であり、危

険性や依存性があるにもかかわら

ず、ＳＮＳ等で「タバコより害が少

ない」などといった誤った情報が流

れていることが要因の一つとして考

皆様には平素より警察活動に対す

おいて薬物乱用防止教室を開き、大

府中警察署では、市内の各学校に



るご理解とご協力を賜りまことにあ

麻を始めとする違法薬物の危険性を

西澤 正大

（府中を含む）には、保護観察対象

りがとうございます。今回は、違法

子どもたちに正確に伝え、違法薬物

えられます。

者等に対して就労支援をする専門職

薬物である大麻についてお話しさせ

いて大麻取締法違反で検挙・補導さ

意喚起をするなど、薬物乱用防止に

ている情報の取り扱いについても注

時に無職である。就労を確保するこ

（ナビゲーター）が配置されており、

れた少年は１０５人で、前年に比べ

向けた対策を講じております。

（株）
拓実建設（東京都板橋区）

司との面接日を社長が把握してお

保護観察中の者については、保護

こでも出張面接に出かける。
代表取締役 柿島 拓也氏

き、必要であれば保護司宅まで送っ

★協力雇用主による講話

るのか」が大切で、社長自ら全国ど

ると 人増加するなど、若年層への

とは再犯防止の重要課題といえる

を使用すると自分の将来を台無しに

144

色々相談できる。また、保護観察対

1183

が、自力での就職、就職後の定着に

31 年

してしまうだけでなく、家族等大切

134

近年薬物犯罪の中でも、大麻事犯

1053

象者等のための専用求人もある。こ

30 年

困難を抱える人も多い。保護観察対

73

な人をも不幸にしてしまうことを教

848

示するとともに、ＳＮＳ上で流布し

29 年

の検挙人員が若者を中心に急激に増

79

加しており、令和元年中、都内にお

692

れは一般非公開で、ハローワークの

28 年

職員だけが検索できる。

実際に雇用して
（B）
平成 （A）
協力雇用主数
いる雇用主数

象者等の就労に関しては、国や自治

65

以下にいくつかまとめてみた。

546

（ア）協力雇用主
協力雇用主とは「犯罪をした者等
の自立及び社会復帰に協力すること
を目的として、犯罪をした者等の事
情を理解した上で雇用し、又は雇用

実務研修（令和 年 月）より

利厚生の充実などやり直すことので

たりもする。スマホの貸与、寮や福
会社の主な事業内容は、土木や解
正施設等の出院・出所者である。本
人に「どれだけやり直すつもりがあ

（編集 研修部・広報部）

きる職場として、定着率も高い。

2

しようとする事業主」と再犯防止推
進法（平成 年施行）は規定し、我
が国の法律上初めてその定義が行わ

27 年

40

体工事。従業員 名の内、 名が矯

1

18

れた。
東京都における協力雇用主数をみ
ても増加を続けており（下表参照）
、

東京都における協力雇用主数の推移

体等による各種支援の制度があり、

ていただきます。

都内ハローワークの中で、 ヶ所
10

★「就労支援について」
令和元年度第Ⅲ期地域別
定例研修より
法務省の調査（平成 年）によれ
ば、刑務所再入所者の約 割は再犯

29

7

業種別には建設業、サービス業、運

70

28

（何れの年も ４月１日現在）
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ともなくなってきた今日この頃です。
巣ごもりのついでの書棚整理がきっかけで、あの頃の思い
出がまだ大切であることが改めてうれしく思います。
古い雑誌は整理ついでに古紙回収に出そうと思っていまし
たが、積もった埃を払って書棚に戻すことにしました。巣ご
もりついでの生活の整理で古紙の回収やごみの量も増えてし
まっているようですので。

正

ない間に疎遠になってしまい、近頃ではなかなか出かけるこ

井

結婚したり、子供ができたり、仕事が変わり友達とも知ら

18

臼

山々の荘厳な深さは今でも鮮明に蘇ります。

退任にあたって

間のたつのも忘れて追いかけていました。帰路に振り仰ぐ

1

日付法務大臣より委嘱されて

無垢な岩魚（いわな）や臆病で麗貴な山女魚（やまめ）を時

9

月

下で毛鉤をこしらえ、
週末には友人と山奥の川へと分け入り、

22

年

ります。あの頃は、仕事が終わると部屋の机の上の白熱灯の

平成

り）を自分で作って川に魚釣りに行くようになって30年にな

10

年 が 経 過。 そ の 間、 平 成

時間と思い出が染みるようにこみあげてきます。毛鉤（けば

か ら 早 い も の で、

を払い、古い魚釣りの雑誌を手にして頁をめくるとあの頃の

7

月

屋の書棚を整理してみました。薄っすらと積もった埃の香り

25

年

巣ごもり生活のついでに、30年も前に使っていた実家の部

3

月 に 胃 が ん で 開 腹 手 術 入 院、平 成

新悟

年

佐藤

に現場で頭部を強打し脳出血による慢性硬膜下

研修部

血腫を起こし、頭部穴明け手術入院、多々病気のため、保護観察所



主任官や、保護観察対象者の方々にご迷惑をお掛けしましたが、府

群馬県内の渓谷

巣ごもり生活の
ついでに

8

中地区保護司会の皆様方から温かい励ましと、御指導、御交際を賜

府中地区保護司会コラム⑩

わり、働くことが出来、 月末日付、無事満期退任することになり

54

令和２年９月１日
ました。心より感謝申し上げます。

ひとみ

委嘱されるにあたっては、元保護司関根靖雄様、梶昭二様の推薦

野

をいただき、保護司を拝命致しましたが、私には無理なことと思わ

廣

31

れました。経験の無いことばかりで正直苦労しました。就任時 才、

総務部

東京府中ライオンズクラブ会員在籍中で、寛容の精神をつちかうこ

8

とと、奉仕活動を目的に行動した例会の集まりが終ると、街へ繰り

（令和 年 月 日退任）

2

しかし、保護司を受けてから、自分が変わってくるのを覚えまし

巧

出し、
深夜迄お酒を飲んで騒いだり品行方正ではありませんでした。

藤

た。特に、車の運転では、十分気をつかいました。交通規則を守り、

齋

22

年間優良運転手として免許資格を続けています。

総務部

無事故無違反で

令和 2 年 5 月 25 日付

残された人生も真面目に地域社会の生活改善、社会福祉に励んでま

●

いります。府中地区保護司会の皆様方の御健勝と御活躍を御祈念申

新任紹介

し上げ、退任の御挨拶と致します。

●

府中地区保護司会だより
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初めてのケースを担当して
研修部 住﨑



岩衛

昨年 5 月に、東京保護観察所にて新任保護司
伝達式で委嘱を受けました、住﨑岩衛です。ど
うぞよろしくお願いいたします。研修会で、先
輩の皆様方から面接苦労話を聞いて、私にでき
るのかと不安で一杯です。10 月の赤城高原ホ
スピタル宿泊研修会では、「アルコール依存症
とは何か。どのような支援が必要か」の講義を
受けた後、薬物事犯者が自ら、体験談を淡々と
話す日常生活に釘付けとなりました。
年が明け、新型コロナウイルスが連日報道さ
れて自粛要請が出てきた矢先、大羽主任官より
「対象者決まりました」と。週明け、本人から
電話が入り面接日を決めましたが、感染予防の
ため会うべきか、それとも電話対応か、迷って
後任の佐藤主任官へ連絡し、直接会って話をす
ることに決めました。
初めての面接は、緊急事態宣言が発令された
中、緊張しながら家の庭で行いました。これか
ら保護観察期間の３年間面接する上で、本人が
社会の一員となってくれることを願い、保護司
としての役割を果たしていきたいと思います。

わかりやすくした「社会を明るくす

編集後記
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会計

赤塚 正坦
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題字は高野市長の揮毫によるものです
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副部長 室
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㋑アシカ親方

者予防更生法実施記念フェアー」が

る運動～犯罪や非行を防止し、立ち

②銀座
 西 丁目交差点近くには、平
成 年に中央区保護司会と更女会
府中地区における令和 年度の街

がそれぞれの創立 年と 年を記

づくりを目指して東京銀座の商店

念して建立した〝社会を明るくす
前田久美子
中込八重子

☆今号は、イベント等の中止により
６ページとなっております。

ポスターの中で次の㋐㋑を
表すキャラクターは
㋐保護司 ㋑協力雇用主

（クイズ）

広報部

頭広報活動や推進大会は、今回のコ
た。

街有志が行ったもので、
「銀座フェ
このフェアーに刺激されて翌年

月には各地で「矯正保護キャンペー
ン」が実施される。昭和 年、法務
動を継続し一層発展させる必要があ
ると考え、
「社会を明るくする運動」
と名づけ、国民運動として世に広げ
ることとした。

?

7

府（現在の法務省）は、これらの活

26

㋐クジラ先生

本

回!「社会を明るくする運動」

「 社会を明るくする運動 」の始まり

直りを支える地域のチカラ～」の新

平成 年には、運動の趣旨をより

だと言われる。戦後の混乱の中、非

名称となり、今に至っている。

27

今年で
昭和 年 月に開催された「犯罪

行少年の立ち直りを支援し明るい街

23

3

る運動発祥の地〟の石碑がある。

30

22

ロナ禍により残念ながら中止となっ

50

7

アー」とも呼ばれた。

2

本当に困ったものです。コロナで緊
急事態宣言が出て外出自粛。
ステイホー
ムで時間がある時に自身で何が出来る
か、ごみの出し方など少し考えながら
時間を過ごすようにしていました。テ
レビではアイドルグループによる手洗
い体操やテレ合唱などコロナ撃退に向
け共助する姿がとても印象深く、心に
響いていました。
広報紙の編集にあたってはサポセン
でみんな話し合いながら作成してきま
したが、今 度 ばかり はそれも 出 来 ず、
①シンボルマークの〝黄色い羽根〟 広報部長始め役員のリーダーシップの
は、平成 年に長崎地区保護司会 元で在宅パソコン編集となってしまい
が 考 案。平 成 年 か ら は、
〝 幸 福 ました。部員一同、心は一丸でしたが
（しあわせ）
の黄色い羽根〟
となり、 少し寂しい編集となってしまいました。
発刊の頃には皆さんと会い、わいわい
毎年人々の胸を飾っている。
とした中で様々な活動が出来ればと
吉野 博文
祈っています。

「刑務所」、ちょっと怖いけれど
気になる矯正施設だと思いません
か？
わが街にも「府中刑務所」があ
り、府中地区保護司会でも、何度
か研修と施設見学に行き、毎年秋
の文化祭では一般に向けて矯正展
が開催されています。
この本は全国の矯正施設を視察
してまとめられたものです。
「日
本一刑務所に入った男」の入所ま
でのプロセス、中での暮らしや楽
しみ、刑務官の仕事、刑務所の問
題点など、著者だからわかる塀の
中の真実を書き、この本を読んで
刑務所には絶対入らないで頂きた
い、また、罪を犯せば被害者がい
ることを忘れてはならないと書い
ています。
正に「刑務所マニュアル本」と
言えるでしょう。受刑者も人間、
刑務官も人間。すべては本人次第。
更生して社会での居場所を作り、
幸せな生活をしてほしいと願うば
かりです。罪を犯す前に読んでい
たら犯罪は少なくなるのか分かり
ませんが、絶対刑務所にはお世話
にならないことです。
 著者：河合 幹雄（法社会学者）
 （ワニブックスＰＬＵＳ 新書）
16

正子
若松
広報部


70

「もしも刑務所 に
入ったら」
24

（6）
府中地区保護司会だより
令和２年９月１日

