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1．北海道における再犯防止対策促進事業

■(１)犯罪をした者等の社会復帰を地域全体で支える地域づくり

① 住民等への意識啓発・啓蒙事業

ア

ラジオ（帯番組）を活用
した道民向け啓発・啓蒙
活動

ＳＴＶラジオ『牧やすまさの路地裏のスピリッツ』（毎週月

～金）で、全12回にわたり保護司をはじめ、犯罪をした者等

の社会復帰・更生を支援する活動などを紹介する特集コー

ナー『戻らない、戻さない。再犯防止を目指して』を放送。

■10月1日～12月17日

■聴取者数（推定）192,000人

イ

ラジオ番組と連動したＷ
ＥＢ、ＳＮＳによる啓
発・啓蒙活動

上記の放送内容を、ＳＴＶラジオの番組ホームページ、ＳＮ

Ｓ等を通じて発信。

■フォロワー数 Twitter（約23,000人）、

Facebook（約5,300人）Instagram（約2,500人）

ウ
テレビを活用した道民向
け啓発・啓蒙活動

ＨＢＣテレビで毎週土曜日放送の『いいね！』内で、犯罪を

した者等の社会復帰・更生を支援する活動などを紹介する特

集コーナー（５分間程度）を放送。

→YouTubeに動画アップ（拡散）

■8月31日

■視聴者数（推定）81,000世帯

エ
商業施設での啓発・啓蒙
パネル展

札幌市内商業施設内で、犯罪をした者等の社会復帰・更生の

困難さと、それを支える活動、地域の理解・支援の必要性を

訴えるパネル展示を行う。

■11月16日、17日アリオ札幌苗穂店で開催

■札幌刑務所協力のもと、刑務所作業製品即売会を同時開催

オ
「再犯防止リーフレッ
ト」の作成

犯罪をした者等の社会復帰・更生の困難さと、それを支える

活動などを分かりやすく紹介するリーフレットを作成。

■40,000部（Ａ４両面：三つ折り）

② 市町村の理解促進を図る事業

ア
全市町村・教育委員会に
対する調査実施

179市町村・教育委員会に対して、再犯防止推進法の認知、

「再犯防止推進計画」策定の現況・予定、未策定の理由、犯

罪を社会復帰、更生を目指す者への取組内容などの実態調査

を実施。

■179市町村・179教育委員会

イ
調査結果のフィードバッ
ク

市町村、教育委員会の理解を促進するため、下記をフィード

バックする。

①上記の調査結果のダイジェスト冊子

②平成30年度『北海道型再犯防止対策検討調査業務報告

書』の概要冊子

■179市町村・179教育委員会
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■（２）犯罪をした者等を見守り・支援する人づくり

北海道「更生・再犯防止」促進セミナー

①
更生支援関係者の知識の
共有のための取組

犯罪をした者等に対する「就労支援」や「地域での生活支

援」について、更生支援関係者や、行政、地域住民を対象と

したセミナーを開催する。

■テーマ『犯罪をした者等の再生・再犯防止～地域ネット

ワークと繋がるために～』

■会場 ①札幌会場 ②函館会場 ③旭川会場 ④釧路会場

■時期 札幌12月25日、函館12月26日、旭川12月19日、釧路

12月20日

■各会場100人程度

■進め方

犯罪をした者等の社会復帰にあたり、スムーズに社会生活

を営むために必要となる「就労支援」や「地域での生活支

援」について、犯罪者をした者等が立ち直りを進める際に陥

りがちな問題点や、その解決に向けた取組例などの知識を、

保護司や、行政関係者、就労、住居などの確保、地域社会と

の融和などを支える関係者、地域住民と共有するため、

①就労支援の視点からの講演

②地域生活支援に係る地域諸団体の方々によるパネルディス

カッション

を行う。

■（３）犯罪をした者等を切れ目なく支える支援者の絆づくり

北海道で更生と再犯防止を考える講演会

①

幅広く犯歴者の更生支援
分野（更生を阻害する要
素の除去）関係者の連携
を醸成する取組

犯罪をした者等の社会復帰・更生に伴う多様な阻害要因を

地域社会で取り除くため、住・職・医・学など幅広い関係者

が集う勉強会・意見交換会を開催する。

■テーマ『地域連携で見守る更生と再犯防止』

■会場 ①札幌会場 ②函館会場 ③旭川会場 ④釧路会場

■時期 札幌1月11、函館1月17日、旭川1月25日、釧路2月8日

■各会場50人程度

■マスメディアへのパブリシティ、地域ＦＭ等との連携

■進め方

犯罪をした者等の社会復帰にあたり支援を行う司法関係機

関や、就労、住居などの確保、地域社会との融和などを支え

る関係者、団体が一堂に会し、地域社会全体として犯罪をし

た者等の更生を支えるネットワーク形成を目指して、医療法

人社団ほっとステーションの主催する「北海道で更生と再犯

防止を考える会」と連携して

①受刑者の地域支援の行う視点からの講演

②地域社会にある誤解・偏見の解消と社会復帰・更生を支え

る地域ネットワークづくりに向けた意見交換会

を行う。



（１）犯罪をした者等の社会復帰を地域全体で支える地域づくり

①住民等への意識啓発・啓蒙事業

ア ラジオ（帯番組）を活用した道民向け啓発・啓蒙活動

犯罪をした者等には仕事がない、住居がない、高齢、障害がある、薬物依存があるなど、それぞれ問題を

抱えている者もいる。社会復帰・更生を目指す人々を地域全体で支えることの重要性を、保護司等の取組

みを通じて道民に知ってもらい、理解を深めていただくことを目的とした番組。

企 画 名 ラジオ「オリジナル番組コーナー企画」
牧やすまさ氏

1978年よりSTVラジオのパー

ソナリティを務め、社会派と

して率直な語り口で長く人気

を保っている。

• 日本大学芸術学部卒。

• 全国身体障害者スポーツ大

会後夜祭実行委員長（S63）、

(社)日本青年会議所“環境

を考える地球市民会議”実

行委員長（H9）、(社)札幌

青年会議所 第42代 理事長

(H5)などを歴任。

• 現在、北海道バウンドテニ

ス協会理事長、北海道いの

ちの電話 理事

『牧やすまさの路地裏のスピ

リッツ』

推定聴取者数 192,000人

使用媒体 ＳＴＶラジオ 『牧やすまさ 路地裏のスピリッツ』

特集コーナー

『戻らない、戻さない。再犯防止を目指して』

放送期間 2019年10月1日～12月17日 毎週火曜日（全12回）

放送時間 １回あたり５分（コーナー枠）17：30～17：35

番組内容 ■パーソナリティ（牧やすまさ氏）を聴き手とし、社会

復帰・更生を目指す犯罪をした者等を支える人々が出

演。それぞれが抱える問題や、地域全体で支えていく

ことの重要性について、社会復帰・更生を目指す人々

の実情、支える人々の取組などを紹介することで、地

域の理解・支援への参加を促す番組とする。

【コンテンツ】

◎再犯防止にむけてどのような取組みがされているか

◎社会復帰・更生を目指す者たちを阻む壁とは何か

◎社会復帰・更生を目指す者たちを支えるためにでき

ること
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ア ラジオ（帯番組）を活用した道民向け啓発・啓蒙活動

■出演者一覧

回 月日 団体名等 氏 名

1 10/1 北海道地方更生保護委員会 調整指導官 沖崎佳奈恵

2 10/ 8 札幌保護観察所 次長 木村敏章

3 10/15 北海道弁護士連合会

髙野俊太郎

弁護士・再犯防止推進計画対応委員会委員
長

4 10/22
北海道地域生活定着支援セン

ター

統括センター長

鹿野内 賢士

5 10/29

医療法人社団

ほっとステーション

大通公園メンタルクリニック

主任・精神科ソーシャルワーカー

佐々木 渉

6 11/5 札幌少年鑑別所 所長 中嶋 英治

7 11/12 保護司 札幌市豊平区保護司会副会長 村川 操

8 11/19 更生保護法人 札幌大化院 施設長 佐々木孝一

9 11/26 札幌更生保護女性連盟 会長 穴田節子

10 12/3 札幌矯正管区 更生支援企画課長 伊藤 涼平

11 12/10 札幌ＢＢＳ連盟 事務局長 宮塚 豊

12 12/17 協力雇用主 (株)高磯建設社長 宮下晴美
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イ ラジオ番組と連動したWEB、SNSによる道民向け啓発・啓蒙活動

●ラジオ非聴取者対応、聴取者への理解の深化を図るため、前記ラジオ番組の内容を番
組のWEBやSNSに掲載した。

WEB版アドレス https://www.stv.jp/radio/maki-rojiura/saihanboushi/index.html

『路地裏のスピリッツ』
専用ホームページに前記
の《特集コーナー『戻ら

ない、戻さない。再犯防
止を目指して』》の12回
の放送内容を順次アップ。

▲番組Twitter ▲番組Instagram
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ラジオ（帯番組）を活用した道民向け啓発・啓蒙活動

～放送内容ならびに番組ホームページでの紹介～

北海道地方更生保護委員会 調整指導官 沖崎佳奈恵さん

沖崎さんは、刑事施設と保護観察所の橋渡しをしています！

沖崎さんは、平成12年から保護観察の

お仕事に従事されて、昨年から今のお仕事に。

●北海道地方更生保護委員会とは？

⇒刑事施設や少年院からの仮釈放、仮退院の許可や仮釈放の取り消しなどを決定する法務省管轄の機関。※
全国で8つの地方更生保護委員会があり、道内は札幌に所在しています。

●沖崎さんのお仕事、調整指導官とは？

⇒地方更生保護委員会に配置される保護観察官は、委員が審理をするための準備などを行う。保護観察官でも
ある調整指導官は、審理のための準備なども行うが、とりわけ刑事施設と保護観察所の橋渡し的な役割です。

●社会復帰・更生を目指す方たちを拒む壁は？

⇒刑事施設に収容される受刑者のうちおよそ６割が再入者です。彼らが立ち直ろうと思ったときに支援できる環境
が整っていない。帰る場所や引き受けてくれる人が無かったり、仕事が無かったり、また薬物使用の犯罪をした人

は再犯率が高いといわれるが、彼らは依存症という病気であることが理解されずに治療を受けないままの状態で
あることが多いです。高齢であったり障害を抱える人で、必要な福祉サービスを受けられない人もいます。

※再犯防止において、「居場所」と「出番」が重要で、「治療」「福祉サービス」の視点といった新しいアプローチの
仕方も・・・

●社会復帰・更生を目指す方たちを支えるために出来ることは？

⇒犯罪者ということで拒絶するのではなく、立ち直りに困難を抱える人たちが多くいることを知ると共に立ち直ろう
とする人たちを応援してほしい！更生保護ボランティアなど立ち直りを支援する人たちに協力することから始めて
みて欲しい！と考えています。

第1回放送内容
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ウ テレビを活用した道民向け啓発・啓蒙活動

使 用 媒 体 ＨＢＣテレビ
ＨＢＣテレビ『いいね！』

推定視聴者数 81,000世帯番 組 名 『いいね！』内特集コーナーの展開

放 送 日 2019年8月31日（土）

放 送 時 間 14:00～15:00の間の《５分間》を特集コーナーとする。

番 組 内 容

当日視聴率

■刑期を終えた元受刑者へのインタビューのほかに、保護観察中
の人たちを見守る人たちに社会復帰を手助けする思いを取材。
取材協力／
協力雇用主…今井建設工業所 会長・今井正美さん
元受刑者 …今井建設工業所 社員
保護司 …中島正晴 さん（設計士）

世帯視聴率 3.5％→約90,000世帯が視聴しました
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エ 商業施設での啓発・啓蒙パネル展

●生活者の身近な場所である商業施設において、社会復帰・更生を目指す人々を地域全体で支えることの重要性を知っ

てもらい、理解を深めていただくことを狙いとする。

企画名 商業施設における地域生活者向けパネル展

実施場所
札幌市「アリオ札幌」札幌市北７条東９丁目２−２０

IFゼビオスポーツ前スペース

実施時期
2019年11月16日（土）10：00～18：00

11月17日（日）10：00～17：00

展示内容

■今、再犯防止が重要な理由

■北海道内の矯正施設 刑事施設・少年院・少年鑑別所

■立ち直りを支える仕組み

■更生までの道のり

■刑務所出所者が抱えている問題

■再犯を防ぐために必要なこと（しごと、くらし）

■再犯防止のため、あなたにできること

■立ち直りのために

来場者 16日 388名、17日 534名、合計 922名

同時開催
パネル展への立寄りを促進するとともに、受刑者等の入所時の職能訓練など、矯正作業への理解を拡げるため、
刑務所作業製品の販売会を実施。

会場 アリオ札幌１Fゼビオスポーツ前スペース （札幌市北区北7条東9丁目2-20）



エ 札幌市内の商業施設内での啓発・啓蒙を目的としたパネル展

モニター写真

9
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オ 「再犯防止推進リーフレット」の作成

令和元度事業の各事業シーンで活用する共通ツールとして「再犯防止推進リーフレット」を

作成した。

仕 様 Ａ４＊両面＊三つ折り＊４色

作成部数 40,000部

配布時期 10月～1月

配 布 先 北海道市区町村、教育委員会、パネル展、意見交換会や

講演会での配布・設置など

内 容 【全体コンセプト】

• 犯罪防止と罪を犯した人たちの立ち直りには，一般

市民の理解と協力が不可欠であるという観点から、

「更生を地域で見守る明るい社会へ」をキーワード

に、ボランティア、地域、国の取り組みを広く紹介

する内容とする。

【コンテンツ】

「今、再犯防止が重要な理由」

「再犯を防ぐために必要なこと」

「更生保護に関する一言用語集」

「再犯防止のため、あなたにできること」

送付先 カ所数
リーフレット

送付数 総枚数

国（刑事司法関係） 10 50 500

矯正施設 24 50 1,200

更生保護施設 8 50 400

保護司会 72 50 3,600

女性会 110 50 5,500

ＢＢＳ 32 50 1,600

雇用主会 23 50 1,150

北海道労働局 1 50 50

ハローワーク 48 50 2,400

道警本部 1 50 50

各方面本部 4 50 200

各警察署 66 50 3,300

総合振興局・振興局 14 50 700

教育庁 1 50 50

教育局 14 50 700

札幌市 1 300 300

市町村 178 100 17,800

環境生活部道民生活課 1 500

計 608 40,000



（２）犯罪をした者等を見守り・支援する人づくり

① 北海道「更生・再犯防止」促進セミナー

犯罪をした者等に対する「就労支援」や「地域での生活支援」について、保護司をはじめとした更生支

援関係者や、行政、地域住民を対象としたセミナーを開催し、犯罪をした者等が立ち直りを目指す際の

問題点やその解決にむけた取組例などの知識を共有する。

企 画 名 北海道「更生・再犯防止」促進セミナー

テ ー マ 犯罪をした者等の更生・再犯防止～地域ネットワークと繋がるために～

開催日・場所 ① 旭川市 2019年12月19日（木） 大雪クリスタルホール

② 釧路市 2019年12月20日（金） 交流プラザさいわい

③ 札幌市 2019年12月25日（水） TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前

④ 函館市 2019年12月26日（木） サン・リフレ函館

内 容 犯罪をした者等の社会復帰にあたり、スムーズに社会生活を営むために必要

となる「就労支援」や「地域での生活支援」について、犯罪者をした者等が

立ち直りを進める際に陥りがちな問題点や、その解決に向けた取組例などの

知識を、保護司や、行政関係者、就労、住居などの確保、地域社会との融和

などを支える関係者、地域住民と共有するため、

①就労支援の視点からの講演

②地域生活支援に係る地域諸団体の方々によるパネルディスカッション

を行う。
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① 更生支援関係者の知識の共有のための取組

12

会場 講演 パネルディスカッション 月日・場所
参加者

数

札幌

〇テーマ

「罪を犯した人を

排除しない社会を

目指して

～反省は一人でで

きるが更生は一人

ではできない～」

〇講師

浜井 浩一 氏

（龍谷大学法学部

教授／矯正・保護

総合センター長）

篠原 光征 氏
（札幌市西区保護司会会長）

令和元年12月25日（水）
TKP札幌ビジネスセンター

赤れんが前

１２１名

光増 昌久 氏
（札幌みんなの会支援者・元
松泉グループ総合施設長）

谷村 庄市 氏

（札幌弁護士会）

笠井 利佳 氏

（ほっとステーション）

函館

湯淺 弥 氏
（函館地区保護司会・NPO法

人小呂野 代表）

令和元年12月26日（木）

勤労者総合福祉センター

サン・リフレ函館

６２名

清宮 壱博 氏
（(一社)北海道障がい者職親
連合会 代表理事）

髙野 俊太郎 氏

（札幌弁護士会）

佐々木 渉 氏

（ほっとステーション）

旭川
〇テーマ

「生きる喜び、稼

ぐ喜び、胸を張る

喜びを提供し続け

る」

〇講師

長原 和宣 氏

（(株)ドリームジ

ャパン

代表取締役）

長原 和宣 氏
((株)ドリームジャパン 代表
取締役)

令和元年12月19日（木）

大雪クリスタルホール
１０９名

杉本 啓二 氏
(旭川保護司会連合会会長)

広瀬 正一 氏
（(一社)北海道障がい者職親
連合会 理事・副会長）

八重樫 和裕 氏

（旭川弁護士会）

村山 ひとみ 氏

（ほっとステーション）

釧路

長原 和宣 氏
((株)ドリームジャパン 代表
取締役)

令和元年12月20日（金）

交流プラザ さいわい
５１名

齋藤 徳幸 氏
（釧路保護司会連合会会長）

表 共良 氏
（カーショップオモテ 代表取
締役）

佐藤 圭 氏
（釧路弁護士会）

山本 泰雄 氏

（ほっとステーション）

① 北海道「更生・再犯防止」促進セミナー



（３）犯罪をした者等を切れ目なく支える支援者間の絆づくり

① 北海道で更生と再犯防止を考える講演会

犯罪をした者等の社会復帰・更生に伴う多様な阻害要因を地域社会で取り除くため、住・職・医・学

など幅広い関係者が集う勉強会・意見交換会を開催する。

企 画 名 北海道で更生と再犯防止を考える講演会

テ ー マ 地域連携で見守る更生と再犯防止

開催日・場所 ① 札幌市 2020年1月11日（土） ほっとステーション内会議室

② 函館市 2020年1月17日（金） サン・リフレ函館

③ 旭川市 2020年1月25日（土） 旭川市民文化会館

④ 釧路市 2020年2月 8日（土） 観光国際交流センター

内 容 犯罪をした者等の社会復帰にあたり支援を行う司法関係機関や、就労、住

居などの確保、地域社会との融和などを支える関係者、団体が一堂に会し、

地域社会全体として犯罪をした者等の更生を支えるネットワーク形成を目指

して、医療法人社団ほっとステーションの主催する「北海道で更生と再犯防

止を考える会」と連携して

①受刑者の地域支援の行う視点からの講演

②地域社会にある誤解・偏見の解消と社会復帰・更生を支え

る地域ネットワークづくりに向けた意見交換会

を行う。
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① 北海道で更生と再犯防止を考える講演会

14

会場 講演 意見交換 月日・場所
参加者

数

札幌

〇「就労支援を含む刑事弁護活動

による再犯の防止」

〇講師 中村 浩士 氏

（シティ総合法律事務所）

〇テーマ

「地域にある誤解・偏見の

解消に向けて」

〇コーディネーター

長谷川 直実 氏
（医療法人社団ほっとス
テーション 院長）

令和2年1月11日（土）

ほっとステーション内会

議室
４３名

函館

〇「薬物乱用防止対策～援助にお

ける刑事司法側の機能の活用」

〇講師 平井 慎二 氏

（下総精神医療センター 薬物依

存治療部長）

〇テーマ

「地域にある誤解・偏見の

解消に向けて」

〇コーディネーター

長谷川 直実 氏
（医療法人社団ほっとス
テーション 院長）

令和2年1月17日（金）

勤労者総合福祉セン

ター サン・リフレ函館

６１名

旭川

〇「薬物事犯者対策の問題点とア

パリの司法サポート」

〇講師 尾田 真言 氏

（NPO法人アパリ 事務局長）

〇「とかちダルクの取り組み～仲間

と共に回復すること」

〇講師 宿輪 龍英 氏

（NPO法人とかちダルク 理事長）

〇テーマ

「地域にある誤解・偏見の

解消に向けて」

〇コーディネーター

村山 ひとみ 氏
（医療法人社団ほっとス
テーション 看護師）

令和2年1月25日（土）

旭川市民文化会館
３６名

釧路

〇「条件反射制御法(CRCT)につい

て」

〇講師 長谷川 直実 氏

（医療法人社団ほっとステーション
院長）

〇「窃盗防止グループの取り組み」

〇講師 藪谷 巌 氏

（医療法人社団ほっとステーション
主任臨床心理士）

〇「性的問題行動を抱えた知的・発
達障害のグループの取り組み」

〇講師 多田 修平 氏

（医療法人社団ほっとステーション
臨床心理士）

〇テーマ

「地域にある誤解・偏見の

解消に向けて」

〇コーディネーター

佐々木 渉 氏
（医療法人社団ほっとス
テーション 精神保健福祉
士）

令和2年2月8日（土）

釧路市観光国際交流セ

ンター

５１名


