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業務(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・啓蒙を図る事業

ラジオ（帯番組）を活用した道民向け啓発・啓蒙活動

刑務所出所者は仕事がない、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。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。

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　『牧やすまさの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』（仮）

放送期間 2019年10月～12月の毎週１回（全12回）

放送時間
１回あたり５分（コーナー枠）

・毎週月曜 17：15～17：55の間の5分コーナー

番組内容 ■保護司の方々や、北海道ダルク、ワールドオープン

ハート（WOH）、協力雇用主、各種支援団体・機関等に

順次、毎週番組にご出演いただく。（スタジオ、電話

等）

■パーソナリティ（牧やすまさ氏）を聴き手とし、社会

復帰・更生を目指す人々の実情、保護司の方々の取組

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。

　例）コンテンツ例

• 保護司の活動紹介

• 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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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（提案１）ラジオ番組と連動した
ＳＮＳ等の活用。

企 画 名 ラジオ番組連動型ＷＥＢ，ＳＮＳ活用

【STVラジオフォロワー数】

Twitter　　　約23,000人

Facebook　　　約5,300人

Instagram　　 約2,500人

使用媒体 １）ＳＴＶラジオ番組ホームページの活用

　　

『牧やすまさの路地裏のスピリッツ』専用ページ

　　毎週放送した内容を番組ホームページに掲出。

２）ＳＴＶラジオと連動した

　　　　Twitter、Facebook、Instagram活用

　　

ＳＴＶラジオ『牧やすまさの路地裏のスピリッツ』

で毎週放送した内容を要約し、ＳＴＶラジオの番組

紹介Twitter、Facebook、Instagramで発信。

『路地裏のスピリッツ』
専用ページに前記の《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
内容を順次アップしてい
く。
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テレビを活用した道民向け啓発・啓蒙活動

企 画 名 人気番組での「特集コーナー」企画

ＨＢＣテレビ『いいね！』

推定視聴者数　81,000世帯

【放送内容の広報素材化】

放送した５分間の動画を、
他のパネル展、研修会、意
見交流会等の場で使用する
ことも検討
（ＨＢＣとの協議事項）

使用媒体 ＨＢＣテレビ　『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 ■社会復帰・更生を目指す人々の実情、保護司の方々の
取組などを紹介する。

放映内容（５分間番組）の活用

ＨＢＣテレビで放送

YouTubeに動画アップ

本事業で制作する各種
パンフレット、資料等
にYouTubeアクセスＱ
Ｒコードを付し拡散を
図る
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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

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。

企 画 名 商業施設に於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月中旬の土日休日2日間（予定）

展示内容 矯正施設の出所から更生に至る道程を分かりやすく紹介

社会復帰・更生に立ちはだかる“壁”の紹介

保護司をはじめ、犯歴者の社会復帰、更生を支援する

方々の役割、支援団体・機関の連携などを紹介

実際に社会復帰、更生を目指している方々の「声」（匿

名・文章のみ）を紹介

同時開催 パネル展への立寄りを促進するための仕掛けと同時に、

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、刑務作業製品の販売会を実施。

ミニ矯正展の併催

　　（公財）矯正協会刑務作業協力事業部（CAPIC)に

　　　協力を依頼予定。

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）
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今年度各事業の共通ツール「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
する。

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】

「更生までの道のり」

• イラストでわかりやすく説明。国とボランティアが力

を合わせて犯罪や非行からの立ち直りを支えていく

“更生保護”。

• 再び罪を犯さないためには、その特性に応じた途切れ

ることのない息の長いケアが重要で、刑事、矯正、保

護などの施設のほかに、地域における立ち直り支援

ネットワークが連携してサポートする「更生までの道

のり」をイラストを使ってわかりやすく説明する。
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(1)-②   市町村の理解促進を図る事業

全市町村・教育委員会に対する調査実施

調査自体を啓蒙・啓発の一環として実施

調査対象 179市町村の

　・住民生活安全、生活支援部署

　・教育委員会

調査件数 延べ358件

調査方法 郵送調査法

調査時期 9月～10月

調査内容 ■市町村（生活安全・生活支援部署）への調査

• 再犯防止推進法の認知

• 「再犯防止推進計画」策定の現況／策定の予定

• 未策定の理由

• 再犯防止において重要と考える分野

• 社会復帰、更生を目指す者への取組内容

• その他

■市町村教育委員会への調査

• 再犯防止推進法の認知

• 未策定の理由

• 再犯防止において重要と考える分野

• 社会復帰、更生を目指す者への取組内容

• 社会復帰、更生を目指す者への就学支援策の有無・内容

• その他

調査結果のフィードバック

全市町村・教育委員会に対して、上記調査結果を、さらなる啓蒙・啓発の素材として活用する。

方　　法 次の資料を郵送にて提供する。

①提案１の「全市町村・教育委員会への調査」を集計・分

析した結果ダイジェストの冊子

②平成30年度『北海道型再犯防止対策検討調査報告書』の

概要を取りまとめた冊子

①の冊子
Ａ４判カラー　４Ｐ程度
②の冊子
Ａ４判カラー　８Ｐ程度

提供時期 11月

提 供 先 道内179市町村・教育委員会

６



業務(２)   犯罪をした者等を見守り・支援する人づくり

①   保護司への支援事業　　　　　　　　　　　

地域で更生支援を分担する行動喚起（就労支援編）

社会復帰・更生に伴う主要な阻害要因のうち、就労支援を重点に保護司と関係者との交流を図り、
地域社会への啓蒙・啓発を含めた連携を強化する取組。

事業概要 保護司と就労支援関係者との交流会開催

道内主要地区で保護司と就労支援関係者との意見交換、

体験交換などの交流を図り、犯罪をした者の側から見た

就労やその継続の難しさ、雇用側から見た雇用の難しさ

などの実態と合わせ、成功事例の紹介などの就労支援に

関する理解促進を図る。

実施地域 道内の保護観察所所在の４地域で実施する。

① 札幌市（道央圏）

② 函館市（道南圏）

③ 旭川市（道北・オホーツク圏）

④ 釧路市（釧根圏）

開催時期 11月中旬予定

参加対象 保護司と、主として就労支援分野で実践的な取組みを行う

関係団体・機関。

• 保護司（更生保護サポートセンター）

• 協力雇用主

• 職親プロジェクト

• 障がい者就労支援を行う各地関係団体

• 更生保護女性聯盟

• ＢＢＳ会員

• ハローワーク

• 更生保護関係機関

• 市町村　などを想定

回 数 各地域１回

会 場 公共施設を予定

規模想定 ４会場で 60～130人（平均75人前後）を想定する。

保護司 BBS会員 協力雇用主 障がい者

(6%) (10%) (10%)
就労職親会

札幌 75人 4人 33社 1社 10会 札幌、小樽、室蘭 125人程度

函館 28人 3人 4社 1社 1会 函館 38人程度

旭川 38人 11人 18社 1社 6会 旭川、北見 76人程度

釧路 44人 3人 9社 1社 1会 釧路、帯広、網走 60人程度

合計 185人 21人 63社 1社 18会 9所 300人程度

注1  (　%)は参加率想定   保護司＝各更生保護センター数＊５人程度と見込んだ人数

注2  職親プロジェクトは道内1社であり、各開催地に出席いただく

注3  障がい者就労職親会は各地域の数、札幌地区は「連合会」も含む

職親プロ

ジェクト
ﾊﾛｰﾜｰｸ  参加者想定数開催地
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交 流 会

内 容

第１部

【基調講演】

30分　

社会復帰・更生と就労支援

※講師選定中

第２部

【情報提供】

30分　

北海道の就業環境

（依頼予定）

各開催地ハローワーク　　　　　　　　　　　　　

　　札幌・函館・旭川・釧路

第３部

【パネルディス

カッション】

　

80分

地域で社会復帰・更生者の就労を

支える

《パネラー》

　①保護司

　②協力雇用主

　③障がい者就労各関係団体

　④保護観察所

《モデレーター》

　　※選定中

。

【パネラーを交えた意見交換】

　参加者の自由な意見交換

参 加 者

募 集

北海道ブロック保護司会、各支援団体を通じて告知

協力雇用主会を通じ告知

北海道ホームページでの告知

パブリシ

ティ対策

主要メディア（テレビ、ラジオ、新聞社）への開催リ

リース、取材依頼を行う。

開催地域ＦＭへの協力依頼を予定

　・札幌会場（ＦＭアップル）

　・函館会場（ＦＭいるか）

　・旭川会場（ＦＭりべーる）

　・釧路会場（ＦＭくしろ）
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地域で更生支援を分担する行動喚起（地域生活支援編）

平成30年度調査（P38)で、保護司の「犯罪予防活動の効果を上げるために不足してること」の最
大の指摘は『地域住民の協力』である。また、必要だと思う取組みで半数が『自治体、自治会、
福祉等各種団体との連携』を挙げている。この事業では保護司が地域社会と連携して犯歴者等の
社会復帰や更生を支える環境を作るための取組

事業概要 保護司と地域支援関係者との交流会開催

保護司、保護観察所、社会福祉団体、市町村職員に対し

て、犯罪をした者から見た福祉制度の利用の難しさや、

福祉制度の利用に至らない被支援者の実態や特徴などの

理解促進を図るとともに、成功例の紹介を通じた理解の

促進を目指す

実施地域 道内の保護観察所所在の４地域で実施する。

① 札幌市（道央圏）

② 函館市（道南圏）

③ 旭川市（道北・オホーツク圏）

④ 釧路市（釧根圏）

開催時期 １２月上旬予定

参加対象 保護司と、主として地域生活に関連する分野に特化する。

① 保護司（更生保護サポートセンター）

② 町内会役員

③ 地域生活定着センター

④ 社会福祉協議会

⑤ 障がい者就労・生活支援センター

⑥ 就労移行支援事業所

⑦ 障がい者職親連合会

⑧ 更生保護関係機関

⑨ 市町村

⑩ ＰＴＡ　などを想定

回 数 各地域１回

会 場 公共施設を予定

規模想定 ４会場で 50～180人（平均90人前後）を想定する。

保護司

(6%)
個別町内会

(推定）

（道央  1%）

（その他2%）

札幌 75人 1所 10,716会 107人 183人程度

函館 28人 1所 1,083会 22人 51人程度

旭川 38人 1所 1,482会 30人 69人程度

釧路 44人 1所 2,166会 43人 88人程度

合計 185人 （2所） 15,447会 202人 391人程度

注1  (　%)は参加率想定   保護司＝各更生保護センター数＊５人程度と見込んだ人数

注2  地域生活定着センター道内2箇所であり、各開催地に出席いただく

町内会・自治会
地域生活定

着センター

参加者

想定数
開催地
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交 流 会

内 容

（ 案 ）

第１部

【基調講演】

30分　

社会復帰・更生者の地域生活課題

社会復帰・更生においては就労支援と地域

社会での“居場所づくり”が重要であり、

特に地域にある偏見・誤解の解消は、保護

司、更生保護センター、BSSなどと地域が一

体となって取組むべき課題であることを提

起する。

※講師選定中

第２部

【情報提供】

30分　

更生保護サポートセンターの活動（依

頼予定）

各開催地各地１名ずつ保護司（更生保

護サポートセンター）

　札幌・函館・旭川・釧路

第３部

【意見交換会】

　

60分

地域社会にある誤解・偏見の解消に向

けて

《モデレーター》

　株式会社北日本調査社

　代表取締役　伊勢田　和幸　氏　

《進め方》

出席者名簿を基に指名方式で発言を

求め、幅広い意見交換とする。

資料配布 ① 平成30年度『北海道型再犯防止対策検討調査業務報告書』

の概要を取りまとめた冊子

② 再犯防止推進リーフレット(本事業で制作）

③ 社会復帰・更生支援に関わる団体・機関解説書

参 加 者

募 集

① 北海道ブロック保護司会、各支援団体を通じて告知

② 北海道ホームページでの告知

③ 北海道町内会連合会ホームページでの告知

　（各連合町内会役員を通じた参加勧誘）

パブリシ

ティ対策

主要メディア（テレビ、ラジオ、新聞社）への開催リリース、

取材依頼を行う。

開催地域ＦＭへの協力依頼を予定

　・札幌会場（ＦＭアップル）

　・函館会場（ＦＭいるか）

　・旭川会場（ＦＭりべーる）

　・釧路会場（ＦＭくしろ）
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業務(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　犯罪者等支援者による講演会等開催支援事業　

幅広く更生支援分野（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

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
係者が集う講演会を開催する。

事業概要 各分野連携による社会復帰・更生支援の仕組みづくり

　医療法人社団ホットステーション主催「北海道で更生と再犯　

　防止を考える会」と連携した講演会の実施

道内主要地区で保護司と社会復帰・更生支援に関連する多

様な関係者を募った、犯歴者の社会復帰・更生を支える地

域ネットワークづくりへの第一歩とする。

実施地域 ①　札幌会場

②　函館会場

③　旭川会場

④　釧路会場

実施時期 札幌１月１１日、函館・旭川・釧路１月中旬～下旬（予定）

参加対象 次の多様な支援分野の団体・機関に参加を呼び掛ける。

実施回数 【開催回数】各会場１回ずつ

規模想定 各会場70人程度を想定する。

住 賃貸住宅の家主 賃貸住宅経営者協会（道内12協会）など

縁 地域コミュニティ 町内会連合会など

職 就労支援 自立支援相談機関など、協力会社など

医 薬物依存対策 道内の依存症対応病院など

老・障 高齢・障がい者 地域生活定着センター、障がい者職親会など

学 就学支援 一般校、特別支援校、フリースクール等

受刑時職能訓練 刑務作業発注企業、矯正協会（CAPIC）

生活支援 更生保護女性会員

市町村（生活保護）など

その他
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１２

講 演 会

内 容

（ 案 ）

第１部

【基調講演】

60分　

テーマ

「受刑者の居場所としての就労支援

講　師

中村　浩士　氏

（シティ総合法律事務所　弁護士）

第２部

【ディスカッ

　ション】

60分　

ディスカッションテーマ（案）

参加各団体・機関が恒常的に連携

を期待する団体はどこか？

保護司の視点から「望ましい」地

域の仕組みとはどんなものか＞

---《事務局から提起》-----------

『地域連携ロードマップ案』の説明　　　

　・次年度に『○○地域社会復帰・更

生支援連携会議（仮称）』立上げ

案の提示

参 加 者

募 集

北海道ブロック保護司会、各支援団体を通じて告知

北海道ホームページでの告知

パブリシ

ティ対策

主要メディア（テレビ、ラジオ、新聞社）への開催リリー

ス、取材依頼を行う。

開催地域ＦＭへの協力依頼を予定

　・札幌会場（ＦＭアップル）

　・函館会場（ＦＭいるか）

　・旭川会場（ＦＭりべーる）

　・釧路会場（ＦＭくしろ）


