
令和元年度

北海道再犯防止推進会議

議 事 録

日 時：２ ０ １ ９ 年 ８ 月 ２ ７ 日 （ 火 ） 午 後 １ 時 ３ ０ 分 開 会

場 所：ＴＫＰ札幌ビジネスセンター赤れんが前 ５階 マーガレット
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１．開 会

○事務局（沼田道民生活課長） ご案内の時間になりましたので、ただいまから、令和元

年度北海道再犯防止推進会議を開催させていただきます。

私は、本日の司会を務めさせていただきます北海道環境生活部くらし安全局道民生活課

長の沼田と申します。

よろしくお願いいたします。

２．挨 拶

○事務局（沼田道民生活課長） それでは、開会に当たりまして、くらし安全局長の柴田

からご挨拶を申し上げます。

○柴田環境生活部くらし安全局長 北海道環境生活部くらし安全局長の柴田と申します。

よろしくお願いいたします。

本年度第１回目の会議の開催に当たり、一言、ご挨拶申し上げます。

本日は、まず、大変お忙しい中、全道各地からご出席いただき、ありがとうございます。

本会議につきましては、昨年来、ご出席の方はご存じかもしれませんが、刑法犯の認知

件数が減少している中、再犯者の割合が高まっているという状況などを踏まえまして、関

係機関の連携協力のもと、再犯の防止対策にかかわる情報共有やネットワークが大切だと

いうことで、昨年度から設置し、開催しているものでございます。

これまでの取り組みといたしましては、まず、昨年の１０月と今年の３月にこの会議を

開催し、その後、道内四つのブロックにおいて地域会議を開催してまいりました。また、

更生に携わっておられる支援者の方々や道民へのアンケート調査の実施、それから、先進

地の視察・調査などを行ったところでございます。

本日は、昨年度のこうした調査の結果などを踏まえて、今年度の事業経過について、皆

様と情報交換、それから、ご協議をお願いしたいと考えております。

安全で安心な地域社会を築いていくためには、非行や犯罪の防止はもちろんなのですけ

れども、一度罪を犯してしまった人が償って再出発しようとするときに、再び犯罪に手を

染めず、社会の一員として暮らしていくということが重要なことかと思います。それによ

って、再犯ももちろんなくなるわけでございます。

そのためには、関係する機関が連携し、それぞれにまた連携して効果的な取り組みを進

めていくことが重要と考えておりますので、本日は、それぞれのお立場から忌憚のないご

意見等を賜りますようお願い申し上げます。

それでは、本日はよろしくお願い申し上げます。

○事務局（沼田道民生活課長） 次に、本日お配りの資料の確認をさせていただきたいと

思います。

本日の資料でございますけれども、出席者名簿、それから、配席図をお配りしておりま

す。次第が次にございます。次第の裏面をご覧いただきたいと思いますが、資料等の一覧



- 2 -

をそこに記載してございます。枝番があるものも含めまして、資料の１から４が、私ども

事務局のほうからお配りをしている資料でございます。

それに加えまして、本日、それぞれの団体から資料を提供いただいております。札幌矯

正管区様、それから、医療法人社団ほっとステーション様、特定非営利活動法人リカバリ

ー様から資料をいただいておりますので、ご確認をいただきたいと思います。

３．議 事

○事務局（沼田道民生活課長） それでは、ここから次第に沿って議事を進めてまいりた

いと思います。

まず、議題の（１）でございますが、北海道地域再犯防止推進モデル事業について、昨

年度の取り組みとあわせて、事務局からご説明をさせていただきます。

なお、ご質問については、後ほどまとめてお受けしたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

○事務局（讃岐主幹） 北海道環境生活部道民生活課担当主幹をしております讃岐と申し

ます。本日は、よろしくお願いいたします。

私のほうから、資料の１、２、３について、一括して説明をさせていただきます。

それでは、まず、資料の１をご覧ください。

地域再犯防止推進モデル事業についてという資料になります。

このモデル事業の趣旨につきましては、こちらに記載のとおり、法務省のモデル事業で、

平成３０年度から令和２年度の３年間事業で北海道の再犯防止対策を検討していくものと

いうことになっております。

平成３０年度については、本日のこの会議もそうですが、再犯防止推進会議、こちらを

地域における再犯防止対策等の情報共有や関係機関のネットワークの構築を目的に、昨年

度は１０月と３月に開催しているところでございます。また、地域におけるネットワーク

の構築を目的に、この下部の組織としまして道内４ブロックで地域会議を設置していると

ころでございます。そちらの要領等については、資料４としてつけておりますので、後ほ

どご覧いただければと思います。また、昨年は、道内の実態把握のための調査を行いまし

た。内容については、この後、詳しいところを説明させていただきますので、こちらの説

明については省略させていただきます。

令和元年度は、この実態調査を踏まえまして、各種メディアを使っての啓発や市町村・

教育委員会への調査、保護司を中心とした関係者の就労支援や地域支援をテーマとした交

流会、また、地域の支援者間の連携を醸成するための講演会、こういったものを予定して

いるところです。こちらの事業の詳細についても、後ほど説明させていただきます。

令和２年度には、これらの事業の成果を踏まえまして、道としての再犯防止施策の検討

を行っていく、このような事業の流れになっております。

では、資料をめくっていただきまして、資料１の裏側になりますが、３番の今後の日程
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というところになります。

まず、本日が令和元年の８月、推進会議です。推進会議関係と事業関係、ちょっとわか

りにくくなってしまうものですから、このように二つに分けてございます。

まず、推進会議関係について説明させていただきます。

この後１０月にこのモデル事業に係る法務省による中間点検が予定されております。で

すので、今日、事業の内容について説明させていただくところではありますが、このモデ

ル事業の中間点検の結果次第で、事業の変更が若干出てくるということで、そういったも

のについてはご了承いただきたいと思います。続きまして、１１月にこちらの推進会議の

地域会議を開催していきたいと考えております。こちらの本体のほうの会議ですが、次に

開催するのは、令和２年、来年の３月を予定しているところでございます。

続きまして、事業の関係についてです。

詳しい話は後ほどさせていただきますが、８月にＨＢＣのテレビ特集コーナー、８月３

１日に放送予定でございます。こちらを予定しております。

１０月から１２月まで３カ月間にわたってＳＴＶラジオでの番組コーナーの放送、１１

月には、札幌市内の商業施設でのパネル展、あるいは、地域で更生支援を分担する行動喚

起としまして、就労支援の関係の交流会とか、１２月には、あわせて今度は地域生活支援

ということで開催をしていきたいと考えております。

来年の１月には、幅広く支援分野関係者の連携を醸成する取り組みとしまして、こちら

のほうで講演会等をしていく予定をしております。

それでは、資料１－１、昨年度実施しました北海道型再犯防止対策検討調査結果につい

て、こちらで説明させていただきます。

調査概要になりますが、資料１－１に加えて、資料１－２、これは番号を振っているも

のではないのですが、調査結果の報告書として大冊のものをつけさせていただいておりま

すので、こちらのほうは後ほどご覧いただければと思います。

では、資料１－１に戻っていただきまして、こちらは、資料１－２、先ほど申しました

調査報告書のほうから抜粋したものということになっております。

まず、調査概要ですが、大きく分けて四つの項目になります。

支援策等に係る実態調査といたしまして、実際に支援を行っている機関での聞き取り調

査あるいは協力雇用主に対するアンケート調査、続きまして、支援者等への実態調査、こ

ちらは、被支援者、犯罪をした者等ということになるかと思いますが、そちらに直接お話

をお伺いすることができませんので、保護司さんに対してアンケート調査を実施している

ところでございます。あとは、道民の意識調査としてインターネットアンケート、そして、

道内外の先進事例として先進事例調査を行っているところです。

では、２番目の調査結果の主なものというところで説明させていただきます。

まず、１番目の支援対策等に係る実態調査から明らかになった課題です。

こちらは、実際に支援をされているところに聞き取りをしたところでございますが、更
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生に資する社会資源の偏在による適切な支援の難しさ、機関同士のさらなる連携の必要性、

地方公共団体や地域の福祉・医療機関とのネットワークづくりに関する課題、依存症や薬

物事犯等への福祉や医療サイドへの理解促進の必要性、こういったものが課題として挙げ

られているところでございます。

また、協力雇用主のアンケートの中からは、年齢や障がいの内容などが雇用に対するハ

ードルとなっているといったところが報告されているところでございます。

続きまして、支援者等への実態調査、こちらは、先ほどお話ししました保護司さんへの

アンケート調査という形になります。こちらの括弧の横についているページ数が、先ほど

１－２というふうにお話ししました報告書のページ数になっておりますので、後ほど参考

で見ていただく際の参考にしていただければと思います。

まず、保護観察・生活環境調整のかかわりというところになります。

これまで、保護司さんがどのような関わりを持ってきたのかというところですが、面接、

面談、就労意欲を高めるための声がけ、求人情報の提供や面接・ビジネスマナーの助言な

ど、こういったものが約２０％を占めるというような状況となっております。

続きまして、保護観察を行う上での連携機関です。

こちらは、特になし、連携をしていないという方が半数で、協力雇用主や地元の自治体、

ハローワークがそれぞれ１０％程度となっております。

続きまして、必要と思う取り組みのところになります。

これは、上のところで連携機関は余りないよということになっていたところなのですが、

まず、保護司候補者の人材確保や育成制度が７割近くを占めており、その次に、半数近く

の方が、自治体、自治会、福祉・教育・経済等の各種団体との連携が必要である、今後の

取り組みに対してはそういうことが必要であると答えています。ただ、実態については、

先ほどお話ししましたとおり、特に連携をとっているところはないということですから、

こういったところが課題になってくるのかなと考えているところでございます。

また、保護司活動に対する住民理解の促進、こちらを進めなければならないよ、あるい

は、保護司宅以外での面接スペースの確保、こういったものが必要だというような調査結

果となってございます。

続きまして、裏側のページになります。

こちらが、道民の意識調査をしたものということになっております。

一番最初に用語の認知度、用語の意味を知っているのかどうかというところですね。用

語の意味は知っていますという方がどれほどいるかというところの数字をまとめたもので

ございます。

まず、「保護観察所」という言葉について、意味までわかっていますというのは４割近

くの方、ただ、「更生保護」になりますと、意味までわかっていますというのは２２．５％

しかいない、あるいは、「社会を明るくする運動」については１１．９％しかわからない

といったようなことがございまして、こちらのほうの啓発などは、力を入れていかなけれ
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ばならないところではないかと考えているところでございます。

続きまして、犯罪や非行をした人たちが身近にいるかもしれないと思うか、こういった

ことについてお伺いしたところ、「思う」、「どちらかと言えば思う」、こういう方が５

６．８％でした。参考までに下のほうに掲載しておりますが、平成２５年に内閣府が全国

で行った再犯防止対策に関する特別世論調査の結果を見ますと、「そう思う」と身近にい

るかもしれないと思う方は４３．６％という結果ですので、それに比べて、北海道の中で

は、身近にいるかもしれないと感じていらっしゃる方は１３％程度多いというような結果

となっております。

今度は、元受刑者が近隣に住むことについてどのくらい受け入れられるのか、こちらの

ほうは、なかなか厳しい数字が出るのだろうなというふうに予測はしていたところですが、

「絶対受け入れたくない」、「できれば受け入れたくない」、この否定的な意見のほうで

６５％を占めているといった状況になっております。ですから、こういったところの理解

の促進を図らなければならないところかと考えております。

続きまして、犯罪や非行をした人たちの立ち直りに協力したいと思うのかということを

確認したところ、まず、「思う」と「どちらかと言えば思う」は、合わせて２５．６％、

４分の１にしかならないというところでございます。

下のほうに参考までに先ほどの特別世論調査の結果を載せてございます。「思う」と「ど

ちらかと言えば思う」は、全国的には６０％程度あるということですので、北海道の中で

のこの意識の低さというのは、大変問題になってくるところなのではないかと考えている

ところでございます。

続きまして、立ち直りに協力したいと思わない理由では、この前の質問で確認しました

協力意欲に否定的な層、「どちらかと言えば思わない」、「思わない」、あるいは「わか

らない」と言っている方にお伺いしたところです。その中では、「犯罪に巻き込まれそう

で怖い」とか、「犯罪や非行をした人たちと関わりたくない」、こういった方々が３割程

度いらっしゃる一方で、「自分に何ができるのかわからない」と答えられる方が５０％い

らっしゃる、ですから、こういった層の方々については、どういったことができるのかと

いうことをこちらからアプローチすることによって考え方を変えていただける、あるいは、

行動に移していただける、そういった可能性があるのではないかと考えております。

こういった結果を踏まえまして、３番目のところになりますが、再犯のない社会づくり

に向けて必要な取り組みです。

まず、一つ目として、犯罪をした者等の立ち直りの支援者間の連携の強化です。これは、

支援にかかわる関係機関同士の情報共有の場を持つ、こういったものから、ことしの事業

としましては、犯罪をした者を切れ目なく支える支援者間のきずなづくり、こういったと

ころを視点とした事業が必要だと考えております。

続きまして、地域の社会資源の活用、関係者を対象とした勉強会の実施ということで、

犯罪をした者等を見守り・支援する人づくり、こういった視点での事業が必要と考えてお
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ります。

続きまして、地域住民への犯罪者等への理解の促進、矯正施設の実態や再犯防止推進の

取り組みについて広く道民に知っていただいて、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、こちらの視点に立った取り組みが必要だというふうに考えているとこ

ろでございます。

続きまして、実際に、では、今年度の事業をどのようにやっていくかというところにな

りますが、それが、資料２になります。

今お話ししました三つの視点でこれだけの事業を予定しておりますと、表紙にこのよう

に書いております。この中身について具体的に説明させていただきます。

まず、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、こちらは、各種メデ

ィアを使っての啓発という形になります。

まず、１ページ目をごらんください。

こちらが、ラジオの番組を活用した道民向けの意識啓発事業です。

具体的には、ＳＴＶラジオの「牧やすまさの路地裏のスピリッツ」で、１０月から１２

月の毎週１回にはなりますが、１回当たり５分のコーナーを１２回連続で行う、こういっ

たことを考えております。

番組の内容につきましては、保護司の方々とか、ダルクの方、いろいろな関係の方々に

番組にご出演いただき、パーソナリティーが聞き手となりまして、いろいろな活動につい

てお伺いする、そういったところの番組構成というふうに考えております。

こちらについては、今後、札幌の放送局というところがありますので、更生保護委員会

さんとか、札幌の保護観察所さんの協力をいただきながら、出演いただける方、こういっ

た方々を紹介いただきながら、番組の構成を作っていきたいと考えております。

続きまして、２ページ目になります。

こちらのラジオ番組を放送するのもそうなのですが、ラジオ番組と連動して、ウエブと

かＳＮＳを使って、そのＳＴＶラジオで番組ホームページとかそういったものを持ってい

ますので、こちらを活用して放送内容について広くお知らせをしていくというものになっ

ております。

続きまして、３ページ目です。

こちらが直近の取り組みとなりますが、テレビを使った道民向けの啓発という形になり

ます。こちらは、ＨＢＣテレビの「いいね！」のうちの特集コーナー、実際の放送日は８

月３１日１４時から１５時の間で５分間のコーナーとはなりますが、こちらで放送をして

いきたいと考えております。

実際にここに出演いただいている方は、札幌保護観察所さんの協力を得まして、保護司

さんとか、協力雇用主の方を紹介いただきまして、出演をいただいているところでござい

ます。

こちらは、テレビの放送は１回限りになってしまいますので、それだけではコンテンツ
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が非常にもったいないということで、この動画をユーチューブにアップしまして、あるい

は、啓発資材の中にＱＲコードを載せてそちらに誘導して見ていただくというような形で、

活用を図っていきたいと考えているところでございます。

続きまして、４ページ目になります。

札幌市内の商業施設内での啓発、パネル展ということになります。

こちらは、アリオ札幌１階のゼビオスポーツ前のスペースで、１１月中旬の土曜と日曜

という形になりますが、パネル展を開催できればなと考えているところです。現在調整中

ですので、日程については若干動きが出てくるかとは思います。

パネル展だけをやっても、なかなか目をとめていただけるということにもならないもの

ですから、こちらのところは、受刑者等の入所時の職業訓練など、矯正作業への理解を広

げるために刑務作業製品、こちらの販売を一緒にできればなということで、今、矯正管区

さんのほうと少し調整を始めさせていただいているというような状況でございます。

続きまして、５ページになりますが、今年度各事業の共通ツール、これはリーフレット

を作成したいと考えております。

リーフレットのイメージとしましては、犯罪防止と罪を犯した方の立ち直りには、一般

市民の理解と協力は不可欠である、こういった観点から、「更生を地域で見守る明るい社

会へ」、こういったものをキーワードに、ボランティア、地域、国の取り組みなどを広く

紹介するような中身にしていきたいと考えております。こちらのほうも、作成に当たりま

しては、皆さんのご意見を伺いながら作成していきたいと考えておりますので、ご協力を

よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、６ページになります。

こちらは、市町村の理解促進を図る事業です。まず、市町村と市町村の教育委員会に対

して、それぞれ再犯防止推進計画の策定の状況、検討の状況、こういったものや、策定に

至らない理由、あるいは再犯防止策、必ずしも、再犯防止に特化しているかどうかに限ら

ず、市町村におかれては必ずそういった取り組みをされている、対象者には必ず犯罪をし

た者等が含まれているということがありますので、そういった観点から、そういった取り

組みについて教えていただくといったようなアンケートと考えております。

アンケートについては、既に発送しておりまして、この取りまとめを９月から１０月で

行いたいと思っております。その後、こちらのアンケートにつきましては、市町村に対し

て、こちらの結果、どのような取り組みがされていますよといった結果と、先ほど皆さん

にお渡ししました北海道で行った調査報告書の概要をまとめたもの、こういったものを取

りまとめまして、１１月ぐらいに調査結果のフィードバックをしていくといったことを考

えております。

続きまして、７ページになります。

こちらは、犯罪をした者を見守り・支援する人づくり事業ということです。

その中で、こちらは保護司への支援事業となっておりますが、保護司さんだけというこ
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とではなくて、広く支える方々を対象にした事業と考えております。

やはり、まず、地域で、罪を犯した方々、犯罪をした者等が社会復帰をするに当たって

就労というのは非常に重要であるという観点から、就労支援というものを考えておりまし

て、こちらのほうは各保護観察所の地域、札幌、函館、旭川、釧路になりますが、この４

カ所で保護司と就労支援関係者の交流会、こちらのほうで、犯罪をした者の側から見た就

労やその継続の難しさ、あるいは雇用側から見た雇用の難しさ、そういった実態とあわせ

て、成功事例の紹介など就労支援に係る理解促進を図る、こういった取り組みを実施して

いきたいと考えております。開催時期については、１１月中旬ごろを予定しております。

実際の交流会の内容につきましては、８ページのほうに掲載しております。まだ、講師

等は、これからご相談しながら確定させていくというところになりますが、第１部としま

しては、基調講演、第２部としましては、各地域のハローワークのほうから、例えば就労

環境についてご報告いただくとか、そういったものをお願いできればなと考えております。

そして、第３部のほうで、それぞれの関係者を交えてのパネルディスカッション、こうい

った形で実施していきたいというふうに考えているところでございます。

続きまして、９ページです。

こちらのほうも、就労支援ばかりではなく、地域での生活の支援も重要であるというと

ころで、保護司や保護観察所、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とか、福祉制度の利用に至らない非支援者の実態や特徴につい

て、はっきりした障がいをお持ちの方であれば必要な支援につながるということもあるの

ですが、こういった制度のはざまで、なかなかそうは至らない非支援者もいるということ

が考えられるものですから、そういった方々の特徴とか、そういったときにはどうしたら

いいよとか、そういったところを含めまして、理解の促進を図る取り組みにしていきたい

ということです。こちらのほうも４ブロックでの開催を考えておりまして、１２月上旬に

開催を予定しているところでございます。

こちらの内容につきましては、１ページめくっていただきまして１０ページになります。

こちらのほうは、社会復帰の関係の基調講演をいただきまして、更生保護サポートセン

ターの活動などについての情報提供、会場にいる皆さんでの意見交換会、こういったもの

を計画しているところでございます。

続きまして、１１ページになります。

こちらが、犯罪をした者を切れ目なく支える支援者間のきずなづくりで、こちらの事業

については、後ほどほっとステーションさんのほうから北海道で更生と再犯防止を考える

会についてご案内をいただくところなのですが、そちらのほうの事業と連携した事業とい

うことで考えております。

こちらも会場については４会場を考えておりまして、ほっとステーションさんと連携し

て講演会の実施をしまして、さまざまな関係者とのネットワークづくりの第一歩とすると

いうような事業の内容を考えているところでございます。
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内容につきましては、裏のページになりますが、第１部で基調講演、第２部は関係者の

皆さんでディスカッションしていきます。参加団体・機関が恒常的に連携を期待する団体

はどこかとか、保護司の視点から望ましい地域の取り組みはどんなものか、こんなものに

ついてディスカッションをしていくことを予定しております。

資料２－１が、先ほどお話ししました市町村や教育委員会に対して行ったアンケートに

なっておりますので、後ほどごらんいただければと思います。

それと、資料３について説明をさせていただきます。

まだ北海道の文書番号が入っていない文書をつけさせていただきますが、この会議が終

わった後に正式決定をいたしまして、こちらを発送したいと思っております。

こちらは、法務省のほうから「地方再犯防止推進計画策定の手引き」というものが今送

付されているところでございます。法務省のほうでは、北海道なり、いろいろなところに

も地方自治体での地方再犯防止推進計画の検討については進めてもらいたいというスタン

スは当然のことなのですけれども、実際に地域で支援を行うに当たっては、基礎自治体で

ある市町村の役割が非常に重要であるとし、そういった観点から、実際に市町村での計画

の策定を促進するために、その計画に載せるべき事項とか、こういう検討をしたら、記載

の方法としてはこういったものがあるよ、こういったものが手引きとして取りまとめられ

ております。そういったものについて、北海道のほうに送付がありましたので、この後、

市町村さんにこちらの手引きについて送付させていただきまして、あわせて、北海道のほ

うで今行っておりますこの実態調査などの結果についてもお知らせして、そういったもの

を活用していただきたいと考えているところでございます。

私からの事業の説明は、以上となります。

○事務局（沼田道民生活課長） 議題の（１）でございますが、北海道が実施主体となり

まして、法務省からの委託事業ということで昨年度実施した事業の状況、昨年度の事業の

実施を踏まえまして、今年度どのような取り組みを進めていくかということについてご説

明をさせていただきました。

次に、議題の（２）ということで、再犯防止の取り組みについて、各機関で進めていた

だいております取り組みのご報告をお願いしたいと思います。

最初に、札幌矯正管区更生支援企画課からご説明をお願いいたします。

○札幌矯正管区（伊藤更正支援企画課長） 札幌矯正管区更正支援企画課長をしておりま

す伊藤と申します。

先ほどご挨拶させていただいた方もいらっしゃるかと思いますけれども、始めましての

方もいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。

本日は、ちょっとお時間をいただきまして、札幌矯正管区とか、矯正関係で現在再犯防

止に関するさまざまな取り組みが新しく動いているところでございますので、それをちょ

っとご紹介させていただければと思います。

大きく５点、ご紹介させていただきます。
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１点目は、お手元の資料のところにもあるとは思うのですけれども、カラー刷りの資料

でございます。札幌矯正管区に更生支援企画課が設置されましたというものでございます。

ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、本年度、札幌矯正管区に更生支援企画課が

新設されたところでございます。昨年度までは、大阪と東京のほうの管区にしか設置され

ていなかったものですが、本年度になって、全国の８ブロック全てにこれで設置されたこ

とになります。

更生支援企画課の業務としましては、道内の矯正行政、少年院や刑務所、少年鑑別所で

の取り組みに関して、地方公共団体や関係機関、民間団体等の総合的な窓口として設置さ

れたところでございます。住民や企業向けのイベントとか、矯正施設と地域の連携による

再犯防止や地方創生策についての企画調整等を行っているところでございます。

今後、こちらにいらっしゃる関係機関の方々とも連携させていただいて、再犯防止の推

進を進めていければと思いますので、よろしくお願いします。これが１点目でございます。

続きまして、ページをめくっていただきますと、矯正施設所在自治体会議という資料が

ございますので、そちらをごらんいただければと思います。

こちらの矯正施設所在自治体会議というのは、矯正施設が所在する市町村の首長が構成

員となってネットワークを構築して、矯正施設が所在する自治体が率先して地域ぐるみの

再犯防止施策の推進、矯正施設の人的・物的資源を活用した地方創生策のために情報交換

や調査研究、国・都道府県への政策提言、地域住民への啓発活動を行うもので、本年６月

１２日に設立総会が東京にて開催されたところでございます。

自治体主体ではあるのですけれども、法務省としても、こちらの取り組みに積極的に協

力して、矯正局としても積極的に協力しているところでございます。

当日は、北海道の市町村からは蝦名釧路市長、水谷網走市長、上坂月形町長、赤岡旭川

市副市長が出席されたところでございます。

現在の参加状況につきましては、資料をめくっていただきますと、そちらに全国１１３

矯正施設所在地がある中で、およそ８割の９０の自治体が参加されておりまして、進めて

いるところでございます。

今後の予定としましては、７ブロックごとに各地域のテーマについて意見交換を行う地

域部会、及び、地域と矯正施設が連携した地域創生策を研究する地方創生研究会というも

のを本年度開催する予定となっております。実は、１０月２６日、２７日に土・日の日程

で、この北海道の地域部会と地方創生研究会を合わせたものを網走市において開催しよう

ということになっておりまして、道内だけではなく、道外の矯正施設所在自治体からもお

越しいただいて、取り組みについて知っていただく機会になるという予定になっておりま

す。北海道地域につきましては、網走市の水谷市長が地域部会の議長でございますので、

網走市と連携をして同会を開催していく予定となっているところでございます。

皆さんご存じのように、網走市は、結構、観光資源としての刑務所という一面もあると

ころでございますので、そういったところも全国の各自治体の方には参考になるのではな
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いかと思っているところでございます。また、今年度から、網走市には矯正局から職員が

人材交流という形で異動しているところでございまして、逆に、今、網走市の職員が法務

省の矯正局のほうで働いていて、逆に、矯正局の者が今網走市で働いているような取り組

みもして、うまく連携も進めていければと思っております。

また、網走市だけではなく、大空町にも地方創生の関係で人材を法務省のほうからお送

りしているところで、それは、昨年度からでございます。

続きまして、３点目となります。

先ほどの矯正施設所在自治体会議の話にもちょっとつながりますが、最近の矯正施設×

立ち直り・地方創生に向けた取組ということで、幾つかご紹介させていただければと思い

ます。

本日お配りしたこの資料は、全国の自治体の方々に矯正施設と地域との連携というとこ

ろで取り組みを説明する際に使っているものでございますが、中には、道内の自治体と矯

正施設などの取り組みがかなり紹介されているところでございますので、本日はこちらの

資料をもとに少し説明させていただきたいと思います。

大きく分けて、四つのテーマになっています。

まず、一つ目のテーマが、刑務所での作業・職業訓練を通じた地方創生でございます。

１ページめくっていただきますと、刑務所での作業・職業訓練を通じた地方創生という

ことで、出所後に安定した仕事につくことは、再犯防止を図る上で重要でございます。道

のほうからも、就労支援というところが一つテーマとして挙げられていたところですが、

刑務所での作業・職業訓練の内容も、社会と結びつける取り組みを進めているところでご

ざいます。

月形刑務所と月形町では、トマトのハウス栽培を施設内で行っておりまして、それを外

部通勤といって、外に外部通勤作業として受刑者が地元の企業に通勤して、トマトジュー

スの加工や梱包の作業をするような取り組みもしているところでございます。

また、播磨社会復帰促進センターという、刑務所という名前はないところですけれども、

こちらも刑務所でございますが、加古川では、施設内の農場でつくった野菜を地域の子ど

も食堂へ寄贈していたり、美祢社会復帰促進センターにおいては、山口県の地方創生事業

と連携して県独自のユリを栽培したり、島根あさひ社会復帰促進センターにおいては、農

作業の担い手不足が深刻と言われていて、ユネスコ無形文化遺産の石州半紙の原料である

コウゾの栽培等も行っているところでございます。

次のページの現在進行中のプログラムというところは、月形刑務所と月形町の薬草プロ

ジェクトと我々は呼んでいるところですが、こういった新しい取り組みですね。それぞれ

が抱えている課題として、製薬会社さんとしては、国内生産を拡大していきたいけれども

担い手がふえない、自治体からすると、資金や人材に制約がある、刑務所については、地

域の課題解決に貢献したいということのニーズをうまくマッチングさせて、現在、このよ

うな取り組みも進めているところでございます。
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また、それ以外にも、下のところには、美祢社会復帰促進センターと美祢市が連携して、

また、ヤフーさんとも連携したような取り組みで、ネット販売の実務科というところも進

めているところでございます。

次のページを開いていただきますと、少し、かつ、昔からやっているところではござい

ますが、各地の刑務所で行われている伝統工芸品というところも製造しているところでご

ざいます。やはり、伝承する担い手が不足している中で、刑務作業として地域に根差した

製品等も作成しているところでございます。

続いて、矯正施設のノウハウを地域課題の解決に活用というところでございます。

法務少年支援センターという名前は、なかなかまだまだ知られていないところかもしれ

ませんけれども、こちらは少年鑑別所に併設しているというか、少年鑑別所の業務の一つ

として、地域の方々からのご相談を受けるというものが、法律的な根拠に基づいて動くよ

うになっているところでございます。

名前的には少年支援センターなので少年しか対応しないのかというような印象があるの

ですけれども、実は、こちらは、少年だけではなく、成人の方もご利用いただいたり、当

人だけではなくて、ご家族の方とか、あとは雇用主の方などの相談も受けることができま

すし、学校や教育現場、福祉機関等からのご相談も受け付けているところでございます。

また、研修や講義等にも職員を派遣したりということも、今動いているところでございま

す。

私自身も、昨年度まで長野少年鑑別所で勤務しており、長野の鑑別所でもこういった取

り組みをしておりました。地域の学校とか、福祉関係の方々が集まるような機会とか、そ

ういった場面で、どのようにしたら更生にうまく向かっていくのでしょうかという働きか

けについて問われるような機会がありまして、対応したこともあります。道内に４カ所、

少年鑑別所がありますので、ぜひご活用いただければと思います。

続きまして、少し雰囲気は変わるのですけれども、地域と連携した防災対策というとこ

ろも、矯正施設は物的なものがございますので、大規模災害が発生した際における地域支

援を適切に行うために、各矯正施設において、自治体さんとの連絡体制の構築や避難場所

の提供といった地域と連携した防災対策を推進しております。

避難場所といっても、大体どこの刑務所にも武道場といって塀の外のところに職員がそ

こで訓練をするようなものがありますので、そういったところを一般の方々に避難所とし

て開放したり、災害があったときに、要請を受けて、そこを避難所として設定するための

防災協定を締結していたりもしています。

昨年度の北海道の胆振東部地震の際も、月形刑務所においては、その道場のシャワー室

を開放したり、札幌刑務所がチ・カ・ホで飲料水の配布をしたり等、我々も、できるとこ

ろから、少し、地域の方々に何かできないかということは考えているところでございます。

続いて、四つ目の刑務所の新たな活用方策の検討というところでございます。

こちらは、網走刑務所の資源を活用した再犯防止・地方創生プロジェクトというところ
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でございます。

先ほども、こちらに書かせていただきましたが、観光資源としての刑務所というところ

もあるだけではなくて、網走刑務所の農地を活用したようなものが何かできないかという

ところで、今、検討を進めていたり、アウトドアブランドである株式会社モンベルと協定

を結んで、さまざまな取り組みを推進していこうと考えているところでございます。

ご覧いただくと、矯正施設は、かつての矯正施設とは違って、結構いろいろな取り組み

をしているということをちょっと知っていただければなと思って、今回の資料を用意させ

ていただきました。

また、続きの資料をごらんください。

４点目になりますが、刑務所・少年院×立ち直り・地方創生アイデアソンの結果という

ものを配らせていただきました。こちらはヤフー株式会社と共催でＹａｈｏｏ！Ｊａｐａ

ｎの場所で先日６月１日に開催されたもので、実は、私もこのイベントに参加してきまし

た。

アイデアソンというのは、単語として、なかなか新しい単語だったりもするのですけれ

ども、アイデアという単語とマラソンという単語をくっつけて、アイデアを出し続けてみ

んなで新しいアイデアをつくり出そうというもので、地方創生策の検討の際などに自治体

さんなどでも使っているところがあると聞いております。

当日は、資料にありますとおり、民間企業から大学関係者、学生の方なども集まって、

合計１６０名で、いろんなこと、こんなことが刑務所でできないかというようなアイデア

をいっぱい出していただきました。

まず、話題提供として、矯正施設のほうから、うちの刑務所はこういうところを何か頑

張っていきたいとか、こういうところで力を貸してもらえませんかというような話があっ

た後、グループに分かれて自己紹介、その後、個々で自分のアイデアをいっぱい出す、と

にかくいっぱい出すというのを繰り返して、それをペアになって相手に伝える、そして、

相手から褒めてもらうみたいな経験を何度も繰り返していくうちに、アイデアをちょっと

ずつブラッシュアップして、最終的に、自分のアイデアをシートにまとめていくような形

になります。そのシートに自分のアイデア、こんな取り組みをしたいということを書きま

す。

シートの例が次のページにも書いてあるのでご覧ください。わかりやすく絵もつけてみ

たいなことを言われてつくったのですけれども、そのシートを机の上にだっと並べて、そ

れをみんなで評価して、気に入ったものに星をつけていくというような作業をします。そ

うすると、星が多かったところが出てきます。その上位のところで、グループに分かれて、

みんなで、自分はこれをもっとよくしていきたいみたいなことをグループ分けして、そこ

で、そのアイデアをより一層具体化するにはどんな課題があるだろう、これがうまくいっ

たらこんなふうに世の中がうまくいくとか、刑務所がこんなふうになるんだみたいなアイ

デアをぶっ通しで４時間ぐらいやるのですけれども、非常に熱量があった会議でございま
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した。

アイデアは、もう本当に１４０ぐらい出てきた中で、参加者の投票で上位の九つ、あと

は実戦を含む１０個でグループ討議をして、最終的には、美祢市の西岡市長とヤフーのＣ

ＳＲの推進室長と矯正局長による審査の結果、三つのアイデアが選出されて、三つのアイ

デアについては、実現に向けた検討を進めていきましょうとなって、局内にもプロジェク

トチームができたところと聞いております。

また、ここで出たアイデアは、１４０の中でもできるものはもうどんどん進めていきま

しょうという話にもなっておりまして、先日も、松山刑務所のほうで少しそのアイデアを

使った取り組みができましたということで、ＮＨＫさんからも取材を受けて、好評を得た

ところもあったところでございます。こういった多くの方々と連携した取り組みというも

のも矯正施設ではあるところでございます。

続いて、五つ目の情報提供ですが、北海道ブロック再犯防止シンポジウムでございます。

国では、再犯防止推進計画に基づいて、国民の方々の理解を深めてその協力を得られる

ように、昨年度から全国八つのブロックにおいて再犯防止シンポジウムというものを開催

しております。昨年度は、就労支援をテーマに１２月２１日に札幌市教育文化会館におい

て開催したところでございますが、本年度は「依存の問題を抱える犯罪をした者等への支

援の在り方」というものを全国の統一開催テーマとしまして、北海道ブロックにつきまし

ては、本年１２月８日の日曜日に札幌駅前通地下広場において「北海道ブロック再犯防止

シンポジウム 依存の問題を抱える犯罪をした者等への支援の在り方～えっ！そうなの？

薬物依存～」というのをテーマにして、薬物依存に関するトークセッションやパネルディ

スカッション、法務省や関係機関における再犯防止の取り組みに関するパネル展示、管内

の受刑者や少年院受刑者がつくった文芸作品等の展示や刑務作業製品の販売などを行って、

再犯防止の施策について紹介する予定でございます。

資料にもありますように、トークセッションには薬物依存の第一人者であります国立精

神・神経医療研究センターの松本俊彦先生にお越しいただく予定でございます。せっかく

の機会ですので、多くの方に来ていただければなと思いますし、また、ご協力いただくこ

ともあろうかと思いますので、情報提供等をさせていただきました。

本日は、５点についていろいろな情報をお伝えしたところでございますけれども、新た

な矯正の取り組みとしてご紹介させていただきました。いずれの取り組みも、矯正施設だ

けではなくて、地域の方々や関係機関の方々のご協力なしではできない取り組みばかりと

なっているところでございます。今後とも、多くの関係機関の方々と連携しつつ、再犯防

止の取り組みを推進していければと思っております。

札幌矯正管区からは、以上となります。ありがとうございました。

○事務局（沼田道民生活課長） 札幌矯正管区のほうからご説明をいただきました。あり

がとうございます。

続きまして、議題の②でございますが、医療法人社団ほっとステーション大通公園メン
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タルクリニックからのご説明をお願いいたします。

○医療法人社団ほっとステーション（笠井精紳保健福祉士） 今ご紹介にあずかりました

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の笠井と申します。よろし

くお願いいたします。

北海道で更生と再犯防止を考える会という会について、皆さんにご紹介をしたいと思う

のですけれども、名前がとても長いので、私たちは縮めて更生保護の会というふうに愛称

で呼んでいる会になります。

当院は、民間の大通の西５丁目にあるそんなに大きくはないクリニックにはなるのです

けれども、どうしてこういうことをしているのかというところから、少しご紹介をさせて

いただければと思います。

当院の院長の長谷川が、矯正管区からの奨学金を得て精神科医師になった者なのですけ

れども、八王子医療刑務所に行っていた時期もあるドクターで、東京都立松沢病院で当時

働いていましたが、札幌に２０年ほど前に戻ってきまして、ちょうど２０年前の今月にう

ちのクリニックを開院したという経緯があり、その当時から、いわゆる触法精神障がいと

いう方たちを受け入れてきております。

一番最初は、アルコールの方とか薬物の方を中心に、再犯を繰り返す方の治療というこ

とでやっていたのですけれども、やはり、民間の小さなクリニックだけではできることが

非常に限られていたので、２００５年、当時、地方更生保護委員会におられて、今、札幌

大化院で退官後に働いておられる佐々木孝一さんという方のご尽力を得まして、更生保護

の会を立ち上げさせていただきました。ことしの９月、次回で丸１５年目を迎える会にな

っております。

基本的に、奇数月の第２土曜日に開催させていただいておりまして、講師の方であると

か、当院のいろいろな事情でちょっと前後にずれることもありますが、休むことなく続け

てまいっております。また、臨時開催ということで、ご高名の先生方のご都合がついたと

きに、奇数月ではないときにも開催してきたというような経緯があります。

前半は、話題提供という形で、いろいろな講師の方にお話をいただいて、後半は、ディ

スカッションということで進めていただいておりまして、当時は協力してくださる方がそ

んなに多くはなかったので、身内の方を中心に登壇ということで、３回目は私も登壇した

りという本当に小さな会から始まっているのですけれども、会を重ねるうちに、本当に、

触法精神障がいと言われる方たちを支える、かかわっているほぼ全ての方に参加していた

だいているような形で、例えば、警察の方、検察の方、保護観察所の方、刑務所の方、更

生保護施設の方、医療・福祉機関と、いろいろ幅広い方に登壇いただいています。また、

弁護士の方、行政書士の方、北海道新聞社の方、回復施設の方、あとは、各自助グループ

ですね。断酒会、ＮＡ、ダルク、サマリヤ館とか、そういうところにもご協力をいただい

たり、被害者のご遺族の方にご登壇をいただいたこともありますし、やはり、再犯防止の

ためには、地域で安定して地域につながりながら生活をしていくというところが非常に大
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事になっていきますので、その一環として、就労支援にご協力をいただいている会社の方

にご登壇をいただいたというようなこともありました。

この会の大きな転機の一つとしては、平成２４年９月の臨時開催のところで、下総精神

医療センターの平井先生という精神科の先生にご登壇いただいておりまして、このときは

「薬物乱用対策としての∞（無限大）型連携」という感じのタイトルではあったのですが、

この先生は条件反射制御法を開発された先生で、この先生の条件反射制御法をうちでも取

り入れてやらせていただいています。この療法を取り入れましてから、最初は、薬物、ア

ルコールの方中心にということでも当院は治療してきておりますけれども、ストーカーで

あるとか、病的窃盗の方であるとか、性犯罪、性嗜好障がいの方など、本当に幅広い方た

ちを治療として受け入れができるようになってきたというのがすごく大きな転機かなとは

思っております。

関係者の方のみならず、ご興味のある方はどなたでも参加できるような形になっている

会ですので、お知らせが皆さんのお手元にあると思います。次回は、国立病院機構琉球病

院副院長の大鶴先生をお招きして、「医療観察法施行より１５年目の現状・課題・展望―

沖縄での臨床実践からの考察―」ということでやらせていただきますので、ご興味のある

方は、ぜひ参加していただければと思います。よろしくお願いします。

以上です。

○事務局（沼田道民生活課長） ありがとうございました。

次に進んでまいります。

本日、ご出席をいただいておりませんけれども、特定非営利活動法人リカバリー様から

資料の提供をいただいておりますので、かわりまして、事務局から説明をさせていただき

ます。

○事務局（讃岐主幹） では、私のほうから説明をさせていただきます。

お手元にお配りしてありますこの黄色いチラシになります。こちらのほうで説明させて

いただいてまいります。

まず、「映画『プリズン・サークル』から考える暴力の連鎖｜コミュニティ｜メディア」、

こういったテーマのイベントというふうになっておりますが、この映画は、先ほど矯正管

区さんのほうからお話のあった中でも出てきた島根あさひ社会復帰促進センターさん、こ

ちらの刑務所がこの映画のまず舞台となっております。こちらの促進センターさんでは、

回復共同体、セラピューティック・コミュニティー（Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ Ｃｏｍｍ

ｕｎｉｔｙ）、略してＴＣと言われる回復のためのアプローチが導入されている施設とい

うふうに伺っております。この映画は、この模様について２年間にわたり刑務所内でその

姿を追ったドキュメンタリー映画ということになっております。

この映画の一般の上映に先立ちまして、全国４カ所で、この中の１カ所が札幌というこ

とになっておりますが、特別試写会と、この回復プログラムのモデルとなったアメリカの

ＮＰＯのＡｍｉｔｙの創始者のお二人をお招きしましてシンポジウムを行うという中身に
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なっております。

シンポジウムの中では、お二人からお話を伺うとともに、「プリズン・サークル」が捉

えた刑務所における新たな取り組みや、女子刑務所である札幌刑務支所で始まろうとして

いる女子依存症回復支援センターといったものの取り組みについても語られるということ

になっております。

９月３０日に特別試写、１０月１日にシンポジウム、いずれも札幌エルプラザが会場で、

事前の申し込みが必要となっております。詳しい申し込み方法等はお手元のチラシに記載

してありますので、そちらでご確認いただければと思います。

以上です。

○事務局（沼田道民生活課長） レジュメに沿って進めてまいりましたが、以上が本日用

意しております議題についてのご説明、ご報告でございました。

この後、意見交換、質疑応答の時間に入ってまいりたいと思います。

まず、北海道、矯正管区様、それから、ほっとステーションからそれぞれご報告いただ

きましたが、ご説明の内容等にご質問等があれば、ご発言をいただきたいと思います。

せっかくの機会でございますので、ご説明以外に対象を広げさせていただきたいと思い

ますが、ご発言等があればお願いしたいと思います。

それぞれの機関、団体さんの取り組み、きょうご紹介できなかった取り組みがございま

したら、ご紹介をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

ご発言がございません。簡単にまとめをさせていただきまして、本日は終了させていた

だきたいと思います。

資料にもございましたけれども、再犯防止推進法が平成２８年の１２月に制定、施行さ

れております。翌２９年の１２月に国の推進計画が策定されまして、私ども北海道も、そ

れを受けまして再犯防止のための取り組みについて検討を進めてきているところでござい

ます。個々の機関、団体さんは、それぞれ息の長い活動をこれまで進めてきているわけで

はございますけれども、それを実効性のあるものにしていきたいなと感じております。

矯正管区さん、それから、大通公園メンタルクリニックさん、それぞれご報告をいただ

きましたが、ご説明の中で、関係機関の連携、それから協力、さらには地域で取り組みを

進めていく必要があるという部分については、それぞれキーワードとしてご発言があった

のではないかなと思います。

これから１０月、１１月、１２月と、私ども北海道の事業もそうですけれども、チ・カ・

ホのシンポジウムであったり、連続した大通公園メンタルクリニックさんの事業もござい

ます。私どもの取り組みは、緒についたばかりでございますが、関係機関相互の活動を見

える化することがまず第一歩かなと感じております。また、住民の方々にも活動が見えて

くるということが再犯防止につながってくるのではないかと本日の会議で感じました。

これから、お忙しい中、いろいろな事業がございますけれども、そういった事業を相互

に協力しながら進めてまいりまして、また、年が明けて３月に推進会議を予定しておりま
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すので、その成果を再度皆様と共有し、これからの取り組みにいいところを反映していく

という形で進めてまいりたいと思います。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

４．閉 会

○事務局（沼田道民生活課長） 本日は、大変お忙しい中、お集まりをいただきまして、

ありがとうございました。

これで、令和元年度北海道再犯防止推進会議を終了させていただきます。

ありがとうございました。

以 上


