
主な取組 主な課題

1
札幌高等検察庁（総
務部）

５５名

　検察庁では、札幌、函館、旭川、釧路の各地検に、社
会復帰支援に関する担当窓口を設置している。
　具体的な支援内容は、生活資金支援、就労支援及び
医療支援など多岐にわたり、支援対象者が必要とする
支援内容に合わせて、保護観察所、福祉機関、相談支
援事業所及び医療機関等への同行が主なものとなって
いる。

　必要な支援を行うための団体等に協力をいただくまで
に苦慮している実情にあるので、今後も情報の共有と各
機関との連携が重要と思われる。

2

札幌地方検察庁（総
務部刑事政策推進
室）

約260名

　検察では、起訴を猶予された者、罰金・科料となった
者、刑の全部の執行を猶予された者など犯罪をしたと認
められる者であって、高齢、身体障害、知的障害又は精
神障害などにより、福祉的支援が必要であり、検察が支
援を行うことで再犯防止が期待される者を対象として
行っております。
　検察の支援は、刑事手続が進行している間に行うもの
であり、これらの手続が終了すれば支援も終結すること
になります。ただし、福祉的支援を担う機関等からの要
請があったときは、具体的な連携関係を踏まえ、適宜の
範囲で協力をするようにしております。
　具体的には、検察庁が関係機関と調整し、福祉関係
機関等へのつなぎ支援、更生緊急保護を利用した保護
観察所との連携による支援を主に行っております。

　一般的に、触法者は規範意識が乏しいと認められるこ
とから、福祉機関や医療機関では受け入れに消極的な
団体も多く、取組の意義や目的を啓発・広報して触法者
も一般市民と同様のサービスを受けられるようにしてい
く必要があると思われます。

3 函館地方検察庁 ８０名

・保護観察所に対し早期に情報を提供し、協働して社会
復帰のための最適な選択を判断するよう心がけてい
る。
・また、福祉関係者にとり押しつけるとの感を抱かせな
いよう配慮している。

4 旭川地方検察庁 ９０名

・被害者等の心情に配慮しつつ、犯罪を犯した者が、再
度犯罪を犯さないようにするため、真に必要な支援策を
関係機関等と検討・協議の上、自治体・福祉機関等に引
き継ぎを行う。

・支援者対策の引継ぎ先の自治体及び福祉機関との連
携の強化
・そのため、管内各自治体の窓口の把握と、関係強化
の方策
福祉機関及び病院等関係機関を開拓と、連携の構築

5 釧路地方検察庁 ６０名

・起訴を猶予された者、罰金・科料となった者、刑の全部
の執行を猶予された者（保護観察に付されていない者）
のうち、高齢、身体障がい、知的障がい又は精神障が
いなどにより、社会的支援が必要な者について、再犯防
止の見地から、対象者の居住先の確保や福祉的措置
の受給のため、自治体や福祉事務所等の福祉関係窓
口等関係機関に連絡を取り、同機関等と検討・協議の
上、自治体・福祉機関等に引き継いでいる。

・支援対象者の引継ぎ先の自治体及び関係機関との連
携強化
・管内各地域における福祉機関及び病院等関係機関の
開拓と連携強化

6 札幌矯正管区 ４４名

・就労・住居の確保
・高齢者又は障害のある者等への支援等
・薬物依存を有する者への支援等
・学校等と連携した修学支援の実施等
・特性に応じた効果的な指導の実施等
・民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等
・地方公共団体との連携強化等

再犯防止に向けて矯正（国）独自で施策を実施していた
のでは、再犯防止推進法が目指す「息の長い支援」の
実現は不可能であるので、当該支援を具現化するため
には、民間団体や地方公共団体との連携を強化するこ
とが必要である。

7
北海道地方更生保護
委員会

３１名

・地方更生保護委員会は、全国８か所（高等裁判所の管
轄区域ごと）に置かれ、主として仮釈放等の事務を行っ
ています。
　委員会には事務局を置いており、北海道内の保護観
察所の管区期間としての事務を行っています。
・平成29年12月に閣議決定された「再犯防止推進計画」
に基づき、関係機関と連携を図りながら、取組を推進し
ていきます。
・再犯防止推進計画策定前から、犯罪や非行のない明
るい社会を目指す“社会を明るくする運動”を法務省主
唱のもと展開しています。

8 札幌保護観察所 ４２名
・札幌保護観察所管内において、地方公共団体が地方
再犯防止推進計画が策定されるよう働きかけを実施し
ている。

・再犯防止推進計画の策定について、説明会などを実
施しているが地方公共団体の関心はまだ薄く、出席率も
低い。今後、地方公共団体に理解して貰えるよう、取組
を工夫するなどの検討が必要

整理
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9 函館保護観察所 １２名

・平成29年４月から８月において、当庁管内21市町村に
対し、個別訪問及び文書にて再犯防止推進法に関する
説明を行い、担当窓口の設定を依頼した。
・平成29年12月8日、「地方再犯防止推進計画策定に向
けての検討協議会」を開催（１６市町村の担当者が出
席）。
・平成30年1月10日、前記協議会での要望により、地方
計画の策定に関する参考例（国の推進計画の内容をも
とに各市町村が取り組んできた内容）を各市町村に郵
送する。
・平成31年度は、各市町村との個別協議を行っている。

・地方再犯防止推進計画の策定について、前記協議会
後は個別協議を行っているが、現時点において、当庁
管内の21市町村で策定された自治体はないことから、
今後の取り組みについて検討中である。
・同策定について、道の取り組みを参考として策定した
いとの意見もあり、道は北海道全体の取り組みで策定
すると思われることから、管内市町村においては、これ
までの取り組みを同計画に盛り込んでいただきたい旨を
説明している。

10 旭川保護観察所 １９名
・地方自治体へ再犯防止推進計画の策定について、説
明をするための説明会を平成30年７月中に稚内と旭川
において説明会を実施しています。

・再犯等防止推進法の施行によって、管内地方自治体
へ再犯防止推進計画の策定をお願いしているところで
すが、策定に役立つ情報が少ないため、地方自治体に
とっては、再犯防止推進計画をイメージしにくいと思わ
れる。

11 釧路保護観察所 １７名
・犯罪等をした者に対する再犯の防止に向けた取組に
ついて、保護司をはじめとする更生保護関係者と連携し
て取り組んでいる。

・刑務所出所者等の住居及び就労の支援、定着支援セ
ンターと連携して行う高齢・障害者への支援、薬物依存
者への支援などを行うにあたり、地域の福祉・医療関係
機関・団体等との一層の連携が必要である。

12

北海道労働局
職業安定部職業対策
課

約９００
名

・法務省と厚生労働省が協働し、刑務所出所者等就労
支援事業を実施している。
　【対象者】
　　受刑者、保護観察対象者から要件を満たす者
　【実施内容】
　　刑務所出所者等への職業相談、紹介
　　刑務所出所者等を雇用する事業所への求人開拓等
・平成27年度からモデル事業（平成29年度から強化矯
正施設として指定された施設において本格実施）とし
て、ハローワークの就職支援ナビゲーターが刑務所に
駐在し、入所者に職業相談・紹介等を実施
　【北海道での実施状況】
　月形刑務所（平成28年度～）
　　札幌刑務所、札幌刑務支所（平成29年度～）

14 北海道市長会 －

・北海道市長会は、北海道の各市（３５市）をもって組織
し、道内各市間の連絡協調を図り、市政の円滑なる運
営と進展に資し、もって地方自治の興隆繁栄に寄与す
ることを目的としている。
・北海道市長会の主な活動として、国、北海道、国会議
員等に対する要請活動を行っており、これは、国の施
策、予算に関して都市の意見を反映させることを目的で
あり、各市からの要請事項の取りまとめ及び国等への
提出を年２回定期的に実施するほか、必要に応じ随時
要請活動を行っている。

15
北海道町村会（政務
部）

約30名

・　北海道町村会では、１４４町村の共通する課題解決
のための政務活動をはじめ、町村財産の保全や、町村
職員の暮らしを守るための各種共済事業を行うほか、
町村行政に関する調査研究や政策情報の提供、法務
体制の支援、情報化支援、町村の魅力発信事業、町村
職員研修などの活動を展開している。

13

16

札幌弁護士会刑事拘
禁制度検討委員会

北海道地域生活定着
支援センター

職員30
名程度

１２名

・矯正施設から対処する人への福祉的支援
・相談支援業務
・その他支援業務
・啓蒙活動

・公的制度のつながらない人の対応
・入口支援における短期性と情報不足、ネットワークの
難しさ
・広域性

・ 札幌弁護士会に所属している弁護士においては、主
に刑事弁護活動を通じその再犯を防止するため、民間
更生施設の紹介や薬物等依存者に専門施設における
治療行為を勧める等を行うほか、家族との関係を再構
築させたり、その取り巻く環境の改善、再就業等、再犯
防止のための活動を行っている。
・　また、刑務所等に収容されている者からの要望に応
じ、その有する法的問題について、出張相談を行い、あ
るいは、実際に受任して訴訟対応を行う等、出所後の環
境調整を行う場面もある。

・今後の課題としては、刑事不起訴処分になりその身柄
を開放された者、あるいは刑務所等から出所された者
が、円滑に社会復帰するために弁護士がいかなる活動
をできるかが課題となっている。
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17

特定非営利活動法人
北海道ダルク
地域活動支援セン
ター北海道ダルク

６名

・生き方を変えることを軸において薬物依存症からの回
復をサポートしています。
・刑務所や病院へのメッセージ活動。
・学校などでの薬物乱用防止講演活動。

・刑務所出所後にダルクに繋がった仲間の回復の困難
さへの向き合い方。

18

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

６０名

・精神科診療所、精神科デイケア（一般・復職）
・グループホーム５棟運営（うち、１か所は、触法対象者
の受け入れ）
・医療観察法 指定通院医療機関
・触法障害者の地域定着支援
（司法機関、矯正施設、民間機関等の連携）　　　など

　短期間で何らかの不適応を起こし、再犯を繰り返して
いた方が、住む地域を変えて転々としながらも、再犯せ
ずに自分らしく暮らしている方も多い。
　こうした短期間で再犯を繰り返してきた地域定着が難
しいケースに対して、触法対象者の受け入れ経験のあ
る道内地域の事業所等とネットワークを作っている。再
犯を繰り返すケースの中には、一つのところに長く生活
できない特性を持つ人も多い。それぞれの事業所、地
域でずっと定着させるのを目指すのではなく、短期間で
別な地域に行くことをあらかじめ支援者たちが受け入
れ、広域連携で支えている。服役を繰り返すのではな
く、地域を変えながらも生活していくことに意義があると
考えるが、継続的なケアマネジメントや、遠方への同
行、ケア会議への参加など、諸経費の負担も大きいの
が現状である。

19

公益社団法人　北海
道社会福祉士会
司法連会委員会

約1,750
名

・2014年度、高齢者や知的障がい者等の福祉的支援を
要する「被疑者・被告人段階」の支援について、日本弁
護士連合会をはじめとする司法関係機関との連携のも
と、司法分野における社会福祉士の関与の在り方に関
する連携スキームを検討するための調査研究事業(日
本社会福祉士会実施)が実施され、これに協力。道内で
は、札幌市において、札幌弁護士会と連携し、逮捕時、
裁判段階等において、弁護士との連携のもと、福祉的
支援を必要とする高齢者・障がい者等に対して社会福
祉士が関与し、「接見」、「アセスメント」「更生支援計画
の作成」「居住環境の調整」「福祉・医療サービスの利用
調整」等の実践。この事業で設置した、司法と福祉連携
特別委員会は、事業終了後も引き続き設置することに
なり、道内各支部より委員を選出し、各支部において、
その委員を中心に活動を展開。
・特別委員会としては、年一回程度、司法連携に関する
研修会を実施し、入口支援についての理解を深め、司
法における福祉的支援の必要性について会員内外へ
周知を実施。各支部では、入口支援についての弁護士
との合同勉強会や研修会を実施し、一部の支部では、
弁護士または検察からの依頼に応じて、被疑者への福
祉的支援を行っています。

・今後の活動として、入口支援を担うことができる会員の
養成のため、専門的な研修会の実施、司法における福
祉的支援の必要性を会員内外に広く周知していくととも
に、弁護士の方々との連携を深め、福祉的支援である
「入口支援」を組織的に行っていくことができるような体
制の構築に努めていく活動を強化していく予定です。

20
北海道地方保護司連
盟

－

・全道に67の保護司会があり、更に、札幌、函館、旭
川、釧路の４つの保護司会連合会があり、全道として取
りまとめている。
・再犯防止については、今後、北海道地方更生保護委
員会、各保護観察所と連携を取りながら協力していく。
・社会を明るくする運動に取り組んでいる。

21
(更)北海道地方更生
保護協会

－

・全道にある４つの更生保護協会の取りまとめを行って
いる。
・再犯防止については、今後、北海道地方更生保護委
員会と連携をとり、協力していく。

22
北海道地方更生保護
施設連盟

－

・全道に８つの更生保護施設があり、取りまとめの役割
を行っている。
・再犯防止を目標に更生保護施設の入所者が、今後の
生活設計ができるように支援している。

23
北海道地方更生保護
女性連盟

－
・「社会を明るくする運動」を活動の柱と位置づけ、地域
の中に更生保護の理解者を増やすことを第一の目標と
しています。

・再犯防止策として罪を償った後、帰る居場所である地
域がやさしいことが１番と考えており、地域の他団体と
連携する事で理解者を増やし、「おかえり」と言って迎え
入れる地域社会でありたいと努力中ですが、なかなか
進まないのが現状です。
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24 北海道地方BBS連盟 ２２８名

・当連盟としては、北海道地方更生保護委員会をはじめ
各観察所や保護司連盟、更生保護女性連盟と連携しな
がら、犯罪や非行を犯した少年・少女の立ち直り及び地
域の非行防止活動に取り組み、社会を明るくする運動
にも積極的に参加・協力している。
　再犯の防止の重要性については十分理解しており、
関係機関から要請があれば、連携を図りながら積極的
に協力していく考えである。

25

北海道教育庁
（学校教育局参事
（生徒指導・学校安
全））

１５名

・いじめはどの児童生徒にも生じ得るという認識にたち、
ささいな変化や兆候を見逃さず、緊張感をもって積極的
に認知することが求められていることから、「北海道いじ
めの防止等に関する条例」に基づき策定した「いじめ防
止基本方針」を、昨年度改定するなど、いじめ防止のた
めの教育を推進してきた。
・人権教育と併せて、警察や関係機関等と連携した非行
防止のための教育及び薬物乱用未然防止のための教
育の充実を図ってきたほか、高校中途退学の未然防止
の取組として、学校に対するスクールカウンセラーの派
遣や、高校１年生の中途退学が多いことから、入学後、
人間関係づくりの支援やコミュニケーション能力を育成
するトレーニングを行うための指定校事業を実施すると
ともに、その成果を各管内で開催する生徒指導研究協
議会等において普及してきた。また、中途退学者に対し
ては、就労や再度の就学につなげる切れ目のない支援
を行うため、厚生労働省など関係機関と連携した支援を
行うなど、学習指導や将来の進路を考えさせる指導、望
ましい人間関係構築に向けた指導の充実を図り、生徒
が将来に向けて自立して生きる力を身に付ける教育を
推進してきた。
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北海道警察本部
（生活安全部生活安
全企画課）

－

・北海道警察本部生活安全部では、「少年の非行防止
及び非行少年の立ち直り支援」「子供対象暴力的性犯
罪をした者の再犯防止」「ストーカー加害者に対するカ
ウンセリング治療」に取り組んでいます。
・少年の非行対策では少年補導員等の少年警察ボラン
ティアと、ストーカー加害者に対するカウンセリング治療
では精神医療機関など、関係機関・団体と連携して諸対
策を推進していきます。
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北海道警察本部
（刑事部刑事企画
課）

－

・捜査第四課において、暴力団員の取締りを強化すると
ともに、北海道暴力追放センター等関係機関団体と連
携し、暴力団からの離脱に向けた指導等を実施し、更に
暴力団離脱者の社会の理解を得る活動の推進、暴力
団離脱者支援対策協議会の活性化などにより、暴力団
離脱者の社会復帰対策の推進を図っています。
・薬物銃器対策課において、薬物乱用防止街頭キャン
ペーン等の広報啓発活動を実施するとともに、プロ野球
団をはじめ事業所、学校にて開催される薬物乱用防止
教室に講師を派遣するなど、薬物乱用防止活動を通じ
て薬物依存症対策関係機関と連携強化を図っていま
す。
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