
主な取組 主な課題

1 旭川地方検察庁 90

・刑事事件で、不起訴処分となった人、罰金刑となった人、懲役刑な
ど有罪判決を受けその刑の全部の執行を猶予された人で、住居の
ない人、職に就いていない人、また、高齢や心身に障害があり福祉
機関の支援が必要な人など、検察が支援を行うことで再犯防止が
期待できる人を対象に、入口支援という言葉で社会復帰のための
必要な支援を行い、再犯防止に繋げようという取組を行っている。
・具体的な支援内容としては、住居・生活資金支援、就労支援、福
祉サービス及び医療支援等になるが、検察庁ではその支援に必要
な施設を保有している訳ではないため、その支援対象者の必要と
する支援内容を検討し、保護観察所の協力を得て、更生緊急保護
の申し出を行ったり、社会福祉協議会、包括支援センター、自立支
援センター及び障害者総合相談支援センターなどの協力、助言を
得て、自治体の保護福祉担当や、福祉・医療機関等を紹介してい
ただき、それら機関に支援対象者を繋いで福祉及び医療サービス
などの支援を得ながら、対象の社会復帰支援につなげ、再犯防止
を図るという取組を行うべく努力している。

前述のとおり、検察庁では福祉・医療機関を独自に持っている訳
ではなく、また、個別に提携等しているところもないため、地方公共
団体及び各種相談支援センターとの連携強化を図り、福祉・保健
医療機関等の紹介、支援を受けられるよう、各自治体の保護福祉
担当者の方、福祉及び医療機関の方の理解と協力が必要不可欠
となっている。

2 旭川刑務所 150

再犯率に大きな影響を与える就労と安定した居住先の確保のた
め、就職先が未定のものに対して、公共職業安定所と連携した就労
支援を実施していることに加え、就労に資するようなパソコンの操作
技能を身に付けさせるビジネススキル科と溶接資格の取得に向け
た溶接科の技能訓練を行っている。
　また、問題を抱えた受刑者を対象とした指導として、薬物依存離
脱指導や暴力団離脱指導などとともに、就労意欲の喚起や就労を
継続させるための対人関係技能を付与する教育を就労支援指導と
して行っている。

その一方で、当所は、社会で重大事件を引き起こした累犯受刑者
を主に収容する施設であることから、継続した職業生活を行ってこ
なかった者が多く、前述した教育を行ってもなお、薬物依存、反社
会性集団に対する肯定的な意見や就労に対する意欲が欠如した
者が多く、粘り強い指導を継続していくことが課題となっている。

3 旭川少年鑑別所 14

当所の業務には、各種の保護処分に付された者に対する鑑別を実
施し、改善、更生に向けた指針の作成を行っているほか、中学校等
から依頼を受けて依頼先に出向いて薬物乱用防止などの講演を
行っています。そのほか触法障害者支援に関して、対象者のテスト
等から、情報提供・助言を行ったという事例があります。

前述のテスト等については臨床心理士の資格を有する法務技官
が担当するところ、当所において法務技官は１～２名であり、研修
等で不在になった場合の心理職の確保が課題となっている。

4 旭川公共職業安定所 100

　旭川公共職業安定所では、旭川刑務所との連携により、受刑者
への出所後の居住地、希望職種等に合わせた求人情報提供を行
い、刑務所内での職業相談、職業紹介を実施、また、旭川保護観
察所との連携により、安定所窓口で出所者の職業相談、職業紹介
を実施している。
　出所者との相談については、初回相談時に保護観察官に同行い
ただくことにより、求職者が再来しやすい状況が作られていると思
われる。

刑務所出所者等専用求人への応募が望ましいと考えるが、協力
雇用主となっている事業所は多いものの、実際に専用求人を提出
している事業所は一部に限られている。

5 旭川保護観察所 19

旭川保護観察所管内の再犯防止推進計画策定に関わる地方自治
体の状況
（１）稚内市職員と地元保護司による再犯防止推進計画に向けての
懇談会

・旭川保護観察所管内の保護観察事件・環境調整事件の動向
・旭川保護観察所管内の就労支援の動向

6 旭川保護司会連合会 4

①旭川保護司会連合会について
　・１２保護区（８市３９町５村）で構成
　　旭川地区・深川地区・富良野地区・名寄地区・士別地区・
　　紋別地区・留萌地区・羽幌地区・稚内地区・南宗谷地区・
　　天塩地区・利礼地区
　・定員７２４７人
②主な取組
　・道北ブロック更生保護研究大会の開催
　・犯罪予防活動への援助「社明街頭啓発に参加」
　・社明作文コンテストを旭川地方推進委員会として開催
　・保護司研修の援助
　・関係機関・団体との連携
　　　検察庁・裁判所・刑務所・各自治体・法テラス旭川・
　　　職業安定所・旭川就労支援事業者機構等との連携
　・代表者協議会への参加
　・機関誌「道北更生保護」　年４回発刊
　・表彰及び弔慰
　・再犯防止推進法に基づく地方再犯防止施策への協力
　　　道北地方物質使用障害研究会への参加
　　　旭川市自立支援協議会への参加
　　　日本更生保護学会への参加

－
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7
（更）旭川更生保護協
会

2

[組織の充実強化]
１．法人組織の財政基盤の強化と協力体制の確立
２．役員等の意識の高揚と賛助会員の通年定着化を促進する。
[助成活動]
１．一時保護事業
　　　要保護対象者に対して一時保護事業を行い、更生を援
　　　助するための必要な金品授与・就労支援の身元保証金
　　　として金品授与の実施
２．連絡助成事業
　　　更生保護法人旭川保護会、旭川保護司会連合会、
　　　各地区保護司会、旭川ＢＢＳ連盟、旭川更生保護女性
　　　連盟、特定非営利活動法人旭川就労支援事業者機構、
　　　一般社団法人道北地方物質使用障害研究会、
　　　沼田町就業支援センター
[世論啓発]
１．「社会を明るくする運動」への援助・協力
　　　映画「君の笑顔に会いたくて」」支援
２．協力関係団体に機関誌「道北更生保護」の発行・配布の
　　支援
[連絡協調]
１．関係団体との連絡協議会への援助・協力
２．協力雇用主との連携・協力
３．就労支援事業推進への協力

－

8
旭川更生保護女性連
盟

1150

･各地区会では、保護司会や他団体と連携して、社会を明るくする
運動を展開している
・旭川市においては、道北リカバリーセミナー　ポーラベアーズへの
協力・支援を行っている
・更生保護施設　清和荘に年４回訪問活動を行っている

－

9 旭川BBS連盟 127

　当連盟では、罪を犯してしまった少年少女たちの、同世代の兄や
姉のような立場で、ともに悩み、ともに学び、ともに成長していく「とも
だち活動」という活動を主におこなっています。
　沼田町就業支援センターの寮生とは毎年様々なイベントをおこ
なっており、少年達もとてもいい笑顔を見せてくれます。

　新規会員の獲得が思うようにいかず、実際に活動している会員
の年齢層が上がってしまい、兄や姉というには少し無理がある世
代層になっているのが現状です。
　私たちＢＢＳにしかできない活動を、より充実したものにするため
にも、若い世代の会員増強に尽力する必要があります。

10
（特非）旭川就労支援
事業者機構

理事23名
会員71名
職員2名

１　雇用協力事業者の増加を図る
２　雇用協力事業者に犯罪者等の就労の受け入れを要請す
　　るなどして、犯罪者等の求人の情報を把握し、それをハ
　　ローワークに伝達する。
３　雇用協力事業者が犯罪者を雇用した場合におけるその
　　給与支払いの助成、帰住の確保の支援
４　雇用協力事業者が犯罪者等を雇用する場合における身
　　元保証制度の広報及び斡旋
５　犯罪者等が参加する事業者での職場体験講習、就労セミ
　　ナー及び見学会等の実施
６　犯罪者等の就労支援活動に従事する者に対する研修及
　　び顕彰
７　犯罪予防を図るための世論の啓発及び広報

１　雇用協力事業者の会員数が少なく、一部の業種（土建
　　業）に偏っているため、犯罪者等のニーズに応えられない
２　同管内に７組織の雇用協力事業者があるが、連合会及び
　　全国組織化がされていない

11
旭川地区協力雇用主
会

36
犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが容易ではない刑務所
出身者等を、その事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する
民間の事業主の方々です

・雇用協力事業者の会員数が少なく、一部の業種（土建
　業）に偏っているため、犯罪者等のニーズに応えられない
・旭川保護観察所管内に７組織の雇用協力事業者が誕生し
　たが、管内の連合会及び全国組織化がされていない

12
（更）旭川保護会　更
生保護施設　旭川清
和荘

理事11名
幹事2名
評議員16名
職員6名
調理員3名

刑務所や少年院から釈放された人や、刑の執行を猶予された人な
どを保護し、善良な社会の一員となるよう、宿泊・食事の供与、就職
援助、教養訓練等をしたり、退所後のフォローアップに努めている。

在所中・退所後に再犯が発生していることから、職員のレベルを更
にアップさせ、関係機関との連携を強化し、取組・処遇の充実を図
り、再犯を減少させる必要がある。
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13
旭川市（福祉保険部
福祉保険課）

正職員
3000名

１．地域再犯防止推進モデル事業の実施

　法務省からの委託を受けて「地域再犯防止推進モデル事業」を実
施している。具体的には一般社団法人道北地方物質使用障害研究
会への再委託により、物質使用障害者の回復支援等に関する取組
を進めている。また、１１月に「旭川再犯防止連絡会議」を開催し、
地域の関係機関・団体間で再犯防止に関する情報交換を行った。

２．矯正施設所在自治体会議への参加

　矯正施設が所在する自治体間で、再犯防止に関する情報交換や
調査研究等を行うことを目的とした「矯正施設所在自治体会議」に
発起人として参加している。

　地域の関係機関・団体が再犯防止に関する情報交換を積極的
に行い、目的意識を共有することで、罪を犯した人が真に必要な
支援を受けられるような体制を構築していく必要がある。

14
北海道警察旭川方面
本部（生活安全課）

－

・刑務所を出所した者や少年院を退院した者による再犯を防ぎ、被
害者の安全を図るための取組
・非行少年に対し、再非行を防ぐための立ち直り支援の実施
・ストーカー加害者の再犯防止のための病院と連携したカウンセリ
ングの実施
・児童生徒の非行未然防止のための非行防止教室の実施

－

15
（捜査課）

－
北海道警察旭川方面本部捜査課については、『薬物依存症対策関
係機関の連携強化』、『暴力団からの離脱に向けた指導等』、『暴力
団員の社会復帰対策の推進』を主に担当する。

警察独自の施策にも限界があるので、関係機関との連絡調整に
よって課題を共有し、連携強化を進めたい。

16
北海道警察北見方面
本部（生活安全課）

100 － －

17
（捜査課）

34

・薬物依存症対策関係機関との連携強化
　薬物依存症者の回復には、医療機関による治療だけでは
　なく、自助グループを含めた民間団体等と連携した継続的
　な治療が支援が重要であることを踏まえ、各地域において、
　薬物依存症者の治療・支援等を行うこれらの関係機関の職
　員による連絡協議会等を開催し、地域における薬物依存症
　に関する課題を共有し、協働してその課題に当たる各関係
　機関との連携強化を図る。

・暴力団からの離脱に向けた指導等
　警察・暴力追放運動センターと矯正施設や保護観察所との
　連携を強化するなどして、暴力団関係者に対する暴力団離
　脱に向けた働きかけの充実を図るとともに離脱に係る情報
　を適切に共有する。

・暴力団員の社会復帰対策の推進
　暴力団からの離脱及び暴力団離脱者の社会への復帰定着を促
進するため、離脱就労や社会復帰に必要な社会環境等の充実に
関する効果的な施策を検討の上、可能なものから順次実施する。

－

18 北海道上川教育局 50

・上川教育局では、北海道警察旭川方面本部の少年警察担当者と
の情報連携の強化を図るために「教育局・警察連絡会」を開催し、
管内の幼児児童生徒の実情を踏まえた生徒指導上の懸案や諸問
題について情報交流等を行っている。

・児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、今年度は、
特に、不審者情報等の連絡体制の整備やＳＮＳを活用した警察との
情報共有について共通理解を図るなど、教育局と警察との連携を
進めている。

・今後も、幼児・児童生徒の豊かな心の育成に向けて、生命を大切
にする心
　や互いを認め合い、協力し、助け合うことのできる信頼感や友情
を育むこ
　とができるよう、教育活動の一層の充実を図る。

－
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