
主な取組 主な課題

1 釧路地方検察庁 ８０名

・主に逮捕拘留を伴う触法対象者につき、釈放時等、社会に復帰さ
せる際の支援に取り組んでおります。
・検察庁独自の支援施設を有していないことから、各種福祉施設に
支援を依頼する「つなぎ支援」を行っています。

・逮捕、送検、釈放までのサイクルの間に支援を完了する必要が
あるところ、短時日でこれを行うことになり、「つなぎ」に際しての折
衝に苦労しております。

2 釧路刑務所 ９０名

・毎年７月は、社会を明るくする運動の強調月間であり、犯罪や非
行をした人を社会から孤立させないために、再び受け入れることが
できる社会の実現に向け、関係行政機関・民間団体関係者等との
連携のもと、“立ち直り”に取り組んでいる。
・再犯防止推進計画に基づき、矯正では本年６月、全国の矯正施
設所在の自治体の市長に参加いただき、矯正施設所在自治体会
議を開催することとしている。

－

3 釧路少年鑑別所 １５名

・少年鑑別所の主要業務は、非行少年を収容して、その資質の鑑
別を行うとともに、その少年に対する適切な処遇指針を策定するこ
とである。
・これに加えて、近年では、更なる主要業務として、非行や犯罪の
防止のための様々な活動を、地域の関係機関や個人からの求めに
応じて積極的に行っている。
・その具体的な内容は、当所（釧路少年鑑別所）の場合、例えば、
非行や犯罪、社会不適応などに対する個人からの相談への対応、
問題行動のある生徒の指導方法等についての学校からの相談へ
の対応、中学校や高校での薬物乱用防止教室の実施、学校教師
や保護司等に対する研修の実施、保護観察所が実施している薬物
依存からの回復を目指すグループワークへの関与、刑務所が受刑
者に実施している改善指導への関与などである。

・ただし、少年鑑別所がこうした業務を行っていることへの社会の
認知度は、いまだ十分とは思われないため、広報活動をさらに積
極的に行い、ニーズを開拓する必要がある。

4 北海道労働局 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～）

－

5 釧路公共職業安定所 ６８名

・ 釧路公共職業安定所では刑事施設に収容されている者及び保護
観察対象者への就労の確保により、更生改善を図り再犯防止につ
とめている。

・現在、前歴を開示する支援対象者へマッチングできる求人が少
ないことから、協力雇用主への働きかけを行い、求人開拓などを
実施できるよう準備中である。

6 釧路保護観察所 １７名

・犯罪をした者及び非行のある少年に対する再犯・再非行の防止に
向けて、保護司を始めとする更生保護関係者と連携した取組を行っ
ている。具体的には、保護観察の実施、矯正施設在所中の者に関
する退所後の生活環境の調整、社会を明るくする運動等の犯罪予
防活動のほか、犯罪被害者支援、心神喪失の状態で重大な他害
行為を行った者に対する医療観察の実施等である。

・刑務所出所者等の住居及び就労の支援、地域生活定着支援セ
ンターと連携して行う高齢・障害者等への支援、薬物等依存者へ
の支援などを行うに当たり、地方公共団体はもちろんのこと地域の
福祉・医療機関、関係団体等との一層の連携が必要である。

7 釧路保護司会連合会 １名

・道内４カ所にある保護観察所管轄の保護司（約３，０００人）が組
織されている北海道地方保護司連盟を上部団体として、釧路保護
観察所管轄の、道東地区（釧根・十勝・北網）１６地区保護司会（保
護司約７６０人）を傘下に組織されている釧路保護司会連合会とし
て、再犯防止施策の推進に向けての取組や課題について、組織内
での諸会議を開催する中で、釧路保護観察所の指導の下に勉強会
等を通して共通の認識を深めている状況です。

・犯罪を起こした人が再び罪を犯すことが無いことを、最大の責務
として保護司活動に専念できる様な環境つくりや、保護観察対象
者が居場所（居住）や出番（就労）が確保できる環境つくりを主体と
する活動のこれまでの課題等を整理する中で、再犯防止施策推
進への活動に参画していきたい。

8
（更）釧路更生保護協
会

２名

・道東地方における更生保護事業並びに犯罪予防活動の助長を図
るため保護司会連合会や管内更生保護施設、更生保護女性会、
BBS会などの更生保護関係機関の諸活動及び「社会を明るくする
運動」への助成を行うとともに、刑務所出所者等に対して、就労時
の身元保証を得る際の必要経費の援助や身元保証システムによる
補償などの就労支援事業、更生援助金を給・貸与する一時保護事
業など、自立更生に必要な保護を行っている。また、更生保護機関
誌「道東更生」を発行して、更生保護事業の啓発活動に努めてい
る。

・これらの活動を停滞させることなく取り組んでいくためにも、景気
の低迷が続く状況の中で、いかに賛助会員や一般寄付者を獲得
していくかが課題となっている。

9
釧路更生保護女性連
盟

・釧路更生保護女性連盟は、道東圏に２６の地区会がある。各地区
会ごとに更生保護施設や刑務所、少年鑑別所への協力・支援を長
年続けており、女性としての立場から再犯防止に向けて取り組んで
いる。
　また、社会を明るくする運動等への参加協力を通して、啓発活動
にも力を入れている。

・課題としては、会員の高齢化、会員数の減少により、活動内容や
範囲が縮小してきており、何かしらの対策を講じる必要がある。
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10
釧路BBS連盟
（釧路BBS会）

２０名

・保護観察中の少年少女とのともだち活動
・社会を明るくする運動
・更生保護関係団体の一つ
・高校生などとの登山
・釧路まりも学園での雪合戦
・保護司会、更生保護女性会などとの連携、お手伝い
・会員も増え、楽しく活動させていただいています。

11
（特非）道東釧路就労
支援事業者機構

２名

・犯罪や非行をした人たちが地域社会に戻り、再犯や再非行に陥ら
ないためには、仕事に就くこと、住む場所があること、そして温かく
見守ってくれる人たちが必要であることから、刑務所出所者等の安
定した就労生活に協力いただける雇用協力事業主等を支援するた
めに、給与等支払いの一部助成や奨励金の支給、身元保証制度
の紹介・斡旋、雇用のノウハウ等についての事例研修・顕彰などを
行うとともに、刑務所出所者等へは職場体験講習会や就労支援セ
ミナーの企画・実施、就労先までの交通費や緊急の生活資金、住
居確保に要する経費の一部助成などの支援事業を行っている。

・こうした当機構の運営基盤の確立と事業実施体制の確保を図る
ために当機構の目的に賛同して入会する事業者・団体の加入増
加と登録雇用事業主の開拓に努めているが、現在、登録業種が
圧倒的に建設関連業種であり、支援対象者の希望業種の多様化
に応えきれていない状況にあり、支援対象者の希望に沿った求人
の開拓も喫緊の課題となっており、管内の商工会議所等経済団体
との連携強化を重要課題と捉えている。

12
釧路保護観察所管内
オパール職親会

１４１社

・当連合会は、釧路保護観察所本庁並びに、帯広、網走及び北見
の駐在官事務所管内にある４つの協力雇用主組織の連合会として
組織され、釧路保護観察所やNPO法人道東就労支援事業者機構
等と連携を図り、保護観察及び更生緊急保護の対象者の雇用等、
就労支援を中心に活動しているほか、保護観察等対象者の改善更
生について地域社会の理解を求めるための活動を行い、犯罪や非
行をした者の円滑な社会復帰と安全な地域社会の実現を図るべく
取り組んでいる。
※オパール（OPAR）とは、犯罪者の予防と更生（Offenders
Prevention　And　Rehabilitation）を意味している。

・昨今の主な課題は、協力雇用主の約６割が建設業である一方、
仕事を求める保護観察対象者等には女性、少年、高齢者、心身に
障がいを持つ者もいることから、例えば、サービス業や就労継続
支援事業所など幅広い業種・業態の協力雇用主を開拓していくこ
とである。

13 （更）釧路慈徳会 ８名

当会は、大正元年１１月１日宗教家により釈放者保護事業を発足さ
せ今日に至っている。刑務所等から出所し、帰住先のない非保護
者を一定期間保護し、宿泊場所や食事を提供し必要な生活指導を
行い、円滑に社会復帰を支援し、再犯を防止する最先端の極めて
重要な施設であり、年間６０名ほどを支援している。

・再発防止のためより対象者を積極的に受入を進めているが、職
員体制や処遇能力等により限界がある。
・特に近年再犯罪者は減少傾向にあるものの高齢・障害者等は増
加傾向にあり、出所後の居場所や就労場所もなく、再び犯罪を犯
す等再犯防止策が急務である。このため国において各種施策を検
討中であるが（これからの更生保護事業に関する有識者検討会や
更生保護事業の在り方に関する有識者意見交歓会）、更生保護
事業の経営は今後厳しいことが予想され、再犯防止を積極的に推
進するためにも人的体制や収容実績にとらわれない予算制度を制
度化すべきである。

14
釧路市（福祉部地域
福祉課）

２,５００名

○更生保護施設「慈徳会」との連携
「慈徳会」入所中及び退所後の生活保護申請受付。

○刑務所出所者の養護老人ホーム入居に係る手続き等の支援。

○更生保護施設「慈徳会」及び、釧路地区保護司会への事業補助
の実施。

15
釧路市（学校教育部
教育支援課青少年育
成センター）

５名

・青少年の補導及び相談に関すること。
・青少年関係行政機関及び団体の情報交換並びに連携に関するこ
と。
・青少年の非行防止に関すること。
・青少年の教育的な支援に関すこと。
　以上４点を「釧路市特別補導員会」「釧路市学校補導協会」「釧路
市中学校カウンセラー会」「釧路市ファミリーサポート会」と連携協力
し活動・業務を行っている。

　補導、注意、指導件数が大幅に減少してきている反面、インター
ネットでの犯罪やイジメが増えてきており、補導がしづらくなってき
ている。また、青少年の教育的な支援に関すことでは、登校しぶり
や不登校の児童生徒が増加傾向にあります。
　釧路市でも「社会を明るくする運動」の街頭啓発（平成３０年７月
７日、１４日）を関係機関と連携し実施しておりますが、市民の認知
度が少なく感じられるので、記載例にもあるように、国や関係機関
と連携を図りながら取組を推進していく必要がある。

16

（社福）北海道社会福
祉事業団
北海道地域生活定着
支援釧路センター

３名
・地域生活定着支援センターは、高齢者もしくは障がい者であり①
帰住先がない②福祉サービスが必要な方で、③本人が定着支援セ
ンターの支援を希望する人が対象者となります。

・課題は定着支援センターの役割がなかなか認知されていないこ
とと、受入先を探すことです。

17 （特非）とかちダルク １０名 －

・刑務所出所者の定着について（なかなか定着しない）
・仮釈放が欲しいために嘘をつく受刑者が多い
・福祉サービスの支給決定に時間がかかる
・物件棟などを借りす際に福祉サービスや、消防の法律に合わせ
るとなかなかなくて、賃貸より建設する方が早いが建物を建設する
費用は捻出できない。
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18
北海道警察釧路方面
本部（生活安全課）

－ －

加害者から再犯による生命または身体に関する犯罪被害のおそ
れがあるときは、関係先の関係機関や、警察署等と連携して、被
害を防止することが目的であり、再被害防止推進のため、あらゆる
機関が相互に緊密な連絡を保ち実施することが課題である。

19
（捜査課）

－
当課では、各警察署と連携して、強盗や性犯罪、窃盗等の刑法犯、
薬物使用等の特別法の犯罪取締りを行っている。

再犯防止に関し、再犯率が高いと言われている薬物犯罪を初めと
する犯罪情勢を、各団体に対し情報提供する等して、連携を図っ
て再犯防止に取り組む必要がある。

20
北海道警察北見方面
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

－

21
（捜査課）

３４名

・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。

－

22 北海道釧路教育局 ５０名

・  釧路教育局では、管内教育の充実発展のため、教育施策の推
進に取り組んでいる。
・　管内教育推進の重点項目として、学校へは危機管理体制の強
化のため「学校安全（生活、交通、災害など）に関する教育の充
実」、子どもたちへは豊かな情操な道徳心を育む「豊かな情操を育
む読書・体験活動の充実」や「道徳性を育む『考え、議論する道徳』
の実現」を推進しているところ。
・　加えて社会教育の分野において、家庭・地域のボランティア等を
行う方々に講演する機会に、再犯防止の取組に協力することを伝
えられるよう取り組みたい。

3 / 3 ページ


