
主な取組 主な課題

1 札幌地方検察庁 －

　検察庁では、犯罪の防止や、罪を犯した者の更生といっ
た刑事政策的観点も踏まえながら、捜査・公判活動を行っ
ています。最近では、高齢化や児童虐待事案の増加といっ
た社会情勢や検察庁を取り巻く環境の変化に伴い、刑務
所や保護観察所などに加え、児童相談所や福祉機関など
の関係機関と協力して、被疑者・被告人の再犯を防ぎ、社
会への復帰を支援するための様々な取組を行っています。
　取組例としては、対象者の居住先の確保や福祉的サー
ビス等の受給のため、地方公共団体の福祉関係窓口や福
祉関係機関等に連絡をとり、適切な受入施設等のコーディ
ネートなどを委ねる取組などがあります。

－

2 札幌刑務所 約350名

・札幌刑務所は、主に犯罪傾向の進んだ２６歳以上で執行
刑期１０年未満の男子受刑者を収容する法務省所管の施
設です。
　当所においては、再犯防止の実現に向け、矯正内部の
指針である「いきいききょうせいプラン２０１８」に基づき、関
係機関と連携しながら再犯防止に取り組んでいます。
　具体的な取組としては、就労・住居の確保、高齢者又は
障害のある者への支援、薬物依存を有する者への支援及
び特性に応じた効果的な指導等を行っており、現在も関係
機関にご協力いただきながら進めているところです。

いずれの取組も、その効果的な実施には、関係
機関との更なる連携体制の構築が重要と考えて
おりますので、どうぞよろしくお願いします。
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3 札幌少年鑑別所 約30名

１　鑑別機能の充実・強化
少年鑑別所においては，非行又は犯罪に及んだ者につい
て，家庭裁判所等からの求めに応じて，医学，心理学等の
専門的知識及び技術に基づき，非行等に影響を及ぼした
問題について明らかにした上で，その改善のための処遇
指針を示しています。
この鑑別の実施に当たっては，各種心理検査のほか，「法
務省式ケースアセスメントツール（ＭＪＣＡ）」を始めとする
ツールを活用して，鑑別精度の一層の向上を図っていま
す。また，少年院，保護観察所等からの依頼に基づき，少
年保護手続を縦貫した継続的な鑑別の実施を推進してい
ます。
２　在所者に対する健全な育成のための支援
　　少年鑑別所に収容している在所者の処遇においては，
情操の保護に配慮するとともに，健全な育成のために必要
な知識及び能力の向上を図るため，生活態度等への助
言・指導を行うほか，外部講師等の協力を得ながら，学習
の機会並びに修学・就労に関する情報及び薬物乱用の問
題性についての知識等の提供を行っています。
３　地域における非行・犯罪の防止に関する活動等への援
助
　　「法務少年支援センターさっぽろ」として，非行・犯罪に
関する問題や思春期の子供たちの行動理解等に関する知
識・ノウハウを活用して，個人又は関係機関等からの依頼
に応じて，地域における非行・犯罪の防止や健全育成に関
する協力活動に取り組んでいます。具体的には，次のよう
な取組を行っています。
（１）就労・住居の確保等のための取組
　　　協力雇用主を始めとする矯正施設出所者等を雇用す
る雇用主の不安を軽減するための相談・助言を行います。
（２）保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取
組
矯正施設出所者等の保健医療・福祉サービスの利用に関
する検討会に出席し，少年鑑別所が実施可能な支援及び
協力について提案を行い。依頼に基づき，支援を実施しま
す。
（３）法教育等の実施
　　　中学校，高等学校を中心に，教育機関からの依頼を
受けて，児童・生徒を対象に法教育，薬物乱用防止教室等
に講師として職員を派遣し，講演等を行います。
（４）関係機関における人的体制の整備への協力
　　　児童相談所職員，保護司等に対する研修の受入れ及
び研修への講師派遣を行います。
（５）個別の対象者への支援
　　　保護者等の個人及び学校等の関係機関からの依頼
に基づき，非行・犯罪につながり得る問題を抱えた個人に
対して相談・助言等の支援を行います。

-

別紙４
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4
札幌公共職業安定
所（ハローワーク札
幌）

71名

・ハローワークと更生保護施設と保護観察所と連携して、
更生保護施設に訪問し入所者にセミナー、個別相談を実
施。支援対象者にはケース会議を実施、支援メニューを活
用し、就労支援を実施している。

　矯正施設入所中や保護観察中に就労支援制
度を良く知らず、就労意欲が乏しく、一時的な就
労を希望している者が多くなり、セミナー参加者
や支援対象者が少なくなっていると思われる。
　また、就労支援制度の認識が乏しいと思われ
る者が、ハローワークの一般の職業相談窓口を
利用している者もいる。
　矯正施設入所中や保護観察中に、個別に何度
か良いタイミングで、安定的な就職の重要性を更
に認識させる機会を設けるため、効果的な連携
を図る必要がある。

5

札幌東公共職業安
定所
（ハローワーク札幌
東）

約150名

・ 公共職業安定所では、保護観察対象者等の就労の確保
に取り組んでいます。就労の確保は、その改善更生を図
り、再犯を防止する上で極めて重要であります。

・刑務所出所者等の求人数が少なく、関係機関
と連携を図りながら求人の確保の取組を推進し
ていく必要がある。

6
札幌北公共職業安
定所（ハローワーク
札幌北）

約50名

・ハローワークと更生保護施設と保護観察所と連携して、
更生保護施設に訪問し入所者にセミナー、個別相談を実
施。支援対象者にはケース会議を実施、支援メニューを活
用し、就労支援を実施している。

－

7 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

8
札幌保護司会連合
会

約1,260名

・札幌管内の保護司会の連絡・調整
・各種行事の企画・実施
・各保護司会に更生保護サポートセンターを設置し、活動
の拠点としており、今後、再犯予防活動に取組予定
・社会を明るくする運動・再犯防止にむけた取組等の実施

－

9
更生保護法人
札幌更生保護協会

2名

　札幌更生保護協会は、札幌管内の更生保護関係団体に
対して主として財政面での助成を行っておりますが、定款
には「更生保護に関する民間協力組織に対する連絡、調
整又は助成」とありますように、更生保護関係各団体のマ
ネージメントも行う組織です。
　具体的には、平成３０年４月に札幌就労支援事業者機
構、札幌協力雇用主会連合会とともに「札幌更生保護セン
ター」を立ち上げ、これから札幌更生保護女性連盟、札幌
市BBS会が合流する予定です。
　今後は、保護司会にもセンターの加入を働きかけて「札
幌更生保護センター」をさらに充実させ、札幌管内の更生
保護分野に関する有益な情報や知見を発信していく所存
です。

－

10
札幌更生保護女性
連盟

2500名

・札幌更生保護女性連盟は、３８地区会に分かれ、それぞ
れが地域の中で女性として、母として、同じ社会の一員とし
て、犯罪のない明るい地域社会をつくるため、日々活動し
ている。
・何らかの事情で犯罪を犯した人が、その罪を償った後、
私達と、同じ社会で暮らせるよう支援している。
・更生保護に関わる女性だけのボランティア団体です。
・社会を明るくする運動の啓発活動
・矯正施設　札幌刑務支所の釈前教育　支援活動
・矯正施設　札幌刑務支所及び札幌拘置支所誕生会　交
流・激励支援活動
・矯正施設　少年院（北海少年院・紫明女子学院・月形学
園）昼食会　交流・激励支援活動
・矯正施設　北海少年院及び札幌刑務支所の運動会　応
援・交流激励支援活動
・更生保護施設　大谷染香苑及び札幌大化院　夕食支援
活動
・犯罪・非行防止の防犯パトロールの実施

会員の高齢化と会員の減少
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11 札幌BBS連盟 約60名

札幌BBS連盟では、所属の各地区会にて再犯防止の為各
地域にて、街頭啓発やともだち活動・グループワーク・社会
参加活動への参加協力をしております。
当連盟では各地区会の活動支援及び情報の周知をしてお
ります。
（保護観察所や保護司会・更生保護女性会などからの依
頼により、主に保護観察中の少年・少女を対象に実施して
います）

※所属の各地区会～札幌市・余市・小樽・岩見沢・苫小
牧・千歳・SGU江別（札幌学院大学）・スワン・長沼

地域によっては、関係機関ともつながって活動し
ている地域もあるが、つながりもない地域も多く
苦慮している。

12
特定非営利活動法
人　札幌就労支援事
業者機構

会員数
168名

職員3名

・刑務所出所者等を雇用した事業主に対する助成事業
・刑務所出所者等に対する金品助成事業

・助成事業費の増加を図るため会員の増強

13
札幌協力雇用主会
連合会

加入協力
雇用主
約700名

職員1名

刑務所出所者等を雇用する協力雇用主登録を地域内で働
きかけている。未結成の地域や少数の協力雇用主の地域
解消を図っている。

未結成地域の解消

14
更生保護法人
大谷染香苑

11名

・更生保護施設として、法務省の出先機関である保護観察
所の指導を受け、刑務所を仮釈放、満期釈放になった人、
裁判で保護観察になった人、起訴猶予等になった人に居
場所、食事を提供し、再犯防止と自立更生を支援してい
る。
・予算、職員体制等が厳しい中、保護司、更生保護女性
会、BBS会、協力雇用主、福祉等関係機関との連携・協力
を得て、再犯防止と早期自立を図るよう取り組んでいる。

・近年、特に高齢・障がい者等の増加及び薬物
依存等の問題を抱えた、自立困難な人たちが増
え、関係機関等とのより一層の連携を図ることが
求められている。

15
更生保護法人
札幌大化院

10名

　当法人の運営する大化院希望寮は、刑務所出所者や保
護観察を受けている人などのうち、頼るべき人がいない人
に対して、一定期間、宿泊場所や食事の提供をする（民
間）更生保護施設で、１００年余の歴史を有します。
　入所できる人は、保護観察所から委託を受けた人（更生
保護事業）であり、まれには家庭裁判所や地方公共団体
から依頼を受けた人（公益事業）が入所することもありま
す。
　年間の平均入所者数は１００名で、そのうちほぼ半数が
仮釈放又は仮退院です。
　当寮に帰住し、生活や就労の支援、親族との関係調整な
どを受け、社会に自立して行くものであり、更生保護施設
は刑事処分を受けた人たちの再犯防止の役割を担ってい
ます。
　平成２２年以降は、地域生活定着支援事業の開始に伴
い、高齢又は障害により自立が困難な矯正施設出所者等
に対する特別処遇の指定更生保護施設として、「就労⇒自
立」という従来の入所類型と異なる人たちを引き受けて福
祉・医療への橋渡しをしており、その比率は入所者全体の
約４割で年々増加しています。

　民間アパート等に入居し福祉的支援を受けたく
ても、保証人がいないため契約に困難が生じる
事例が増加している上、入所者の多くが所持金
皆無の状態で当寮に来ており、働いて日払いを
受けたくても、そのような対応をしてくれる協力雇
用主は年々減ってきており、社会の目や制度
は、底辺にいる人たちの再犯防止推進に逆行し
ているように思われます。

16 札幌市 約22,500名

・札幌市では、更生保護活動を支援する取組として、平成
27年に協力雇用主である事業者等が工事・道路維持除雪
区分の入札等参加資格登録を行う際に加点する制度を導
入するほか、平成28年より、札幌市安全で安心なまちづく
り功労者表彰を通して保護司の方を対象に表彰を実施す
る等を行っている。
・また、保護司等の活動支援として、平成29年に更生保護
サポートセンターを全区の市有施設に設置した。

・市ではこれまで、生活や医療、福祉等の施策を
刑務所出所者等を含め、支援が必要な市民の
方に広く施策を行っているが、刑務所出所者等
の実態について十分に把握していないのが現状
である。
・再犯防止の取組は国、道との適切な役割分担
のもとで行われる必要があることから、両者と連
携を図りながら情報を共有し、検討していく必要
がある。

17
北海道地域生活定
着支援センター

12名

・矯正施設から退所する人への福祉的支援（出口支援）
　　コーディネート業務　フォローアップ業務
・相談支援業務
　　被疑者･被告人段階での福祉的支援（入口支援）等
・その他支援業務
・啓蒙活動

・高齢者の狭間（65歳以下の対象者）や軽度障
がい者等が福祉サービスにつながらない時の、
地域支援の難しさ。
・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

18
北海道警察本部
生活安全部

－

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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19
北海道警察本部
刑事部

・捜査四課において、暴力団員等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、プロ野球団など
の企業・事務所や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・団体との連携強化を図っています。

－

20
北海道教育庁
石狩教育局

65名

○　児童生徒の非行防止等に向けた取組
・北海道警察と連携を図り、学校の放送室で児童生徒と警
察官が、インターネット上のトラブルや万引きの防止など、
一定のテーマに関してインタビューや質問、事例を交えて
意見を交換する様子を校内放送で全教室に配信して、児
童生徒の非行防止を啓発
○　犯罪被害者に対する理解の増進に向けた取組
・犯罪被害者週間の標語募集に関わり、「犯罪被害者習慣
広報ポスター」を各学校に配付し、犯罪被害者等の置かれ
た状況等について、児童生徒の理解の増進を図ることがで
きるよう、校内掲示を依頼
○　児童生徒が犯罪被害に遭わないための取組
・携帯安全教室や不審者対策避難訓練を実施し、児童生
徒が事件や事故に巻き込まれないための留意点について
学ぶ機会を設定
・ＰＴＡ等による登下校時の見守り活動の実施や不審者情
報のメール一斉配信など、地域全体で共通理解を図った
児童生徒を見守る体制の構築
○　道徳教育の充実に向けた取組
　・道徳科の授業において、児童生徒が「生命の尊さ」や
「遵法精神」など道徳的諸価値について理解し、自分の生
き方についての考えを深める機会を設定

-
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