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‑国の再犯防止推進計画の動きへ
東京保護観察所立川支部
統括保護観察官 喜入 啓隆
「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づき、
昨年12月15日に国の再犯防止推進計画が閣議決
定されました。国の計画では、 5つの基本方針が
掲げられています。詳細は法務省のHP等で御確
¥一 認いただくこととし、拙稿では具体的な事柄をお
知らせしたいと思います。

再犯防止等の施策は、極めて多岐にわたります。
①就労・住居の確保、 ②保健医療・福祉サービス
の利用促進等、 ③学校等と連携した就学支援の実
施、 ④犯罪をした者・非行のある少年の特性に応
じた効果的な指導の実施等、 (①民間協力者の活動
促進、広報・啓発活動の推進、 ⑥地方公共団体と
の連携強化等、 (⑦関係機関の人的・物的体制の整
備等が挙げられます。これらの課題を実現するた
めには、国・地方公共団体等が連携した効果的な
再犯防止対策を講じることが必要となります。
しかし、モデルとなる事例は今はありません。

そこで、国・地方公共団体等の協働により、地域
での効果的な再犯防止対策のあり方について調査
するため、一部の地方公共団体において、地域再
犯防止推進モデル事業を実施すべく、平成30年

度予算での必要経費の要求を行っています。
予算要求段階ですので以下は予定となります
が、モデル事業の流れとしては、 ①地域の実態調
査と支援策の策定(約6か月)、 ②モデル事業の
実施(2年間)、 ③事業の効果検証・地方再犯防
止計画の充実・改定(約6か月)となります。
また、テーマとして想定されているのは、 ①高
齢・障害のある犯罪をした者等の再犯防止に関す
る取組、 ②薬物依存のある犯罪をした者等の再犯
防止に関する取組、 ③犯罪をした者等の継続的な
就労の確保に関する取組、 (①犯罪をした者等の居
場所の確保に対する取組、 ⑤非行のある少年等の
相談支援に関する取組で、地域の具体的な課題と
思われる取組の内容を応募主体である地方公共団
体から提案していただくことを想定しています。
なお、複数のテーマを選択することも可能です。
刑法犯の認知件数は減少して100万件を下回り
ましたが、検挙者のうちの48.7パーセントと高

い割合となっており、効果的な対策が求められて
います。 (統計は平成29年版犯罪白書等)
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指導に当たれるようになりました。これまで指導

￣￣￣￣￣

多摩少年院における
就学支援の新たな取組

を行う中で、外部講師からは授業態度が良く、学
ほうとする意欲があるとの評価を受けています。

多摩少年院長 柿崎 伸二

【外部団体と連携した個別指導の開始】
さらに、若者の就労支援などを行っている

【これまでの取組と課題】
多摩少年院入院者の年齢は17歳
以上であり、これまで、出院後の経

NPO「育て上げネット」の協力により、週1回

や 清的な自立等を目標に、安定した就
労生活への移行を目指した職業指導
に力が注がれてきました。他方、教科指導につい
ては、漢字や算数など 社会生活で必要となる基

行っていますが、希望者が多くいることが分かり
ました。

礎学力について「補習教育」という形で自習を中
心に行われている状況でした。
入院者の学歴を見ると、 8割以上の者が高校中
退、中学校卒業等となっており、高校を卒業して
いません。社会全体で高校への進学率が97パー
セントを超える中、出院後に就労する者に対して

末から開始しています。
指導をしていただく方々からは、生徒達が熱心
で、学んで理解できたときの表情や反応が素晴ら

も、高校の卒業又は高等学校卒業程度認定試験

程度指導者が来院して自習時間に個別指導を行う
取組を開始しました。この指導は希望した生徒に

そこで、八王子BBS会にも協力を求めて、学
生を中心としたBBS会員による個別指導も昨年

しいとの声が聞かれています。

【成果とこれからの展開】
高卒認定試験は、例年、 8月と11月に行われ
ていますが、その受験者数は平成19年に院内で

(以下「高卒認定試験」と表記)に合格すること
の意義が見直されています。入院時には、 「勉強
は苦手です。」と多くの者が言いますが、落ち着
いた生活をして将来を考える中で、学習への意欲

の試験を開始したときよりも3倍近くに増えてい

も示すようになります。

ることとしており、加えて、タブレット端末によ

【高卒認定試験に向けた指導強化と見えてきた課題】
近年、高卒認定試験の受験に向けたクラスを編
成して、職員による一斉授業形式での指導を行っ
てきました。過去に出題された問題を解くことを

る学習ソフトの導入も図ろうとしています。

中心に、合格点を取るための受験テクニックも含
め、実践的な内容を工夫しています。
一方、授業を行う上での課題としては、 ①生徒

個々の学力差が大きいこと、 ②生徒個々に高卒認
定試験の受験科目が異なること、 ③指導に当たる
職員に授業内容を準備するための時間の確保が難
しいことなどがありました。また、授業外の自習

において、個別に職員が指導する余裕のないこと
も課題となっていました。

【学習塾との連携による教科活動の充実化】
そこで、昨年秋から外部の学習塾講師による授
業を導入しました。 1回の授業に2人の講師が来
院し、週2‑3回、複式学級方式により行うこと

で、上記の課題に対応するとともに、従来授業を
担当していた職員が習熟度の低い生徒などの個別
‑2

ますし、昨年は12人が全科目に合格しています。

今後は、より授業を分かりやすく習熟度に応じ
たものとするよう、本年度中に電子黒板を導入す

こうした取組により、徐々に在院中又は出院後

に大学や専門学校を受験進学する者が増えてきて
おり、出院後のより充実した生活設計を具体化で
きることになるものと感じているところです。

)
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ー少年非行等の現状一
警視庁南大沢警察署生活安全課

課長 櫻井 利行
昨年、都内で非行少年として検挙された少年は
5,195人で、前年比181人減少。当署管内で検挙
された少年は97人で、前年比29人減少。非行の

特徴として、集団による強盗や傷害が増加し、一
人での非行が減少しております。

¥、/

都内で補導された少年は、 37.826人で、前年比
3,460人増加。当署管内で補導された少年は270人で
前年比を32人増加しました。行為種別では、深夜彿
徳が17人増加、喫煙が18人減少。学歴別では、高
校生が20人増加、中学生が1人減少、無職少年が2
人増加となっております。
次に、都内で虐待を受け児相通害した少年は5,545
人で、前年比1,048人と大幅に増加。当署管内で虐
待を受け児相通告した少年は100人で、前年比50人

中学校との連携を
学校担当委

と大幅に増加。これは、人身安全関連事案総合対策
本部が設置され、虐待事案へも積極的に対処するよ
うになったことが要因と思われます。
また、スマホの普及による福祉犯罪被害少年は5

人で、前年比2人増加。その中で自己の裸体画像を
撮らせたり、自画撮りして相手方に送信したりする
などの被害が増加。当署管内以外の繁華街では、 JK
ビジネスによる被害もあります。

ネット社会、少子高齢化、両親の離婚、共働き、
いじめなど、様々な原因はありますが、やはり、 「躾

け」 「居場所」が大切ではないでしょうか。 「愛情を
もって、悪い時はしっかり叱る」 「学校任せにせず、
スキンシップをとる」 「真剣に向き合い、親の正しい
後ろ姿を見せる」といったことが大切ではないで
しょうか。

そこで、当署では、農業、餅つき、落書き消し等
を体験させて、地域の大人との結びつきや地域社会
との関わりをもつことで非行を抑止、さらに少年自
身が他人に迷惑をかけることに対して心理的な抵抗
を高め、非行を思いとどまらせる働きかけを推進し
ております。
(文中の数字は暫定数)

親子ぐるみで現在と将来を見据えて保護観察を
行ったという実際の面接の声もあがり、子どもと

家庭の問題、課題について言及がありました。
この協議の中では、やはり「愛情」がまず基

具体的な意見交換や双方向からの実質的な協議

本、保護司として、家庭の経済的な問題をどう各
種の支援と結びつけていけるかについて正確な
助言をしていかなければならないのではと結ば
れました。一方、現在の傾向として、経済的に余
裕があり両親が揃った家庭でも、子どもに課題が
ある家庭があることも話題に。家庭として関心の
方向、順番が違っている。基本は、やはり愛情で
あり、大切なものを優先することで、その子ども
の学力、性格、将来が拓けていくのではないか、
と積極的な議論がなされ、有意義な会となりまし

がなされました。

た。

平成29年11月12日(金)、クリエイトホール

で田中校長先生(市立松木中学校長、八王子市立

中学校長会会長)のご提案で、 「現在の中学校の
実態・実情」 「貧困と学力、非行」 「保護司がこう
¥一
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した現状とどう関わることができるか」等を協議

題に、 4中学校の校長先生も協議者として加わり、
各中学校の現状と具体例を踏まえ4グ)レープでの
協議がなされました。各グループは校長1名と保
護司8名ほどで構成され、田中会長が意図された

各中学校からは、貧困と低学力とは必ずしもイ
コールではないが、特に一人親家庭の中では働く
ことが精一杯で子育てに余裕がなく、わが子の教

育に関心がない場合はそうした現実が起こりが
ちであるとのこと。また外国籍の家庭でもそうし
た傾向が生じるとの指摘がありました。実際に、
保護司が関わった対象者の家庭も同様な傾向が
多かっだとの具体的な報告もあり、保護司からも

平成30年3月15日

八王子地区保護司会だより

第105号

地域の中に居場所をつくる

‑法務少年支援センターの取組一
八王子少年鑑別所
鑑別部門統括専門官 佐藤真理憲
再犯防止のための「居場所」と「出
番」の重要性は広く知られているとこ
ろですが、私はそう簡単なことではな
いと実感しています。これまでの仕事
の中で、帰る所がなく軽微な万引事案
で繰り返し受刑している人、知的障害があり、刑務
所内での生活を居心地が良いと感じている人等、社
会内で居場所すら見出せずにいる多くの人の存在を
知りました。一方で、犯罪・非行の防止や対象者の
立ち直りには地域の中での「居場所」が重要である
ことを実感していることも確かです。本来、人間の
一番の居場所は、自分の存在を認めてくれる「身近

のように、地域援助が何かしら問題を抱え悩んでい
る方々にとっての身近な相談場所の一つとして活用

され、保護司の皆様との連携の下、彼らが地域の中
に居場所を見出す一助となり、再犯防止に寄与する
よう努めて参ります。

;;見えない傷を負った少年たち
::警視庁少年育成課八王子少年センター

な他者」の存在だと考えます。彼らの多くがそうし
た存在を感じられず、周囲から孤立した状態にある

..

のではないでしょうか。

平素より青少年の健全育成はもとよ
り再犯防止に向けた各種取組に深いご
理解をいただくとともに、警察業務へ
の多大なご支援ご協力を賜り、厚く御
礼申し上げます。
私が所属しています警視庁生活安全部少年育成課
八王子少年センターは、都内に8ヶ所ある少年セン
ターの1つで、少年補導、各種立ち直り支援、少年
相談等の業務を行っております。そのため各少年セ
ンターには心理技術職の相談担当者が配置され、私
もその一人として、非行問題や不登校、いじめ、家
庭内暴力等の少年問題に関する相談を担当していま
す。
私達のもとに相談にくる少年の多くは高二傷を抱
えています。 「父親や母親から暴力を振るわれてい
た」 「学校でいじめられた」 「仕事に就いても続かな

少年鑑別所では、法務少年支援センターとして、
一般の方々や関係諸機関等から非行・犯罪等に関す

る相談をお受けし、地域社会の非行・犯罪防止に努
めています。地域援助では、非行や犯罪にあたる問
題行動のほか、いじめ、引きこもり、不登校、親子
関係等、学校や家庭内での問題等も広く扱っており、
主に犯罪・非行の予防的な意味での援助を多く行っ
ています。また、児童相談所係属中であったり、審
判や裁判で不処分や不起訴になったりした対象者等、
既に児童福祉や少年保護等の対象となった人を対象
とした相談も行っており、再犯防止のための援助と
いう面もあり例えば 更生保護施設「紫翠苑」入所
者に対する面接や就労支援も行っています。これら
の地域援助の実施件数は年々増加しており、援助を
必要とする人の多きや、地域における期待の大きさ
を感じています。

地域援助で関わる対象者も、家庭、学校、職場内
で様々な問題を抱え、身近に受け入れてくれる他者
の存在を求めています。不良グループから抜け出せ
ずに相談に来ていた少年が、相談を重ねる中で、あ
る時、 「いつも叱ってきて嫌だと思っていた近所のお
じさんから『最近表情が良くなった、変わったな』
と言われた。」と嬉しそうに話してくれたことがあり

ました。その少年の中で、 「近所のおじさん」に対す
る捉え方が、自
分を否定してく
る存在から自分
を見守り続けて
くれる存在に変
化したことがう
かがえます。こ

石原

翔太

い」など様々な見えない傷を負っています。その結
果「自分は駄目な人間だ」 「何をやってもうまくいか
ない」と自尊感情が低下していきます。
そのような時、少年にとって、安心できる人がい
れば良いのですが、傷を負った少年にはそれがない
ことが多いのです。そのため「助けて欲しい」と
SOSのサインとして問題行動という形で表現せざる
を得なくなっているものと考えられています。
それでは、 SOSのサインである問題行動を繰り返
させないためにはどうすれば良いのでしょうか。も
う二度としないと約束するよう反省文を書かせれば
良いでしょうか。その行動がいかに社会的に駄目な
ものであるかを説教すれば良いでしょうか。確かに
これらも必要なことではあると思いますが、大切な
ことは少年が負っている見えない傷を癒していくこ
とだと考えます。

)
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れます。労い・励ましの言葉がスマープを継続する
力に変え、指導者との信頼関係を築く源となり、こ
の関係は彼女達がこの苑を去った後も接続されます。
回復途上にある彼女達の支援は、在苑中はもちろん、
退苑後も継続することが求められます。こうした地
道な取り組みが再犯防止に結びつくものと確信して
います。
大人が少年の見えない傷に日を向け、寄り添うよ
うに関心を持ってかかわろうとすると、最初は人と
の結び付きを持つことに臆病になっているため、時
に反抗的な態度を取ることもあります。しかし、こ
の人ならば自分のことを分かってくれる、受け入れ
てくれると信頼関係を築くことができれば、それが

対人関係での成功体験となります。
この成功体験を積み重ねることによって、家庭や
学校、職場で、自分はここにいて良いと感じられた
り、その場にいるだけで心が落ち着いたりする物理
的な居場所を作れるようになります。更に自分の気
持ちを安心して話せたり、受け入れられていると感
じられたりする、心の居場所を作れるようになりま
す。こうしていくことで見えない傷が癒え、問題行
動が収まっていくのです。
私は現在こうした心理

的支援により再非行防止
に努めておりますが、今
後とも皆様のお力添えを
いただきながら少年のた
めに活動していきたいと
思いますのでどうぞ宜し
くお願い致します。

八王子少年センター

) 三;薬物からの復帰者の幸せを願って
:: ‑施設における再犯防止「スマーフ1の効果‑

::

束分区

滝澤

澄枝

更生保護施設「紫翠苑」では、週に
2回程度「スマープ」を実施していま

す。スマープとは、薬物依存者向けに
精神科医らが作り出した「認知行動療
法」です。
薬物を止め続ける術を身に付けるために、ワーク
ブックを元に1時間程度、それぞれの思いや体験を
語り合います。当事者が自身で薬物を止め続けるこ

愛される存在に、なれれば
鵜再非行防止のために‑

束分区 名取 雄三
再非行防止に関する見解は検討する
角度によって様々です。本稿では、指
導者の姿勢の面から一考してみまし
た。
甚だ大雑把な見方ですが、紫翠苑に
入苑してくる少女たちの多くが、単親、貧困、被虐
待といった環境の中で育ち、愛情飢餓感や愛着障害
を抱えています。彼女たちは、社会や大人への不信
感を持ち、適切な相談や助力を求める力も乏しく、
将来の展望を描けず、生活意欲を失っています。そ
してこれが諦めや開き直りとなって、刹那的、享楽
的な態度として現れているように思います。
こうしたことの克服のために、紫翠苑では種々の
プログラムを準備し、これを通して、自己肯定感や
充足感を高め、社会参加の実感や将来の展望、犯罪
リスクからの回避や相談先に関する知識習得などに
結び付けたいと考えています。
施設生活の中では、私たち(指導者)と在苑生
(対象者)の関わりは密接です。特に思春期・反抗期
にある少女たちとの日常は、混乱の日々です。それ
故に、却ってそれが関係性(ラポール)の構築に結
び付いている一面もあります。また、紫翠苑には、
退苑生から種々の相談が寄せられます。中には、再
犯・再非行の前段階と思われる状況の中から電話し
てくることもあります。 「仕事を辞めた」 「夜遊びを
始めた」 「親とけんかした」 「覚せい剤を誘われた」
など その内容は様々です。多くの試練を越えなが
ら「先生が元気でいてくれれば頑張れます」と職員
を励ましてくれる子もいます。

危機場面に遭遇した際に、愛する人の存在や適切
に相談できる人の存在が、犯罪・非行のブレーキに
なることは知られていることです。対象者との触れ

合いの中で、私たちが彼女たちの「愛する人の存在」

とは簡単なことではないからこそ、スマープを通し
て自分と向き合い、日々の生活を振り返り、薬物を

となることができ、真の相談先として認知されるこ

止め続ける決意を新たにする時間が必要なのです。
スマープの中で気づきがあれば、それが薬物を止め
る原動力となり得ます。
気づきは当事者だけでなく、支援者側にも求めら

再非行防止の原動力は、単なるサイエンスや熱意
といったものではなく、常日頃保護司の方々が実践
している「心に寄り添うたゆまない活動」にあるよ
うです。
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とになればどんなによいことでしょう。
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「生活保護」の理解と保護司の役割
地域活動推進協議会
12月6日(水)クリエイトホールにおいて、上

記協議会が行われ、八王子市福祉部生活自立支援
課・遠藤治雄専門幹から、 「生活保護」の基本的な
考え方と具体的な支給法、支給の実態と不正受給
の実態、保護世帯の課題の説明があり、保護司か
らは質問と回答、実際に関わりが起こる細部につ
いての質問と協議がなされました。

遠藤専門幹は、市の「生活保護」の現在とこれ
からの方向性を担い進める中枢の方、生活保護の
基本、その支給要件の正確な知識、受給者の現状、
また、よく話題に上る不正受給については市とし
ても付近からの
情報を得ながら
も厳しくあたっ
ていることも加
わりました。

事前に質問も
整理され会場の

第105号

質問とも相侯って協議は深まり、本広報誌にまと
められないほど協議は白熱しました。中でも強く
印象に残ったものは、私達保護司が生活保護に対
して正確な知識を有すること、また新たに生活保
護世帯を増やすのではなく、自立して生活の安定
を目指す方向に尽力することこそが基本で、特に
子どもたちを支援する制度の活用を積極的に考
えるということでした。また生活保護を受給につ
いて抵抗感がある人は、すぐさま最後のセーフ
ティネットである生活保護に入ってしまうので

なく、「生活困窮者支援制度」に結びつけることに
よって、生活の再建と堅実な生活を支援すること
が重要で、保護司の制度理解とその助言は特に大
切になるとのこと。本制度は、その支援の内容と
して、きめ細かく自立相談支援事業、就労支援事
業、子どもの学習支援、家計相談支援事業等きめ
細かく対応しており、保護司としてできること
は、生活保護受給についての正確な理解を持ち、
自立と安定を目指す支援制度の理解と推進をす
ることが重要だと話し合われました。非常に中身
の濃い協議会で定期的に学習して理解し支援を
進めることが大切と思われました。

)

ループ討議では、各保護司の経験に基づいた熱

平成29年度の
地域別定例研修lこついて 目I
平成29年度に行われた東京保護観察所主催に
よる地域別定例研修の内容は、以下の通りでし
た。
<第工期>

テーマ「提出書類の書き方について」
平成29年6月2日(金)、 13日(火)

*提出書類の中から「保護観察経過報告書(甲)」
を取り上げ、作成上の留意点について研修しま
した。各種の書類はどれも主任官と保護司をつ
なぐ重要なパイプです。単なる報告書ではな
く、対象者を更生の道に結びつけていくかの視
野が必要です。
<第Ⅱ期>
テーマ「面接について」
平成29年10月4日(水)、 13日(金)

*対象者との信頼関係を構築することが第一。特
に再犯防止については常に念頭において対象
者の気持ちの中に入っていくことが大切と。グ

気ある討論が展開されました。
<第Ⅲ期>
テーマ「生活環境の調整について」
平成30年2月2日(金)、 8日(木)

*担当保護司は、引受人が対象者に対して改善更
生の意欲とその能力を有するかどうかを見極
めるのか重要だが、個々別々の事情の中でどう
最善の道を助言できるかが重要となる。地方更
生委員会は保護司の生活環境調整報告書を最
大の判断の拠り所にしているので丁寧な聞き
取りと理解が必要です。
刑の一部の執行猶予制度が運用され、帰任先が

確保されない場合も猶予期間中の保護観察が開
始されることになり、これまで以上に生活環境の
調整の重要性が高
一 事
まり、保護司の責
裏「置￣

任も重くなりま

す。今後も繰り返
し勉強して参りま
しょう。

し

)
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‑薬物乱用防止教室について‑

束分区 楠田 周良
平成29年6月20日、市立第五中
学校の1 ・ 2年生に薬物乱用防止教室
を開きました。

当日は、東京都薬物乱用防止推進
八王子協議会会長の山中廣司保護
司、サポートネット相談員の井上六郎保護司のご
協力をいただきました。

・薬物使用・所持は犯罪であること。
・保護司は、不幸にして犯罪を犯してしまった人

たちを支え、再犯防止・社会復帰を応援する仕
事等をしていること。

転勤族の私は、東京スカイツリー
の傍らの墨田区向島で生まれ育ち、
八王子を知らずして、八王子市内に
マンションを購入しました。織物産

地として古くから知られ、近年は、

大学が集まる学園都市、高尾山をはじめ四季折々
の自然など多様な顔の魅力に気付かされるのには
時間を要しませんでした。
単身赴任中に大病を経験し、医師から、仕事の
継続は困難の診断であったことから、辞職をして

・薬物依存症は重篤な症状になること。

八王子のマンションに戻りました。

・薬物はフラッシュバック、内臓を痛め後遺症に

医師から紹介された八王子市内の病院にリハビ
リのため通院し、作業療法、理学療法、言語療法
により、健康管理のため、近場の富士森公園陸上
競技場等をウオーキングする日々でした。ウオー
キングが、いつしか趣味となり、八王子の町並み
や行き交う人などを季節の移り彩りをさまざまな

苦しめられること。
上記の数々を話しました。
この話を静かに聴いている生徒たちの目を見て

いると、とても愛おしく思え、彼らが絶対に薬物
に手を出さないことを心から願うばかりです。
当日は薬物の話でしたが、真剣に聴いてくれて
いる生徒たち一人一人に命の尊さも訴えました。
これは当日の私の原稿にはなかったのですが、彼
らの目を見ていて自然に言葉が湧いてきたので
す。
この五中からのご依頼は、学校担当委員会の協
力で、毎年中学校生活指導主任研修会において各
学校の先生方と保護司が意見交換してきたこと
等、諸々の積み重ねからいただいたのです。当日
私どもの発表方法・話は未熟でしたが、五中生た
ちに薬物の話を通して命の授業ができていたら幸
いです。より一層中学生たちに理解できる教室を
目指し、我々も発表方法等を学習し努力していこ
うと思っております。

そして多くの保護司の皆さんが「命の授業」を
広げていき、この社会の犯罪が少なくなることを
望みます。

緩驚護憲義認
○石 井 ト王子(束分区)

発見をしました。
新たな八王子の魅力に気付かされ「八王子市市
制100周年記念行事」を知り、景観について感銘
を受けました。例えば1つ目尻ドイツで医療
に尽力、没後71年を経て帰還した肥沼信次(こ
えぬまのぶつぐ)博士(1908へ46年)の顕彰碑

は、ソ連侵攻により押し寄せた難民、困窮する市
民に蔓延した発疹チフスなどの伝染病患者に、医
師として治療に尽くした貢献により、市民団体か
ら八王子市に寄贈されて、生家跡に近い八王子駅
北口から5分程度の西放射線中町公園で平成29
年9月3日、除幕式が開催されたことを知り訪れ
ました。 2つ目は、 「全国都市緑化はちおうじフェ
ア」が平成29年9月16日、開催され、 「ダイワ
ハウススタジアム八王子」での式典で、上空に航

空自衛隊の「ブルーインパルス」が飛来し、航空
ショーが披露されました。主会場の富士森公園の
ほか、市内6エリアの会場で開催しました。

社会復帰ができ、ウオーキングを趣味にできた
ことは、療法士の先生方をはじめ皆様方のご支

援・ご協力に感謝です。
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東日本成人矯正医療センター運用開始について
ユニ∴

二千.音.音.臆臆臆臆臆臆

国際法務総合センターは、東京都昭島市の国有地(立川基地跡昭島地区)に、法務省所管の研修地区であ
る矯正研修所、国連アジア極東犯罪防止研修所(アジ研) ・法務総合研究所国際協力部(ICD)、公安調査庁
研修所及び矯正施設である八王子医療刑務所、関東医療少年院、神奈川医療少年院、八王子少年鑑別所(東
京婦人補導院を含む)を集約整備するもので、法務省所管施設の複合拠点となるものであり、これにより、
施設運営の合理化・効率化、資源の有効活用及び地域との共生等を図るとともに、充実した国際協力活動を
行うことを目的としています。

国際法務総合センターは、その運営の一部にPFI手法を活用しており、東日本成人矯正医療センターでは、
給食等の収容関連業務及び医療業務(人工透析業務、医療機器の整備・管理等)の実施を委託することによ
り、低廉かつ適正な収容関連業務及び矯正医療の実施が図られています。
東日本成人矯正医療センターは、全国の刑事施設から患者を収容し、又は、近隣の矯正施設から外来患者
を受け入れて治療する医療専門施設です。当センターの運用開始により、受け入れる患者数が拡大されると
ともに、一般社会の医療水準に見合った適正な矯正医療の実施が可能となり、矯正医療の理念である、被収
容者を改善更生させるための基盤の構築及び社会における公衆衛生上の責任と役割を果たすため、全国の矯
正施設のみならず、関係機関からも今後が期待されています。

八王子医療刑務所 沿革

東日本成人矯正医療

明治11年9月 神奈川県監獄八王子監獄署として
八王子町元横山に開設
(明治28年12月 現在地、子安町に移転)
昭和2年7月 八王子少年刑務所として独立
昭和26年4月 八王子医療刑務所と改称
昭和41年4月 厚生省による病院指定
准看護師養成所を開設

※青梅線「東中神駅」

(昭和43年11月

昭和54年7月

センター

より徒歩10分

全体の改築工事一55年)

女子疾病受刑者の収容開始
人工透析、 CTスキャナー、 MRI

など設備
平成28年7月

約130名の休養患者在所

八王子医療刑務所において実施した行事

今号ば 前号に引き続き「再犯、再非行防止
2」として特集を組みました。保護観察所統括
からは国の施策の動向について、 5人の方々に
それぞれの立場から、再犯、再非行防止につい
て貴重な寄稿を頂きました。
新たなメンバーで始まった広報部は、皆様の
温かいご協力の下、今号発行で無事に1年が経
ちました。新年度の企画について、ご要望やご
意見をお寄せ頂ければ幸いです。 (橋本記)
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