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「農」を介した行刑施設と 
地域社会との関係構築
―北海道における矯正・保護を例として―
北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院博士課程

横田　勉

Building relationships between penal 
institutions and local communities 
using agriculture
―A case study of correction and 
protection in Hokkaido―
YOKOTA Tsutomu

Traditionally, the inmates of penal institutions were not a part 
of the local community. However, future penal institutions may need 
to strengthen the relationship they have with local communities 
because the inmates necessitate social support in their backyard.

This study focuses on the uses of agriculture, widely 
distributed throughout the country, for correctional facilities, and it 
will helpful for the inmate rehabilitation.

Particularly, the history of Hokkaido, which is one of 
development and exile, demonstrates associations between the 
prison and the local community created through agriculture.

In this study, I explore the possibilities and potential of 
agriculture in the correction and protection fields using the example 
of Hokkaido.

abstract
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≥1 PFI（Private Finance Initiative）手
法の刑務所。「社会復帰促進セ
ンター」の名称で、2007年より
国内に4ヶ所の施設が設置され
る。

≥2 刑務所仮釈放者や少年院仮退院
者等を対象に、保護観察官の直
接の指導のもと、社会復帰をサ
ポートする国営の保護施設。と
くに、農業を通して職業訓練を
行なう施設を「就業支援セン
ター」と呼び、北海道沼田町と
茨城県ひたちなか市に置かれ
る。

≥3 構外作業の場としての角山農芸
学園（札幌）、職業訓練に重点
を置いた鱒川農場（函館）があ
る。（『犯罪白書（平成8年版）』
より）

≥4 江戸時代、無宿者や刑期満了者
を収容して労役させた所。（広
辞苑第六版）

1｜はじめに
　近年の刑事政策分野では、法の改正に並行し、官民協働形式1の刑務所や

自立更生促進センター2の新しい施設が設立され、そこでは、地元からの雇

用やボランティア支援など、地域的資質との結び付きがみられる。

　地域資源の積極的な活用は、国家行政を地方へと転換していく上で、ある

いは、国の財政負担を軽減する上で、時代の流れに沿った一つの方向性を示

すものの、その具体的方策も、未だ、部分的かつ消極的といえる。

　そのような状況下で、日本の行刑と地域との関係を歴史的に顧みた場合、

そこには幾つかの地域資源を介した強い結び付きがみられる。その一つが第

一次産業、とくに「農業」を介した行刑と地域との関係構築である。

　とりわけ、北海道の場合、明治期に入り、開拓行政として囚人労働の投入

による農地開墾が進められ、地域との関係構築において重要な役割を果たし

てきた。開拓期を過ぎた後も、網走刑務所に代表される農園刑務所の存在、

札幌や函館の刑務所に付属する施設3、さらに月形や帯広の少年院における

農芸の職業補導など、その土地に根差した取り組みが行われてきた。また、

地域の側も、農を介して生産物の供与や用地解放などの恩恵に授かり、付属

農場や構外作業で働く受刑者の姿を通し相互の理解を深めてきた。

　旧来の行刑に見られる、コンクリート塀による隔離や制度・処遇の壁、そ

して何より、根強い偏見によって、施設と地域とは空間的、社会的にも分断

され、両者は上手く結び付くことができなかった。しかし、これからの刑事

政策分野における地域依存型、あるいは共存型の方向性を考える上で、この

潜在的な資源である「農」の活用は、その副次的効果（住民意識の向上、地

域活性化等）も含め、有効に働くものと考えられる。

　この研究ノートでは、主として、農を核とした地域との強い結び付きが見

られる北海道の施設を例にして、時代ごとの制度や社会背景を加味しながら、

農業という地域資源のもつ効果と活用策、および農業を介した地域との関係

構築について検証し、提言へと繋げていきたい。

2｜歴史的経緯にみる地域資源としての農業
　矯正・保護と第一次産業（農林漁業）との結び付きは古くて新しい課題と

いえる。すでに、江戸期の徒罪場であった人足寄場4では、耕作や漁撈が行

われ、明治期には、監獄則（5年）や監獄法（41年）の法整備が進められる
なかで、農業や林業が構外作業あるいは職業訓練として実地に取り入れられ、

矯正の一役割を担ってきた。
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≥5 明治期（12－36年）、国事犯や
重罪犯を収容するために設置さ
れた監獄。北海道には開拓型の
監獄として、樺戸（月形町）、
空知（三笠市）、釧路（標茶町）、
網走（網走市）、十勝（帯広市）
の5施設が置かれた。

≥6 明治23年に「釧路監獄署網走囚
徒外役所」が置かれ、その後、
北海道集治監網走分監、網走監
獄と名称を変え、現在の網走刑
務所へと行刑機能が受け継がれ
ている。

≥7 二見ヶ岡、湖畔、住吉、切通農
場の4ヶ所が開設されたが、現
在（平成25年）は二見ヶ岡農場
を残すのみとなっている。

≥8 この件に関しては、重松（1970）
の「北海道開発名誉作業班の活
躍とその功績」に詳しい。

≥9 自立更生促進センターの一つと
して、平成19年10月に開所。主
として、少年院仮退院者を対象
に、農業実習を通して職業訓練
と更生保護をはかる施設。定員
12名。

≥10 田中誠、土井利勝ほか（2010）
「農業分野における障害者就労
～事業所現場の実践を通して
～」、『就実論叢』（40）（pp.61-
72）、就実大学

　なかでも、未開地であった北海道の開拓では、農地開墾は道路開削、鉱山

開発とともに、構外作業の主要な目的であり、とくに集
しゅう

治
ち

監
かん

5の設置により、

国策として囚人労働の集中的な投入により進められた経緯がある。

　この施策は、屯田兵や移民による開拓に並び、現在の食料生産基地である

北海道の基盤形成に大きく貢献するものであった。また、月形町や標茶町の

ように、監獄を核とした都市が築かれるなど、農道や用水路開削を含めた農

地開発が呼び水となり、その後の地域発展に果たした役割は計り知れない。

　その一つ、集治監（分監）として設置され、今も農園型刑務所として受け

継がれる網走刑務所6の例では、地域との密接な関係において、特徴的な傾

向が見て取れる。その初期においては負の歴史として、道路開削（とくに道

内を貫通する中央道路）による多くの囚人犠牲者（約200名）を出したものの、
その後、四つの農場7を有する農園型刑務所として安定した運営を続け、生

産物の販売と流通、地元住民への農地解放などを通して、地域との良好な関

係を構築するに至る。

　このことは、肥沃な大地が広がるこの地域の「環境的資質」と、行刑に対

する地域の理解と受容という「社会的資質」とが結び付いた結果といえる。

開放型施設としての付属農場等で、その労働する姿を通して、地域住民に身

近な存在として受け入れられた一例といえよう。

　また、地域住民の理解という点では、戦後すぐ（昭和23－25年）の、「北
海道開発名誉作業班」による道内各地での構外作業（総計延べ8,095名）が
あげられる。河川改修、土地改良等の農業を側面から支える取り組みが行わ

れ、それぞれの地域から賞賛を得るほどの足跡を残し、さらには地域住民と

の草の根的交流も見られた8。

　最近の例としては、農業を通して少年院仮退院者の更生と就労をはかる、

「沼田町就業支援センター9」での地域に根差した各種の取り組み（後述）が

北海道の特質、たとえば開拓と移民という歴史性、農的資産の継承、あるいは、

社会的、空間的周縁性といった事柄に重ねて捉えられよう。

　農業を介した施策は、地域的偏差や時代的変化、目的（職業訓練か教育か）

や方向性（矯正か更生保護か）の違いがあるものの、ときの制度や社会情勢

に対応しつつ、地元住民や地域行政を巻き込みながら、そこから物的・人的・

金銭的支援を引出し、北の大地に脈々と受け継がれているといえよう。

3｜農のもつポテンシャルとその活用策
　ここで、農業が作業者（参加者）や従事者、あるいは地域社会に対しどの

ような役割や効果をもたらすのか、その研究、調査の事例を交えながら見て

いきたい。

　農作業がもつメリットについては、従来から多くの効果が説かれてきた。

　その内容を福祉の観点から示した田中らの論文10からは、屋外作業での心
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≥11 中四国農政局（2007）「手を携
える農と福祉」、p.88掲載による。

≥12 柳下竹治、矢田谷貢ほか（1967）
「農業訓練を主とする開放施設
処遇の矯正効果に関する研究」、
法務総合研究所・研究部紀要

≥13 島根あさひ社会復帰促進セン
ターホームページ（www.shima-
neasahi-rpc.go.jp）より。

≥14 保護局観察課（2007）「沼田町
就業支援センターについて」、
『更生保護』（58巻10号）、p.74

≥15 センターからのヒアリングによ
る（平成24年8月）

≥16 法務省保護局観察課旭川保護観
察所（2012）「沼田町就業支援
センターの現状について」、『刑
政』（第123巻4号）、pp.16-18

≥17 平成24年の農林漁業分野での協
力雇用主数は194人であり、全
体の約2%、非雇用者数は5人（全
体の1%未満）となる。（『犯罪
白書（平成24年版）』より）

≥18 就農をサポートする沼田町就農
支援協議会のもと、実習農場（中
心部から4km離れた所に位置す
る3万m2の敷地）で農業後継者、
新規就農希望者とともに農業実
習を行う。

身の開放感と充実感、自分のペースで作業ができ、緊張感が少なく達成感も

得られ、作業訓練としての効果があること、また、農を通じて自信が生まれ、

生活にリズム感が生まれることなどが挙げられている。

　また、身体的・精神的効果に加え、社会的側面として、集団で実施するこ

とで協調性や対人対応技能の向上が図られること、職業訓練的には、作業遂

行能力の向上や責任感を養うことにも繋がる11とされる。

　矯正の分野から示されるものとして、最上農業学園（山形刑務所主管）を

事例に、開放処遇の心理的側面からアプローチした柳下らの研究12では、「開

放処遇では閉鎖処遇のものに比して、反応が適応的となり、防衛的な構えが

減少し、思考や感情の抑制がとれ、視野が拡大し、積極的、現実的に問題を

処理しようとする傾向を読み取ることができる」（p.214）としている。
　実際、島根あさひ社会復帰センターのように、「園芸療法」として矯正カリ

キュラムに取り入れられ、施設内外での花卉や果物、茶葉の栽培等を通して、

受刑者の心の涵養をはかるケースも見られる13。

　沼田町の施設の場合でも、「情操教育効果や心情の安定」、「自らの努力が

収穫に繋がる達成感」など、農を通しての効果が同様に指摘されている14。

一方で、入所者の特徴として、忍耐力、集中力の欠如、集団非行に走りやす

いなどの短所も指摘されており15、現に、農業実習への意欲が続かなくなり

中途退所となった者、遵守事項違反や再非行により不良措置を取られた者な

どもみられる16。このような、就業適性の問題に関しては、農業政策、刑事

政策の両面からしばし指摘される事柄であり、専門的かつ個別的に対応が待

たれるところである。

　とくに、中間的処遇（出所・出院から社会復帰へ至る中途過程でのサポート）

としての「農」の活用は未開拓分野であり、それには農場を含めた施設での

対応のみならず、広く、地域住民への協力と理解の支援が求められよう。

　これには、例えば農林漁業に従事する「保護司」からの支援が一つとして

考えられる。職業別構成比での割合は8.5％（保護司の職業別総数は48,851人）
と決して高くは無く、その割合も近年減少しつつあるものの（『犯罪白書（平

成22年版）』より）、保護司の長くその土地に根差した活動は、生活指導のみ
ならず、職業指導も含め有効に作用するものと思われる。また、就労のため

の強い手助けとなる「協力雇用主」でも、この分野での開拓が求められると

ころである17。

　農業の有する人を引き寄せる力の活用、すなわち、農作業を通して、多様

な人々との接点、交流を生み出すことは、近年ブームのグリーンツーリズム

同様、先にあげた農のもつ効果の一つとしてあげられる。例えば、「21世紀
新農政・2008」（農林水産省）では新規参入者として高齢者、女性、障害者
の参加を奨励するなど、人材を広く設定している。現に、沼田町の例では、

農場自体は一般に向け開放されていて18、多様な参入者による交流が見込ま

れており、そのことが更生の一助へと繋がるように思われる。

　そのためには、次に述べるような農業を取り巻く状況の把握、そして地域

での理解、とりわけ、参入者に対する偏見や差別を取り除く作業が欠かせない。
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≥19 『刑政』（116巻12号、2005）、p.156、
同（78巻8号、1967）、pp.42-43

≥20 平成20年第2回沼田町議会定例
会会議録（平成20年6月19日）
の記述より。

≥21 協定書では、強い粗暴性、性非
行、放火癖、薬物依存等の傾向
がないことが条件として定めら
れている。

≥22 地元の女性会（約40名）からな
る、「沼田すずらんの会」、商工
会青年部を中心とした、「明日
萌の会」（約35名）が置かれる。

≥23 自転車の二人乗り、喫煙、髪型、
地元の生徒にちょっかいを出す
等の行為。

≥24 小林淳雄「沼田町就業支援セン
ターの運営状況について」『犯
罪と非行』（159号、2009.02）
p.136より。

≥25 田島佳代子、石川祐介「更生保
護法施行後の保護観察」『法律
のひろば』（66巻6号、2013.06）、
p.15掲載による。

4｜農業への適合性と地域での課題
　農業を介しての矯正・保護を考える上で、その実例を通して、いくつかの

課題が浮かび上がってくる。

　矯正施設である網走刑務所の場合では、農業の専門官を育成・配置する必

要性、市場価格への対応として生産量の調整が必要になること、さらに作業

に向けられる受刑者の適応性、選定の問題などがあげられる19。

　一方、保護施設となる沼田町のセンターの例では、入所者が定員の12名を
下回り（平成24年8月現在・4名）、行政側の要望する10名20との間に大きな

格差が生じている。これは、設立時に結んだ締結規約となる「沼田町センター

の運営に関する協定書」を遵守する結果であり、本来、センターが標榜する、

「民間の更生保護施設では処遇が困難な者の受け入れ」が、現実的には地域

の求める条件21により、人員を増やす上で大きなハードルとなって立ち塞がっ

ている。過疎化に悩むこの地域にとって、地域活性化の切り札としてセンター

を誘致しており、その基幹産業である農業を地域資源として提供し、施設運

営のための核と位置付けている。

　このことは農業に対する地域と施設それぞれの視点と目論みの相違、すな

わち農業そのものを「目的」と見なし、そこから利益を生むことを切望する

地域側と、農業を更生保護の「手段」とし、職業訓練として活用する施設側

との間に生じるズレや軋轢となって表れ出る事柄でもある。

　また、日常の生活面では、ローカルエリア特有の長所と短所が見て取れる。

センター設立に当たり、地元の女性会、青年会が主体となってボランティア

が組織され22、食事会やイベントなどへの参加のサポートを行なっている。

近隣付き合いを含め、人間関係が密接で面倒見が良い一方、際立った行動や

外見23が目に付くことで住民より連絡や注意を受けるなど、都市部からやっ

てきた青少年にとってはやりにくい側面が残される。

　さらに、現実的な問題として、退所後の就農について、その受け入れ先の

実情があげられ、とくに雇用上の問題として通年の作業に従事させることの

難しさが指摘される24。そこでは農業への適正の問題のみならず、社会や地

域の状況により就農が左右される現実が見て取れる。

　このような事柄への対処法として、例えば、関係機関と連携した保護観察

の実施等がみられる。「茨城就業支援センターでは、近隣の農業従事者の協

力を得て厚生労働省の公共職業訓練の委託を受けて農業実習を実施するとと

もに、センター退所後の就農先確保については、農林水産省の関係団体等の

協力を得て実施している」25と示される。

　今後の施設─地域間で取り組む課題としては、いかにして、矯正・保護が

進むべき方向性（社会内処遇、地域的支援等）と、地域が求めるもの（地域

活性化に結び付く事柄）との接点を見つけるかが挙げられる。さらには、現

在の農業が抱える問題点、すなわち、市場原理に基づく生産と雇用、休耕地・
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≥26 刑務所の場合、農山村域に置か
れる僻地型が27か所、農地、河
川等に隣接する周縁型が25か所
となる。（筆者調べ）

≥27 平成18年からは「刑務所出所者
等総合的就労支援対策」の一環
として、「農業園芸科」（定員
270名）が設置される。

≥28 福島のセンターの例では、未だ、
地域住民からの排除的傾向が強
く、地域と施設、あるいは、住
民と入所者が相容れない状況に
置かれる。そこでは、沼田町と
は異なった条件（成人男性入所
者、定員数、施設の立地環境、
住民の意識等）が地域定着への
妨げとなっている。

≥29 砺波市（富山県）に古くから伝
わる、豊作を祈念する田祭りを
移入したもの。昭和52年より毎
年8月に行なわれる。

≥30 「特別なことをしない会「沼田
明日萌の会」」『更生保護』（64

巻1号、2013.01）p.25より。

放棄地の活用、後継者の育成等にどう対応するか、それぞれの立場を理解し

た上で、摺り合せをはかることが求められよう。

5｜ 結び―農的資源を通じた相互理解と連携を目指して

　以上、見てきたように、矯正・保護における「農」の活用に関しては、そ

の成果と住民理解において、プラスの足跡を残してきたといえる。

　実際、全国各地に置かれる矯正施設を見渡した場合、それらは農業生産地

と背中合わせに位置することが多い26。また、各地の刑務所や少年院で続け

られる、農業を通した職業訓練27や教育活動の地道な取り組みは、比較的地

域に密着したものであり、地域住民の理解へと結び付けやすい。

　このような特徴を活かすためには、制度や政策の実現に加え、地域の実情

に応じた仕組みづくり、とりわけ、地域資源の発掘と活用を進める、「住民の

力」を味方につけ、最大限活用することが肝要であろう。旧来の、保護司や

協力雇用主に次ぐ、“第三の人的資源”として、地域住民に理解を求め参加

させることは、今後の行刑の地域定着、ひいては発展のために必要不可欠な

ものと考えられるからである。

　それには時間をかけた取り組みが必要であり、農業を通して相互の信頼関

係を築き、可能性の枠を広げることが大切となろう。必ずしも初期の状況に

拘束されず、実績をもとに、徐々にその枠（人員、処遇内容、犯罪履歴等）

を広げていくことは矯正・保護施策の発展の上で必要であり、また、そこで

の蓄積は今後の地域の実情に応じた運営をはかるため、各所に向け、有効に

フィードバックされる必要がある28。

　最後に、良好な関係づくりの方法として、伝統郷土芸能を介した取り組み

をあげておきたい。そのような地域固有のイベントは、「農」を通じて育まれ、

農村集落に受け継がれる無形の地域的資源（文化の伝承機能）であり、そこ

から人と人との結び付き、心の絆が生まれ出るものである。

　実際、沼田町ではまちの中心行事である「夜高（よたか）あんどん祭り29」

を通して、入所者の少年とまちの人たちとが一体となる。その地元からの声

として、「特に、この町の最大イベント「夜高あんどん祭り」への参加後、彼

らは間違いなく沼田町の住民になる。初めは遠慮がちに参加しているようだ

が、最後は祭りの輪になじんで大いに弾け、興奮し、祭りを堪能する」（沼田

明日萌の会会長、吉住淳男稿30）

　「農」を核に育まれた地域資源をもとに、住民や組織が連携し工夫を凝ら

しながら、その地域が、「犯罪者が行き着く辺境の寂れた場所」ではなく、「多

様な人たちを受け入れる許容性に満ちた魅力的な場所」となることに期待し

たい。
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