● はじめに
わが国初の，ＰＦＩ手法を活用し官民協働により運営する刑務所「美祢社会復帰促進センター」
（山
口県美祢市）は，運営開始から早一年が過ぎました。
「美祢社会復帰促進センター整備・運営事業」は，
ＰＦＩ事業として，
国が独自に実施するよりも事業期間通算で約 48 億円のコスト削減効果を実現しま
したが，運営開始年度である本年度においては，国との協議を踏まえた，民間による民間ならではの
創意工夫も発揮されました。

● 事業の
事業の概要
わが国初の
国初のＰＦＩ手法
ＰＦＩ手法による
手法による刑務所
による刑務所
美祢社会復帰促進センターは，わが国
初のＰＦＩ手法を活用した刑務所として
平成19年4 月から運営開始となりました。
ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは，
公共施設等の建設，維持管理，運営等を
民間の資金，ノウハウ，技術能力を活用
して行う手法です。セコム㈱を代表企業
とする企業グループが本事業を落札し，
当該企業グループが設立した，
ＳＰＣ
（特
別目的会社；Special Purpose Company）
である社会復帰サポート美祢㈱が，国と
事業契約を締結しました。施設の設計，
建設，
維持管理・運営等の実際の業務は，
美祢社会復帰促進センターの全景
同社より業務を受託した各企業（下記組
織図参照）により行われています。これらの各企業は，施設の警備や維持管理，受刑者の食事や衣服，
職業訓練などを提供していますが，このような従来国が実施していた業務が大幅に民間に委託される
ことで，刑務官は本来の業務である受刑者の処遇に専念できる状況にあります。
国

官民協働
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本事業は，文字通り，
「官」と「民」
が対等の精紳のもと「協働」して行う
事業であり，これまで「官」によって
行われていた刑務所運営の一部を
「民」
に委託する事業形態を採っています。
欧米における，すべての業務を民間が
運営する「民間刑務所」とは異なり，
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国職員と民間職員が協働して運営する「混合運営施設」である当セン
ターでは，サービスの提供主体は国であって，刑務所管理に伴う行政
責任については，国がすべて負うこととなります。
民間に委ねる業務の範囲は，施設の警備，収容監視，職業訓練や健
康診断などが含まれ，構造改革特別区域制度を活用することで，これ
まで民間委託できなかった幅広い業務を委託することが可能となりま
した。

官民協働の風景

最新技術を
最新技術を駆使した
駆使した効率的
した効率的，
効率的，機能的
機能的な施設
犯罪傾向の進んでいな
移動履歴一覧表
い受刑者 1,000 名（男女
500 名ずつ）を収容対象
とする当センターの大き
な特長は，民間ならでは
のノウハウを活用した効
受刑者の軌跡
率的，機能的な施設であ
施設平面図
受刑者の現在位置
ることです。
無線タグ
無線タグ
その一つとして挙げら
れるのが，最新式の警備
システムによる管理体制
位置情報システムの概念図
です。
従来の刑務所では，
受刑者が施設内を移動するときには必ず刑務官が付き添い連行していましたが，当センターでは，受
刑者の衣服に装着した無線タグと施設内に張り巡らされた 500 台のアンテナによって，受刑者の所在
地をリアルタイムに把握することができる位置情報システムを採用しています。加えて，施設内に多
数設置した監視カメラや電気錠システムによる扉の開閉の遠隔操作を，中央警備室にて集中管理する
ことにより，施設内の指定エリアにおいては，受刑者が単独で移動すること（独歩）が可能となりま
した。
また，施設の外壁は，既存刑務所のようなコンクリートの塀ではなく，赤外線センサーを設置し，
多重のフェンスにより構成されるセキュリティベルトを採用しています。また，受刑者の居室の窓に
は，鉄格子を設置せず体当たりしても割れない強化ガラスを採用し，保安機能を確保しながら，受刑
者の拘禁感の軽減や周囲の景観との調和を図っています。

多重フェンスによるセキュリティベルト

中央警備室における一元管理

施設内の随所に存在
する監視カメラ

独歩運用による
独歩運用による受刑者
による受刑者の
受刑者の円滑な
円滑な社会復帰の
社会復帰の実現
位置情報システムの導入による受刑者の独歩運用は，わ
が国初の試みであり，様々な効果が見込まれています。例
えば，受刑者は，夕食後の自由時間中において，居室から

収容棟多目的室

自由に出入りし，多目的室などで受刑者それぞれの時間を過ごすことができますが，スーパーＡ級と
言われる犯罪傾向の進んでいない受刑者に対するこのような開放的処遇は，刑務官の業務負担の軽減
をもたらすだけでなく，実社会と同様なシチュエーションを作り出すことで，受刑者の自立を促すこ
とになり，ひいては，出所後の円滑な社会復帰の実現に貢献することが期待されています。

再犯防止を
再犯防止を目的とした
目的とした職業訓練
とした職業訓練，
職業訓練，教育
当センターでは，受刑者の再犯防止に向けた職業訓練，
教育プログラムを充実させています。職業訓練として，就
労に不可欠なパソコン教育を全受刑者に実施し，そのほか
にもプログラム・システム設計科，医療事務科，ホームヘ
ルパー科など労働需要の見込まれる訓練プログラムととも
に，点字，手話基礎科など出所後の社会貢献活動に参加で
きるような技術を習得するプログラムも行っています。
教育では，従来の犯罪の問題性に着目した教育内容に加
えて，犯罪に陥りやすい思考や薬物に依存した生活の改善
化を目的とした，受刑者の問題性にも着目した教育プログ
ラムを提供しています。

職業訓練の様子

地域との
地域との共生
との共生
「地域との共生」も当センターの大きな特長です。多くの人材を地元から優先的に雇用し，食材や
物資は，出来る限り地元から調達するなど地域経済に貢献しています。また，庁舎ロビーにあるレス
トランや職員の訓練に使う武道場を地域に開放するなど，地域住民との交流を図っています。

み し め

武道場（御注連会館）

庁舎１Ｆレストラン

● 平成 19 年度 事業の
事業の主な内容
【全体総括】総括業務責任者より
本年度は，民間としてはじめて刑務所運営事業に着手した年であり，前半は不慣れな面が多々
見られたものの，後半には，日々のＯＪＴ効果が徐々に浸透し始め，決定的な事故を発生させる
ことなく無事に業務を成し遂げることができました。一方で，配膳遅滞や帳簿記載過誤などの細
かいミスは日々の業務で発生しており，モニタリングの試用期間中であったものの，罰則点の計
上事案が散見されました。
18 年間という長期事業を確実に遂行する為には，発生したミスを再度繰り返さないようにしな
ければなりません。本年度の事業の主な内容は以下に示すとおりですが，ミスからあぶり出され
た課題を明確に認識し，その課題の対処法を業務運用に反映した上で，着実に業務を遂行してい
く体制を構築したいと考えています。同時に，翌年度からは国によるモニタリングが実効化され，
民間の真価が問われることになります。事業の特殊性を意識しつつ，国とのパートナーシップを
これまで以上に深め，日々の業務を確実に実施してまいります。

① 総務（セコム㈱
セコム㈱担当）
担当）
わが国初の官民協働刑務所の運営開始年度にあたり，参観件数は約 200 件，参観者数は 5,000
名を超えました。これは世間の注目度を物語るものであり，総務業務ではこのような参観者への
対応を行い，当センターの運営に理解を深めていただきました。
一方，備品・消耗品調達業務においては，調達すべき物品の特定に時間がかかるなどの課題が
ありましたが，官民で綿密な協議を実施し，対象範囲の明確化を図り，課題の解消に努めました。
受刑者の所持品を管理する業務（領置業務）については，警備員の配置を行い，警備業務と総
務業務の連携を実現しています。

② 警備（セコム㈱
セコム㈱担当）
担当）
人的警備では，官民合同訓練や刑務官からのアドバ
イスにより，施設の保安に支障を及ぼすような事故を
発生させることなく業務を遂行することができました。
日々の業務遂行について適宜見直しを図り，その内容
をマニュアル・警備実施計画書に随時反映し，不断の
業務改善に努め，その結果が，自傷行為をしていた受
刑者の即時発見報告や車両事故の即時通報など，国か
らの評価事案に繋がりました。また，
「地域との共生」
警備訓練の様子
の面においては，警備員の約 90％を地元から採用し，
一定の成果をあげることができました。
機械警備システムでは，電気錠や各種センサーの不具合が発生したものの，速やかに対応し，
保安機能の維持に努めました。

③ 作業（セコム・
セコム・新日鉄エンジニアリング
新日鉄エンジニアリング共同企業体担当
エンジニアリング共同企業体担当）
共同企業体担当）
受刑者に社会とのつながりを意識させることができ，
かつ出所後の就労に直接役立つようなパソコンによる
情報入力，編集などの作業を実施したほか，竹箸作成
や花苗作成など，
「地域との共生」を重視した，生産的
で受刑者が達成感を感じることができる作業を実施し
ました。特に農作業では，男子区・女子区にそれぞれ
ビニールハウスを設置し，地元企業による作業提供の
環境を整備しており，農作物の生長を通した受刑者の
心の涵養効果を企図しています。今後は，継続的な作
業提供企業の確保ということを，引き続き重要施策の
一つとしつつ業務を遂行していきます。

ビニールハウスの中の風景

④ 職業訓練（㈱小学館集英社
（㈱小学館集英社プロダクション
小学館集英社プロダクション担当
プロダクション担当）
担当）
ＩＴスキル養成科を始めとしたバラエティ
ーに富んだ職業訓練を提供しました。また，
「地
域との共生」の理念に基づき，講師として地域
の方々のご協力をいただきました。来年度は，
新たに調理サービス関連の職業訓練を開始し，
更に受刑者の社会復帰に貢献できるよう努めた
いと考えています。

平成19年 5月 ＩＴスキル養成科
7月 農園芸科
テクニカルＩＴ科
必修職業訓練(安全衛生・品質管理・環境配慮，
手話基礎)
10月 プログラムシステム設計科
必修職業訓練（ボランティア啓発）
11月 医療事務科
点字専攻科
ボディーセラピー科
12月 販売士検定科
平成20年 3月 DTP専攻科
ホームヘルパー2級科

職業訓練実施状況

⑤ 教育（㈱小学館集英社
（㈱小学館集英社プロダクション
小学館集英社プロダクション担当
プロダクション担当）
担当）
本年度においては，各種セミナーや慰問コンサート
開催など，様々な行事を開催しました。また，多種多
様なジャンルの図書をバランス良く 1 万冊整備しまし
た。そのほか，受刑者の希望を最大限考慮した通信教
育講座の提供，つるかご・押し花・大理石モザイクな
どの制作に係るクラブ活動などを実施しました。今後
は，より充実した視聴覚教育の安定提供を図っていき
ます。

クリスマス会

⑥ 分類（㈱小学館集英社
（㈱小学館集英社プロダクション
小学館集英社プロダクション担当
プロダクション担当）
担当）
刑執行開始時調査，面接，各種改善指導プログラムの策定・実施，保護関係書類関連事務，仮
釈放の手続きの補助など，円滑に業務を実施しました。
受刑者へのアンケート調査の結果，キャリアガイダンスや反犯罪性思考プログラムは，受けて
みたい教育プログラムの上位に上げられており，来年度は，本年度の経験を踏まえ，将来の効果
検証も視野に，より良い各種プログラムの策定を目的としたプログラムの見直しを図っていきま
す。本事業の最終目的である，
「再犯防止」に少しでも寄与するよう，受刑者の個々の特性を踏ま
えたプログラムの運営に尽力し，また，日々の面接を円滑に進めるため，臨機応変に対応できる
仕組作りに努めていきます。

⑦ 情報システム
日本ユニシス㈱
ユニシス㈱・㈱日立製作所担当）
日立製作所担当）
情報システム（日本ユニシス
当センター内のシステム環境を構築するとともに，面会予約シス
テムや処遇情報管理システム等の情報システムを整備しました。ま
た，生体認証（静脈認証）を組み合わせた位置情報把握システムを
導入し，当センター内の出入管理や受刑者の行動管理の徹底化を図
っています。今後も，安定的なシステム稼動や障害発生時の迅速な
対応体制の充実化を図っていきます。

⑧ 収容関連（エームサービス㈱
エームサービス㈱担当）
担当）
給食業務においては，食中毒の防止に努めたほか，
受刑者や職員の嗜好調査によるメニューの検討を随時
実施し，利用者の満足度を高める工夫を行いました。
また，本事業の理念である「地域との共生」に配慮し，
地域より可能な限りの食材を調達するよう努めました。
今後は，購買業務における自弁品購入への対応の効率
化，給食業務の軽微なミスの防止など，安定的な運営
を図っていきます。

静脈認証

厨房の風景

⑨ 医療（㈱ニチイ
（㈱ニチイ学館担当
ニチイ学館担当）
学館担当）
構造改革特別区域制度の活用により，国が当センター内診療所の管理運営を委託する美祢市立
病院と連携し，業務を実施しました。受刑者の健康診断は(財)予防保健協会が実施し，ガン等の
重大な疾病の早期発見に繋がった事案が 8 件ありました。
健康診断の結果は統計的に分析を行い，
受刑者全体の健康状態や傾向などを経年で把握し，日々の処遇や診療の参考資料として活用して
いきます。

⑩ 維持管理（セコムテクノサービス㈱
セコムテクノサービス㈱担当）
担当）
本年度は運営開始年度であり，初期不良などの様々な問題点には，速やかにかつ適切に対応し，
不具合を最小限に抑えました。
[主な施設改修箇所]
施設改修箇所]
・雨水対策（職業訓練棟雨樋･Ｌ字溝設置，法面Ｌ字溝設置，渡り廊下ルーバー設置。
）
・湿度対策（領置倉庫除湿機設置。
）
・排水改善（女子グランド排水改善工事の実施。
）
・日除対策（男女グランドテント設置。今夏日除設備設置済。
）
・西日対策（職業訓練棟ブラインド設置。
）

など

⑪ その他
その他
開庁式の
開庁式の開催
平成 19 年 5 月 13 日に開庁式が行われ，当日は，長勢甚遠法務大臣（当時）をはじめとした国，
県，地元，民間企業の関係者ら約 300 人が出席しました。
式典の中で，長瀬法務大臣が，
「民間の創意工夫を生
かし，再犯防止に資する受刑者処遇により国民が安心
して暮らせる安全な社会を実現する」との力強い決意
宣言の後，二井関成山口県知事および小竹伸夫美祢市
長（当時）からは，本事業の地域社会への波及効果の
期待についてお言葉をいただきました。
式典後，出席者の施設見学があり，ＩＴを駆使した
最先端の警備システムや，円滑な社会復帰を目的とし
開庁式の様子
た一般社会に近い収容棟の様子を見学されました。
矯正展の
矯正展の開催
平成 19 年 9 月に「第 3 回美祢矯正展」を開催しまし
た。地域社会に当センターについての理解を深めても
らうため，施設見学会を実施し，また，広報展示，刑
務作業製品即売会，バザー等を行いました。
施設見学会においては，見学者の方々に，職員執務
室・受刑者教室などの参観や収容棟の遠望をしていた
だいた後，施設紹介ＶＴＲを見ていただきました。ま
た，近隣の刑事施設による刑務作業製品の展示即売が
地域住民との交流
行われ，好評をいただきました。
地域住民を中心に，
総勢 800 名を超える方々にご来場いただき，
受刑者の改善更生や社会復帰，
地域との共生について理解が深まった一日となりました。

