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網走刑務所等の資源を活用した地域活性化及び再犯防止推進事業 

（ＲＥ－ＥＮＴＲＹ事業）に関する 

情報提供依頼（ＲＦＩ）実施要領 

 

 

１ 概要 

網走市では、人口減少に伴い縮小する人材の供給や市場の需要に挑戦するた

め、障がいのある方や刑務所を出所した方を含む全ての人が活躍する共生型地

域社会の実現及び持続可能な経済発展に向けた産業振興を目的とする「ＲＥ－

ＥＮＴＲＹ事業」の推進を図っています。 

現在、同事業の展開方策として、法務省と連携の上、令和２年度を目途に公

募を実施し、企業・団体・大学等から事業提案を受け付けることを検討してい

ますが、公募内容を決定するに当たり、様々な専門知識やノウハウを有する事

業者から実用性の高い情報の提供を受けることが有効であると考えられるこ

とから、この度、事業案や資本調達計画等について、情報提供依頼（ＲＦＩ・

Request for Information）を行うこととしました。 

情報提供の対象となる事業案は、上記の事業目的に合致し、下記３に記載す

る網走刑務所用地（同所の運営に支障のない森林・農耕地）、市有の工業団地、

中心市街地の空き店舗等を有効に活用するものであれば、農業、林業、飲食サ

ービス業、生活関連サービス業、娯楽業等分野を問いません。市内外を問わず、

幅広く企業・団体・大学等からの情報提供をお願いいたします。 

情報提供に協力いただくことは、今後実施予定の公募に参加するための要件

ではなく、また、今回どのような情報提供を受けても、それをもって今後の公

募で有利に取り扱われることはありません。ただし、公募の対象となる網走市

のＲＥ－ＥＮＴＲＹ事業計画は、本情報提供の内容を加味して策定することに

なりますので、公募に関心のある場合は、積極的に情報提供をお願いいたしま

す。 

 

２ 背景 

（１）再犯防止の要請 

刑法犯による検挙人員は、平成１６年をピークとして年々減少しており、

検挙される再犯者の人員も減少傾向にありますが、検挙される初犯者の人員

が大幅に減少しているのに比べ、再犯者の人員減少は緩やかであり、検挙人

員に占める再犯者の人員の比率（再犯者率）は、全国で４８．７パーセント、

北海道で４５．６パーセントとなっています（平成２９年）。安全・安心な

社会を実現するためには、再犯を防止することが大きな課題といえます。 
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こうした現状にあって、平成２８年１２月に「再犯の防止等の推進に関す

る法律」（平成２８年法律第１０４号）が制定され、再犯の防止等に関し、

地方公共団体が、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じ

た施策を策定し、実施する責務があるとされました。さらに、平成２９年１

２月に閣議決定された「再犯防止推進計画」においても、国と地方公共団体

の協働による再犯の防止等に関する施策の実施を推進することとされてい

ます。このように、犯罪や非行をした人に対する立ち直り支援は、国のみが

推進する施策ではなく、地域社会にとっても、主体的に取り組むべき課題と

なっているのです。 

（２）共生型地域社会実現の要請 

我が国は人口減少・少子高齢化を迎えており、それに伴う人材の供給不足

や市場の需要縮小といった地域経済への影響が懸念されています。加えて、

地方と都市部の経済格差を背景に、人口の都市部への一極集中と、地方から

の若者の流出が続いています。網走市においても、平成２７年の国勢調査人

口は４万人を下回り、今後、この減少は更に進むものと予想されます。 

こうした厳しい局面にあって、持続可能なまちづくりを実現するためには、

これまで社会で活躍の機会が限られていた人たちを含め、あらゆる人が活躍

できる共生型地域社会を築くことが肝要です。網走市においても、網走市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、障がい者を含めたあらゆる人への

就労機会の拡充、企業誘致など、各分野の戦略を進めてきたところであり、

今後も更なる推進を図りたいと考えています。 

（３）網走刑務所等の資源の有効活用の要請 

法務省所管の網走刑務所は、網走市内に二見ケ岡農場、切通農場等を有し、

保有する森林・農耕地は広大な面積を占めていますが、森林においては、除

伐、枝打ち、間伐、伐採後の植樹といった森林を適切に維持管理していくた

めの施業が十分に行われていない状況にあるなど、同所用地の有効活用には

課題が残されています。 

こうした状況を踏まえ、網走市においては、平成３０年度から、法務省、

網走刑務所、オホーツク総合振興局、網走地区森林組合、網走農業協同組合、

東京農業大学、日本体育大学附属高等支援学校等と共に、網走刑務所の人

的・物的資源を活用した地域活性化及び再犯防止推進に向けた施策について

検討を行ってきたところです。 

また、網走市内には、網走刑務所用地のほかにも、十分に活用されていな

い用地として市有の工業団地や中心市街地の空き店舗等が存在しています。

これらを網走刑務所用地と有機的に結び付けて活用することで、様々な発展

的な事業展開が期待できると考え、今回のＲＦＩ実施に至りました。  
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３ 対象地・現況 

（１）網走刑務所用地 

ア 本所地区 網走刑務所第一耕耘地 

面積 総面積 757ha 

人工林 477ha 

天然林 249ha 

農 地  31ha（現作付面積のみ） 

アクセス JR：網走駅まで 2km 

道路：国道 238 号線に隣接 

空港：女満別空港まで 18km 

港湾：重要港湾網走港まで 4km 

道路 国道 238 号線から刑務所庁舎（本所）正門前までは舗装済 

（幅員 16m～22m） 

森林区域内については、未舗装 

用水・排水 なし（刑務所庁舎・官舎地区までのみ敷設。敷設箇所については公共上

下水道使用可能。） 

電力 参考値：高圧線標準電圧 6KV 

インターネット なし 

年間使用料 おって公開 

 

イ 二見ヶ岡地区 網走刑務所二見ヶ岡農場耕耘地 

面積 総面積 357ha 

人工林 113ha 

天然林  86ha 

農 地 158ha（現作付面積のみ） 

アクセス JR：網走駅まで 8km 

道路：国道 238 号線に隣接 

空港：女満別空港まで 18km 

港湾：重要港湾網走港まで 10km 

道路 未舗装 

用水・排水 なし（刑務所農場庁舎までのみ敷設。敷設箇所については公共上下水道

使用可能。） 

電力 参考値：高圧線標準電圧 6KV 

インターネット なし 

年間使用料 おって公開 
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（２）市有の工業団地 

  ア 能取工業団地 

 

 

アクセス JR：網走駅まで 7km 

道路：国道 238 号線まで 4km 

空港：女満別空港まで 18km 

港湾：重要港湾網走港まで 9km 

漁港：所在地の能取漁港利用可能 

街路 舗装済（幅員 16m～22m） 

用水 網走市上水道 

排水 網走市共同排水処理施設により排水処理 

電力 網走変電所（36,000KVA）まで 8km、引込可能電力（高圧線 6.6KV） 

インターネット ISDN・光回線「NTT 東日本 メガデータネッツ」が利用可能 

分譲価格 3, 500 円／㎡（標準価格） 
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イ 呼人工業団地 

 

 

アクセス JR：呼人駅まで 1.5km、網走駅まで 9km 

道路：国道 39 号線に隣接 

空港：女満別空港まで 9km 

港湾：重要港湾網走港まで 9km 

街路 舗装済（幅員 16m～22m） 

用水・排水 公共上下水道使用可能 

電力 引込可能電力（高圧線 6.6KV） 

インターネット ISDN・光回線「NTT 東日本 メガデータネッツ」が利用可能 

分譲価格 6, 000 円／㎡（平均価格） 
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（３）中心市街地（空地・空き店舗） 

市では、中心市街地商店街の活性化のため、空地・空き店舗を活用して、

商店街の魅力向上につながる事業者に対する補助制度を創設しています。

建物所有者と借上条件等について合意が必要です。 

 
 

アクセス JR：網走駅まで 1.3km 

道路：国道 39 号線まで 1km 未満 

空港：女満別空港まで 20km 

港湾：重要港湾網走港まで 2km 

街路 舗装済（市街地を通る四条通りは一方通行） 

用水・排水 公共上下水道使用可能 

電力 引込可能電力（高圧線 6.6KV） 

インターネット 物件による 

賃借料等 物件による 
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４ 前提条件 

（１）各種法令等に関する事項 

情報提供に当たり、各種法令等の規制及び活用方針に留意してください。 

   ［関連する法令等の例］ 

・農業振興地域の整備に関する法律 

・農地法 

・森林法 

・景観法 

・北海道環境基本条例 

・北海道環境評価条例 

・北海道森林づくり条例 

・北海道水資源の保全に関する条例 

・北海道土地利用基本計画 

・北海道景観計画 

・網走国定公園管理指針  等 

（２）インフラ供給等に関する事項 

事業に必要なインフラ供給については、各供給事業者が実施できる整備を

除き、原則として提案事業者に対応いただくことになります。 

（３）網走刑務所用地の活用に関する事項 

ア 刑務所用地を実際に使用するに当たっては、国有財産法に基づき、土地

の使用許可を取得する必要があります。今後、公募によって事業者から事

業提案を受け付け、事業内容を確定した上で、網走市において使用許可の

申請を行う予定であり（提案事業者には必要書類の作成に協力いただきま

す）、市が使用許可を取得した後、選定された事業者に当該土地を使用い

ただくことになります。その際、当該事業者から網走市に対し、使用する

土地の面積等に応じた使用料をお支払いいただきます。 

イ 樹木を伐採する場合、当該土地の使用許可の有無にかかわらず、別途伐

採に係る手続を経なければならないため、網走刑務所との調整が必要とな

ります。 

ウ 樹木の伐採に当たっては、森林が有する水源涵養機能、土砂流出防止機

能等の多面的機能や景観に配慮してください。また、人工林については、

森林空間を利用するために支障木を伐採する場合又は伐採後の土地を森

林以外の用途で利用する場合を除き、針広混交林（針葉樹及び広葉樹が混

ざった森林）や天然生林に誘導するための施業を行うこと、天然林につい

ては、その性質に十分に配慮した施業を行うことなど、持続可能な施業と

なるよう留意してください。 



10 

 

エ 原状回復が可能な方法で使用することとし、例えば、一旦、作付等をす

ると他の作物の栽培が困難となるような事業展開は認められません。 

オ その他、刑務所運営を行う上で配慮・留意いただく必要がある事項につ

いては、事業内容に応じ、個別に網走刑務所と調整をお願いすることにな

ります。 

 

５ 網走市からの参考情報の提供 

（１）施設見学 

   網走刑務所の用地については、希望者及び網走刑務所と調整し、見学会

を実施します。工業団地及び空き地・空き店舗の見学については、個別に

対応いたします。希望される方は、網走市担当者まで連絡願います。 

（２）網走市に関する関連情報 

別添のとおり、網走市に関するインフォメーションパッケージをお示し 

しますので、情報提供において参考にしてください。 

 

６ 情報提供の方法 

（１）提出様式・方法 

事業テーマ名、事業の領域、再犯防止への貢献、その他の社会的課題解決

への貢献、事業の内容、活用対象地、事業の持続可能性、事業展開のための

資本等について、別紙様式（情報提供書）に記載の上、電子データをメール

にて送付してください。 

（２）提出先 

   網走市観光商工部（担当：前田） 

Email kanu.maeda@city.abashiri.hokkaido.jp 

（３）提出期限 

   令和２年３月９日（月） 

 

７ 提出された情報の取扱い 

（１）情報提供書提出に要する全ての経費は、各事業者の負担とします。 

（２）提出情報については、国の施策との関連性等の検討や土地の使用許可に

係る諸準備に必要となるため、秘密保持義務を遵守した上で、法務省及び

財務省に共有します。また、別紙様式において示した部分の情報について

は、該当箇所を各事業者に確認した上で、その一部又は全部を公開する場

合があります。 
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８ 留意事項 

（１）網走市及び網走刑務所が提供した情報については、本情報提供書を作成

する目的以外で使用しないでください。 

（２）提供いただいた情報について、網走市から問合せをさせていただく場合

がありますので、あらかじめ御了承ください。 

 

【参考】今後のスケジュール（予定） 

  現在想定しているスケジュールは以下のとおりですが、法務省、財務省等

関係機関との調整状況等によって、変更が生じる場合があります。 

時 期 内   容 

令和２年１月～３月 情報提供依頼（ＲＦＩ）の実施（本件） 

令和２年３月～４月 公募対象となるＲＥ－ＥＮＴＲＹ事業計画策定 

令和２年４月～７月 事業公募 

ヒアリング・競争的対話 

令和２年８月 事業内容・事業者決定 

令和２年８月～ 刑務所用地の使用許可申請 

契約  等 

令和２年１０月頃 事業の実施 

 

【問合せ先】 

 網走市観光商工部（担当：前田） 

北海道網走市南 6条東 4丁目 

TEL 0152-44-6111(内線 422) 

Email kanu.maeda@city.abashiri.hokkaido.jp 

 

 

 

 

 

 

 


