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  １．開  会 

〇事務局（西田道民生活課長） 本日は、お忙しいところをお集まりいただき、誠にあり

がとうございます。 

 定刻になりましたので、始めさせていただきます。 

 

  ２．挨  拶 

〇事務局（西田道民生活課長） 初めに、開会に当たりまして、くらし安全局長の近藤か

らご挨拶を申し上げます。 

〇近藤環境生活部くらし安全局長 本日は、皆さん、大変お忙しいところを本会にご出席

いただき、ありがとうございます。 

 前回、９月に開催いたしました第１回目の専門部会では、北海道再犯防止推進計画、こ

れはまだ仮称でございますが、この策定の進め方や計画の骨子案などにつきましてご説明

申し上げ、皆様からご意見をいただきました。 

 本日は、先日、文書でご紹介いたしました事務局案に対する皆様からのご意見なども踏

まえて取りまとめました計画素案につきましてご説明申し上げ、ご議論をいただきたいと

考えております。 

 道といたしましては、計画策定の目的である再犯の防止に向けまして、刑事司法関係機

関の皆様の取組をベースに、地方公共団体や民間協力者の皆様の連携が重要であるという

基本認識の下、計画を取りまとめてまいりたいと考えてございますので、本日は限られた

時間でございますが、皆様からご忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げまして、

開会に当たってのご挨拶とさせていただきます。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇事務局（西田道民生活課長） 議事に入ります前に、前回欠席されておりました旭川市

福祉保険部福祉保険課成田様が本日ご出席いただいておりますので、ご紹介いたします。 

 続きまして、皆様にお配りしました資料の確認をさせていただきます。 

 本日の資料の１番として、北海道再犯防止推進計画素案の概要、資料の２番として北海

道再犯防止推進計画素案の二つになります。そのほかに、構成員名簿、配席図をお配りし

ておりますが、不足はありませんでしょうか。 

 

  ２．議  事 

〇事務局（西田道民生活課長） それでは、早速、次第に従いまして議事を進行いたしま

す。 

 議題（１）北海道再犯防止推進計画素案につきまして、事務局からご説明いたします。

〇事務局（藤井主幹） 道民生活課の藤井でございます。 

 資料の１と２ですが、前回お示ししております骨子案をベースに、これまで皆様方から

いただいたご意見、各種調査などを踏まえまして計画の素案としてまとめたものの概要が
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資料１になっておりまして、計画本体の素案が資料２となっております。 

 全体的な組立てとしましては、骨子案のとおりでございまして、第１章の計画の基本的

な考え方、第２章の再犯防止を取り巻く状況、第３章の施策の展開方向、第４章の重点課

題の具体的な取組、第５章の計画の推進体制ということで、五つの章立てで構成いたして

おります。 

 それでは、計画の概要ということで、私から資料１によって順にご説明していきますが、

詳細につきましては資料２の本編も参照いただきながらお聞きいただきたいと思います。 

 まず、第１章の計画の基本的な考え方ということで、五つの小項目、趣旨、目的、性格、

対象者、期間ということで設けております。 

 １番目の計画策定の趣旨ですが、全国的に刑法犯の認知件数が戦後最少を更新している

中で検挙者数も再犯者も減少しておりますが、初犯者数がそれを上回るペースで減少して

いるという結果から、検挙人員に占める再犯者率が平成１８年から１０ポイントぐらい上

昇している結果になっております。 

 こうしたことから、再犯の防止等の推進に関する法律、いわゆる再犯防止法が平成２８

年１２月に施行されまして、再犯防止施策に関する国と地方公共団体の責任の明確化、そ

して、地方公共団体においても国の計画を勘案して地方再犯防止推進計画を定めるという

ことが努力義務という形で示されております。 

 本道においても、再犯者率が全国と同じ程度で同じ傾向にあるということで、犯罪をし

た人等の地域生活への定着に向けた支援の必要性が増していることから、計画を策定する

こととしております。これが趣旨でございます。 

 次に、計画策定の目的です。 

 これまで、国が中心となって実施されてきた再犯防止施策は、刑事司法手続が終わった

人などが社会への支援につながらない場合があるということから、地域で孤立しないため

の息の長い支援の重要性が指摘されてきておりまして、こうした人たちが社会復帰を果た

す上で必要な行政サービス等を円滑に受けることができる配慮が求められているところで

す。 

 道といたしましても、ソーシャル・インクルージョンの考え方を踏まえまして、犯罪や

非行をした人が再び社会を構成する一員として地域に定着できるよう支援する取組を推進

することにより、再犯を防止し、道民が安全で安心して暮らせる社会の実現を目指すこと

を目的としております。 

 次に、計画の性格ということで、ここでは三つの位置づけをしております。 

 まず、再犯防止推進法第８条第１項の、地方再犯防止推進計画に位置づけるほか、北海

道総合計画を推進するための施策別計画にも位置づけるということです。そのほか、北海

道ＳＤＧｓ実施指針の趣旨も踏まえて取り組んでいくこととしております。 

 次に、計画の対象者です。 

 こちらにつきましては、再犯防止推進法第２条第１項に規定する犯罪をした者等のこと
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を言いまして、起訴猶予者、執行猶予者、罰金や過料を受けた人、矯正施設出所者、非行

少年もしくは非行少年であった人を含むことにしております。 

 なお、犯罪をした者等というのは法律用語としてあるわけですが、この計画が先ほども

目的のところでご説明したソーシャル・インクルージョンの考え方も踏まえた犯罪や非行

をした人を、地域を構成する一員として受け入れることが重要な施策であるということを

鑑みまして、この場合の犯罪をした者の「者」という表現を「人」としまして、「犯罪を

した人等」と表現することとしました。 

 ただし、同じ人を表す場合であっても、例えば、犯罪者という名詞につく者、いわゆる

「者」を「しゃ」と読む場合は「者」という字を用いるという整理で統一的な表現として

定義化しております。 

 次に、計画の期間です。 

 これは、令和３年度からおおむね５年間ということで、ちょうど北海道総合計画の終期

と一致する期間でございます。計画期間中であっても、社会情勢など、必要に応じて見直

すとしております。 

 次に、第２章の、再犯防止を取り巻く状況です。 

 先ほど、計画の策定趣旨でも最初のほうで若干触れているのですが、本道の再犯者を取

り巻く状況について、刑法犯の認知件数が平成１４年のピーク時期の３割まで減少してお

りますし、検挙人員に占める再犯者の割合はここ５年間で本道は３．４ポイント上昇して

いるといったことなどをグラフで示しながら、説明を加えたものです。 

 あわせまして、再犯防止対策を推進する必要と重要性が認識されるようになった経緯と

して、国の法制定にまで至った犯罪対策閣僚会議の状況についても触れており、これまで

に様々な数値目標や宣言などを掲げて取組を展開してきたところです。 

 直近では、令和元年に再犯防止推進計画加速化プランを決定し、令和３年度末までに１

００以上の地方公共団体で計画を策定するよう支援することを新たな目標として掲げて取

組を強化している。こうした国の動きもここで状況として記載しております。 

 次に、第３章の施策の展開方向です。 

 こちらにつきましては、まず、国の基本方針を踏まえて、四つの基本方針を掲げており

ます。 

 １番目は、犯罪をした人等が立ち直り、社会の一員として地域に定着できるよう、国及

び市町村、民間団体などと連携して取り組んでいく。２番目として、国との適切な役割分

担を踏まえ、犯罪をした人等に対する切れ目のない指導及び支援に努める。３番目として、

犯罪をした人等が犯罪被害者の心情を理解することの重要性を踏まえ、取組に努める。４

番目として、再犯防止の取組を分かりやすく広報することなどにより、道民の関心と理解

を醸成します。この四つの基本方針を掲げています。 

 この基本方針を基に六つの重点課題を定めまして、それは次の章でご説明いたします。 

 次に、計画指標です。 
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 国の計画では、成果目標と参考目標ということで基準値をそれぞれ設定しているところ

です。道の計画では、これを分けることなく計画指標ということで、今後の施策の取組を

検証する六つの基準値を設定することとしました。 

 指標６の道民意識調査の動向につきましては、道独自で設定したものですが、そのほか

の五つの指標につきましては、国で掲げる基準値の中で道として注視していくものについ

て、その直近における北海道のデータを基準値化したものでございます。 

 この計画指標のデータですが、ちょうど昨日の晩に法務省から新たなデータが届きまし

て、今後、このデータにつきましては、新しいデータに置き換えます。 

 今、そのデータについて若干ご説明しますと、指標の１番の再犯者数は３，９９７人と

なっておりますが、令和元年は３，６４４人で若干少なくなってきております。ただ、再

犯者率は変わらず４５．５％となっていまして、傾向が変わらないというところです。 

 指標の２番は、同じ令和元年ですが、１０月のデータが来ました。協力雇用主の数の１，

４０７ですが、１，４７７ということで７０社ほど増えています。実際に雇用している協

力雇用主は４３社ですが、８４社と随分増えました。それで、協力雇用主に雇用されてい

る刑務所出所者等の数が１２０人ということで倍になっております。こちらの数値を用い

ていきたいと思っております。 

 次に、指標の３番の道内の刑務所を出所した人のうち、出所時に帰住先のない人の数及

びその割合ということですが、令和元年は４１６人が３０２人となり、パーセンテージが

１９．２％から１５．４％と若干下がっております。 

 指標の４番の保護司の数は、令和２年が３，１０６人から３，０８９人ということで、

充足率としては、８７．２％から８６．８％ということで、ボランティアの保護司さんの

数が年々少なくなってきているということです。 

 次に、指標の５番の社会を明るくする運動の行事の参加者につきましては、平成３０年

は１１万２，１８４人でしたが、令和元年１１万６，２６５人ということで若干増えてい

ます。 

 指標の６番は変わりません。 

 以上のようなデータが昨日の晩に来ましたので、速報としてお知らせしました。 

 次に、第４章の重点課題の具体的な取組です。 

 六つの重点課題ごとにそれぞれの現状と課題、道の取組を記載することで定型化してお

ります。なお、これに加えて、皆さんのご協力をいただきながら、今取りまとめておりま

す国の取組、そして、国や民間協力者の活動事例をコラムで掲載しようとしておりますが、

これを本文中にどのように掲載するのか、あるいはホームページなども活用しながら、ど

のように広めていくかということを、今、検討しております。これについては、引き続き

皆様のお知恵をお借りしたく、ご相談させていただきたいと思っております。 

 それぞれの課題の取組の詳細につきましては、後ほど担当者からご説明しますので、私

からは概略の説明にとどめたいと思います。 
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 就労と住居の確保についてです。 

 出所後の生活基盤の安定と地域社会の受入れという観点から、就労につきましては、就

業や職場定着に向けた支援、協力雇用主制度の充実ということです。住居につきましては、

公営住宅への入居の配慮など、帰住先の確保について支援する取組が記載されております。 

 次に、保健医療・福祉サービスの利用の促進等につきましては、高齢者や障がい者等に

対する保健医療や福祉サービスが速やかに利用できるような取組、また、薬物依存を有す

る人への支援としましては、薬物事犯者の適切な治療はもとより、家族に対する支援や薬

物乱用の防止について啓発する取組としております。 

 学校等における修学支援の実施等ですが、児童生徒の非行の未然防止等に関する取組、

あるいは児童自立支援施設、大沼学園とか向陽学院にありますが、その学習指導と少年警

察ボランティアなどと連携した居場所づくりといった非行や犯罪の未然防止と進学、復学

により継続して学ぶための取組です。 

 犯罪や非行をした人たちの特性に応じた効果的な支援等の実施ですが、性犯罪者、暴力

団関係者、少年・若年、発達上の課題を有する犯罪をした人、飲酒運転をした人などに対

しまして、一人一人の特性を適切に把握した指導や支援を行っていくということです。 

 次に、民間協力者の活動の促進です。広報・啓発活動の推進、保護司や更生保護女性会

等の民間ボランティアの人材の確保ということで、必要な情報提供を通じて、こうしたボ

ランティアの仕事のやりがいを感じていただく活動内容を広報することによって確保して

いこうという取組をここに記載しております。 

 次に、国・市町村・民間団体等との連携強化ですが、国の機関や民間団体等で構成する

北海道再犯防止推進会議を設置いたしまして、刑事司法機関はもとより、市町村や民間団

体と連携しながら、地域の状況に応じた必要な施策を講じていくこととしております。 

 また、市町村等への関係情報の提供や市町村と協働した各種施策の検討・推進、これは

啓発活動も含めてということですが、そうした取組を推進していくこととしております。 

 最後に、第５章の計画の推進体制です。 

 推進体制としましては、北海道再犯防止対策庁内連絡会議を設置しまして、課題等の検

討、関係部局の横断的な連携による施策の推進をしていきたいと考えております。また、

関係機関や民間団体等と連携した北海道再犯防止推進会議で、必要に応じて学識経験者の

ご意見をお伺いながら、計画の総合的な推進を図ることとしております。 

 次に、今後のスケジュールについてです。 

 本日の専門部会のご意見を踏まえた形で、１１月下旬からパブリックコメントを実施す

ることとしております。期間は１か月程度を予定しております。その後、来年１月下旬に

専門部会をまた開かせていただきまして、パブリックコメントを踏まえた議論を行った上

で、２月上旬に開催いたします北海道再犯防止推進会議で案としてご承認いただいた後、

２月下旬にはその案を道議会環境生活委員会に報告しまして、３月下旬に計画の策定とい

ったスケジュールで考えてございます。 
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 以上、資料に基づいて事務局案の概略を説明させていただきましたが、計画のメインと

なる重点課題の個別ごとの取組、詳細な関係については担当者から説明させていただきま

す。 

〇事務局（菅原主事） 北海道環境生活部道民生活課の菅原でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 私からは、計画素案の第４章の具体的な取組についてご説明させていただきます。 

 まず、重点課題の１番目、就労・住居の確保等の（１）就労の確保等についてです。 

 現状としましては、全国では、刑務所に再び入所した人のうちの約７割が再犯時に無職

であったことや、仕事に就いていない人の再犯率は仕事に就いている人の約３倍となって

おり、不安定な就労が再犯リスクに結びつきやすいということが明らかになっております。 

 道内におきましても、平成３０年現在で保護観察が終了した人のうちの３割以上の人が

保護観察終了時に無職であるという状況になっております。 

 これも、先ほど主幹から説明をしました最新のデータが昨晩に届いておりまして、平成

３０年度の段階ですと、法務省提供資料では実数として２９８人で３５．２％、全国のパ

ーセンテージで言うと３０．６％でしたが、令和元年の最新のデータですと、実数として

２５５人で、パーセンテージとしては３２．７％とやや減少している状況です。 

 一般に犯罪をした人等の求職活動や職場定着については困難を伴っている場合が多く、

就労支援の取組の一層の充実が求められているほか、彼らを受け入れて支える周囲の人々

の協力が重要であるということで、協力雇用主の方々が非常に重要な役割を果たしている

と考えております。 

 道内の状況として、先ほども説明がありました平成３１年４月１日現在で１，４０７社

の企業が協力雇用主として登録していましたが、先ほどもありましたとおり、令和元年１

０月１日現在では１，４７７社の企業が登録されていて、実際の雇用に結びついている企

業は８４社となっております。 

 道の取組としましては、まず、就労に向けた相談や支援の充実のための取組として、北

海道就業支援センター、いわゆるジョブカフェやジョブサロンと呼ばれるものによる支援

や、道立高等技術専門学院、いわゆるＭＯＮＯテクと呼ばれている職業訓練等を経済部に

おいて実施していくほか、生活困窮者に対する就労支援として、生活困窮者自立支援相談

窓口における支援や、その充実に関する取組を保健福祉部で実施してまいります。 

 また、障害者就業・生活支援センターにおいて、障がい者に対する就労支援を保健福祉

部で実施してまいります。 

 次に、犯罪をした人等を雇用する企業等の開拓、社会的評価の向上のための取組として、

協力雇用主制度の周知とか協力雇用主さんの受注機会の増大といった取組は、我々環境生

活部が中心となりまして、庁内各部をはじめとして、関係機関や団体等とも連携しながら

実施していきます。 

 その他、関係機関や団体との連携強化の取組として、保護観察所さんが主催されている
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各種協議会に参加するなど、関係機関・団体との連携を図ってまいります。 

 ９ページに行きまして、（２）の住居の確保等についてです。 

 現状としまして、適切な住居の確保は、地域社会において安定した生活を送るための前

提となっており、再犯防止を図る上で大変重要です。適当な住居が確保されないまま、刑

事施設を満期で出所した人の再犯に至るまでの期間というのは、出所後の住居が確保され

ている人と比較すると短くなっていることが全国の調査で明らかとなっております。 

 全国の状況では、平成３０年に刑務所を出所した人のうち、帰住先のない人は約２割と

なっておりまして、道内でもほぼ同様の状況となっております。 

 これも、先ほど指標のところで紹介があったのですが、法務省提供資料によって昨晩更

新されまして令和元年度ですが、北海道内の帰住先がない人の人数は、もともと４１６人

だったのが３０２人になっておりまして、１９．２％から１５．４％になっております。 

 国では、もともと平成３０年は全国的に１７．２％だったものが１６．９％になってお

りまして、道内のほうが低くなった形になります。 

 高齢者や障がい者等が出所に当たりまして、特別な配慮や支援が必要だという人につい

ては、いわゆる特別調整によって社会福祉施設への入所等の調整が行われていますが、一

方で、特別調整や保護観察といったものの対象にならないことによって福祉サービスにつ

ながらなくなる人がいることが課題となっています。更生保護施設等は、あくまでも一時

的な居場所であって、そうした施設からの退所後に住居の確保をどうしていくのかが重要

となってきます。 

 道の取組としましては、公営住宅の入居における配慮のための取組として、建設部が中

心となりまして、道営住宅の入居に当たっての配慮を進めていくほか、市町村営の住宅に

おいても配慮が進むような周知をしてまいります。 

 次に、新たな住宅セーフティネット制度の活用促進のための取組として、こちらも建設

部を中心に、北海道居住支援協議会や関連団体と連携しまして、住宅確保要配慮者の入居

を拒まない賃貸住宅の登録を促進していきます。 

 また、支援が必要な人の帰住先の確保のための取組として、先ほど現状のところでも申

し上げましたが、北海道地域生活定着支援センターにおける、いわゆる特別調整による帰

住先の確保に向けた支援も保健福祉部で実施していきます。 

 次に、生活困窮者の住居の確保のための取組として、生活困窮者自立支援相談窓口にお

きまして、住宅の確保に向けた相談、住宅確保給付金の支給、一時生活支援事業などの支

援を保健福祉部において実施していきます。 

 次、重点課題の２番の保健医療・福祉サービスの利用の促進等についてです。 

 （１）高齢者や障がい者等への支援等についてですが、現状として、全国の状況ですけ

れども、６５歳以上の高齢者が出所後２年以内に再入所する割合が全世代の中で最も高く

なってしまっているほか、出所後５年以内に再入所した高齢者のうち約４割もの人が６か

月未満で再犯をしていることが挙げられています。同様に、知的障がいのある受刑者につ
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いても、全般に再犯に至るまでの期間が短いことが明らかになっています。 

 道内の状況として、令和元年に新たに刑務所に入所した高齢者のうち、約８割が再入者

となっております。これは、法務省矯正局の調査によるもので、実際の人数としては５３

人ですが、パーセンテージとしては７６．８％と非常に高い割合となっております。全国

の数値としては７１．７％で、ほぼほぼ同水準で共に高い水準となっていることが言える

と思います。 

 本人が希望しないなどの理由から、特別調整の対象とならなかったり、保健医療・福祉

サービスについて本人が十分な情報を持っていなかったり、市町村の取組状況等に差があ

ることなどによって、支援を必要としている人に十分な支援が行き届かず、再犯につなが

るケースがあることも指摘されておりまして、関係機関相互の連携、協力の体制の強化が

課題となっています。 

 また、刑務所出所者等に向けたいわゆる出口支援だけではなく、起訴猶予者等について

も必要な福祉支援に結びつけていくための入り口支援が犯罪等の常習化を防ぐために重要

であると言われてきております。 

 次のページにまいりまして、道の取組としては、保健医療・福祉サービスの提供のため

の取組として、保健福祉部を中心に、支援が必要な人に対する保健医療・福祉サービスの

提供のための取組や、生活困窮者の自立を包括的かつ継続的に支援する取組を実施してい

くほか、犯罪をした人等が保健福祉サービスにつながりやすくするため、国の機関と連携

して保健福祉サービスの周知の方法について、我々環境生活部が中心となって検討、実施

をしてまいります。 

 その他、関係機関や団体との連携強化として、保健福祉部を中心に、地区懇談会の開催

などによって国や市町村、関係団体との連携や地域ネットワークの構築を推進していきま

す。 

 （２）の薬物依存を有する人への支援等についてですが、現状として、全国で覚醒剤取

締法違反の検挙人員が令和元年で８，２８３人となっております。新たに刑務所に入所す

る人の２割以上が同法違反によるものとなっており、道内においても、令和元年の覚醒剤

事犯検挙人員のうち、再犯者の割合を見ると約８割となっております。薬物事犯者は、犯

罪をした人等であると同時に薬物への依存を持っている人である場合が多く、薬物依存症

から回復するために継続的な治療支援を受けることが重要となってきます。また、薬物等

の依存からの回復には当然長い期間が必要となってくることから、本人のみならず、その

家族に対する更生保護関係機関や医療機関などとの連携による継続的な支援が必要である

と考えております。 

 道の取組として、薬物依存に関する治療や支援につなげる取組として、保健福祉部を中

心に、薬物依存症からの回復に向けた支援を行うための取組を推進していきます。 

 また、関係機関・団体との連携強化のための取組として、保健福祉部の取組として、薬

物乱用防止対策北海道推進本部において情報共有を行うなど、連携強化を図っていくほか、
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教育庁、北海道警察、保健福祉部が連携しまして、各学校に対して薬物に対する正しい知

識等に関する啓発資材とか薬物乱用防止教室を実施するなど、児童生徒の薬物乱用防止対

策の普及啓発に取り組んでまいります。 

 さらに、保健福祉部を中心に、保健所の職員とか薬物乱用防止指導員のほか、保健医療・

福祉サービスの従事者等に対して、薬物乱用防止や依存症に関する研修等を行いまして、

資質の向上を図ってまいります。 

 次に、薬物事犯者の家族に対する支援のための取組として、保健福祉部において、薬物

依存に悩む本人や家族等への個別相談に対応しているほか、薬物問題を持つ人のためのワ

ンデイ・セミナーを実施していきます。 

 次のページにまいりまして、民間団体等への支援のための取組として、まず、保健福祉

部を中心に、関係機関や相談員、ボランティア等との相互の連携を図っていくほか、我々

環境生活部としては、自助グループの活動紹介を行うなど、関係団体との連携を図ってい

きたいと考えております。 

 次に、薬物乱用防止に関する広報・啓発のための取組として、保健福祉部や北海道警察

におきまして、薬物乱用防止に関する普及啓発に取り組んでまいります。 

 続いて、重点課題の３番の学校等と連携した修学支援の実施等についてです。 

 （１）の学校等と連携した修学支援の実施等ですが、現状として、全国というか北海道

も含めて、日本では基本的には、ほとんどの人が高等学校に進学する状況となっている中

で、令和元年度の少年院入院者の２４．４％、また、入所受刑者の３４．８％が中学校卒

業後に高等学校に進学していないことや、令和元年の少年院入院者の４０．１％と入所受

刑者の２３．９％が、高等学校を中退していた状況があります。 

 道内においても、これらの状況に大きな違いはなく、法務省矯正局の調査によりますと、

中学卒業後進学しなかった人の割合は、これもまた少年院入院者が１９％と受刑者が３４．

５％で、先ほど２４．４％と３４．８％という全国の状況を申し上げましたが、大きな差

がない状況になっております。 

 また、高校中退していた人の割合についても、少年院入院者が４２．９％で入所受刑者

が２７．７％、こちらも全国４０．１％と２３．９％と比べて大きな差がない状況です。 

 この状況を改善するため、児童生徒の非行の未然防止に取り組むということはもちろん

ですが、非行や犯罪に陥った少年の社会での受入れを一層進めていくことが求められてお

ります。非行や犯罪の未然防止と進学・復学により継続して学ぶための支援等について、

今後より充実させていく必要があります。 

 道としては、児童生徒の非行の未然防止のための取組として、北海道警察による非行防

止教室をはじめとしまして、児童生徒への啓発とか、少年サポートセンターでの少年の非

行防止に向けた活動を行ってまいります。 

 また、教育庁の取組として、学校現場にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカーを配置して支援を行っていくほか、子ども相談支援センターによる取組を行ってい
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きます。 

 さらに、保健福祉部を中心に、児童相談所において各所と連携しながら必要な支援を行

っていくほか、環境生活部では、青少年の非行防止に向けた啓発活動を行ってまいります。 

 次のページに行きまして、学校等と連携した立ち直り支援として、大沼学園、向陽学院

という児童自立支援施設内にある分校において、学習指導を保健福祉部において行ってい

くほか、北海道警察におきまして、少年の居場所づくり活動を通じた立ち直り支援を行っ

てまいります。 

 次に、重点課題の４番の犯罪をした人等の特性に応じた効果的な支援の実施等について

です。 

 （１）の現状と課題として、再犯防止のための指導、支援等を効果的に行うには、犯罪

や非行の内容はもとより、対象者それぞれの特性を把握した上で、適切な指導や支援を選

択しまして、継続的に働きかけていくことが重要です。国や関係機関等と連携しながら、

性犯罪者とか暴力団関係者等の再犯リスクが高くなっている人や、可塑性に富む少年・若

年者など犯罪被害者の視点を取り入れながら、対象者の特性に応じた指導や支援の充実に

努めていく必要があります。 

 道の取組としましては、性犯罪者に対する指導の取組を北海道警察において行っていき

ます。そして、暴力団関係者等に対する指導等の取組としては、北海道警察によって就労

支援を軸として離脱支援を行っていくほか、受入れ企業の拡大等の取組を関係機関等と連

携しながら実施してまいります。 

 次に、少年・若年に対する支援等の取組として、環境生活部や保健福祉部が協議会の中

で他機関と連携して取組を進めていくほか、北海道警察とは、先ほども言いましたが、少

年の居場所づくり活動を通じた立ち直り支援を行っていくほか、少年院に入所中の少年に

対して講話などを実施していきます。 

 次のページに行きまして、発達上の課題を有する犯罪をした人等に対する支援の取組と

しては、保健福祉部による発達障がいを持つ人を支援する体制の整備を進めてまいります。  

 次に、飲酒運転をした人に対する指導等の取組として、保健福祉部を中心に、相談対応

とか保健指導を行ってまいります。 

 次に、重点課題の５、民間協力者の活動の促進や広報・啓発活動の推進等についてです

が、（１）民間協力者の活動の促進等についてです。 

 現状として、本道の各地域において、更生保護ボランティアの皆様や少年警察ボランテ

ィア、篤志面接委員や教誨師など多くの民間の方々が安全・安心なまちづくりとか再犯防

止のために活動されておりまして、地域における「息の長い」支援を確保する上でも、そ

うした活動のさらなる推進が必要となってきております。しかしながら、高齢化をはじめ

とした担い手不足とか、地域社会において十分に認知されていないことが課題となってお

りますので、道の取組としては、民間ボランティア確保のための取組として、我々環境生

活部が主体となって民間のボランティアの方々の活動を周知して、人材確保につながる活
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動ということを進めていくほか、北海道職員の定年退職予定者に対して国の関連パンフレ

ットを配布するという取組など、国の機関と連携した取組を行ってまいります。 

 また、民間ボランティア等の活動に対する支援の充実のための取組として、環境生活部

におきまして、社会を明るくする運動等の様々な機会を通じて、保護司や更生保護女性会、

ＢＢＳ会と、まだまだほかにもありますが、民間協力者の皆様の活動に関する広報・啓発

を行ってまいります。例えば、更生保護サポートセンターの充実とか、最近のトピック等

をうまく捉えまして、国や民間と連携しながら広報内容を充実させていきたいと考えてお

ります。 

 さらに、北海道警察におきまして、少年警察ボランティアの活動を推進するための研修

を行ってまいります。 

 次に、（２）広報・啓発活動の推進等についてです。 

 現状として、犯罪をした人等の社会復帰に向けて、もちろん自らの努力を促すというの

はもちろんのこと、犯罪をした人等が地域社会において孤立してしまうことがないように、

道民の皆様の理解と協力を得て、再び地域社会を構成する一員となることを支援していく

ことが非常に重要であると考えております。 

 しかしながら、北海道が令和元年に実施しました道民意識調査によりますと、「犯罪を

した人等の立ち直りに協力したいか」という問いに対して、「思う」もしくは「どちらか

といえば思う」というポジティブな答えをした人は４割以下にとどまっています。また、

「協力したいと思わない」「どちらかといえば思わない」と答えた方に対して理由を改め

てと問うたところ、「協力したいと思わない」理由としては、約半数の方が「自分に何が

できるのか分からない」とか「犯罪や非行をした人たちの背景・原因が分からない」と回

答しておりまして、更生保護や再犯防止の概念など、詳しいところが道民にしっかり伝わ

っておらず、必ずしも身近ではなくて再犯防止に向けた施策に関する理解や関心が十分に

深まっているとは言えない現状にございます。 

 また、民間協力者の皆さんによる再犯の防止等に関する活動についても、道民に十分に

認知されていないことなどが課題となっておりまして、順番が前後して（１）でも述べま

したが、民間協力者の活動の支援と通じる部分であると考えております。 

 道の取組としては、再犯防止に関する広報・啓発活動の推進のための取組として、社会

を明るくする運動とか再犯防止啓発月間の機会等を通じて、犯罪や非行の防止と犯罪をし

た人等の更生や、犯罪や非行防止について理解を深める取組を環境生活部や北海道警察に

おいて推進していきます。 

 また、北海道地域生活定着支援センターにおける取組についても、地域の理解を得られ

るよう、保健福祉部が中心となって普及啓発活動を行ってまいります。 

 次に、民間協力者に対する表彰についての取組に関しては、環境生活部において保護司

の表彰を行いますほか、北海道警察において、暴力追放の取組に貢献した団体及び個人の

表彰を行ってまいります。 
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 最後の重点課題の６番ですが、国・市町村・民間団体等との連携強化についての取組で

す。 

 これも（１）番として、タイトルをそのまま引き継いでおりますが、現状として、犯罪

をした人等の社会復帰を促進し、再犯を防止するためには、各種住民サービスや民間団体

による支援を円滑につなげ、フォローしていくことを可能とする連携の仕組みが必要であ

ると考えております。 

 また、地方公共団体が再犯防止に取り組むに当たりまして、犯罪をした人等が抱える様々

な課題に対する支援等に関する十分な知見や情報を現時点で有しているとはまだ言い難く、

道及び道内の刑事司法関係機関とかその他の関係機関、団体等が犯罪をした人等に関する

情報を共有し、包括的に協議する場を継続的に設けていくということが必要となっている

と考えております。 

 道の取組としては、まず、連携体制の整備のための取組として、我々環境生活部が中心

となって北海道再犯防止推進会議を設置して、道内各地域で関係機関相互の連携強化を図

っていくほか、市町村における再犯防止に資する取組を促進し、必要な情報提供を行うと

ともに、施策の検討・推進に協働して取り組んでまいります。 

 また、道の各種支援制度について分かりやすく提供し、犯罪した人等を支援する関係機

関等が活用できるような形を目指していきます。 

 以上、それぞれの重点課題について、駆け足ではありましたが、現状分析と取組につい

て概要を紹介させていただきました。 

 私の説明は、以上となります。 

〇事務局（西田道民生活課長） ただいま、計画の概要と具体的な取組について説明させ

ていただきましたが、以上の説明につきまして、何かご意見、ご質問等はございますでし

ょうか。 

〇髙野構成員 道弁連の髙野です。よろしくお願いいたします。 

 説明をどうもありがとうございました。あまり時間もないので、端的にいろいろと質問

させていただければと思います。 

 今、具体的な取組について、こういうことをしていきますということをご説明していた

だきまして、どうもありがとうございました。その中で、私の把握の仕方が間違っていれ

ば指摘していただきたいのですが、具体的に広報活動、啓発活動、体制づくりみたいな大

枠をつくるのが環境生活部さんで、実際に問題を抱えた犯罪した人が困ったとき、もしく

は問題を解決したいとき、具体的に問題をいろいろと相談したり対応してほしいというと

きには保健福祉部さんが対応するのかなというイメージを持っていたのですが、そんなイ

メージで間違いないですか。 

〇事務局（西田道民生活課長） 計画の所管、各部局をまたぐ横断的な事柄につきまして

は環境生活部が行います。また、個別の取組については、先ほど先生が保健福祉部とおっ

しゃったのは、保健福祉部の施策が多いものですからそういう捉え方をされたと思うので
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すが、必ずしも保健福祉部だけではなくて、経済部なり建設部なりそれぞれの部で関係す

るところは担当する形になります。 

〇髙野構成員 その上で、保健福祉部さんの占めるウエートがかなり大きかったなと聞い

ていて思ったのですが、そうであれば、こういう計画を立てる場にも保健福祉部さんがい

なくて大丈夫なのかと思っただけです。 

〇事務局（西田道民生活課長） 今回の会議には、オブザーバーとして保健福祉部に出て

いただいており、ご質問等がありましたらお答えをしていただくこととしております。 

〇髙野構成員 ありがとうございます。 

 もう一点は、各市町村との連携が今後はすごく大事になってくると思うのですが、今日、

旭川市の方が来られているので、私の要望みたいなものですけれども、旭川市さんでは、

私が知っている限り、今回の再犯防止の薬物関係でいろいろな取組をされていたと思うの

です。その中で、再犯防止に関していろいろやっていく上で道とこういう点で連携できた

らよかったとか、こういう点についてさらに道がしてくれればもう少しうまくいくのでは

ないのかなというところがあれば、ご意見をいただければ参考になると思いました。 

〇事務局（西田道民生活課長） 今の点につきまして何かあればご意見等をいただければ

と思います。 

〇成田構成員 旭川市でございます。 

 私も、この後、お伺いしたいことがあったのですが、今、髙野先生から投げかけがござ

いましたので、それに関連して発言させていただきたいと思います。 

 今、薬物関係のというお話がございまして、旭川市に一般社団法人道北地方物質使用障

害研究会という団体がございます。今、この団体に、国のモデル事業ということで旭川市

が国から委託を受けまして、道北地方物質使用障害研究会に再委託をして、セミナーや学

習会をやっていただいております。 

 もともと国のモデル事業の以前から独自の活動をされている団体と聞いております。私

は今年から来たもので、まだ詳細は把握できていないところもあるのですが、北海道再犯

防止推進会議の地域会議が１０月にございまして、私も出席させていただいたのですが、

旭川市におきましても、国のモデル事業を受けているということに合わせて、旭川市再犯

防止連絡会議を立ち上げているのですが、これが北海道再犯防止推進会議の地域会議のメ

ンバーとほぼかぶるという現状があります。 

 そこで、お伺いしたいのですが、北海道再犯防止推進会議の地域会議というのは、これ

からも定期的に続けていかれるという認識でよろしいのでしょうか。 

〇事務局（西田道民生活課長） 今のところ、全道会議と地域会議という形は継続してい

きたいと考えています。 

〇成田構成員 ありがとうございます。 

 頻度というのは、地域会議は年に１回ぐらいですか。 

〇事務局（西田道民生活課長） 基本は年に１回で考えています。必要に応じて多くても
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２回程度になると思います。 

 もう一つ、今、地域会議を４地域でやっているのですが、そこには所在地の市しか来て

いただいておりません。会議の制約上、あまり多くの市町村に参加していただくというの

が難しいところがあるのですが、再犯防止対策につきましては、市町村の取組が大変重要

なものですから、市町村の声を聞く場とか市町村に再犯防止対策の取組を促進していただ

くためどういった形で行うのがいいのか、今、計画の策定をしながら検討しているところ

ですので、後ほどご相談させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇成田構成員 もう一点は、今、髙野先生からいろいろとご意見ありましたが、旭川市に

ある道北地方物質使用障害研究会の団体を地域会議に参加させていただくようなことをし

ていただけると、関係団体とのつながりがより深まると思います。 

 この間の地域会議で私も初めて気づいたのですが、検察庁が旭川市の自立支援の窓口に

出所者の方を直接連れて行って相談をしているということでした。私も同じ市にいてそこ

の認識を持ち得ていなかったのですが、そういうつながりが生じることによって相談の窓

口につながれますし、薬物を使用している方についての認識も深まるのかなと。 

 そういうことで、道の会議の中に旭川市に所在している団体を参加させていただければ、

そういったつながりができますし、認識も深まり、気づきがあるといいますか、ああ、そ

うなのかということを改めて感じました。 

 旭川市も、道と同じように、役所でございますので、各部に分かれており、住宅は建築

部で所管していて、なかなか目が届かず意見の集約が難しい、同じ部の並列なものですか

ら、私どもがほかの部にあれこれしてくれとはなかなか言いづらいところがあり、それは

北海道さんも同じかと思います。 

 今、髙野先生からご指摘があったように、計画推進は環境生活部さんがおやりになるそ

うですが、実際に保健福祉部との連携は非常に難しくて、この計画の実効性があるのかと

いうのは、同じ行政として非常に難しい部分があると思っております。 

 そういった会議の場において、いい活動をしている団体があったら、ぜひ参加させてい

ただければということを考えて今日は参った次第です。 

〇事務局（西田道民生活課長） 今のお話につきましては、私どももこの３年間でモデル

事業という形で取り組んでおりまして、そういった取組を検証して、次年度以降にどうい

った形で会議を設けたほうがいいのかということを、参画していただく機関も含めて検討

していきたいと思っています。 

 ほかに何かありますか。 

 せっかくの機会ですので、松本管理官から順にご発言いただければと思います。 

〇松本構成員 北海道地方更生保護委員会の松本と申します。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 北海道の再犯防止推進計画の素案を本日見せていただきました。 

 北海道が受託している地域再犯防止推進モデル事業について、今年で３年目の最終年度
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になりますが、当委員会は、モデル事業の前から、ぜひ北海道さんに推進計画を策定して

いただきたく、長年にわたっていろいろと検討等を続けてきており、今、計画の素案が作

成されました。 

 この推進計画の素案は計画の第１段階であり、これからいろいろと追加する事項等もあ

ると思います。例えば、薬物の問題にしても、今、旭川市さんからお話しがあったように、

いろいろな関係機関を巻き込んでいくなどをしていかないと、なかなか解決することは難

しいものがあると思います。 

 今後の５年間において、そのような問題等を項立てで昇格するとか、その他の様々な問

題等に付いて、私たちは今後も関わっていきたいと思っております。 

 この後、道議会に報告した上でパブリックコメントがあります。パブリックコメントで

は道民の皆様から様々な意見もあると思っております。 

 感想となってしまいましたが、私たちは道庁さんと引き続き連携して、よりよい計画に

なるよう、また、道民の皆様が安全に暮らせる社会を築くことができればと思っておりま

すので、今後におきましてもどうぞよろしくお願いいたします。 

〇事務局（西田道民生活課長） ありがとうございます。 

 三尾課長、よろしくお願いします。 

〇三尾構成員 札幌矯正管区の三尾でございます。 

 まず、素案の策定で、今日この策定に至るまで非常にご苦労があったと思い、大変参考

になりました。ありがとうございました。 

 まず、全体的なところで感想ですが、最初のソーシャル・インクルージョンという言葉

や、ＳＤＧｓの誰一人取り残さないという理念が入って、気持ちの面でもすごく暖かいよ

うな計画になりつつあるので、そういった色をどんどん膨らましていただければ、よりよ

い計画になるのかなという感想を持ちました。 

 先ほども少し議論で出ましたが、今後の計画の広め方ということで、法務省としても、

令和３年度末までに１００以上の自治体に、地方計画を策定していただけるよう、推進を

しているところですが、北海道内は、今、帯広市が地方計画策定となっている状況で、今

後、北海道内のほかの自治体さんにもつくっていただけるように、私どもからもアナウン

スなどをしているところです。その一方で、北海道庁さんの策定した計画が十分に行き届

かない状況がこれから出てきてしまったら、せっかく策定した計画が見てもらえないとい

うことになりかねないので、その周知の仕方について、検討していただけたらと思ってい

るところです。 

 例えば、オホーツク方面に網走刑務所があるのですが、その方面の地方自治体の方と話

す機会があって、私から北海道庁さんの計画のお話をさせていただいたら、部署によって

は十分に承知されていないこともある様子でしたので内容をお伝えしつつ地方計画策定に

向けて検討してもらいたい旨、話をしたところです。 

 一方で、道内の数千人ぐらいの町では、刑務所出所者が帰ってきたという話を聞いたこ
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とがないとか、そういう人たちをあまり身近に感じないということもあるようです。他の

地方自治体が策定した計画を見ると、ソーシャル・インクルージョンの考え方とか地域で

孤立している高齢者を広く温かく支えるというような視点で、地域福祉計画とか人権関係

の計画に内包する基礎自治体さんが非常に多くございますので、計画策定を進める際には、

再犯防止を広く共生社会の実現に向けた取組の中で位置づけをしてもらえたらと感じてお

ります。 

 周知の仕方については、今後、連携しながら進めさせていただければと思っております。 

 個別具体的なところでは、再犯者でボリュームとして大きいのは、高齢者の人たちです。

先日も道内の刑事施設の担当者と話した際、出所してすぐ戻ってきた人のケースを聞きま

した。特に数百円、数千円単位の窃盗、万引きを繰り返す高齢者が多いということで、地

域で孤立していたり、相談ができなかったり、うまく福祉サービスにつながっていかなく

て必要な支援から漏れている可能性があると思いますし、原因はいろいろあると思うので

すが、そういった人たちもしっかり手当していきたいと考えています。 

 一方で、私も少年院の職員を結構長くやっていたのですが、少年院に入ってくる、また

は少年非行の数自体は非常に減っています。 

 犯罪自体も少年を含め１０代、２０代、３０代の犯罪なり再犯者が減少傾向にあるので、

様々な支援が行き届くようになってきたと見ています。ですから、今後、再犯の取組で力

を注ぐボリュームの大きいところは、高齢者とか薬物の事犯者が大きなターゲットになっ

ていくと思っておりまして、その辺に手当が届くような施策を具体的に盛り込んでいけた

ら良いと感じております。 

 また、パブリックコメントが１か月程度あるということですので、各矯正施設からの意

見なども取りまとめまして、提出させていただければと思っておりますので、引き続きど

うぞよろしくお願いいたします。 

〇事務局（西田道民生活課長） どうもありがとうございます。 

〇塚田構成員 札幌高等検察庁の塚田と申します。検察庁としましては、各市町村にどの

ような支援があるのかというのを全て把握しているわけではございませんので、このよう

ないろいろな支援があるということをいろいろとアピールしていただければ、私どもでも

社会に戻す際にいろいろとご相談させていただくことになるので、とてもありがたいこと

だと思っています。 

 検察庁としましては、皆様にお願いすることのほうが多いと思っております。 

 こういう方がいるので、今後、生活する上でどのような支援があるのかということを勉

強させていただければなと思っていますので、これからもどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

〇事務局（西田道民生活課長） ありがとうございます。 

 髙野先生から、改めて何かございましたらよろしくお願いします。 

〇髙野構成員 先ほど話が出たとおり、各市町村において、こういう取組をやっているこ
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とを知らなかったりするところが多いというか、まだあまり周知されていなかったりして

いるのです。 

 国の再犯防止計画が出たのですが、地方団体はあまり関係ないのではないかと思ってい

るところが意外と多いようです。 

 そういう意味では、先ほども話したとおり、道が旗振り役というわけではないかもしれ

ないですが、周知徹底や、こういうことができるのですよということをいろいろと広報し

ていただく、また、こういう形で各地方公共団体に知っていただくということはすごく大

事な取組なのかと思っています。 

 それから、弁護士会としてどういうことをやっていくかというと、弁護士会としても、

もともと再犯防止に関してそれほど力を入れていたわけではないのですが、今、どんどん

変わっていって、今月中だと思うのですが、北海道弁護士会連合会として理事長声明を出

す予定になっています。 

 具体的には、弁護士会としても再犯防止に向けていろいろな協力をしていく、できるこ

とをやっていくという声明を出す予定になっておりますので、今後もこの再犯防止推進計

画に可能な限り協力できるような体制を弁護士会としても整えていく予定ですので、よろ

しくお願いいたします。 

〇事務局（西田道民生活課長） 成田主幹、何かありますか。 

〇成田構成員 特にないです。 

〇事務局（西田道民生活課長） それでは、荒木さん、よろしくお願いします。 

〇荒木構成員 前回の会議でもお話しましたとおり、これは大枠を決める会議なので、個

人的にはケースカンファレンスみたいな形で、それぞれの担当者の方がきちんとつないで

いくというのが非常に大事なのだろうと思っています。 

 先ほど髙野先生もおっしゃられたように、札幌市は道庁さんの計画案待ちなのです。札

幌市はそういう動きだと聞いています。 

 そのほかの札幌管内の自治体は、大体、旭川さんと同じような感じで、知っているとこ

ろもあるし、それぞれ温度差はかなりありますので、これからだと思います。期待してお

ります。 

 それから、ここでお話しするのは何ですが、刑法の改正が今度の通常国会で上がる予定

ですので、大きな影響を受けないかと思うのですが、特に矯正さんのほうはちょっと大変

なことになると思います。懲役とか禁錮という言葉自体がなくなる予定ですし、そうする

と作業刑という名前になるのかどうか、これからの国会の審議の内容になるかと思います

が、そういう流れになるやに聞いておりますので、何かございましたら先生方から情報提

供をしていただければありがたいです。 

〇事務局（西田道民生活課長） ありがとうございます。 

 竹林補佐、よろしくお願いします。 

〇竹林構成員 北海道労働局の竹林です。 
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 労働局、ハローワークとしましては、今回のこの計画等について、主に雇用関係で協力

させていただくような形になるかと思いますが、今、皆さんもご存じのとおり、コロナの

関連で非常に雇用情勢が厳しくなっておりまして、北海道における求人倍率等についても、

今年度、４月以降、１倍を切って、現在０．９５、９月の最新の常用の月間有効求人倍率

は０．９５という状況になっております。 

 今、新聞等でも報道されておりますが、雇用調整助成金等で雇用を維持している企業が、

さらに今回の北海道内のコロナの拡大で非常に厳しい状態になっておりますので、雇用調

整助成金も、１２月いっぱいで本来は終わる予定だったのですが、特例措置について、引

き続き年度内まで伸びるのではないかということで、状況によってはさらに伸びる可能性

もあるかもしれません。 

 そういった中で、解雇者等も多数発生することも予想されますので、そういった中で刑

務所出所者等の雇用というのは、さらに厳しい状況になるかと思いますが、ハローワーク、

労働局と連携しまして、皆さんの就職に役立つような形で取り組んでいきたいと思います

ので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。 

〇事務局（西田道民生活課長） ありがとうございました。 

 それでは、望月先生、よろしくお願いします。 

〇望月構成員 札幌学院大学の望月です。 

 皆さんお疲れさまでした。 

 事前の意見をということで、出そうかなとちょっと迷ったのですが、今日この場で少し

お話できればなと思って参りました。 

 １点目は、やはり、今の仕事もそうですし、コロナ禍において、今後、ワクチンができ

たとしても、制限がかかるというところで、普及啓発や連携が難しい時代が来るのかなと

思うと、ホームページできちんと周知はされるとは思いますが、オンラインなどを効果的

に活用して、例えばＳＮＳで少し訴えかけるとか、そういうものも活用することがこれか

ら求められてくるかなと考えていました。 

 もう一つは、個別なところですが、薬物事犯の場合は家族の支援が出てきていますが、

再犯を防止するために、薬物だけでなく、家族の支援の視点はすごく大事かと思っていま

す。家族であるというのは、どんな期間が終わっても引き続き家族です。家族が加害者を

抱えることでの罪悪感や罪責感が孤立や疎外を生んだり、犯罪の背景をしっかり理解でき

ないがゆえに対応が上手くできず、それが再犯に結びつくということがもしあるとしたら、

そういった家族への対応も今後考えていけるといいなと思います。すぐに盛り込むという

ことではありませんが、素案を見て思っていました。 

 最後に、荒木さんがおっしゃいましたように、ぜひ連絡会議で具体的な事例（ケース）

を通してイメージできるようなことが話し合えるといいと思っています。先ほど、三尾さ

んから高齢者のお話がありましたが、そういった人たちをどうやって地域で支えていくか

というようなところの視点で連絡会議（ケースカンファレンス）が機能するといいかなと
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考えています。 

〇事務局（西田道民生活課長） ありがとうございました。 

 局長からお願いします。 

〇事務局（近藤くらし安全局長） 皆さん、それぞれのお立場から大変貴重なご意見をい

ただきました。ありがとうございます。 

 全体で言うと、これまで道や市町村の再犯防止への関わりが弱かったという事実を踏ま

えて、今後、国との連携を強めていきたいということになりますので、市町村に北海道も

こういう取組をしているということがまず伝わることが大事だと思っています。 

 ですから、これまで４地域で行っている地域会議を継続したいと思いますが、我々から

市町村に対して情報提供なり、望月先生からありました事例などもお伝えしながら、取組

に対して理解をしていただくような努力を、今後５年間、どういう形でしていけるか、皆

様と議論をしながら進めていければいいのではないかと思います。 

 パブリックコメントも市町村に対して、まず、我々から、今、こういうことをしていま

すということをきちんとアピールをした上で、意見をもらえるようにしたいと思っており

ますし、皆様のご意見を踏まえてさらに取りまとめしていきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

〇事務局（西田道民生活課長） それでは、今後のスケジュールについて事務局からご説

明したいと思います。 

〇事務局（菅原主事） 今後のスケジュールについてご説明いたします。 

 先ほども概要のところで説明をしていましたが、今後の予定といたしましては、素案に

ついては道議会に報告し、報告後、１１月の末から１か月程度の間パブリックコメントを

行います。パブリックコメントで、道民の皆様のご意見をお伺いして、いただいたご意見

への対応を事務局で取りまとめ、その後に第３回専門部会を開催し、そこで計画案をお示

ししつつ、またご意見をいただくこととしております。 

 第３回の専門部会が終わった後、推進会議の本会議で計画案についてご説明し、その後、

道議会へ報告するという流れになります。 

 そして、来年度から計画として動き出すことになりますので、引き続きご協力をいただ

きますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇事務局（西田道民生活課長） 今のスケジュールについて、ご質問等はございますでし

ょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

 

  ４．閉  会 

〇事務局（西田道民生活課長） それでは、本日の会議につきましては、これで終了いた

したいと思います。 
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 本日は、お忙しいところをお集まりいただき、誠にありがとうございました。 

                                  以  上   


