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  １．開  会 

○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、ありがと

うございます。 

 私は、北海道環境生活部くらし安全局道民生活課長の西田と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 それでは、定刻になりましたので、始めさせていただきます。 

 

  ２．挨  拶 

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

て挨拶を申し上げます。 

○近藤環境生活部くらし安全局長 皆さん、おはようございます。 

 北海道環境生活部くらし安全局長の近藤と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日ご出席いただきました皆様におかれましては、ご多忙のところ、本専門部会へのご

参画を快くお引き受けいただきまして、本当にありがとうございます。 

 さて、刑法犯の認知件数は年々減少しているということでございますが、本道における

再犯者の割合は約５割ということで、全国も同じでございますけれども、同じようなペー

スで推移しております。再犯の防止は地域の安全にとって重要な課題ということで、国、

自治体を挙げてその改善に取り組まなければならない課題となっているところでございま

す。 

 こうした中で、道では、効果的な再犯防止対策のあり方を調査検討するため、平成３０

年度から国の地域再犯防止推進モデル事業を活用しまして、関係する皆様のご協力をいた

だきながら、再犯防止対策に関する関係機関のネットワークづくりや支援対策などに係る

実態調査などに取り組んできたところでございます。 

 こうした取組の成果を踏まえまして、今年度、再犯防止等の推進に関する法律に基づく

地方再犯防止推進計画を策定することといたしまして、関係機関や有識者の皆様からご意

見を伺うため、本専門部会を設置させていただいたところでございます。 

 再犯した人たちが立ち直りを果たして、社会の一員として生活していくためには、住居、

保健、医療、福祉など、幅広い分野において関係する機関が相互に連携し、効果的な取組

を進めていくことが重要でございます。 

 このたびの計画策定の検討を通じまして再犯防止対策に取り組んでおられますそれぞれ

のお立場から、本道における再犯防止施策の基本方向や在り方などにつきまして、ご忌憚

のないご意見を賜りますようよろしく申し上げまして、簡単ではございますが、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。 

○事務局（西田道民生活課長） 近藤局長につきましては、この後、他に用務がございま

すので、ここで退席させていただきます。 
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〔くらし安全局長退席〕 

○事務局（西田道民生活課長） それでは、以降は座ったままで議事を進行させていただ

きます。 

 まず、議事に入ります前に、本日ご出席の皆様をご紹介いたします。 

 自己紹介と併せまして、再犯防止対策につきまして、現在、関わっていることやお考え

などを一言いただきたいと思います。 

 それではまず、北海道地方更生保護委員会更生保護管理官の松本和之様です。 

○松本構成員 北海道地方更生保護委員会更生保護管理官の松本と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 平成２８年１２月に再犯防止推進法が成立しまして、その約１年後、国の再犯防止計画

が策定されております。それを受けまして、当委員会におきましても、北海道庁さんと様々

な打合せ、勉強会等々を重ねて、平成３０年度から、北海道庁さんにおいて法務省のモデ

ル事業を受託され、事業が開始されております。その間も、北海道庁さんをはじめ、皆様

と様々な協議を重ねて現在に至ります。 

 モデル事業は３年間ですので、今年が最終年度となります。当委員会としましては、引

き続き、北海道庁さんと連携しながら、推進計画の策定、また、道内市町村のアドバイス

的な意味も含めて、様々な協議をこれからもしていければと考えておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○事務局（西田道民生活課長） ありがとうございました。 

 続きまして、札幌矯正管区更生支援企画課長の三尾浩一様です。 

○三尾構成員 札幌矯正管区の三尾と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今回、再犯防止推進計画が国で作成された後、北海道庁様のほうで再犯防止に取組を非

常に熱心に行っていただいて、本当に感謝しております。 

 矯正施設から出所する人たちは、一住民として地域に帰っていきますので、施設の中か

ら施設の外にしっかり切れ目のない形でつないでいくためには、やはり地方自治体の皆様

や関係機関の皆様の協力なくしてはできないということで、熱心に関わっていただくこと

を大変有り難く思っているところでございます。 

 矯正管区としても、しっかりとご協力していけるように頑張って取り組んでまいりたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（西田道民生活課長） ありがとうございました。 

 続きまして、札幌高等検察庁検務課長の塚田浩士様です。 

○塚田構成員 おはようございます。 

 札幌高等検察庁検務課長の塚田と申します。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 検察庁としましては、入り口支援ということで、全ての犯罪者を刑務所に送るのではな

く、刑務所に送る前に社会に戻して生活していけるような支援を行っているところです。 

 現在、生活支援センターや関係部署の方と、釈放になった際の手続等、いろいろと協議
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をさせていただいております。 

 今後も皆様にいろいろとお願いすることが多々あるかと思いますけれども、どうぞご協

力をよろしくお願いいたします。 

○事務局（西田道民生活課長） ありがとうございました。 

 続きまして、北海道弁護士会連合会再犯防止推進計画対応委員会委員長の髙野俊太郎様

です。 

○髙野構成員 おはようございます。 

 弁護士の髙野でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

 弁護士会としましては、これまで、どちらかというと刑事弁護活動を通じて再犯防止に

いろいろと関わってきたところでありますけれども、それのみにとどまらず、入り口段階、

中間段階、出口段階と、たゆまない支援を通じて再犯防止に努めていきたいと考えており

ます。そのためには、官民一体となった連携が必要になると思いますので、このように皆

さんが顔を合わせて、いろいろと協力し合って、こういう関係を今後も継続して行ってい

くことが大事だと考えております。 

 今後とも、よろしくお願いします。 

○事務局（西田道民生活課長） ありがとうございました。 

 続きまして、北海道地域生活定着支援札幌センター所長の小松大記様です。 

○小松構成員 おはようございます。 

 北海道地域生活定着支援センターの小松と申します。 

 私たちは、高齢、障がいのある方が矯正施設に入所中から関わることによって、就職後、

安定した生活を送れるようにということで、いわゆる出口支援を中心に行っておりますが、

中には、一旦出口で支援をして、フォローアップ中にまた再犯して捕まる、それを入り口

支援として支援させていただいたり、地域の相談支援という形でいろいろな機関の方から

相談をいただきながら入り口支援などにも携わらせていただいている現状にあります。 

 今回、この会議に参加させていただきながら、我々も今後どういった形で携わっていけ

るのかということを考える機会にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○事務局（西田道民生活課長） ありがとうございました。 

 続きまして、札幌協力雇用主会連合会事務局長の荒木孝則様です。 

○荒木構成員 ご紹介いただきました荒木です。 

 札幌協力雇用主会連合会には、およそ８００の協力雇用主がいらっしゃいまして、その

うち、実際に雇用している数はそんなに多くないのですけれども、実際に雇用している協

力雇用主にご迷惑をかける際には、身元保証などを通じて、若干ですけれども、お見舞金

などを払うような制度の活用をしております。 

 協力雇用主会自体は、お手元にパンフレットをお配りしましたとおり、札幌管内では２

１地区会員がございまして、保護司会が３１ございますので、およそ１０地域でまだ未結
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成の状態になっており、この点がこれからの課題かと思います。 

 例えば、日高管内等におきましても、既に協力雇用主さんはいらっしゃいますけれども、

地区会の結成にまで至っておりませんので、苫小牧の地区会にお入りいただくような形を

取らせていただいています。 

 ご存じのように、札幌管内自体でもかなり広域ですので、実際にご協力いただける事業

主をどうやって拡大していくかが私どもの課題だと思っております。 

 今後とも、よろしくお願いいたします。 

○事務局（西田道民生活課長） ありがとうございました。 

 続きまして、北海道労働局職業安定部職業対策課課長補佐の竹林伸治様です。 

○竹林構成員 私は、厚生労働省北海道労働局職業安定部職業対策課の竹林と申します。

よろしくお願いします。 

 本日ご出席の皆様におかれましては、日頃より職業安定行政の業務運営にご協力いただ

きまして、誠に感謝申し上げます。 

 再犯防止等に関連する厚生労働省の事業としましては、平成１８年４月から、刑務所出

所者等就労支援事業をスタートしておりまして、実際に札幌、函館、旭川、帯広、釧路の

管轄のハローワークから矯正施設等にナビゲーターを配置して、訪問による相談等を行っ

ております。加えまして、就労支援強化矯正施設として、平成２８年度に月形刑務所、平

成２９年度に札幌刑務所札幌刑務支所、令和２年度に網走刑務所が指定されましたので、

そちらの管轄ハローワークからもそれぞれナビゲーターを派遣して、その担当を行ってお

ります。 

 本日の新聞等でも報道がありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で雇用失業情

勢が非常に悪化しております。そういった中でも、皆さんと連携しながら再犯防止の取組

を強化していきたいと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○事務局（西田道民生活課長） ありがとうございました。 

 続きまして、特定非営利活動法人北海道ダルク施設長の森亨様です。 

○森構成員 おはようございます。森と言います。 

 ダルクは、薬物依存症の回復支援施設なので、直接的に再犯防止をあまり意識している

わけではないのですが、私も当事者としてそこにいるわけですけれども、仲間たちは半分

近くが刑務所を出所してから来る者です。また、使用している薬は８割方が覚せい剤です

が、一、二割は違法ではないブロンという薬物を使用した者もいます。ですから、再犯防

止ということとは少し離れたところもあると思いますけれども、刑務所からダルクに来た

仲間たちが社会の中で何がやりにくいのかというのは、もしかすると我々のような支援を

行っている機関が目の前で見て感じていることがたくさんあると思いますので、その辺を

知っていただくお手伝いができたらと思っております。 

 よろしくお願いします。 
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○事務局（西田道民生活課長） なお、望月和代様におかれましては、ただいま到着が遅

れている状況です。また、旭川市の成田様は、本日は都合により欠席となっております。 

 

  ３．議  事 

○事務局（西田道民生活課長） それでは、これから議事に入らせていただきます。 

 まず最初に、皆様にお配りした資料の確認をさせていただきます。 

 資料１、北海道再犯防止推進計画（仮称）の策定について、資料２、北海道再犯防止推

進計画（仮称）骨子案、資料３、北海道の再犯防止政策体系図案、資料４、北海道内の国

の機関による主な再犯防止施策についての四つの資料をお配りしております。そのほか、

参考資料といたしまして、国の再犯防止推進計画と地方再犯防止推進計画策定の手引き、

最後に各県の取組状況という資料をお配りしております。 

 以上の資料、全ておそろいでしょうか。 

 それでは、早速、次第に従っ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（仮称）の策定について、事務局から説明させてい

ただきます。 

○事務局（藤井主幹） 道民生活課で主幹をしております藤井でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、資料１、北海道再犯防止推進計画（仮称）の策定についてということで、１

枚物にしております。 

 まず、策定の目的といたしまして、道民が安全で安心して暮らせる社会の実現に向けて、

国の刑事司法機関や市町村、民間団体等と連携して、犯罪をした者等が円滑に社会の一員

として復帰することができるよう、就労、住居、保健医療、福祉などの再犯防止施策を総

合的に推進するための計画を策定するということになってございます。 

 刑法犯の認知件数は、冒頭の挨拶にもございましたけれども、戦後最少を更新し続けて

いる状況で、その中で、検挙人数も全体的に減ってきているのですが、そこに占める再犯

者の比率が上昇しております。全体の減りが大きい分、そのようになってくるわけですが、

そうしたことから、再犯防止に向けた息の長い取組が必要になってまいります。 

 その背景としましては、刑を終えて出所した後の不安定な生活基盤や地域社会での孤立、

こうしたことが犯罪を繰り返す大きな要因となっているところです。 

 そこで、再犯防止推進法の第４条におきまして、地方公共団体が、再犯防止等に関し、

国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実行する

責務を有することとされておりまして、犯罪をした者が、犯罪の責任を自覚して、犯罪被

害者の心情を理解するとともに、自ら社会復帰のために努力すること、これを支えるため

に、道内の状況を踏まえながら、関係機関の皆様と連携して施策を推進するということで

ございます。 

 次に、計画の位置づけでございます。 
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 再犯防止法第８条の第１項で、地方公共団体に策定が努力義務とされている地方再犯防

止推進計画ということで位置づけまして、併せて、道の基本計画となる北海道総合計画の

部門別計画として位置づけるほか、持続可能な開発目標ＳＤＧｓの要素を反映したものと

します。 

 次に、策定の進め方でございます。 

 北海道再犯防止推進会議に、別添の開催要領のとおり本専門部会を設置いたしまして、

計画策定作業のそれぞれの過程で関係機関の皆様のご意見を伺うこととしておりますほか、

平成３０年度から３年間実施している国の交付金を活用した地域再犯防止推進モデル事業

の成果を反映するとともに、庁内関係各部における取組、さらには国や民間団体の取組を

取りまとめまして、昨年度実施しました道民意識調査の結果を反映させながら、計画の内

容をまとめていきたいと考えております。 

 次にスケジュールですが、本日の第１回目の専門部会で、開催の趣旨、計画の骨子案、

国と道の取組などをご説明させていただくこととしており、次の第２回専門部会を１１月

に予定しておりますが、計画の素案をお示しすることとしております。 

 その前に、事務局として計画素案の一歩手前の案を取りまとめまして、１０月中に専門

部会にお示しして、一度ご意見をいただいた上でお示ししたいと考えております。 

 その後、令和３年２月の第３回専門部会では、余裕をもって計画案をお示しし、１１月

の段階でパブリックコメントを実施し、広く道民の意見を伺いながら、最終的に再犯防止

推進会議でお諮りするという流れで、本年度中の計画策定を目指してまいりたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○事務局（西田道民生活課長） もう一度ご説明いたしますが、１１月に計画素案をつく

りまして、計画素案についてパブリックコメントを行い、出てきたいろいろなご意見を踏

まえて、最終的に計画案をつくり、２月にお諮りする形になりますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、今の説明につきまして、何かご質問等はございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○事務局（西田道民生活課長） 特にないようですので、先に進めさせていただきますが、

札幌学院大学人文学部教授の望月和代様が見えられましたので、ご紹介いたします。 

○望月構成員 私は、札幌学院大学で精神保健福祉士、精神科領域のソーシャルワーカー

の育成、養成をしております。 

 場所が分からず、初めての会議に遅れてしまい、大変申し訳ありませんでした。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（西田道民生活課長） それでは、議事に戻らせていただきます。 

 議題（２）北海道再犯防止推進計画（仮称）の骨子案について、事務局から説明いたし

ます。 
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○事務局（藤井主幹） それでは、資料２の骨子案についてご説明いたします。 

 骨子案につきましては、参考としてお配りしている国で示された地方再犯防止推進計画

策定の手引きを柱にいたしまして、他県の計画の策定状況も参考としながら、五つの章立

てを考えております。 

 まず、第１章といたしまして、計画の基本的な考え方でございますけれども、他県の状

況を見てみますと、ここで計画の策定に至った背景として、再犯者の状況などをお示しし

ているところもございますけれども、こうした記載につきましては、別に章立ていたしま

して、ここでは計画の考え方を簡潔に記載する形としてまとめていきたいと考えておりま

す。 

 次に、計画の趣旨についてですが、ここで記載する策定の趣旨と目的につきましては、

先ほどの資料１の策定の目的とその目的を達成するための地方公共団体としての役割とな

る再犯防止推進法第４条の趣旨を内容としたいと考えております。 

 計画の性格につきましては、先ほど策定の位置づけとしてご説明しましたけれども、法

の第８条１項に基づく地方再犯防止推進計画であること、北海道総合計画の項目的には道

民生活の安全の確保と安心の向上という部門別計画として位置づけるほか、持続可能な開

発目標ＳＤＧｓと関連づける内容としたいと考えております。 

 計画の対象者につきましては、法の第２条第１項で規定している刑務所等の矯正施設出

所者のほか、微罪処分者、起訴猶予者、罰金・科料を受けた者、刑の執行猶予者、非行少

年または非行少年であった者等を含むこととしております。 

 計画の期間につきましては、令和４年度までの国の計画になっておりますけれども、こ

れに合わすことになりますと、３年という短い計画になってしまいます。他県の状況を見

ますと、５年間という期間が多く、意識的に国の計画と合わせている県は二つほどと少な

い状況になっていまして、本道におきましては計画期間を５年にしますと、北海道総合計

画が令和７年度までであり、ちょうど終期が一致いたしますことから、ここで整合性を図

りたいと思っておりますので、５年間の計画期間とすることを考えております。 

 次に、第２章の再犯防止を取り巻く状況についてですが、ここでは、本道の再犯者等の

状況をメインに、現状についての説明と、そこから再犯防止対策の必要性に導くような内

容としまして、刑法犯の検挙者数、再犯者数、再犯率などをグラフにより表記することで、

分かりやすい内容に心がけていきたいと考えております。 

 また、再犯防止推進法の制定に至るまでに犯罪対策閣僚会議が重ねられております。そ

うした状況も、国の再犯防止に対するこれまでの取組として、年表形式のようにして、そ

の経緯が分かりやすくなるように簡潔に掲載していきたいと考えております。 

 続きまして、第３章の施策の展開方向についてですが、まず、基本方針としまして、国

では、法第３条の基本理念に基づき、五つの基本方針を設定し、七つの重点課題として計

画の中で整理しております。 

 他県においても、これに沿って、国の基本方針を踏まえて県の基本方針として重点課題
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を設定しているところが多いのですが、本道においても同様に、国の基本方針を踏まえた

重点課題のうち、国の計画ですので、省庁間の連携、人的・物的な連携がありまして、そ

の項目を除く六つの重点課題として取り組んでいきたいと考えております。 

 次に、成果目標についてです。 

 他県におきましても、制定しているところの６割近くは何らかの目標を掲げて設定して

おります。本道においても、国や他県の状況を参考に、再犯者数２０％以上減少という目

標を設定しています。平成２６年から３０年までの再犯者の５か年平均、これは３，８９

７人になるのですが、この２０％以上ということで３，１１５人という数字を導き出して

これ以下とするということで掲げております。 

 続いて、第４章の具体的な取組についてでございますけれども、六つの重点課題ごとの

取組を内容とするもので、いわば計画のメインになります。 

 まず、就労、住居の確保ということです。 

 刑務所に再び入所してくる者で約７割が再犯時に無職であって、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倍ということや、刑を終えた人のうちの約５割が適

当な居住先が確保されないまま出所しています。こうした人は再犯に至るまでの期間が非

常に短いということから、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で重要

な施策となってまいります。 

 次に、保健・医療・福祉サービスの利用の促進です。 

 刑務所に再び入所する者の中に６５歳以上の高齢者の世代が最も多く、知的障がい者を

含めまして極めて短期間で再犯に至っていることも踏まえて、高齢者や障がいのある方が、

出所後、速やかに保健・医療・福祉サービスの利用ができるような取組、特に、薬物事犯

者につきましては、適切な治療を受けることができるよう、医療機関等の充実も含めた取

組が必要となってまいります。 

 次に、学校等における修学支援の実施等についてですが、少年院に入所する約３割が、

高校を進学していない者、あるいは非行に至る過程で、または非行を原因として高校を中

退しているといった状況から、非行の未然防止はもとより、高校中退者等を地域社会が支

援する取組が必要となってまいります。 

 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の取組ということでござ

いますけれども、犯罪や非行の内容はもとより、経歴や性別、性格、家庭環境、交友関係

といった一人一人の特性を適切に把握して、一貫性を持った指導を継続的に行うことが重

要でありまして、特に、性犯罪者、性非行少年に対する指導などでは、精神医学的または

心理学的なアプローチを図りながら、効果的な再犯防止のための指導を行うなどの取組が

必要となってまいります。 

 次に、５番目ですが、民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進でございます。 

 再犯防止の施策を推進するためには、地域において、犯罪をした者等の指導に当たる保

護司を初め、社会復帰を支援するための幅広い活動を行っている民間事業者の存在を欠く
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ことができないと考えております。 

 近年では、保護司の高齢化や、地域社会における人間関係が希薄になってきているとい

うことを背景に、民間ボランティアも減少傾向にございます。これは、防犯も交通にも言

えますが、息の長い施策を展開するためには、民間ボランティアの活動内容の広報、そし

て、活動に対する支援など、必要な情報提供を通じまして仕事のやりがいを感じていただ

く、これが民間ボランティアの確保につながっていくのではないかと考えております。 

 最後に、国、市町村、民間団体等との連携強化ということでございます。 

 道としても、法の第４条にある地方公共団体の責務を遂行する上で、犯罪をした者等が

抱える様々な課題を踏まえた対応などにつきまして、刑事司法機関、関係機関はもとより、

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が重

要と考えております。 

 以上の六つの重点課題について、組立てとしましては、それぞれ重点課題にある項目ご

とに、現状の認識、その現状に基づいた課題を掲げ、具体的な取組として道の関係部の事

業を記載するほか、国や民間の取組などをコラム形式によりご紹介していく形を考えてお

ります。 

 この件につきましては、後ほど担当者からご説明いたしますけれども、皆様にもご協力

いただくことになるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、第５章の計画の推進体制です。 

 これは、道の再犯防止を推進するための体制づくりを示しております。再犯防止推進会

議、道内４か所に設置する地域会議、必要に応じて設置しますこの専門部会、道庁内にお

ける横の連携を図る連絡会議などが挙げられるほか、社会を明るくする運動では、知事が

北海道推進委員会の委員長として就任している中で、再犯防止に関する啓発活動などの推

進体制や、市町村との連携を目的とした会議体なども視野に入れて、総合的な推進体制と

してご説明していく章立てとしたいと考えております。 

 進行管理につきましては、毎年度、具体的な施策の進捗状況について評価検証等を行い

まして、その検証の結果、再犯防止推進会議に報告するとともに、その状況をホームペー

ジで公表することとしたいと考えております。 

 また、国の動向や社会状況の変化等を踏まえた見直しにつきましても規定しまして、そ

の時々の時勢を踏まえた機動力のある計画策定を目指したいと考えております。 

 以上、資料に基づきまして骨子案を説明させていただきました。 

 本日、皆様のご意見を伺った上で、整理された骨子に従って計画の素案づくりを進めて

まいりたいと考えておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○事務局（西田道民生活課長） それでは、議題（２）につきまして、何かのご質問等は

ございませんでしょうか。 

○三尾構成員 骨子案の第２章の再犯防止を取り巻く状況の本道の再犯者等の状況と成果
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目標のところの数値目標になるのですが、念のための確認です。この中に再犯率とありま

すが、再犯率というデータはなかなか取りにくいのです。これは、再犯者率のことかと思

うのです。その理解でよろしいでしょうか。 

○事務局（藤井主幹） そうです。再犯者率です。 

○三尾構成員 もう一点は、成果目標のところの国や他県の目標を参考に目標値を設定す

るということですが、こちらも再犯者数が２０％以上減少ということで、全検挙者数に占

める再犯者数ということで、北海道の再犯者は大体４，０００人弱ぐらいですが、国の数

値目標としては、再犯防止の総合対策として、２年以内再入率については、刑務所を出た

人が２年以内に刑務所に戻ってくる割合を２年以内再入率と言いますが、それについては

基準年から２０％減少させましょうということです。それは令和３年末までなのですが、

そういった目標がありまして、この再犯者数をどれくらい減らそうという目標は国のほう

では立てていないのです。 

 何が言いたいかというと、初犯者に比べて再犯者数がなかなか減っていかないというこ

とが大きな課題と理解していますが、なかなかハードルの高い目標だなと率直に感じまし

た。 

 国では再入率の２０％という目標を立てて、今は１６．６％まで下がってきているので

すが、再犯者数が全国で１０万人前後ぐらいいるところ、ピーク時の１４万人から１０万

人ぐらいに下がってきて、今はちょっとずつ下がってきていますが、これを２割下げるの

はなかなか難しいかと思います。これを達成したら、すばらしいと思います。 

○事務局（藤井主幹） 国の目標としている再入率の都道府県レベルのデータはございま

せんので、再犯者というものを目標として設定したところです。 

 これは、どこの県もこういう形で目標を設定しておりますが、２０％の設定については、

国の再入率２０％を引用してほかの県も目標を立てているということがありましたので、

その状況を参考に設定したものです。 

○事務局（西田道民生活課長） 今のご意見を踏まえまして、その設定値がある程度現実

的な目標にならなければいけないところもあると思いますので、もう一度精査した上でま

たご相談したいと思います。よろしくお願いします。 

 そのほか、せっかくの機会ですので、どんどん意見を言っていただきたいと思います。

○髙野構成員 この骨子については、項目立てや内容もしっかりできていると考えており

ます。国の再犯防止計画でも重要視されているところですが、第４章の具体的取組の６の

連携強化というところがすごく大事だと思っております。 

 各関係機関が有機的に連携して対応しなければ、再犯防止というのはなかなか実現でき

ないと考えております。これまでの対応としては、もちろん、それぞれの方々が再犯防止

に努力をされてきたと考えておりますが、こういう機会というか、皆さんが連携すること

でより効率的、効果的に成し遂げることができると考えております。 

 そのためには、第５章の推進体制が結構大事だと思っております。第５章の６の連携強
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化と推進体制ですね。推進体制ということで、こういう協議会を設置するというのはすば

らしいことだと思いますが、それが今後も具体的に続くような形で、連携ができる形で体

制を構築していくということで、その具体的な体制構築をどのようにしていくのかという

ことを今後さらに細かく協議できればいいのではないかと考えております。 

○事務局（藤井主幹） 髙野先生がおっしゃるとおり、作業の節目節目でご意見をいただ

きながら計画を策定していきたいと考えております。 

○事務局（西田道民生活課長） 今回は、計画をつくるということでこういった場を設け

ましたけれども、平成３０年度から実施しているモデル事業の中でこのような体制が整い

つつありまして、これを継続してやっていきたいと思いますので、今後もご協力をお願い

したいと思います。このことについては、計画の中に書かせていただきたいと考えており

ます。よろしくお願いします。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○森構成員 薬物の問題で刑務所にいる方たちがどうのようにしてダルクにつながってい

くかというと、本人たちの手紙を送ってくるとかご家族からの相談で、それ以外のところ

からつながってくることはほとんどないです。 

 これを見ていると、誰がどうつなげていくのかというものが具体的になければ、ただの

案で終わってしまうと思います。現場でつなぐ人たち、それぞれの背景を理解できるよう

なスキルを持っている方たちがいて初めて、この人は薬物の問題だなとか、薬物がないと

窃盗はしないなとか、そういうふうにも考えられたり、実際には知的障がいのある方たち

が多いですし、ＩＱ８５前後の障がい未満の人たちも多いです。ＩＱが８５程度とか、そ

れから、障がいと言っていいのか、社会問題と言っていいのか分からないけれども、虐待

の被害者だったり、いじめの被害者だったり、年齢が行っている方だと分かりにくかった

時代の発達障がいの問題とか、社会と接点が持ちづらい特徴のある人たちをどう理解して

受け入れていくかということも大きな問題ではないかと思っています。その理解がある方

たちを現場でつなげるパイプ役になるのだろうと思います。 

 もう一つは、別に区別するという意味ではなくて、スケールを実施したらどうかと思っ

ています。認知のゆがみが分かるスケールとか、ＩＱの問題とかいろいろあると思います

が、そこら辺で特性を捉えていくということですね。ただやみくもに人間関係が不得意で、

自分の思いと違うとすぐに腹が立って相手に突っかかっていく人がいきなり就労しても続

くわけがないですし、お金の問題を抱えている人、お金の使い方を全く知らない人もたく

さんいて、でも、それは本人の問題ではない場合も多く、そういう環境にいなかったとい

うこともあるし、派手なお金の使い方に慣れてしまったり、刑務所の人間関係は得意だけ

れども、一般社会ではできなかったりということがたくさんあるので、そこに焦点が当て

られないと、すごく努力していただいても空振りに終わる感じがします。 

 ですから、計画が５年あるのだったら、最初にそこに到達するまでのプロセスで、地固

めというか、５年後にもっと届きやすくなっているように、スムーズに行き渡るような計
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画が必要ではないかと思います。 

 高野先生の言われた具体的なというのは、そういうことだと思っています。生活支援と

か保健福祉の就労などでいろいろと問題が起きてくるのです。 

○荒木構成員 森さんの言うことは至極もっともだと思います。ただ、大枠はこういう形

でつくらなければならないのです。 

○森構成員 大枠はこの流れだろうと思っています。 

○荒木構成員 望月さんもお分かりのように、誰が、いつ、どのタイミングでコーディネ

ートするかということを別の機会にやっていかないと、この場は混乱してしまうと思いま

す。この計画と少し違う観点で突っ込んでいかなければならないと思います。 

○望月構成員 お二人の折衷のような意見になりますが、今、計画をつくるのであれば、

森さんがおっしゃったように、現場に落とし込んでいくような計画が必要かと思っていま

す。そのためには、今日は支援センターの小松さんもおられますし、福祉の現場、医療の

現場、いろいろなところが、事例ではないけれども、個別具体的な、今、森さんがおっし

ゃったような、障がいを持っておられる方とか、また高齢の問題も非常に大きいので、高

齢者をご専門とする方々と連携して、具体的にどう支援をしたらうまくいくのか、いかな

いのか、その辺を確認できるようなものが計画の中に盛り込まれると、より生きたものに

なると思ってお話を聞いていました。 

 今日ご参集してくださっている皆さんはいろいろな知恵をお持ちだと思いますので、そ

ういったものを集めて、ぜひ北海道のオリジナリティーのあるものをつくっていけるとい

いと思います。これが何％だということよりも、むしろ、どんなところがうまくいって、

どんなところがうまくいかないのかというところが見えると、一般の市民の方々も理解が

深まるのではないかと思います。 

○事務局（藤井主幹） 本当に貴重なご意見をありがとうございます。 

 計画をつくり上げていくには、フレームが実態に応じたものになっていくように、皆さ

んからご意見をいただきながら素案づくりを進めていきたいと考えております。 

○事務局（西田道民生活課長） 皆さん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。 

 計画そのものは、ある程度大枠の施策の方向性になると思いますが、その中で、森さん

や望月さんがおっしゃっていたようなことを、引き続き、専門部会で検討していきたいと

思います。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○事務局（西田道民生活課長） それでは、引き続き、議題（３）北海道の再犯防止対策

における国や道の施策について、事務局から説明いたします。 

○事務局（菅原担当） 北海道環境生活部道民生活課で再犯防止の担当をしております菅

原と申します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。 
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 議題（３）北海道の再犯防止対策における国や道の施策についてでございますが、まず

は資料３をご覧ください。 

 本資料は、先ほど主幹から説明いたしました資料２の骨子案、第４章で示しておりまし

た具体的な取組の部分を体系的に図示してまとめたものになります。国の基本方針に基づ

いた六つの重点課題、九つの取組の方向性として取りまとめ、それぞれ施策の内容を検討

してまいります。 

 ここに示している一番右側の施策内容につきましては、国が示した地方再犯防止推進計

画策定の手引きを踏まえて取組を類型化したものでございまして、現在、庁内で具体的な

事業等について検討を進めているところでございます。 

 次に、資料４をご覧ください。 

 本資料は、議題（２）で説明のありました紹介コラムに関しまして、我々のほうで国の

施策について一度整理しまして、施策体系内の九つの取組の方向性に位置づけまして、ど

のようなテーマをコラムとして紹介するのがいいのかということを事務局で検討したもの

となっております。 

 大きく３列ありますけれども、一番左の列は、過去に開催しました北海道再犯防止推進

会議及び地域会議において国の関係機関の取組としてご紹介いただいたものから特色のあ

るものを幾つか抽出したものです。中央の列は、それらを踏まえた事務局が考えるコラム

のテーマ案となります。 

 右側の列は、参考として他の都府県の計画内においてコラム形式で書かれていた記事の

タイトルと執筆主体を抜き出したものをまとめております。 

 取組の方向性の項目ごとに見ていきますと、就労の確保等としては、矯正管区及び関係

機関から、主に受刑者の職業訓練の実施について様々な種類があるということをご紹介い

ただいていたところでございます。また、今年の７月からコレワーク北海道が開設された

と伺っておりまして、これらを踏まえまして、コレワーク北海道についてと刑事施設にお

ける職業訓練の充実についてご紹介いただきたいと考えているところでございます。 

 また、労働局及びハローワークから、刑務所内での就労支援活動についてご紹介いただ

いていたところでございますが、それについてモデル事業等を実施されていたと伺ってお

りますので、そういう先駆的な取組についてご紹介いただきたいと考えているところでご

ざいます。 

 次は、住居の確保等についてですが、保護観察所で矯正施設在所中の者に対する退所後

の生活環境の調整を行っていると伺っております。犯罪をした人が地域社会に実際に戻っ

ていくときにどういう過程を経ているのかというのは、道民の方にとってあまりなじみの

ない部分になると考えておりますので、ぜひこういう部分についてご紹介いただきたいと

考えております。 

 次のページに参りまして、高齢者または障がい者等への支援等についてでございますが、

このような福祉的支援を必要とする方への社会復帰支援としては、皆様も様々な取組を行
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われているかと思いますけれども、検察庁が入口支援を実施されているほか、保護観察所

においても医療観察等が実施されておりますし、矯正施設在所中から特別調整が行われて

いるなど、様々な機関で取組が行われていると伺っております。 

 今回、この中から、検察庁で行われている入口支援についてと、保護観察所で行われて

いる医療観察につきまして、コラムとしてご紹介いただけたらと考えているところでござ

います。 

 次は、薬物依存を有する者への支援等についてですが、札幌刑務支所様において、社会

復帰を見据えた女子依存症回復支援プログラムを今実施されているとご紹介いただいてお

りますけれども、薬物依存を有する者の再犯防止対策として先駆的なプログラムであると

考えておりますので、ぜひご紹介いただきたいと思っております。 

 次のページに参ります。 

 次は、学校と連携した修学支援の実施等についてですが、主に少年鑑別所で少年を対象

とした生活態度等への助言、指導や、修学、就労に関する情報提供、薬物乱用防止活動、

非行の未然防止や健全育成等、様々な活動をされているかと存じます。 

 今回、コラムという形で広く一般道民の方に示すということを考えますと、法務少年支

援センターにおける地域と連携した取組をご紹介いただきたいと考えております。 

 次に、特性に応じた効果的な指導の実施についてでございますが、今、これまで挙げて

まいりましたそれぞれの取組につきましても、特性に応じたという意味ではこの区分に入

ってくるものが多いと思いますけれども、今回、矯正施設内で行われている指導の中から、

暴力団離脱指導や薬物離脱指導としてどのようなことを実施されているのかをご紹介いた

だきたいと考えております。 

 次のページに参ります。 

 次に、民間協力者の活動の促進等についてですけれども、現在、保護司会等の活動の拠

点として、各地に更生保護サポートセンターの設置が進んでいると伺っております。保護

司と民間ボランティアの活動の紹介を交えながら、サポートセンターの機能等についてご

紹介いただきたいと考えております。 

 最後の広報・啓発活動の推進についてですが、啓発運動としては、まず、社会を明るく

する運動というものがこの分野においてメインになってくると考えております。７月には、

社会を明るくする運動強調月間、再犯防止啓発月間として、これまで活動を展開されてき

たと存じておりますので、ご紹介いただきたいと考えております。 

 このような内容で、取組の方向性の項目ごとに国や民間の取組を紹介するコラムを幾つ

か掲載していきたいと考えております。 

 今回、事務局では国の取組についてまとめておりますが、民間の取組についてもぜひ掲

載していきたいと考えておりますので、ご協力いただきますよう、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 以上です。 
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○事務局（西田道民生活課長） 今回の計画につきましては、単に施策の方向性というこ

とだけではなく、再犯防止の取組が道民の方々にとってまだなじみが薄いということもあ

りまして、いろいろな関係機関で取り組んでいるということをご紹介しながら、理解の促

進を図っていきたいという趣旨でございますので、計画と啓発を兼ねたような位置づけで

我々も考えておりますので、ぜひご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、今の説明につきまして、何かご質問はございますでしょうか。 

○望月構成員 私は不勉強なのですが、先日、ラジオで、緊急カードですか、刑務所の出

所者が……。 

○事務局（西田道民生活課長） お話の途中で申し訳ありませんが、それは後ほどご紹介

しようと思っていました。 

 議題（３）につきまして、ご質問はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○事務局（西田道民生活課長） ないようでしたら、その他ということで、望月先生から

リクエストがありました点につきまして、私どもからご説明したいと思います。 

○事務局（菅原担当） 今回の計画の策定作業とは直接関係ないのですけれども、今年度

の道の地域再犯防止推進モデル事業の取組といたしまして、出所者に向けた緊急相談カー

ドというものを作成し、矯正管区様の協力の下、出所者に直接配付をしております。 

 先ほど森様からお話があったと思うのですが、それと似たような形で、犯罪をした人の

中には高齢や障がいを持っている方をはじめとして、自分の状況に合った支援を自分から

選んで受けに行くことが難しいような方や、そもそも行政サービスの申請にまだ慣れ親し

んでいない方が少なくないと伺っておりましたので、そういう方が、支援の手が届かなか

ったということが理由で再犯のループに陥ってしまう前に、どこかに相談してみてくださ

いということで相談のハードルを下げて、相談しやすくすることで、適切な支援につなが

りやすくするということを目的に今回作成しました。 

 カードの中身としては、相談窓口の方と一緒にご自身の状況について整理できるような

構成になっておりまして、その中で継続的にここに相談してくださいという形で相談窓口

が示されれば、電話番号や場所を記録できるようにしております。 

 今回は試験的な配付ということで、８月から来年１月までと期間を区切ってモデル事業

として配付しまして、その後、事業の検証を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○事務局（西田道民生活課長） 何かご質問はございますか。 

○小松構成員 これは、もう配付しているのですか。 

○事務局（菅原） もう配付を開始しております。 

○事務局（西田道民生活課長） これは、今、矯正管区さんに協力をいただきながら取り

組んでおります。 

○三尾構成員 札幌管区のほうで、道内には拘置支所も含めて刑事施設が１２施設あるの
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ですが、北海道庁さんから全部で１，０００枚いただいて、各施設の昨年の８月から１月

くらいまでの出所者数で割り振りまして、管区から各施設に送っております。そして、出

所時に職員から釈放時指導等のときにこのカードを渡しまして、施設によってはそこで丁

寧に説明してもらって自治体につなぐということをしております。 

 やはり、刑務所出所者以外に、執行猶予付で出ていく人たちなど、拘置支所のほうが誰

に渡すのかということで、最初はばたばたと問い合わせがいくつかあったのですが、そう

した人たちでもこういうカードを使えるという説明をして進めているところです。 

○事務局（藤井主幹） あわせまして、市町村に対してもこのカードをサンプルとして文

書とともにお配りしまして、こういうカードを持ってきた方がいらしたらご対応をお願い

しますということで、市町村の各課に対しても周知していただくようにしております。 

○事務局（西田道民生活課長） この件について、ほかにご質問はありますか。 

○荒木構成員 通常ですと、満期で出ていった場合、更生緊急保護の申出を保護観察所で

行って、認められれば行動援護の関係はそこで得られます。これは、下手をすると、市町

村へ直接行ってしまう可能性があるのですが、本当に対応可能なのですか。そこが心配で

す。 

○三尾構成員 矯正施設もそれを心配していまして、自治体側がこれを受け取ったときに、

どういう反応にするかというのは、関心も高いところであります。実際にこれまで刑務所

出所者ということを認識して、自治体で受け取らず、実は刑務所出所者だったと後で気づ

くパターンもありまして、これまで点と点でつながっていた取組が、面でつながっていく

ことにもなります。特にカードを提示された方へというところの「犯罪をした者が」と明

記されているので、本人が刑務所を出ましたというのを明確に示して自治体につながると

ころなので、そこは矯正施設としても慎重に説明して、自分が刑務所を出ましたというこ

とをオープンにして支援につなげていくというところが一つのポイントになりますし、そ

の辺の説明が大事かと思います。 

 ただ、道内市町村の方々が、こういう人たちが実はいるのだということを分かって受け

取ってもらう取組なりが浸透していけば、再犯防止の取組もどんどん理解が進んでいくと

理解しています。これからどうなるかということは、関心を持って取り組んでおります。 

○松本構成員 今、荒木さんからもお話がありましたとおり、更生保護のほうでも保護カ

ードを発行しております。 

 刑務所を釈放になる際は刑務所から、また、刑務所に入っていない方で条件を満たして

いる方が保護観察所に相談が来た場合は保護観察所から発行するものであり、緊急相談カ

ードとダブルのではないかという話はしております。ただ、保護カードをもらわないで困

る方もいらっしゃいますし、もらったとしても保護観察所に来ない方もいらっしゃいます。

保護カードについては原則６か月ということもありますが、緊急相談カードについては特

に期限等は定めておりません。今回は、期間は８月から１月までと短いですが、その中で、

今、荒木さんからも話があった、市町村へ直接行ったときに、市町村はどのように対応す
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るのか。保護カードについては、私たち更生保護のほうでサポートするのですけれども、

全部をサポートしているわけではなくて、状況に応じ、例えば本人が帰りたいと思う市町

村につなぐということをしています。ある意味、緊急相談カードをもらった方がどういう

行動をするのか、また市町村がどのように対応するのか知りたいという思いはあります。 

 先ほどご説明が漏れましたけれども、更生保護は刑事司法の中でも一番最後ということ

もあり、保護観察の処遇次第では再犯してしまうのではないかという道民の意見もあると

思うのですが、保護観察も永遠にあるわけではなく、期間がありますので、その中で思う

ようにいかずに期間満了で終了する方もいますので、それも含めてこの緊急相談カードが

どのように活用されるのか知りたいと思います。 

 恐らく、道内の保護観察所に緊急相談カードを持って相談に来る方もいらっしゃるでし

ょうし、もしかしたら、このカードを受け取った市町村のほうでも保護観察所に問合わせ

があるのではないかと想定しておりますので、この結果を踏まえて、いい点、悪い点、改

善する点もあると思っています。 

 今回、北海道庁さんのほうで緊急相談カードを配付したいということでしたので、ぜひ

という思いで関わっております。 

○事務局（西田道民生活課長） ありがとうございました。 

 そのほか、ご質問等はございますか。 

○望月構成員 試行的に始められたということで、大変興味深いと思っています。 

 今、矯正管区からもお話があったように、使うほうの説明を十分にすることと、これを

受けた側がこういうことへの理解をしていることが必要で、市町村の窓口のどこに行くか

分からないということもありますし、渡す方もきちんと選別されて渡されるのだと思うの

ですけれども、持っていって、けんもほろろに受けてもらえなかったということを防ぐた

めには、先ほども少し言っていましたけれども、つなぐ人がすごく大事だと思っておりま

す。ぜひ、司法領域や再犯に関わる人たちの人材というところでも、受け手がしっかり知

識を持って受けられるような体制もこの計画の中に一つ盛り込んでいただけるといいと考

えておりました。 

○事務局（西田道民生活課長） そのほかに何かありますか。 

○荒木構成員 こういうものを刑務所さんで説明して、先ほど望月さんもおっしゃられた

けれども、市町村に行けば何とかなるのだよというあたりは乱暴だと思うのです。森さん

がおっしゃられたように、結局、誰がどのタイミングで誰につなぐかということが大事な

ので、その辺りはきちんと認識しておいていただいたほうがいいと思います。 

 全く責任なく動き出すのです。最後に末端でいただいた人がおろおろして、最悪の場合、

窓口でトラブったときに誰も責任を取らないという状態になるから、それは避けるべきだ

と思います。 

○事務局（西田道民生活課長） そのほかに何かありますか。 

○小松構成員 私も、このカードを渡す人は、どんな思いで渡すのかということを考えた
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ときに、それを受けたほうがしっかり受け止めていく体制というか、そういう意識がない

と、これに託した人にとっては、なんだ、こんなものだったのかということにしかならな

い可能性があります。ですから、受け手の問題をしっかり整理していかないと、せっかく

いい取組も台なしになってしまう可能性があると思います。 

○荒木構成員 趣旨はいいと思うのです。 

○事務局（西田道民生活課長） そのほかに何かありますか。 

○森構成員 本当にこれが必要な人はこれを使えないのではないかと思っていました。こ

れを使えない人が再犯して、すぐに戻っていくのではないかと思うのです。ですから、お

っしゃっていただいたように、渡し方とか、その人たちの特性を理解した上で対応してい

くのが大事な気がします。ただ、これは無駄ではない気がします。いろいろな問題も起き

てくるのでしょうけれども、その問題に対して、こういうところで考えていただいて、次

につなげていっていただければと期待をしています。何も動かないよりは、ちょっとずつ

変革して、問題は必ず起きるから、その問題をなくすのではなくて、どうしていくかとい

うことを考えてもらいたいと思いました。 

○事務局（西田道民生活課長） そのほかに何かございますか。 

○竹林構成員 皆さんのお話を伺って、いいものであるという認識はあるのですが、活用

方法についてどうかというところがあります。例えば、緊急相談カードという中で、項目

が三つほど例示されています。例えば、仕事がなくて困っているという方がハローワーク

に行くケースもあると思うのです。ただ、こちらのカードを見てもぴんとこないですし、

後ろに書かれている生活係ということではあるのですが、電話番号であるとか、ホームペ

ージのリンク先であるとか、こういう趣旨でやっていますという周知がもっと全体的に図

られると、市町村以外の活用にもつながると思っております。 

○事務局（西田道民生活課長） そのほか、何かご意見、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） 

○事務局（西田道民生活課長） なければ、その他ということで情報提供はございますか。 

○三尾構成員 札幌矯正管区です。 

 今回、資料４の中に管区の矯正施設の各機関からの紹介というところで幾つか掲載して

いただきまして、ありがとうございます。 

 本来、こういう推進計画の策定やモデル事業であれば、実際に矯正施設に来ていただき

まして、施設を見ていただく中で、計画策定に活かしていただくという取組をしているの

ですが、残念ながら、コロナ禍で各施設の外部の方の見学は全体的にストップしている状

況にございますので、できる限り情報提供させていただきながら、計画策定に資する形で、

できる限り資料を皆様にお配りして、ご意見をいただきながら計画をつくっていただけれ

ばと思い、今回お持ちしました。 

 札幌矯正管区もホームページを持っていまして、そこに全て載っている情報でございま
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すので、オープンにしていただいて、自由に使っていいものを全て持ってきております。 

 ２枚物の表裏のページがパンフレットになるのですが、この中に、北海道ならではの警

務作業ということで、資料４にもありますけれども、函館少年刑務所で船舶職員科の職業

訓練をやっているのですが、こういう写真を掲載しております。 

 そのほか、道内の矯正施設の紹介や、先ほど少しご説明がありましたが、コレワークを

７月に開設しまして、そのパンフレットや、法務少年支援センターの地域援助の取組とか、

このあたりも各自治体がつくられた地方計画の中にも大分盛り込んでいただいております

ので、こういうところも盛り込んでいただければということで添付しております。 

 そのほか、北海道内の刑事施設でやっている農業モデルに力を入れてやっているのです

が、農業モデルの作業をしている受刑者も、出てからやりたいという受刑者たちもいます

ので、それをしっかりとつなげていけたらと思っております。 

 その後ろには、北海道内の全矯正施設の１枚物の資料です。これも、ホームページに載

っているものを全て印刷してきましたので、ご覧いただければと思います。 

 最後の３ページは、更生支援企画課のほうでも、コロナ禍で直接お伺いしたりというこ

とがなかなかできにくい状況ですので、こういうチラシをつくりながら、関係機関と連携

を進めているので、参考につけさせていただきました。第２号に、数値目標を北海道に焦

点を当てたものも掲載しておりますので、参考にしていただければと思っております。 

 以上です。 

○事務局（西田道民生活課長） ありがとうございました。 

 そのほかに何かございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○事務局（西田道民生活課長） ないようですので、事務局から今後の事務の予定につき

ましてご説明いたします。 

○事務局（菅原担当） 今後の事務についてご説明いたします。 

 この会議の後に、皆様に先ほどご説明したコラムについての依頼をいたします。 

 依頼内容としては大きく２点ございまして、１点目は、民間の取組を紹介するコラムの

題材についてご提案をお願いします。２点目は、国の各機関でコラムの執筆をお願いする

ものになります。コラムの執筆に当たりましては、ほかの機関との調整等が必要かと存じ

ますので、１か月程度の期間を予定しております。 

 また、今回事務局が提案したテーマのほかにもっといいテーマがあるよということがご

ざいましたら、都度ご相談いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 また、１０月の中頃を予定しておりますけれども、計画の事務局案を皆様にお送りいた

します。計画素案の作成に向けましてご意見等をいただきますよう、よろしくお願いいた

します。いただいたご意見等を踏まえながら事務局案を検討しまして、１１月にもう一度

専門部会という形でお集まりいただいて、計画素案として改めて皆様にお示ししてご意見

を伺う予定です。 



- 20 - 

 

 以上となります。 

○事務局（西田道民生活課長） そのほか、特にありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

 

  ４．閉  会 

○事務局（西田道民生活課長） 本日は、目標について、また、連携強化、あるいは単な

る連携だけではなく、連携して効果的な取組につなげることが重要、そういうことを計画

にきちんと反映させる必要があるなど、大変貴重なご意見をいただきまして、ありがとう

ございました。今後、第２回専門部会に向けて、いろいろとご相談することもあると思い

ますけれども、よろしくお願いいたします。 

 これをもちまして、第１回専門部会を終了したいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


