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  １．開  会 

○事務局（木林道民生活課長） ただいまから、平成３０年度北海道再犯防止推進会議を

開会いたします。 

 私は、本日の進行を務めさせていただきます北海道環境生活部くらし安全局道民生活課

長の木林でございます。よろしくお願いいたします。 

 

  ２．挨  拶 

○事務局（木林道民生活課長） まず初めに、開会に当たりまして、北海道環境生活部く

らし安全局長の堀本よりご挨拶申し上げます。 

○堀本環境生活部くらし安全局長 皆様、お疲れさまでございます。 

 北海道環境生活部くらし安全局長の堀本と申します。 

 北海道再犯防止推進会議の開催に当たりまして、一言、ご挨拶を申し上げます。 

 本日は、お忙しいところ、本会議にご出席を賜りまして、感謝を申し上げます。 

 また、本日の会議の開催、事業の実施に当たりまして、法務省を初め、関係機関の皆様

から様々なご指導、ご協力をいただいているところでございまして、この場をおかりして、

改めて厚く御礼を申し上げます。 

 本会議は、ご案内のとおり、法務省の委託事業を活用いたしまして、本年度から道にお

いて取り組みを進めてございます地域再犯防止推進モデル事業の一環として、地域におけ

る再犯防止対策にかかわる情報などについて、国や道、関係機関・団体の皆様と情報を共

有しまして、安全で安心して暮らせる社会の実現に向け、一体となって取り組んでいくた

めのネットワークづくりを目的として開催するものでございます。 

 さて、本道における刑法犯の状況を見ますと、認知件数は平成１４年の９万４，０００

件をピークに年々減少を続けているところでございまして、平成２９年は２万８，０００

件とピーク時の約３分の１以下となっておりますが、検挙者の状況を見ますと、平成２８

年で申し上げますと、刑法犯の検挙人員約８，５００人のうち、再犯者が３，８００人と

再犯者の割合は４５．４％を占め、非常に高い比率を示しているところでございます。 

 このため、犯罪をさらに減少させ、安全で安心な地域社会を築いていくためには、犯罪

や非行の未然防止はもちろんでございますが、罪を償い、再出発しようとする人たちが再

び犯罪に手を染めず、社会の一員として生活できるよう地域社会で受け入れ、立ち直りを

支える再犯防止の取り組みを進めていくことが重要であると考えているところでございま

す。 

 本日は、ご出席の皆様から現在取り組みを進めておられます再犯防止に係る情報提供を

いただいた後、今後、本道において再犯防止を進めていくために必要となるような取り組

みや解決すべき課題等についてご協議をいただきたいと考えてございますので、それぞれ

のお立場から忌憚のないご発見、ご意見等を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 終わりになりますが、本事業の実施に当たりまして、今後とも皆様のご理解とご協力を
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賜りますよう重ねてお願い申し上げますとともに、本日お集まりの皆様のご健勝並びにま

すますのご活躍を祈念申し上げまして、挨拶とさせていただきます。本日は、よろしくお

願いを申し上げます。 

○事務局（木林道民生活課長） 初めに、資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 本日の資料は、お手元に出席名簿と配席図、次第を配付してございます。それから、そ

の次第の裏面が資料等一覧になっておりまして、そちらに記載のとおり１番から４番まで

の資料がございます。さらに、下のほうに書いてありますように、今日ご出席の団体様等

からも資料のご提供がございました。 

 なお、本日は、「いきいき・きょうせいプラン２０１８」と北海道ブロック再犯防止シ

ンポジウム（仮）ということで、２枚の資料が追加になってございますので、よろしくお

願いいたします。 

 もし不足している資料がありましたらお知らせいただきたいと思います。 

 

  ３．議  事 

○事務局（木林道民生活課長） それでは、会議に入らせていただきます。 

 開催に当たって、本来であれば、本日出席いただいている皆様方をご紹介すべきところ

ではございますが、時間の都合がありまして、出席者名簿の配付にかえさせていただきた

いと存じます。ご了承いただきたいと思います。 

 また、本日欠席されている構成員は、北海道市長会様、釧路地方検察庁様、北海道労働

局様、ＮＰＯ法人リカバリー様となってございます。 

 また、きょうは、ご多忙のところ、法務省大臣官房秘書課企画再犯防止推進室の下谷再

犯防止推進第一係長様、同じく法務省保護局更生保護振興課の谷主任にもご出席を賜って

おりますので、ご紹介したいと思います。 

 それでは、議題（１）再犯防止の対策・取り組みについて、法務省大臣官房秘書課の下

谷係長からご説明をお願いしたいと思います。 

○法務省（下谷再犯防止推進第一係長） ただいまご紹介にあずかりました法務省大臣官

房秘書課企画再犯防止推進室の下谷と申します。よろしくお願いいたします。 

 お手元の、右肩に資料１と書いているパワーポイントの資料をご覧いただければと思い

ます。 

 タイトルは「再犯防止対策の概要～ともに地域で暮らし続けるために～」という表紙の

資料でございます。 

私ども法務省秘書課では、今年度から、地域再犯防止推進モデル事業をスタートさせまし

た。このモデル事業の関係で、このような自治体様主催の会議に呼ばれるのは今回が初め

てでございまして、大変喜ばしく思っているところでございます。 

 北海道庁様とは、８月からこの事業の委託契約を締結させていただきまして、これは３

年間の事業でございますが、まさにこれからスタートするところです。これが実りあるも
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のになるように、私どもは全力でバックアップさせていただきたいと考えております。 

 この法務省秘書課の企画再犯防止推進室は、実は今年から新設の組織でございます。 

 これまでは、再犯防止と申しますと、法務省で言うと検察庁を所管している刑事局であ

ったり、刑務所、少年院等を所管している矯正局、保護観察を所管している保護局という

ことで、それぞれがそれぞれの知見を生かしながら実施してきたところがあります。 

 ただ、皆様は近年の流れをご承知かと思いますが、罪をした人に対しては息の長い支援

をしなくてはならないということで、刑事、矯正、保護の垣根を取り払って、施策を横ぐ

しで展開しなくてはならないという状況にあるわけですが、そのためには、総合的な指令

機能といいますか、横断的に施策を調整すべき機能が必要だろうということで、この企画

再犯防止推進室という組織が立ち上がったということでございます。 

 私は、法務省の矯正局という刑務所等を所管しているところに採用になりまして、そち

らで色々な仕事をしてきましたが，法務省は縦割りな部分もあるとよく言われますので、

このような組織ができましたのをきっかけに、風通しを良くしながら再犯防止施策を展開

してまいりたいと考えております。 

 お手元の資料の１ページ目の本日の内容についてというところをごらんください。 

 四つございますので、順番にご説明をいたします。 

 

 １枚おめくりいただきまして、１番、近年の再犯防止対策及び再犯の現状についてとい

うところでございます。 

 下のほうに、これまでの取り組みについてとございますが、こちらに記載のとおり、平

成１６年末から１７年にかけて重大再犯事件が立て続けに発生しました。これが当時かな

り問題視されまして、出所者等の再犯防止が国として重要な課題であるという認識が生ま

れてきたところです。 

 さらに申し上げますと、平成１９年の犯罪白書でも、その調査の中で、３割の再犯者に

よって６割の犯罪が行われているという調査結果が出されまして、このことも私ども法務

省にとっては大きなインパクトがある出来事でございました。 

 こういった様々な状況を経て、平成２４年７月に、再犯防止に向けた総合対策を政府と

して初めて決定しました。 

 これも皆様ご案内のとおりかと思いますが、政府として初めて再犯防止に関する数値目

標を掲げました。平成３３年までに刑務所出所者等の２年以内再入率を２０％から１６％

まで下げようという目標を掲げまして、今、私どもはこれに向けて全力で施策を展開して

いるところでございます。 

 その下の平成２６年１２月ですが、宣言「犯罪に戻らない・戻さない」が決定されまし

た。こちらも数値目標を掲げておりまして、平成３２年までに協力雇用主の数を３倍にす

るということ、それから、適当な帰住先のない人たちを３割減らすということを政府の目

標として施策を展開しているところです。 
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 最近になりますと、平成２８年７月に、薬物依存者・高齢犯罪者等の再犯防止緊急対策

が決定されました。これは、刑事司法関係機関のみならず、民間の方々や地方公共団体の

方々が一体となって、社会においても息の長い支援を受けられるようにするための施策を

掲げたものでございます。 

 これまで行ってきた取り組みについては以上になります。 

 次に、３ページ目のこれまでの取り組みの成果についてございます。 

 これは、統計的にどのような数字のデータが現れているかというものでございます。政

府が目標として掲げております２年以内再入率の推移ですが、こちらを見ますと、年々低

下しております。 

 平成２８年で言いますと１７．９６％というところまで数字が落ちてきております。そ

れから、平成２９年の数字ですが、これは速報値でございまして、１７．３％ということ

で、こちらもまた率が下がっている状況で、一定程度の成果が見られているところでござ

います。 

 さらに、２年以内再入率ですが、これを罪名別に見ますと、いずれの主要な罪種につい

ても再入率が減少している状況です。 

 １枚おめくりいただきまして、これまでの成果について③というところです。 

 こちらには、息の長い支援をするための体制整備について、こんなことをやってきたと

いう話を書いております。 

 刑務所出所者は、ご案内のとおり、色々な問題を抱えている方々がたくさんいらっしゃ

います。その中には、仕事がない者、住居がない者、高齢であったり、障がいがある者、

薬物依存がある人など色々な人がおります。 

 こういった人たちを刑事司法手続の中で、まずは、矯正施設内での処遇や、保護観察、

社会に出た後の処遇を充実させます。その上で、最終的に地域に帰っていく人たちなので、

地域社会の資源をしっかり活用させていただいて、皆さんと一緒に支援をしていきます。 

 例えば、仕事がない人たちに対して刑務所等の中で職業訓練を充実させます。２年前に

コレワークというものが東京と大阪の矯正管区に設置されて、職業のマッチングなどをす

る取り組みを始めました。これは、地域社会の資源である協力雇用主様のご協力をいただ

きながら，犯罪をした人たちの立ち直りを支援するというものでございます。 

 また、住居がない人や高齢、障がいのある人については、施設の中にいる段階から刑事

司法機関と福祉関係者が連携して、住居の確保や福祉サービスの調整をさせていただいて

おります。 

 特に高齢者や障がいのある方々については、地域生活定着支援センターの皆様のご協力

をいただいて、地域社会の資源である福祉サービスにつなげていただいております。 

 薬物依存のある者については、かねてより矯正施設の中で、プログラムや、保護観察中

のプログラムを継続してやった後に、地域社会の資源である保健医療機関、ダルクさんな

どの協力を得ながら、立ち直りを支援しております。こういった体制を政府の決定等々で
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確立してきました。 

 しかし、スライドの６ページ目、再犯の現状についてというところですが、刑法犯検挙

人員のうち、再犯者が約５割を占めています。そして、この割合を再犯者率と言っており

ますが、これが引き続き上昇傾向にあるところでございます。 

 刑法犯の検挙人員自体は年々下がっておりまして、初犯の人たちの割合が落ちてきてい

るのですが、再犯者の割合が全く減っていないので、数字としては再犯者率が年々上がっ

てきている状況でございます。 

 ですから、再犯者による犯罪というものは、地域社会の安全、安心にまだまだ大きな脅

威となっているところですので、これに何らかの対策を打つことが急務となっているとい

う状況でございます。 

 １枚おめくりいただきまして、こういった状況を踏まえまして、本日のお題目でもある

再犯防止推進法と再犯防止推進計画ができ上がっていくわけでございます。 

 まず、再犯防止推進法ですが、一体どんな理念で、どういった考え方やコンセプトでで

き上がっているのかという説明をさせていただきます。 

 こちらに書かれておりますとおり、刑事司法手続を離れた者に対する息の長い支援の必

要性ということで、これまで、刑事司法手続を離れ者に対して、色々な地域の資源を活用

しながら支援をしてきたわけでございますが、まだまだこれが足りないだろうということ

でございます。 

 やはり、地域に帰っていく人たちに対する支援ですので、地方公共団体の皆様や民間協

力者の皆様とあらゆる段階で一緒になって支援をしていく必要があるだろうというのがこ

の法律の理念でございます。 

 例えば、刑事司法手続の中で言うと、検察の段階で起訴猶予となった場合や，刑務所か

ら満期出所した場合，保護観察を終了した場合など、どんな段階においても、国、地方公

共団体、民間の団体が一緒になって再犯防止の取り組みを進めていかなくてはいけない、

こういった視点が再犯防止推進法の基本的な考え方です。 

 もう一枚おめくりいただきまして、８ページ目の「再犯防止推進法」成立の経緯につい

てでございます。 

 先ほどから申し上げておりますとおり、再犯防止は、刑事司法関係機関のみの取り組み

では限界があり、地域の皆様に支えられながら展開していく必要があるという理念を具体

化するためには、何らかの基本法が必要ろうという考えのもと、国会議員による超党派の

再犯防止議員連盟が立ち上がりまして、そこで様々な議論、検討がなされて、平成２８年

１２月に再犯防止推進法が公布、施行されました。 

 ちなみに、超党派の再犯防止議員連盟の当時の事務局長が今の山下法務大臣でして、山

下法務大臣は再犯防止施策については法務省の重要課題、重要施策の一つとして位置づけ

ておりますので、私どもとしても、それにしっかりと応えながら施策を進めてまいりたい

と考えているところでございます。また、この法律の中には、国だけではなく、地方公共
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団体にも再犯防止施策に取り組む責務があるということが謳われております。 

 それから、国、地方、民間の連携を強化ということで、これまで以上に連携しながら一

体となって施策を展開していく必要があるということが、この法律で謳われているところ

でございます。 

 また、再犯防止推進法の中に、再犯防止推進計画を作って、施策を実施していきなさい

ということが書かれております。それを受けて、法律の成立から約１年間、有識者の先生

や関係省庁の人たちと協議、議論を重ねて、昨年１２月に再犯防止推進計画が閣議決定さ

れたところでございます。 

 再犯防止推進計画の骨格が９ページ目のスライドにございます。 

 計画の中には、五つの基本方針のもとに七つの重点課題がありまして、その七つの重点

課題にトータルで１１５の施策がぶら下っているという構成になってございます。 

 この五つの基本方針に、国・地方・民間の緊密な連携協力の確保というものをいの一番

に挙げておりますが、この法律の目玉がまさにこの連携の部分です。 

 さらに、七つの重点課題の中の⑤民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進、

⑥地方公共団体との連携強化が重点的に取り組む課題であるということで掲げられており

ます。 

 この計画の成果指標については、刑務所出所者の２年以内再入者数・再入率等を良くし

ていくということを目標として掲げております。 

 次に、スライドの１０ページでございます。 

 これは、少し細かいのですが、七つの重点課題に１１５の施策がぶら下っているものの

一例を抜粋しております。 

 例えば、②の保健医療・福祉サービスの利用の促進等ですが、これは２４施策ございま

す。その代表的なものとして、一つ目の四角、より効果的な入り口支援のための刑事司法

関係機関と保健医療・福祉関係機関の連携のあり方の検討というところ。これについて、

我々は入口支援と呼んでおりますが、実刑を受けなくても社会に戻っていくような人たち

も、保健医療・福祉サービスにつなげていく必要があるだろうということで、かねてより、

そういった支援を検察庁等がでやってきた経緯があるのですが、このあり方をしっかり検

討して、できれば統一的な指針を作りたいと思っています。 

 今、法務省と厚生労働省で協議がスタートしておりまして、計画では結論を２年以内に

出すということが言われておりますので、今まさに、そこを目がけて具体的な議論が始ま

っているところでございます。 

 下に行きまして、⑤民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進でございます。 

 再犯防止の施策については、これまでも色々な民間協力者の方々にお助けいただいて実

施してきたところですが、こういった方々に対する支援をもっともっと充実させていこう

というものでございます。 

 ただ、これを進めるには、民間協力者の方々の活動に対して国民の理解が進まないとい
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けないだろうということがあります。これについては、後ほど説明いたしますけれども、

そういった観点が重要と認識しておりまして、三つ目の四角、民間協力者に対する表彰と

いうものを充実させて、国民の理解を深めていきたいと考えております。 

 最近ですと、つい先週の１０月１１日に、再犯防止に顕著な功労のあった方々、団体に

対して、総理大臣による表彰を行わせていただきました。 

 私どもは総理表彰と呼ばせていただいておりますが、これをまた来年も再来年も引き続

き実施して、こういった方々の活動に対する理解の促進に努めてまいりたいと考えている

ところでございます。 

 これは参考ですが、⑤の民間協力者の活動の促進等の二つ目の四角の中に、更生保護事

業のあり方の抜本的見直し、民間資金の活用のあり方の検討というものがございます。 

 この民間資金の活用とは一体何なのかと思われるかと思います。 

 実は、これは今の政府の成長戦略の中で、民間資金を活用して、国の事業、地方公共団

体の事業を実施していきなさいということが謳われております。そこで、この再犯防止施

策にも民間資金を活用して、資金のみならず、知見などもして施策に生かせないかという

ことでございます。そして、再犯防止推進計画にもこの活用の話が掲げられています。。

また、骨太の方針という経済財政戦略の基本方針にも、再犯防止については、民間資金の

活用をしっかり検討していきなさいということが謳われております。 

 今、具体的な民間資金の活用ということで、成果連動型民間委託契約方式というものが

あります。あまり聞きなれないかもしれませんが、これまで事業をやってくれた業者に対

しては、契約した金額そのものをお支払いしていたのですが、これを成果に見合った形に

して、成果目標が達成できなければ、その分しか支払いませんということです。一方で、

元々求めている以上の成果が上がった場合には、契約した金額よりも上乗せしてお支払い

するという形の契約方式で、これを国の各種政府方針でも導入するようにという動きがご

ざいますので、こういったものの活用も含めて、今、検討を進めてきております。 

 次に、⑥地方公共団体との連携強化ですが、地域のネットワークにおける取り組みの支

援です。これは、まさに、今、私ども法務省と北海道庁様とでやらせていただいている地

域再犯防止推進モデル事業が該当します。 

 そして、その横にあるのが地方再犯防止推進計画の策定等の促進です。これは、再犯防

止推進法に、努力義務ですが、地方公共団体も再犯防止推進計画を策定しなさいというこ

とが書かれておりますので、この策定に向けた支援を私どものほうで行わせていただいて

いるところです。 

 今、具体的に考えておりますのは、推進計画を立てようとすると、色々な成果指標など

を設定して、そこに向けて色々な施策を展開していく必要がございます。 

 そこで、都道府県別の２年以内再入率など、国の再犯防止推進計画で指標とされている

都道府県別のデータを何とか整理できないかと考えております。これを整理することがで

きれば、皆様にも展開しますので、地方再犯防止推進計画の策定等に役立てていただける
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ものと考えております。 

 また、こういった会議は、法務省としても、情報共有の場として非常に重要と思ってお

りますが、ことしの８月には、全国の市町村の方々にお声かけをして、市町村再犯防止等

推進会議というものを法務省で初めて開催しました。全国から６０を超える自治体の方々

にご参加いただきまして、そのうち１２の団体からは首長さんにご参加いただいておりま

す。 

 これは、来年も引き続き実施を予定しておりますので、また案内をさせていただきたい

と考えております。 

 さらに、市町村のみならず、都道府県の役割も私どもは重要視しておりまして、都道府

県単位での再犯防止に向けた取り組みもネットワークづくりをしていく必要があるだろう

ということで、都道府県再犯防止推進会議を来年の１月ごろに開催したいと考えておりま

す。 

 こちらも、またご案内をさせていただきたいと考えております 

 続きまして、３番の国・地方・民間が一体となった再犯防止の推進でございます。 

 １枚おめくりいただきまして、国と地方公共団体との連携促進ですが、具体的に申し上

げますと、地方公共団体の皆様に国から依頼している事項として、この再犯防止推進計画

の中で、再犯防止担当部署の明確化ということを一つ掲げております。 

 今まで、再犯防止という分野は自治体の皆様になかなかなじみのない分野であったとい

うこともありますので、まずは、何とかこの担当部署を明確にしていただいて、私どもと

やりとりをしていただく窓口を設定していただきたいと考えております。 

 今のところ、全国の都道府県と政令市には窓口が設置されていて、情報共有をさせてい

ただいているところです。 

 政令市以外の市町村については、先ほど申し上げました市町村再犯防止推進会議に参加

していただいた自治体さんには窓口を設定していただいて、具体的なやりとり、情報共有

をさせていただいている状況でございます。 

  

 また、支援等の実施に向けたネットワークの構築、地域再犯防止推進モデル事業の実施

というところですが、こういった取組を具体的に地方再犯防止推進計画の中で実施してい

ただきたいと考えております。 

 こういった取り組みを実施していただくために、私ども国のほうから支援をさせていた

だきたいと考えております。その一つ目は、刑事司法関係機関からの情報提供ということ

で、色々なデータ、知見、ノウハウを刑事司法関係機関は持っておりますので、こういっ

た情報を積極的にお出ししていきたいと考えております。 

 それから、地方公共団体による好事例など、再犯防止施策の実施に必要な情報提供させ

ていただきます。 

 これは、全国の施策を把握できる立場にある法務省なものですから、全国の取り組みを
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集約して、好事例を皆様に展開し、役立てていただきたいと考えているところでございま

す。 

 地域におけるネットワークに対する支援ですが、まさにモデル事業の実施で、法務省か

らの委託費や、財政面以外でも事業の中身について私どもが持っている知見をお示ししま

して、事業に役立てていただいているところでございます。 

 次のスライドの１２ページでございます。 

 地域再犯防止推進モデル事業の全体概要です。これは、今年の８月に北海道庁様と契約

を締結させていただいているものです。ご案内のとおりかと思いますが、モデル事業はこ

んな感じて進んできております。まず、これは３年間の事業であるということをお伝えし

ておりますが、いきなり地方自治体の皆様に再犯防止施策をやってくださいといっても、

モデルとなる事例もないですし、そんなノウハウもないということで、まずはモデル的に

一部の自治体で再犯防止施策を展開していただいて、その効果が上がれば全国に展開して

いきたいと思っております。これがモデル事業の基本的なたてつけでございます。 

 モデル事業３年間のうち、まず、１年目の本年度は、まず、地域の実態を調査していた

だきたいと考えております。 

 これは、自治体さんによっては、抱えている事情、問題点等、さまざまあると思います

ので、まず、その問題点の洗い出しをしていただいて、どんなニーズがあるのかというと

ころの把握をしていただきたいと思います。それがまず１点でございます。 

 実態調査を進めるに当たっても、いきなりやりなさいと言われてもなかなか難しいとこ

ろがあると思うので、法務省のほうから必要な統計データや調査の進め方をいろいろとご

助言させていただいて、調査を進めていただきたいと思います。まず、これを半年程度で

やっていただきたいと考えております。 

 この実態調査の結果を踏まえて、２年目にモデル事業の本体を実施していただきたいと

考えております。 

 このモデル事業実施段階においても、私ども国のほうから持っているノウハウなどは全

て提供させていただきたいと考えておりますし、この２年目のタイミングで、モデル事業

の中間的な評価をさせていただいて、進捗状況を刈り取らせていただいて、今後の事業に

どのように生かしていくのか、どう変えていくのかというところのめどを立てたいと考え

ております。 

 この事業の本体が終われば３年目に入りますが、この事業をやってどんな効果が上がっ

たのか、成果指標に対してどのような数値目標が達成されたのかという効果を検証してい

ただきたいと考えております。 

 こういった効果検証の結果を踏まえまして、法務省のほうで、これが好事例だというこ

とであれば、全国の自治体のほうに展開させていただいて、役立てていきたいと思ってお

ります。 

 以上がモデル事業の中身でございます。 
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 ちなみに、モデル事業は、今、北海道道庁様以外、２９の自治体さんに事業の委託を決

定しているところでございます。 

 今、北海道さんを含めて３０の自治体に手を挙げていただいているのですが、そのうち、

契約締結まで至っているところは１３自治体ございます。 

 今、紙でお示しすることができなくて大変恐縮ですが、その自治体の名前と取り組みの

内容を簡単にご紹介させていただきますので、ご参考にしていただければと思います。 

 まず、北海道がありまして、旭川市があります。旭川市は、市内の民間団体が薬物依存

にある方に対する支援をかねてからやっていただいているのですが、薬物依存に関する広

報啓発や学習会を実施、開催していくということを言っていただいております。 

 また、薬物依存者に対して、地域の資源を活用して支援していくということで、まずは、

地域支援のネットワークづくりをしたいということを事業の中身として挙げていただいて

おります。 

 続きまして、契約まで至っているのが長野県です。 

 長野県は、更生保護サポートセンターを活用して、犯罪をした人やその家族からの相談

の対応や支援を実施するということを言っていただいております。 

 次に、名古屋市です。 

 名古屋市は、かねてから、いわゆる入口支援に力を入れていただいておりまして、これ

を引き続きブラッシュアップさせていきたいという事業内容です。高齢者や障がいのある

人、また若年者に対しても、全て福祉サービスにすべからくつなげられるような支援を実

施していきたいということで、これまでの取り組みに加えて若年者も対象に入れているの

が新しいところかと思います。 

 あとは、北海道さんも同じだと思いますが、再犯防止に関する広報啓発のための市民報

告会を開催するとのことです。 

 次に、滋賀県です。 

 ここは、昔から色々な取り組みをしていただいておりますが、まず、一つ目は、入口支

援をやりますということです。それから、支援員を置いて、刑務所出所者等の就労先の調

整業務に当たると聞いております。 

 そのほか、協力雇用主の方々や福祉事務所に対する専門相談や助言といった事業もお考

えになっているようでございます。 

 続きまして、大阪府です。 

 大阪府は、年齢の低い子どもを狙った性犯罪をした者に対するカウンセリングを条例で

決めてやっておられるのですが、この内容をさらにブラッシュアップさせて、もっと幅広

く、性犯罪をした人に対するカウンセリングを行っていきたいという事業内容でございま

す。 

 続いて、明石市です。 

 明石市は有名だと思いますが、入口支援と出口支援を引き続き実施をしたいということ
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です。また、広報啓発のための市民向けのフェアのようなものを開催するということでご

ざいます。 

 次に、奈良県です。 

 奈良県は北海道と同じようなものを考えていらっしゃるようでして、就労支援に関する

広報啓発のためのシンポジウムとか研修などを開催するということでございます。 

 それから、鳥取県です。 

 鳥取県も、入口支援で頑張っていきたいと言っていただいております。 

 それから、広島県です。 

 広島県は、非行少年に対する支援ということで、非行少年の就労先の調整等を支援とし

て実施することを内容としております。 

 それから、長崎県です。 

 長崎県もかねてから力を入れていただいている自治体さんですが、入口支援と出口支援

を実施しつつ、特に薬物依存者に対する関係機関と連携した支援を事業の中身として実施

したいということでございます。 

 それから、熊本市です。 

 熊本市は、入口支援や福祉関係者の方々を対象とした説明会といった広報啓発というも

のを実施するということです。 

 最後は、奄美市です。 

 奄美市には、特に非行少年の立ち直りのために、住居を提供したり、就労先を調整する

団体がありまして、その団体を活用して、非行少年の立ち直りや、非行少年に限らず、引

きこもりの子どもなども広く対象にして支援を実施したいということです。 

 駆け足になりましたが、今のところ、モデル事業はこんな感じで契約が進んでおります。 

 また、私どものほうにご連絡いただければ、具体的な連絡先などをお示しさせていただ

いて、やりとりをすることも可能でございますので、ご一報いただければと思います。 

 モデル事業は以上でございます。 

 １３ページの民間協力者の活動の促進でございます。 

 これは、先ほどご説明いたしましたので、繰り返しになりますが、国民の皆様の理解に

基づいて、民間の協力者団体の活動を促進していく必要があるということで、私ども広報

啓発活動を一生懸命やらせていただいております。 

 ことしの７月に東京で就労支援をテーマにして再犯防止のシンポジウムを開催させてい

ただきました。 

 今後、地方のブロック別でも、順次、再犯防止のシンポジウムを開催していく予定でご

ざいまして、北海道では１２月に開催していただけると伺っております。 

 あとは、民間協力者に対する表彰ということで、先ほど申し上げた総理大臣による表彰

を実施して、再犯防止活動に対する理解を政府として進めて、国民にも理解していただく

という取り組みを進めております。そうした土台があって、これまで法務省でやらせてい



- 12 - 

 

ただいた民間のボランティアの皆様の支援といった取り組みを充実させていくことや、更

生保護施設による活動の促進をもっともっと強力に進めてまいりたいと考えているところ

でございます。 

 ４番目の地域再犯防止推進モデル事業の拡大についてですが、ページをおめくりいただ

きまして、１４ページでございます。 

 地域再犯防止推進モデル事業の要求事項概要というところをごらんください。 

 いろいろと書かれているのですが、簡単に申し上げますと、１番目の平成３０年度事業

開始分というのが、今、事業を実施しているモデル事業の予算の関係でございます。 

 ３年総額で国の予算が５億２，４００万円ございまして、これを引き続き平成３１年度

も予算要求しております。これはご参考で結構でございます。 

 その下の２番の平成３１年度事業開始分（拡大分）というところですが、実は、今、３

０の自治体さんに事業を委託させていただいているのですが、この事業をやりたいという

自治体からまだまだ手が挙がっている状況でございます。このモデル事業の募集に間に合

わなかったとか、関係機関との調整がつかなかったといった自治体が結構あるようです。 

 我々としては、本当に多くの自治体さんにモデル事業を展開していきたいと考えており

ますので、来年からモデル事業を開始する自治体向けの予算の確保に向けて、今、査定当

局と折衝しているところでございます。 

 多くの自治体から来年からでもやりたいのだという声がある一方で、実は、別の動きも

ございまして、２の②のところです。これは、皆さんがご存じかどうかはわかりませんが、

今年の５月ごろ、新潟女児殺害事件というものがありました。 

 この事件を受けて、再犯防止推進特命委員会というものが自民党にあるのですが、ここ

の先生方から、性犯罪者の立ち直りに特化した取り組みを展開する必要があるのではない

かという声が上がりました。このモデル事業は、色々な国の機関と地方自治体や民間の方々

が一体となって進められるものですので、このモデル事業の取り組みとして、性犯罪者の

立ち直りに特化した取り組みをやりなさいということで、自民党の特命委員会から緊急提

言が出されたということでございます。 

 まさに下線が引かれているとおりのことが緊急提言に書かれているのですが、地方公共

団体が行う再犯防止推進モデル事業において、性犯罪者の再犯防止に特化した取り組みを

追加することと言われております。 

 ですから、来年度以降に手を挙げていただいた自治体の中で、性犯罪に特化した取り組

みをやるといっていただいた自治体は、評価に当たって加点をさせていただいて、優先的

に事業を委託できればと考えております。 

 数は少ないのですが、今のところ、６団体分の事業実施に要する経費を要求させていた

だいております。 

 説明は以上ですが、最後に１５ページです。 

 犯罪をした人たちの社会復帰、再犯防止、新たな被害者を生まないということが地域社
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会の安心、安全につながりますので、引き続き、ここにいる皆様と一緒になって、法務省

は再犯防止施策を強力に推進してまいりたいと考えておりますので、今後とも引き続きよ

ろしくお願いいたします。 

 本日は、ありがとうございました。 

○事務局（木林道民生活課長） ありがとうございます。 

 質問は、後ほど一括してお受けしたいと思います。 

 引き続き、議題（２）再犯防止の対策に向けてについて、道から説明いたします。 

○事務局（讃岐主幹） 私は、道庁環境生活部道民生活課の担当主幹をしております讃岐

と申します。 

 資料２を使って説明させていただきます。 

 まず、この会議の意義について説明させていただきます。 

 ただいま、下谷係長からもご案内をいただいたところですが、平成２８年１２月に再犯

の防止等の推進に関する法律が施行されまして、法の中で、地方公共団体はその地域の現

状に応じた施策を策定、実施する責務とか、国及び地方公共団体、民間団体その他の関係

者と連携協力を確保する努力義務が謳われているところです。 

 その法律に基づいて平成２９年に策定されました国の計画においても、犯罪をした者等

への支援策として、就労や住宅の確保、保健、医療、福祉サービスの利用の促進を始め、

地方公共団体等の協働による施策の推進が重点分野として盛り込まれているところです。 

 このため、北海道としては、様々な関係機関と協働してこの問題に取り組んでいくこと

を考えておりますが、道では、法務省の地域再犯防止推進モデル事業について８月末に契

約し、事業期間は平成３０年から平成３２年の３カ年ということで、こちらを活用しまし

て、関係機関との連携の強化、北海道内の実態調査を踏まえた再犯防止に向けた課題の把

握を行っていきながら、この成果を踏まえまして、今回立ち上げましたこの会議の中で再

犯防止対策の検討を行っていくことを目指しております。 

 次に、２番ですが、実際の会議の内容はどうするのかということです。 

 推進会議については、こちらの目的を達成するために、北海道における再犯防止に関す

る取り組みの情報を共有していきます。それから、北海道における再犯防止体制づくり推

進に係る方策の検討をしてまいります。また、この会議の目的達成のための必要な事項に

ついて協議をしていくこととしております。 

 続きまして、３番の推進会議ですが、裏面に構成員と書いております。 

 こちらのように、道教委、道警察、札幌弁護士会、市町村を代表して市長会、町村会、

また、国の刑事司法の分野からは、高等検察庁、地方検察庁、矯正管区、地方更生保護委

員会、保護観察所、就労の部分からも北海道労働局、民間の支援団体から、地域生活定着

支援センター、北海道ダルク、ほっとステーション、社会福祉士会、それから、更生保護

関係の団体等に構成員として参画いただいているところです。 

 また、座長については、道民生活課長を充てることと、道内の広域性を考慮しまして、
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各保護観察所ごとに地域会議を設けることとしております。 

 地域会議のそれぞれの構成員については、別表２に載っておりますので、後ほどご確認

いただければと思います。 

 今後、この会議において、道の再犯防止対策の検討を進めていくこととなりますので、

今後ともご協力をよろしくお願いいたします。 

 続きまして、北海道の具体的な事業内容について、資料３で説明をさせていただきます。 

 ３年間の事業ということで説明させていただきましたが、初年度である平成３０年度に

ついては、まず、この会議です。会議の趣旨については先ほど説明しましたので割愛させ

ていただきますが、こちらのネットワークを構築して、皆さんと協働していくための会議

を開催いたします。 

 もう一つは、資料の下半分になりますが、道内の状況を把握して、こちらの推進会議で

検討いただくための基礎資料とするため、実態調査をすることとしております。 

 こちらの実態調査の調査時期については、平成３０年１０月からで、実際にもう調査に

入っております。１２月ぐらいには、中間報告を受けて、２月に最終報告を受ける予定で

す。 

 調査の内容ですが、大きく分けて４項目で、このうちの１から３については、北海道総

合研究調査会というシンクタンクに委託して実施しているところです。 

 具体的な調査内容ですが、まず一つ目は、支援機関での支援の状況について、期間ごと

の聞き取り調査を１０月下旬から実施する予定としております。 

 それぞれお伺いするところは記載にあるとおりですが、そこにお伺いするということで、

日程調整等をさせていただいているところでございます。 

 続きまして、支援者の状況調査です。 

 実際に支援を受けられる方々にアンケートをとりたいとも考えたのですが、個人情報と

いう問題があって、なかなか難しいものですから、北海道内の保護司全員、３，１００名

の方にアンケートということで、こちらは１０月の頭にアンケートを送付済みとなってお

ります。 

 また、協力雇用主の方々です。こちらは、平成２９年に実際に雇用した実績のある道内

７０社に対して、どのようにしてうまくいったのか、雇用につなげたのかというところを

お伺いいたします。こちらも、アンケートの送付は１０月の頭に依頼をしております。 

 実際に送った調査票については、６ページ、７ページに添付してございます。こちらは、

後ほどごらんいただければと思います。 

 もう一つは、３番目の項目になりますが、道民の皆様は再犯防止の取り組みについてど

のような認識をお持ちなのか、これまで調査などをされていないので、こちらについて１

０月下旬をめどに始めていきたいと思います。 

 インターネットを使ったアンケートで、年代、性別ごとに計５００名ぐらいを考えてお

ります。 
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 今回の会議の中でお諮りするものの一つとしてこれを考えているのですが、３ページか

ら、今回のネットアンケートで聞く項目の案をお示ししております。 

 お時間がない中で申しわけないのですが、この調査票を見ていただいて、こんな項目も

足したほうがいいのではないかというご意見がございましたら、１９日までにファックス

などで回答をいただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、実態調査の４番目の先進地視察です。 

 こちらは、１１月中旬となっておりますが、先ほどもありました明石市さんもぜひ視察

にお邪魔したいと思っておりまして、現在、調整中でございます。 

 駆け足になりますが、１枚めくっていただきまして、平成３１年度以降の事業について

です。 

 こちらについては、今回、調査をしている中で具体的に実態が浮き彫りになってきたも

のを、再犯防止推進の合同研修会を保護観察所のブロックごとに開催しようと思っており

ますが、そもそも、自治体の関係とか一般の住民の方々に、再犯防止の対策がこれだけ必

要なのだという部分を認識いただくような研修会を開催したいと考えております。 

 そのほかに、札幌でのブロック研修会を踏まえて、再犯防止推進全道フォーラムを実施

していきたいと考えております。 

 ほかに、これらのフォーラム、研修会、実態調査を行ったものを報告書として取りまと

めまして、市町村さんで計画を作っていただく、あるいは施策を考えていただくための検

討材料として提供していきたいと考えているところです。 

 また、実態調査を踏まえて、犯罪した者に対する直接的な支援とか地域住民の意識醸成

を促進する取り組みなどを平成３１年度以降に実施していきたいと考えております。 

 当面のスケジュールになりますが、平成３０年１０月から道内の実態調査をやっており

まして、今後、この実態調査の結果などを踏まえて検討を行うため、平成３１年度２月か

ら３月の間に第２回目の再犯防止推進会議を開催したいと考えております。そして、平成

３１年の夏には、地域別の会議やブロック別の合同研修会などを開催して、９月ぐらいに

は全道フォーラム、そういったものを受けた上で報告書の作成や自立更生促進事業に繋げ

ていきたいと考えているところです。 

 駆け足でしたが、以上でございます。 

○事務局（木林道民生活課長） 法務省と北海道のほうからご説明をさせていただきまし

たけれども、ここまでの中で、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（木林道民生活課長） 最後に質問されても結構かと思います。 

 それでは、今回ご出席されている方々から、それぞれの取り組み等についてご発言をい

ただきたいと思います。 

 次第に沿って、順次、ご指名していきます。 

 まず、就労等を含めて、更生保護の現状と課題について、更生保護委員会様からお願い
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できますでしょうか。 

○北海道地方更生保護委員会（藤野更生保護管理官） 北海道地方更生保護委員会更生保

護管理官の藤野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、今回、私どもから、４種類の資料を用意いたしました。 

 まず、更生保護と書かれたパンフレット、そして、高橋はるみ知事の写真が表にある第

６８回社会を明るくする運動のリーフレット、そして、緑の社会を明るくする運動のパン

フレット、そして、きょう、追加で配付させていただきました北海道ブロック再犯防止シ

ンポジウム（仮）と書かれた１枚物のペーパー、以上の４枚をお配りしております。 

 この四つの資料を使って、５分のお時間をいただきましたので、お話をしたいと思いま

す。 

 初めに、地方更生保護委員会について、少しだけ自己紹介をいたします。 

 こちらのパンフレットの３ページにあるとおり、法務省の出先機関として、全国８カ所

に置かれておりまして、北海道は札幌に北海道地方更生保護委員会があります。 

 委員会の業務としては、主として、仮釈放などの事務を行っております。 

 また、委員会には事務局を置いておりまして、北海道内の四つの保護観察所、こちらの

管区機関としての事務を行っております。 

 それでは、地方更生保護委員会と保護観察所の取り組みについて、簡単に紹介させてい

ただきます。 

 まず、次第から外れるかもしれませんが、初めに、各地方自治体と連携した活動につい

てです。 

 私たちは、更生保護委員会は、北海道庁さんと北海道道内四つの保護観察所が、それぞ

れの所管の中の各地方自治体や保護司会を初めとする更生保護団体と協働して、犯罪や非

行のない明るい社会、また、非行をした人の立ち直りについての理解を深めてもらう社会

を明るくする運動を以前から実施しております。 

 これは、もう６８回を数える歴史のある行事なのですが、平成２８年に再犯防止推進法

が成立してからは、その法律を踏まえた内容でこの運動を展開しております。 

 社会を明るくする運動の詳細については、本日用意した高橋はるみ知事の出ているリー

フレットと緑色のパンフレットに詳しく載っておりますので、後ほどお読みいただけたら

と思います。 

 地域と連携した活動に当たっては、北海道さんは、先ほどお話がありましたとおり、再

犯防止モデル事業を法務省から受託されて、再犯防止推進計画を策定するべく活動してい

ただいているところですが、残念ながら、北海道内の多くの自治体は、この法律に則った

再犯防止推進計画を策定するための具体的な動きがまだありません。 

 ですから、今後は、各自治体においても、再犯防止推進計画の策定や再犯防止施策を推

進していただけるよう、さらに自治体との連携を強化していきたいと考えております。 

 続きまして、更生保護の再犯防止に向けた取り組みについて紹介いたします。 
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 地方更生保護委員会と保護観察所は、業務として再犯防止を実施しておりまして、再犯

防止の専門機関とも言えるかと思います。ですから、多くの再犯防止施策を実施しており

ます。 

 本日は、次第にもありますが、就労支援に関する取り組みについて少しお話ししたいと

思います。 

 再び、パンフレットの９ページを見てください。 

 ９ページの真ん中から下に、就労支援に関する取り組みと書かれておりますが、罪を犯

した人、非行を犯した人たちの再犯を防止するためには、その就労先の確保と継続的な就

労が大変重要であるということです。ですから、その重要さを踏まえて、法務省では、こ

の就労に関して、以前からかなり力を入れて取り組んできております。 

 その取り組みは幾つかあるのですが、その一つには、罪を犯した人たちを、その事情を

理解した上で雇用してくれる協力雇用主の開拓というものがあります。 

 協力雇用主については、パンフレットの５ページに載っておりますが、協力雇用主の開

拓というものがあります。 

 最近では、協力雇用主制度をマスコミに取り上げていただく機会が多く、おかげさまで

多くの会社さん、事業主さんに協力雇用主、制度に賛同していただいた上で協力雇用主に

なっていただいております。現在では、全国で２万社以上、北海道内では１，３００社以

上に協力雇用主になっていただいております。 

 ですから、数の上では非常に順調に協力雇用主さんになっていただいているところが増

えているのですが、業種別に見ますと、例えば、建設関係は全体の半分を占めていまして、

非常に多いです。ほかに、サービス業も非常に多くの会社さんに登録いただいています。 

 一方で、例えば、農業や漁業といった第１次産業のところは、数がまだまだ少ないので、

今後は、幅広い業種の会社さんや事業主さんに雇用主になっていただくべく、働きかけや

展開をしていくことが今後の課題かと捉えております。 

 また、今後の課題としてもう一点ですが、北海道庁さん、札幌市さん、室蘭市さん、苫

小牧市さんなど、一部の地方自治体さんに協力雇用主に対する入札の優遇措置を実施して

いただいております。 

 加点制ということで優遇措置をとっていただいているのですが、今後は、このような優

遇措置を実施していただく地方自治体を増やすための働きかけも展開していきたいと考え

ております。 

 最後に、追加で配付した北海道ブロック再犯防止シンポジウム（仮）というものです。 

 再犯防止における就労支援対策を法務省として広報する目的で、今年の１２月に再犯防

止シンポジウムの開催を計画しております。 

 日時や場所は決まっているのですが、まだ（仮）とか（予定）と入っています。全てが

まだ確定したわけではないのですが、これに書かれたような内容で、シンポジウムの開催

を予定しておりますので、皆さん、もしよろしければ、お越しいただいて、関係団体など
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にこちらのシンポジウムをＰＲしていただけたらと考えております。 

 以上、北海道地方更生保護委員会からの発表を終わります。 

 どうもありがとうございます。 

○事務局（木林道民生活課長） ありがとうございます。 

 次に、高齢者、障がい者を持つ方の再犯防止への支援などについて、地域定着支援セン

ター様にお願いできますか。 

○北海道地域生活定着支援センター（鹿野内センター長） ただいまご紹介いただきまし

た北海道地域生活定着支援センターの鹿野内と申します。 

 北海道定着支援センターは、札幌センターと釧路センターの２カ所ありまして、私はそ

の２カ所を統括しております。 

 私のほうから、定着支援センターの概要等にいてご説明させていただきたいと思います。 

 まずもって、日頃から私どもの事業に関しましては、多くの方々にご協力をいただいて

おりますので、この場を借りて御礼を申し上げます。 

 まず、地域生活定着支援センターというのは、ご存じかと思いますが、各都道府県に１

カ所ずつございます。 

 ４７都道府県に４７ですが、北海道は地域的に広いために２カ所ということで、全国に

４８カ所あります。 

 事業としましては、同じく足並みをそろえている事業になりますが、お配りしています

けれども、三つ折りした要覧と、Ａ４判の両面印刷物をいたしました。 

 まず、私どもの定着支援センターの業務はご存じの方も多いと思いますが、対象となる

方々は、高齢、障がいのある方、それから、帰住先がない、退所した後、行き場所がない、

あるいは福祉サービス等が必要のある方等々におきまして、その条件に合った方々に対し

て、出所後の支援をする業務になっております。 

 それが定着支援センターの主な中心となる仕事となりますが、その他に、今言いました

対象となる特別調整と言いますが、これに関しましては、出口支援という形で私どもは行

っております。 

 あと一つは、一般相談という形の中で、被疑者あるは被告人の段階での福祉的介入とい

うところから支援をさせていたたく、いわゆる入り口支援というものですが、この支援も

させていただいております。 

 これを総体して、定着支援の業務としてやらせていただいております。 

 この要覧の中には、この辺を詳しく書いておりますので、また見ていただければと思い

ますが、主に、日ごろの業務としましては、この出口支援というものが、私どもの大きな

業務となってきておりまする 

 その中では、コーディネート業務、フォローアップ業務というものがありまして、入所

しているときに、面接等を繰り返しながら、出所後の行き場所等について、その方のご希

望や条件に合った形で進めさせていただきます。これがコーディネートということになり
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ます。 

 そして、出た後に、事業所のほうにお願いするわけですが、そこの後の色々なフォロー

アップという形で継続して支援をさせていただいております。 

 これが、本業の中で一番主の業務となります。 

 道内、札幌と釧路とありますが、道内には矯正施設を少年院も含めて１２カ所あります

が、釧路と札幌というふうに分けておりますが、やはり比率的には札幌のほうが刑務所の

数等も多いので、事案としましては、数が多くなっております。年間としても、対象とな

る方々は７０数件に上っている状況であります。 

 その中で、色々な刑務所に入っている方々の状況等によっては、色々な条件が変わって

くる方もおられますし、その犯罪の内容によっても、なかなか行き先の受け入れが難しい

状況も多々あります。 

 そういう中で、改めて、今回の再犯防止法につきましては、ネットワークの構築という

ところを考えますと、広くつながりを持っていただけるような状況になれば、もうちょっ

とスムーズに色々なことが進むのだろうと期待しているところではあります。 

 定着支援センターは、全国で大体同じような業務をやっておりますが、北海道の特徴と

しまして、お配りした裏面に、広域性というようなところを見ていただきたいのですが、

先ほど言いましたが、北海道は釧路と札幌にありますが、北海道の広さは東北６県と同じ

広さになっています。 

 その中で、北海道の定着と１２の矯正施設、要保護観察所ということで、比較するよう

な問題ではないですが、かなり広範囲の中で動いております。 

 特に札幌の定着から遠い函館の少年刑務所に行くにしても、やはり３００キロメートル

を超えます。ですから、１時間ぐらいの面接をするにしても、行って帰ってくるだけで１

日が終わってしまうような状況の中で活動をしているところがあります。 

 そういう部分におきましても、ネットワークのところをもっと構築する中で、この広範

囲な中においても、刑期を終えられた方につきまして、新たなスタートを切る、それから、

再犯をしない、させないということを大きな目的にして、ますますこれが形になっていけ

ばいいかと思っております。 

 簡単ではございますが、定着支援センターのご紹介をさせていただきました。 

 今後とも、よろしくお願いいたします。 

○事務局（木林道民生活課長） ありがとうございました。 

 それでは次に、薬物・アルコール依存等の障がいを持つ方への支援などについて、北海

道ダルク様、よろしくお願いいたします。 

○地域活動支援センター北海道ダルク（森施設長） こんにちは。 

 北海道ダルクの森と申します。 

 北海道ダルクは、薬物依存症回復支援施設です。 

 私自身も薬物依存症で、受刑生活も経験しています。函館の刑務所に服役した経験があ
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ります。 

 我々は、ダルクを利用している人について「仲間」という言葉をよく使うのですが、私

も仲間の一人なので、「仲間」と言わせていただきます。 

 今、宿泊施設を利用している仲間が９名います。それから、宿泊を利用せずに、地域活

動支援センター北海道ダルクという昼間の活動場所に通所している仲間が５名います。 

 今、皆さんの話を伺いながら、誰が刑務所を出所して、誰が執行猶予で来ているかと考

えていくと、３分の２が司法的なかかわりが何かあって、ダルクを利用している仲間だと

いうことです。 

 刑務所を出所して、ここ２年以内に来ている仲間は５名おります。それでも３分の１が

そうだということです。 

 しかし、北海道ダルクは、再犯防止に取り組んでいるわけではありません。薬物依存症

の回復を目指す仲間たちを支援する、回復の道を一緒に歩くというのが活動の内容です。 

 広い意味で言えば、回復が進めば再犯防止になるのかもしれませんが、余り意識はして

いません。というのは、我々はアルコールもメチルアルコールという薬物だと考えていま

すが、気分を変える物質そのものの使用に問題があると考えています。 

 ですので、中には、ブロンとか咳止めを使って薬物依存症になったり、ライターガスだ

ったり、今だとＯＡ製品のほこりをシュッとやる掃除用のボンベがありますが、あれに依

存してくる仲間もいます。ですから、法に触れているか、触れていないかということは余

り問題ではないのです。 

 ダルクの中で再犯ではないのですけれども、再使用ということが起きるのです。ブロン

に比べて覚せい剤のほうが僕自身も重大なように感じてしまうとも思います。法律的に違

反ではない薬の場合は重大さがちょっと低くなるように、当事者でも感じるのですが、薬

物依存症というところに焦点を当てると、実はそれがあまり問題ではないのだということ

を念頭に置いてサポートしているのが実情です。 

 我々は、本人自身も気がつかない独特の生きづらさ、生きにくさを抱えています。それ

に気づかないまま暮らしていて、受刑とか長い間の入院生活で、ますます生きづらさが加

速していくということもあります。 

 受刑生活で見つけた独特の価値観、それから、暴力団等に在籍しているときに見つけた

独特の生き方とか、そういうものが体にしみついていますので、それも含めた生きづらさ

をどう社会の中で生きられるようにしていくのかというのが我々の支援、目標です。 

 以上です。ありがとうございました。 

○事務局（木林道民生活課長） ありがとうございます。 

 最後に、北海道における法曹界、弁護士としての取り組みなどについて、札幌弁護士会

刑事拘禁制度検討委員会様からお願いいたします。 

○札幌弁護士会刑事拘禁制度検討委員会（髙野委員長） 札幌弁護士会の刑事拘禁制度検

討委員会の委員長をしております弁護士の髙野と申します。本日は、よろしくお願いいた
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します。 

 北海道における法曹界の取り組みといいますか、弁護士会としての取り組みについて少

しお話をさせていただきたいと思います。 

 我々は弁護士ですから、色々な活動ができるのですが、大きく分けて弁護士として行っ

ている再犯防止に関係する取り組みは２点ほどあると思います。 

 一つは、我々弁護士として、刑事弁護活動を行いますので、その刑事弁護活動を通じて

再犯防止につながる様々な取り組みをしていると言えると思います。 

 特に、罪を犯して、逮捕、拘留された方々というのは、一時的な社会との接点というも

のがなくなりますので、例えば、身柄拘束をされることによって、仕事を失うことにつな

がったり、家族との関係が悪化するなど、色々なことが生じます。そのことがさらに続い

ていって、再犯につながるということがございます。 

 そういうことを防ぐ、もしくは再犯の可能性を少なくするということが、罪を犯した者

の刑事処分がどのようになるかということにも影響しますので、弁護士としては、例えば、

家族関係の調整を図ったり、就業先との関係性を維持したり、弁護活動を行う上で、その

ような様々な活動を行うことがございます。 

 また、薬物関係、薬物犯罪等々については、今、お話があったダルクさんには、可能な

限り再犯防止、つまり薬物依存からの脱却を目指すような活動に色々な協力していただい

たり、近年では、例えば、医療機関等の専門施設への通所について、薬物依存者に通所す

るように指導するなどして、可能な限り再犯防止につながる活動をしております。 

 ただ、実際に、弁護士会として組織だって再犯防止に関する活動ができているかといえ

ば、必ずしもそうではなくて、各弁護士が個人的なその弁護活動を通じて、例えば、民間

のダルクさんや、アルコール依存症であればＡＡさんとか、社会福祉協議会さんとか、そ

のような民間団体のほうにつなぐ活動をしているところもありまして、可能な限り、その

ような民間団体と連携して再犯防止につながる活動をしていくことが大事であろうと考え

ているところです。 

 それから、刑事弁護活動に関しては、今のような話になりますが、その他、あまり知ら

れていないところかもしれませんが、弁護士として色々な活動をしているところがござい

ます。 

 特に、受刑中の、矯正施設に収容中の方々については、特段問題がない方もいるのかも

しれませんが、様々な問題を抱えている人が大半なところです。例えば、家族関係に問題

を抱えていたり、借財を有している、住居関係に問題を有しているという様々な民事的な

問題ですね。そういう問題を抱えている方もかなり多いところがあります。 

 そのような問題を、そのまま刑務所で受刑したまま、矯正施設で受刑したまま放置して

いると、出所した後、直ちにその問題に直面することになります。結局、どう解決してい

いのかわからず、問題を抱えたまま、どちらかといえばあまり良くない方向に進んでしま

う場合も相当あるところです。 
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 弁護士会においては、法テラスを通じて、受刑者が抱えている法律的な問題がある場合

には、矯正施設に赴きまして、その受刑者から直接話を聞いて、もちろん、法律的に解決

できるところは法律相談を行います。例えば、実際に、受刑者から依頼を受けて裁判に対

応するとしなければいけない場合は、そのような対応をする場合もございます。 

 このような活動を通じて、少し間接的にはなるのですが、可能な限り、本人が抱えてい

る問題を解消することが再犯の防止につながることになると考えているところです。 

 特に今後考えられる取り組みとしては、札幌の弁護士会でやっている活動ではないので

すが、全国で再犯防止に関する色々な、日弁連を通じて、色々な取り組みに関する協議を

行っているところでして、その中で、このような活動を少し紹介したいと思います。 

 現在、寄り添い弁護士制度を考えております。実際に、兵庫県弁護士会や愛知県弁護士

会においてもそれぞれ導入しようと考えているところです。 

 どのようなことを行うかというと、特に出口支援に関して、弁護士が色々な活動すると

いう内容になっています。 

 先ほども話したとおり、矯正施設から出所するに際して、家族や福祉、医療機関との連

携を行って、円滑に入所しているときから事前に環境調整を図って、出所した後に円滑に

社会復帰できるような取り組みをします。そこに弁護士がかかわって、各種関係者機関と

連携を図っていくという活動を行います。 

 実際に、ただ弁護士が動く場合には費用等が発生するところではあるのですが、そこは

法テラス等に協力していただいて、費用面の負担をかけないように、実際に利用者に経済

的な負担をかけないように弁護士を利用して、それで対応していくという取り組みを考え

ているところです。 

 北海道においても、そのような取り組みができればいいのではないかと考えているとこ

ろです。 

 いずれにしましても、再犯防止に際しては、民間を含めた関係諸機関の連携が必要不可

欠であると考えておりますので、このような場を設けていただいて、個別ではなく、組織

として色々な連携し合いながら円滑に取り組んでいくことができればいいかと考えており

ます。 

 今後とも、よろしくお願いいたします。 

○事務局（木林道民生活課長） ありがとうございます。 

 以上、四つの団体からそれぞれの活動等についてご発言をいただきました。 

 時間の都合もありますので、質問等については最後に一括してお受けしたいと思います。 

 それでは、議題（４）意見交換・質疑応答などに入りたいと思います。 

 これまでの説明等に対する質問や意見については最後にいただきたいと思いますが、今

日は、せっかく皆様方にご出席いただいておりますので、それぞれに所属されている団体

の紹介なり、再犯防止の取り組みに関して現状や課題、今後の展開などについてご発言い

ただければと思います。 
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 今回、この会議を開催するに当たりまして、それぞれの機関から活動内容等について回

答をいただいております。資料４にまとめておりますので、ご発言に合わせてご覧いただ

ければと思います。 

 時間が押していますので、各団体には３分くらいをめどにお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 まず、矯正という観点から、札幌矯正管区様、いかがでしょうか。 

○札幌矯正管区（山﨑総務課長） 札幌矯正管区総務課長の山﨑でございます。 

 本日はありがとうございます。今後とも、よろしくお願いいたします。 

 まず、矯正管区としましては、道内の矯正施設を管轄するところでございまして、現在

の取り組みとしましては、１枚物のペーパーにあるように、矯正局で毎年出されるいきい

き・きょうせいプランというものがございます。 

 これについては、前年度の２０１７も参考につけておりますが、それぞれの年ごとに重

点的に取り組む事項につきまして項目立てをし、なおかつ細分化していって、それを元に

矯正管区、なおかつ刑事施設、少年院、少年鑑別所、いわゆる矯正施設において、施設の

状況の応じた内容で取り組みを行っているところでございます。 

 取り組みにつきましては、本年度の２０１８につきましては、先ほどご説明がございま

したように、大きなものにつきましては、再犯防止推進計画の七つの重点課題の内容のま

までございます。それを、なおかつ矯正施設でやれるべき事項、やっていこうとする事項

について、それぞれ細分化させていただいております。 

 時間の関係で、それら全てを説明できませんので、後ほど、このペーパーの内容をじっ

くりご覧いただければと思います。 

 矯正の今後の課題としましては、今まで再犯防止に向けた施策を矯正独自でやってきた

ところがございますので、その施策について民間団体、地方公共団体と連携してというの

は初めての取り組みでございます。今のところは全くもって手探りの状態でやっておりま

すが、今回、このモデル事業の会議に参加させていただいたことに関しましては、これか

ら本当に第一歩を踏み出すのだと考えております。 

 矯正が持っている情報等につきましても、ご要望があれば、可能な限り情報提供してい

きたいと考えておりますので、これをきっかけに、今後、連携を深めていきたいと考えて

おります。 

 今後とも、よろしくお願いいたします。 

○事務局（木林道民生活課長） ありがとうございます。 

 次に、資料４の整理番号２５番ですが、教育の現場の状況について、道教委からご発言

をお願いいたします。 

○北海道教育庁（渡辺主幹） 北海道教育庁の生徒指導・学校安全を担当しております主

幹の渡辺と申します。 

 日ごろより、児童生徒が大変お世話になっております。 
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 私どもの部署は、生徒指導、学校安全ですが、これまでも様々な機関の方々からご協力、

ご支援をいただいて取り組みを進め、このたび、再犯防止推進という観点から、引き続き、

教育の立場から何ができるだろうかということで、一層ご協力をいただくことになろうか

と思いますが、この場をお借りしてお願いしたいと思います。 

 主な取り組みですが、大きく２点あります。資料４の２５番のところをごらんいただき

たいのですが、一点目はいじめ防止です。 

 北海道がいじめの防止等に関する条例を定めまして、その後、この条例に基づいて昨年

度に基本方針を改定いたしました。こういった点で、いじめ防止のための教育を推進して

いくということが大きな一点目かと思います。 

 また、人権教育について、いじめ防止の根本にあるところも、人に対してどう考えるか

とか、人権の意識が児童生徒のところで低い子もいるものですから、こういったことを含

めていじめのことが一点です。 

 もう一点は、高校における中途退学の問題です。 

 中途退学につきましては、未然防止と、最近では、退学した後の社会との橋渡しについ

てかなり注目されておりまして、未然防止に向けては、学校において、スクールカウンセ

ラーを派遣しまして、子どもたちにカウンセリングを行ったり、調査によりますと、高校

１年生の中途退学が非常に多いものですから、特に１年生に対して、人とのかかわりのス

キルをアップさせるような取り組み、道では指定事業を行ったりしておりまして、こうい

ったことを実施することによって、中途退学の未然防止を行っています。 

 しかし、こういった取り組みの中でもやむを得ず中途退学をする生徒がおるものですか

ら、そういった生徒には、就労や、再度就学するための切れ目のない支援ということで、

関係機関と連携した支援を行っているところです。 

 また、きょうの会議で法務省の下谷係長のお話がありましたが、新潟の女子の殺害事件

にかかわりまして、現在、学校と警察、自治体が連携して防犯体制を構築するということ

で、１０月末を目途として、全国的に自治体あるいは学校に調査しているところです。 

 来月、再来月ぐらいにある程度まとまったところで、そういった連携体制の構築という

ことで、北海道の状況などもいずれお示しできると思っておりますが、こういったことも

直近の調査ということで実施しているところです。 

 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（木林道民生活課長） それでは、整理番号２４番の北海道地方ＢＢＳ連盟様で

は、少年、少女の立ち直りの支援をしているとお伺いしています。お願いできますか。 

○北海道地方ＢＢＳ連盟（小木曽事務局長） 北海道地方ＢＢＳ連盟の事務局長の小木曽

と申します。よろしくお願いいたします。 

 今、ご紹介がありましたように、少年、少女の非行防止または非行を犯した少年たちの

立ち直りを手助けする活動をしているのがＢＢＳでございます。 

 資料の一番最後のページになりますが、１０月１日現在で、道内では２２８名の会員が
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おりますが、実際に活動できる会員と名前だけということで、何かあれば協力できるけれ

ども、ふだんは活動できない会員も多いような状況です。 

 非行防止に関しましては、我々は、観察所から依頼を受けた友達活動を初めとして、保

護司さん、更生保護女性会の皆さんと協力して活動するのが原則でございまして、単独で

は、社会を明るくする運動、各地区で独自の活動をしているところもありますし、保護司

さんなどに協力してＰＲ活動等を実施しているところでございます。 

 実際に、ＢＢＳ単独で再犯防止のために、特にどうのこうのというのはなかなか難しい

ということで、あくまでも関係機関・団体等に協力して実施するということで、そういう

ところにつきましては、機会があれば、お話があれば積極的に協力していきたいと考えて

おります。 

 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（木林道民生活課長） ありがとうございます。 

 再犯防止を推進していくためには、入り口支援も非常に重要だと言われています。札幌

高等検察庁様から、そのあたりも含めてご発言をいただければと思います。恐縮ですが、

地方検察庁様の取り組みを含めてお願いできますか。資料４の整理番号１から５に当たる

ところです。 

 よろしくお願いいたします。 

○札幌高等検察庁（高梨検務課長） 札幌高等検察庁検務課長の高梨と申します。よろし

くお願いします。 

 検察庁の業務と再犯防止に関する取り組みにつきまして、道内の検察庁を代表して簡単

に紹介させていただきます。 

 道内では、地方裁判所に対応しまして、札幌、函館、旭川、釧路にそれぞれ地方検察庁

が設置されておりまして、控訴審を行う高等裁判所に対応しまして、高等検察庁が札幌に

設置されております。 

 検察庁の業務は、警察等で検挙した被疑者に対し捜索を行い、起訴するか、不起訴とす

るかを決め、起訴した場合には、その公判活動を行って有罪になった者の裁判を執行する

というのが主なものとなります。 

 詳しくは、本日、皆様のお手元のパンフレットをお配りしましたので、お戻りになって

からでもご覧になっていただければと思います。 

 したがいまして、不起訴となった者、罰金等になった者、刑の全部の執行を猶予された

者に対し、高齢、身体障がい、知的障がい、または精神障がいなどにより福祉的支援が必

要であり、検察が支援を行うことで再犯防止が期待できる者を対象として支援、いわゆる

入り口支援を行うのが再犯防止に関する検察庁の取り組みということになります。 

 札幌、函館、旭川、釧路の各地検には、再犯防止に関する担当窓口が設置されておりま

す。本日は、残念ながら釧路地区の担当者は所用のため出席できませんでしたが、札幌、

函館、旭川からは担当者が出席しております。 
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 せっかくの機会ですので、ご紹介させていただきます。 

 札幌地検で担当しております石坂でございます。 

 席は後ろになりますが、同じく札幌地検の尾崎でございます。 

 札幌地検の小野でございます。 

 函館地検の小林でございます。 

 旭川地検の石川でございます。 

 このメンバーで担当しておりますので、必要がありましたら、気軽にご連絡をいただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

 検察庁における再犯防止業務につきましては、最も規模が大きい札幌地検で平成２８年

は６０件、平成２９年は７４件、平成３０年９月末では７８件となっておりまして、他の

地検におきましても、その取り扱いは年々増加する傾向にあります。 

 検察庁での具体的な支援内容は、再犯防止のために必要な生活資金支援、就労支援及び

医療支援など多岐にわたりますけれども、支援に必要な施設等を検察庁で保有しているわ

けではありませんので、支援対象者が必要とする支援内容に合わせまして、保護観察所の

ご協力をいただいたり、福祉機関や相談支援事業所及び医療機関へのご協力を仰ぎ、それ

ら機関へ同行することが主なものとなっております。 

 そのため、各地検の担当者は、各地で行われる支援協議会会議や研修等に参加させてい

ただきながら、福祉機関や民間団体の業務内容等の把握に努めており、それらの活動を通

じて良好な協力関係を構築して連携を深め、互いに情報を共有して実務に当たっている実

情にあります。 

 札幌におきましては、件数も多く、関係機関も札幌市均衡に集中しているという実情に

ありますが、それでも、事案に応じて必要な支援を行うための団体等と調整を図り、ご理

解の上、ご協力をいただくまでに労力を費やしている実情にありまして、まして、精神科

等医療機関にご協力をいただくのは、ごくわずかな病院に頼らざるを得ないという困難な

状況にあります。 

 大都市札幌におきましてもそのような実情にありますので、札幌以外の地検におきまし

ては、さらに支援そのものが難しい状況にあることは明らかであることから、円滑に再犯

防止業務を行うためには、今後におきましても、北海道と地方自治体を中心とした各機関

との連携が重要であり、そして、広報啓発活動により多くの方の理解が必要であると思わ

れますので、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上となります。今後もよろしくお願いいたします。 

○事務局（木林道民生活課長） ありがとうございます。 

 続きまして、出口支援の最前線で取り組みをされている保護観察所の皆様から順番にご

発言をお願いしたいと思います。 

 資料の順番に沿って、札幌、函館、旭川、釧路の順番でお願いします。 

○札幌保護観察所（佐々木次長） 札幌保護観察所の佐々木と申します。どうぞよろしく
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お願いいたします。 

 資料４の８番が、札幌が取り組んでいる状況でございます。 

 ここには本当に簡単に記載させていただきましたが、昨年度から今年にかけての取り組

みの主とするところは、地方公共団体に対して、地方再犯防止推進計画が策定されるよう

に、働きかけているということでございます。 

 具体的に申し上げますと、昨年度から今年度にかけてですが、特に昨年度、検察庁、矯

正と法務省の関係機関合同によりまして、札幌保護観察所管内といいますか、札幌管内の

地方公共団体６１自治体に対してご案内いたしまして、説明会を開催しました。ただ、出

席自治体が２０自治体と３割強の出席であったのが少し残念な結果でした。 

 それから、地方再犯防止推進計画を立てていくに当たっては、各地方公共団体の窓口、

そして、担当者が定まっていなければなかなか前進しないというのが実情だと思うのです

が、これも昨年度に確認したところでは、１０近くの自治体ではまだ窓口、担当者が決ま

っていないという状況でしたので、この辺にかけても、今年１年間、地方公共団体に働き

かけていかなければいけないということが課題でございます。 

 最後に、北海道のモデル事業の進捗状況をお知らせいたします。 

 管内の保護司、協力雇用主に対してアンケートを発するところまでは順調に行っており

ます。あとは、それに対する回答か返ってきたときに、恐らく保護観察所から回答するこ

とはないと思いますが、さらに、北海道において聞き取り調査などがございましたら、そ

れに向けても保護観察所として一緒に取り組んでまいりたいと考えております。 

 もう一点は、平成３１年度のモデル事業の計画の中に、ブロック別の再犯防止推進合同

研修会なども保護観察所単位で計画されておりますので、この点につきましても、本日ご

出席の皆様方のご協力をいただきながら進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 以上です。 

○函館保護観察所（松本企画調整課長） 函館保護観察所企画調整課長の松本と申します。

いつもお世話になっております。 

 函館保護観察所の取り組みにつきましては、資料の２枚目の９番になります。 

 当庁の再犯防止推進については、平成２９年４月から８月にかけて、当庁管内には２１

の市町村がありますので、個別または文章等で再犯防止推進法に関する説明を行っており

ます。それにあわせて、各市町村の担当窓口の設置を依頼しております。 

 平成２９年１２月８日に管内２１市町村の計画策定に向けての検討協議会を開催し、２

１市町村のうち１６市町村の担当者が出席しております。 

 その会議でもお話があったのですが、計画策定に関して参考例のようなひな形が欲しい

ということで、当庁において協議して、国の推進計画の内容をもとに、日ごろから各市町

村で取り組んできている内容等を作成して郵送しているという状況です。 

 資料では平成３１年度になっておりますが、平成３０年度の取り組みは、現在、個別協
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議を行っている状況です。 

 主な課題としては、窓口も設置して、全体の協議会もやって、参考例も送ってという状

況ではありますが、管内２１市町村で推進計画はまだ策定されておりません。 

 今後においても、当庁のところには函館市と北斗市という二つの市がありますので、そ

こを中心に個別協議で策定に向けて何とか続けていきたいという状況です。 

 ただ、北海道のほかの市町村もそうかもしれませんが、あるまちでは、計画を一番最初

には作りたくないという発言がありました。まずは道庁の動きを見てから、それを含めて

検討したいという自治体が多いものですから、道は北海道全体を見て作成すると思うので、

管内２１市町村には、これまで社会を明るくする運動を含めてたくさん協力をいただいて

おりますので、これから改めてということではなくて、これまで協力をいただいたこと、

また、満期出所の人だと保護観察所は余り携わらないので、そちらも含めて保護観察が終

わってから、今度は地域に戻ってからは市町村さんと連携していきますという内容を含め

て、今、協議を行っている状況です。 

 以上です。 

○旭川保護観察所（地引企画調整課長） 旭川保護観察所の地引と申します。 

 資料４の１０番目でございます。 

 当庁においては、再犯等防止推進計画の策定ということで、平成３０年７月の終わりご

ろに、管内の稚内と旭川において説明会を開いております。 

 説明会においては、例えば、自分の公共団体の中にこういった支援が必要な人が一体ど

れくらいいるのかがわからないし、その人たちがどういうニーズを持っているのかも見え

ないということで、再犯等防止推進計画を考えるにしても、どういったところに力点を置

いたらいいのか、どういったエッセンスを計画の中に重点的に盛り込んだらいいのか、地

方公共団体ごとの独自性を出すにはどうしたらいいのかということで戸惑っているという

質問等がございました。例えば、暴力組織にかかわっているような、暴力団に入っている

ような人を公営住宅へ入居させるのはどうなのかという質問もございました。 

 とはいえ、再犯等防止推進計画にかかわる策定の必要性ということに関しては、管内の

地方自治体の窓口の皆様にはわかっていただけたという感触はございます。 

 必ずしも全自治体の方が来たわけではありませんが、半分以上はいらっしゃっていたと

思います。その際に配布した資料と、その際の議事の中身についても、欠席された地方公

共団体に記録ということで送付させていただいているとろです。 

 また、先ほど、大臣官房の下谷係長からご紹介がありましたが、当旭川保護観察所があ

る旭川市役所で、再犯防止推進に係るモデル事業ということで、薬物依存からの回復支援

についてのモデル事業をこの９月から行っております。契約がなされたのが平成３０年８

月の終わりごろです。 

 現時点での進捗状況としては、実態調査の集計がほぼ終わりまして、実態調査の結果の

素案ができつつある状況です。 
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 これを受けまして、再犯推進のモデル事業を行っている団体のほうで、予定している事

業にこれから取りかかっていく状況にあります。 

 旭川保護観察所の管内は、ダルクさんのような民間の支援団体が全くないというところ

からスタートしておりますので、これを行っている道北地方物質使用障害研究会という団

体、通称ポーラーベアーズで我々はポラ研と呼んでいるのですが、それが平成２６年１１

月から活動を開始しており、今年の１１月で４年になりますが、この活動に注目していた

だいた旭川市役所さんから、どうですか、やってみませんかということで委託を受けて行

っている事業でございます。 

 平成３０年度は、実態調査と、平成３１年３月までのモデル事業を予定している事業を

行い、平成３１年度に関しては、いよいよ本腰ということで、実際に薬物依存からの回復

を目指す人々の指導、支援を行うファシリテーターの養成と、旭川市役所の管内にある福

祉関係、医療関係、保健機関等にそういった活動があることを周知、宣伝する啓蒙活動等

を行い、そういった支援が必要な人につなげていただくということを中心にモデル事業と

して行いながら、薬物依存からの回復支援を助けるという活動を行っているところです。 

 また、北海道庁さんから依頼を受けているモデル事業に関しても、平成３０年１０月１

１日に管内の保護司、協力雇用主全てに対してアンケートの発送を終えております。 

 一部の保護司から照会等がございまして、アンケートは送りましたが、名前を書いても

いいのですかというお尋ねがありました。これは匿名で構いませんと言ったのですが、名

前を書いて出してしまいましたという感じの人もいらっしゃったのですが、今のところ、

おおむね協力的な反応が返っているところでございます。 

 また、１０月には、先ほど讃岐主幹から相談を受けたのですが、沼田町就業支援センタ

ーに対する聞き取り調査も今回の当庁のモデル事業の中で行われるということで、今はや

れることを一生懸命やっている状況です。 

 以上です。 

○釧路保護観察所（佐藤企画調整課長） 釧路保護観察所企画調整課長の佐藤と申します。 

 まず、本日お集まりの関係機関・団体の皆様におかれましては、日ごろから当庁の業務

の推進に多大なご協力とご理解をいただいておりますことに、この場をお借りしまして厚

く御礼を申し上げます。どうもありがとうございます。 

 私ども釧路保護観察所の業務につきましては、資料４の整理番号１１番をご覧いただけ

ればと思います。 

 先ほど、北海道地方更生保護委員会の藤野更生保護管理官の説明にもありましたが、更

生保護というパンフレットをお配りしております。 

 こちらの３ページに保護観察所の業務を記載しております。よくご存じの方もたくさん

いらっしゃると思いますが、地方裁判所の所在地において云々という記載がございます。 

 主な業務としては保護観察の実施、刑務所や少年院に入所している、入院している犯罪

者、非行した少年たちが、彼ら、彼女らはいずれ社会に戻ってくるわけですが、その戻り
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先、戻ってくる生活環境の調整、こういったことを主な業務として取り組んでおります。 

 私どもの保護観察所は道内に４カ所あるのですが、札幌、函館、旭川、釧路とそれぞれ

に管轄区域が違えば、地域の社会資源も違います。 

 １１番の主な課題のところにも書いてありますが、私どもは、保護観察の実施や生活環

境の調整をするに当たりまして、例えば、就労支援でありましたら、協力雇用主が必要、

あるいは、高齢者、障がい者の犯罪者に対しての支援でありましたら、定着支援センター

さんとの連携が必要です。そして、刑務所、少年院からの帰住先を探すに当たっては、行

き場のない者たちもいますので、地域の福祉関係機関や、障がいのある人であれば、医療

関係機関との連携も必要ということで、地域のネットワークづくりに、日々、苦心をして

いるとこでございます。 

 ただ、これはなかなかうまくいかないので、福祉関係機関、医療関係機関のいずれも都

市部に数が多く、その多様性も多いということで、地方はかなり苦慮している現状にござ

います。 

 そういった意味でも、きょうのこのような会議で得られたネットワークがさらに広がっ

て、より多くの支援を私ども地元の地域でできるようになればありがたいと考えておりま

す。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（木林道民生活課長） ありがとうございます。 

 引き続きまして、北海道地方保護司連盟の村川さん、いかがでしょうか。 

○北海道地方保護司連盟（村川事務局長） 北海道地方保護司連盟事務局長の村川と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

 こちらにいくつか書かせていただいたのですが、私たち保護司という言葉は、最近はテ

レビや映画などもありまして、皆様の中に少しは浸透してきたと思うのですが、保護司と

いうものを理解していただくまでに至っていないのが現状です。 

 先ほどから、更生保護のパンフレットを皆様に見ていただいていると思いますが、その

中の４ページに、保護司というものについて載っております。 

 先ほどからありますように、再犯率が下がらないと言われており私たちはとても寂しい

のですが、罪を犯して矯正施設に入った方、または、矯正施設に入らなくても保護観察を

受けた方たちと実際に接しまして、日々、努力はしているのですが、自分の担当した方が

再犯を犯してしまうと、すごくがっかりしまして、とても悲しく残念だなという気持ちで

日々を過ごしています。 

 私たちの仕事は、ここを読んでいただければわかると思いますが、今、札幌から釧路ま

で四つの観察所単位に分かれて保護司会がつくられておりまして、その四つをまとめてい

る形で北海道地方として活動させていただいております。 

 私たちの活動の中では、市町村の連携といいましても、先ほど大臣官房秘書課の下谷係

長から説明がありましたように、サポートセンターが全国につくられるようになりまして、

色々なところから支援を受けて私たちの活動を行っております。 
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 その中でも、サポートセンターは、今後、長野県のお話がありましたが、私たち更生保

護のサポートセンターというだけではなくて、再犯防止を含めたような取り組みをさせて

いただくようになれば、とても良いのかなという思いは私たちも持っております。 

 そのためにも、今後、できていないところ、それから、色々な条件のところがあります

ので、ぜひ皆様のご協力を得て充実させていただければありがたいと思っております。 

 私たちは、保護観察対象者のほかに、社会を明るくする運動をしたり、日々、あまり目

立たないようにという活動を行っておりますので、今後とも、どうぞよろしくお願いいた

します。 

○事務局（木林道民生活課長） ありがとうございます。 

 続きまして、女性連盟の早瀬さんにお願いできますか。 

○北海道地方更生保護女性連盟（早瀬事務局長） 北海道地方更生保護女性連盟事務局長

の早瀬と申します。よろしくお願いいたします。 

 私どもは、純粋な民間ボランティアなものですから、このような席でお話しするのはど

うなのかと思いつつも、私どもの活動を知っていただければうれしいと思います。 

 現在、北海道内に５，２００名ほどの会員がおりまして、各保護観察所のほうに女性連

盟という形で設置されておりまして、そちらを日本更生保護女性連盟とつなぐ役割を私ど

もはさせていただいております。 

 再犯防止に関しましては、私どもも色々なところで耳にしますし、どうにかしなければ

という言葉もかけ合っております。社会を明るくする運動の一環として、更生保護の心を

広めることが私どもが担った仕事だろうと捉えておりまして、まずは、罪を犯してしまっ

た方たちが地域に戻られるときに「おかえり」と言える、そんな優しい社会でありたいと

常日ごろ会員の方々とお話をさせていただいております。 

 そのために、地域の各団体と手を結んで、更生保護、再犯をしないために私たちはどう

しなければならないかというところも話し合ったり、理解をしていただいたりという活動

を中心に進めているところですが、この活動自体、どうしてという疑問符を投げかけてく

ださる方々ばかりで、浸透していないのがもどかしいところです。 

 それでも、私たちは、戻ってこられる方がスムーズに社会の中に溶け込んで、自分はこ

こに居場所があると知っていただくことが第一の目的と考えて、努力中です。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（木林道民生活課長） ありがとうございます。 

 それでは、医療分野の観点からの再犯防止について、大通公園メンタルクリニック様か

らお話しいただけますでしょうか。 

○ほっとステーション大通公園メンタルクリニック（佐々木精神保健福祉士） 私は、大

通公園メンタルクリニックの佐々木と申します。場所は札幌市中央区で、民間からの参加

になります。 

 資料４の３ページ目の取り組みにも書かれていますが、時間もないので簡単にご説明い
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たします。 

 私どものクリニックは、精神科単科の医療機関になりまして、日中活動を提供するデイ

ケアを併設していまして、グループホームを札幌市内に５カ所運営しております。そのう

ちの１カ所と書かれていますが、何らかの法に触れた対象者の方を受け入れています。 

 医療観察法の指定通院医療機関も行っておりまして、重大な他害行為を犯した精神障が

いの方の指定も受けて、今、ケースを受けています。 

 それから、下に触法障がい者の地域定着支援と書かれていますが、当院は平成１１年に

開院しましたが、開院当初は、先ほどダルクさんから話にありましたが、覚せい剤、薬物

依存症とか、アルコール依存症とか、法に触れてしまった方などの支援を独自にやってい

て、その流れで今に至っています。 

 きょうご参加の機関は、日ごろ、ケースの連携の中でお世話になっている方々ばかりで、

司法機関、国、行政、自治体と連携しながら、日々関わらせていただいています。 

 また、先ほどのダルクさんの話にもありましたが、我々の第一目標も、再犯防止という

より、どちらかというと対象者が地域でいかに自分らしく暮らせるかというところがメー

ンだと思っております。それには、色々な課題があったり、問題があったり、疾病的なこ

とだったり、障がい特性だったり、人間関係だったり、親のことだったり、色々な背景を

探っていくと、色々なことに手をつけていかなければいけないということになっていきま

すが、その支援の対象だったり、治療的なアプローチが必要だったりする方を我々のほう

で受け入れているというような形になっています。 

 ここ最近で多いのは、薬物犯罪の方ももちろんそうですが、万引きを繰り返す窃盗犯や、

性的問題の方が受診に多く来られていて、増えている印象があります。 

 最後に、主な課題として書かせていただいた中に、再犯防止もそうですが、再犯を繰り

返してしまう方に、地域に長く定着して暮らせない方が多い印象があります。早い人です

と１カ月ですぐにいなくなってしまったり、３カ月でまた服役してしまったりという方が

多い中で、刑務所に戻るのではなくて、地域を転々としなからも、自分らしく、いずれど

こかで暮らせる地域があるのではないかと最近は思っています。道内の広域性の話も先ほ

ど出ていましたが、広い北海道の中で、触法に理解のある事業所と手を組みながら、地域

を転々としながらも、ずっと広域で連携してつなぎとめていくといいますか、活動までは

いきませんが、そういった支援をここ最近は力を入れてやっています。 

 ですから、北海道はとても広いので、その先々に行くときの交通費や人件費的もかかり

ますし、民間一つでやっていくのはなかなか大変なのですが、これは再犯防止に一役買う

と日々の実践の中で感じていますので、今後の課題としています。 

 もう一つは、再犯防止もそうなのですが、１０代の初犯防止も大事ではないかと思って

います。少年院に入る一歩手前の感じで、ちょっと逸脱行為のある発達障がいの子とか、

事件にならなくて済んだような子とか、虞犯的な感じの子なども受診に来るので、再犯防

止もそうですが、初犯の入り口をとめるというところも一方では大事かと思って、日々、
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かからせていただいております。 

 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（木林道民生活課長） ありがとうございます。 

 高齢者や知的障がい者等の福祉的支援という観点から、社会福祉士会様、よろしくお願

いいたします。 

○北海道社会福祉士会司法連会委員会（髙橋副会長） 北海道社会福祉士会の髙橋と申し

ます。 

 日ごろ、地域で色々な連携や協力をしてくださいまして、本当にありがとうございます。 

 私どもからは、資料４のナンバー１９のところに大まかに書いてありますので、ご説明、

ご報告をさせていただきます。 

 北海道社会福祉士会は、事務局は札幌市に置いておりますが、地区支部としては七つの

地域に分かれて、地域での活動をしています。 

 また、北海道社会福祉士会としては、今回、私は司法特別連携委員会として参加させて

いただきましたが、十数個の委員会活動を全道で展開しています。 

 会員は１，８００名ほどおります。 

 実際に、この事業に取り組みましたのは、２０１４年度に高齢者や障がいをお持ちの方

の福祉的な支援を必要とする被疑者、被告人段階の支援について、日本弁護士連合会様を

初めとする司法関係機関との連携のもとに、司法分野における社会福祉士の関与のあり方

に関する連携スキームを検討するための調査事業ということで、実際には、日本社会福祉

士会が受託して調査研究を行いましたが、この事業に北海道社会福祉士会として協力をさ

せていただいております。 

 道内におきましては、札幌市で、札幌弁護士会の先生方と連携しまして、福祉的支援を

必要とする高齢者、障がい者等に対して、私たちが接見やアセスメント、更生支援計画の

作成等を行っております。 

 このときに委員会を設置しまして、現在もこの委員会は道内各支部の七つの支部から委

員を出していただきまして、各地域での活動を中心に展開しているところです。 

 北海道社会福祉士会が七つに分かれていますので、検察庁の方や保護観察所などの方々

とちょっと地域が重複したりということで、スムーズな連携ができないところもあります

が、今後とも連携をよろしくお願いいたします。 

 そして、特別委員会としましては、年１回程度、司法連携に関する研修会を実施しまし

て、特に入り口支援についての研修会、勉強会を開催しているところです。 

 また、札幌弁護士会の先生方にご協力いただきまして、講師などを調整していただいて

いるところです。 

 今後としましては、課題にも書かせていただいたのですが、社会福祉士は、福祉関係機

関と医療機関などで実際に働いている者がほとんどですので、こういった入り口支援に積

極的に関与したり、時間的、物理的な問題もありますが、そういったところと、勉強会も
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２０１４年度から始まりまして、社会福祉士の知識も向上して、今、勉強させていただい

ているところです。 

 今後の活動としましては、そういった入り口支援を担うことができる会員の養成などを

検討しておりまして、来年度に養成研修を行い、積極的に入り口支援で活動できる社会福

祉士を多く輩出したいと思っております。 

 また、再犯防止と言われますが、先ほど、ダルクの方や大通公園メンタルクリニックの

先生もおっしゃっていましたように、再犯防止を第一の目的とする活動というより、社会

福祉士として生きづらさをお持ちの方々、高齢者の方、障がいをお持ちの方に、支援をさ

せていただく中で、どれだけ地域で生活できるか、支えられるかということを目的として

活動し、そのことが再犯防止につながればと思っておりますので、今後とも協力のほどを

よろしくお願いいたします。 

○事務局（木林道民生活課長） ありがとうございます。 

 最後に、道警の生活安全部と刑事部からそれぞれご発言をお願いいたします。 

○北海道警察本部（小関生活安全部生活安全企画課課長補佐） 北海道警察本部生活安全

部生活安全企画課の小関と言います。 

 人前で話をする仕事が離れて久しいため、まとまりのない説明になるかもしれませんが、

ご容赦願います。 

 生活安全部につきましては、生活安全企画課、子ども女性安全対策課、少年課、生活経

済課、保安課、サイバー犯罪対策課の６課で構成されておりまして、主な業務といたしま

しては、犯罪の抑止対策、ＤＶ・ストーカー対策、非行少年対策、許認可事務、生活経済

事犯であったり、サイバー犯罪の取り締まりを主な業務としております。 

 道警察では、再犯防止推進計画で警察庁と記された分野の事業につきまして対応に取り

組んでおりまして、中でも、生活安全部につきましては、資料４の２６番に簡単に記載さ

せていただいておりますが、大きく分けまして、少年非行防止及び非行少年の立ち直り支

援、子ども対象・暴力的性犯罪をした者の再犯防止、ストーカー加害者に対するカウンセ

リング等という大きく三つに分けて取り組んでいるところです。 

 この業務は一体何かといいますと、まず、少年非行及び非行少年の立ち直り支援といた

しましては、代表的なものとして、道教育委員会を初め、各市町村教育委員会であったり、

各学校と連携しまして、学校単位における非行防止教室であったり、薬物乱用防止教室に

取り組んだり、少年の立ち直り支援といたしましては、我々では、少年の居場所づくりと

いう名称で取り組んでおりますが、非行に走った少年、または、非行に至らないまでも、

非行に及んでしまいそうな少年を集めまして、農業体験であったり、学習支援を行うなど

の活動をしております。 

 また、ストーカー加害者に対するカウンセリングといたしましては、道内の精神科医療

機関のご協力をいただきまして、ストーカー加害者が被害者に対する執着心を取り除いて

再犯を防止するという取り組みで、カウンセリング治療の受診を進めている取り組みをし
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ております。 

 これらの活動につきましては、皆様のご協力をいただく場面が多々あると思いますので、

引き続きご理解とご支援のほどよろしくお願いいたします。 

 生活安全部の活動については、以上でございます。 

○北海道警察本部（佐藤刑事部刑事企画課指導官） お疲れさまです。 

 道警本部刑事部刑事企画課指導官の佐藤と申します。 

 この１０月に旭川から配置がえとなりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 当刑事部としての取り組みしましては、まず、取り締まり部門でございますが、捜査第

四課におきまして、暴力団の取り締まりを強化する一方で、北海道暴力追放センター等関

係機関・団体と連携しまして、暴力団からの離脱に向けた指導等を実施しております。 

 加えて、暴力団離脱者の社会の理解を得る活動の推進、さらには、暴力団離脱者支援対

策協議会の活性化等を通じまして、暴力団の社会復帰対策の推進を図っているところでご

ざいます。 

 また、薬物銃器対策課におきましては、薬物の乱用防止街頭キャンペーン等の広報啓発

活動を実施する一方で、各種事業所、学校にて開催される薬物乱用教室に講師を派遣する

など、薬物乱用防止活動を通じまして、薬物依存症対策関係機関との連携強化を図ってい

るところであります。 

 以上、捜査第四課薬物銃器対策課の対策について申し上げました。 

 今後とも、よろしくお願い申し上げます。 

○事務局（木林道民生活課長） ありがとうございます。 

 それでは、最後となりますが、北海道町村会様にお願いします。町村会様自体で直接や

られることはなく、それぞれの自治体でやるということもあると思いますが、これまで、

皆様方から出されたご発言を聞いての感想などで結構ですので、一言、お願いできますか。 

○北海道町村会（松岡主事） 北海道町村会と申します。 

 北海道町村会の主な取り組みを資料４にも書かせていただいていますが、私どものほう

では、道内全１４４町村に共通する課題解決のための国への要請活動などの政務活動を初

め、町村の財産の保全や町村職員の暮らしを守るための共済事業を行うほか、町村行政に

関する調査研究や政策情報の提供、法務体制の支援、情報化支援や、町村の魅力を発信す

るような広報事業、町村職員研修などの活動を展開しております。 

 今、色々なお話がありましたが、私どもとしては、１４４町村の連絡調整の機関であり

まして、その再犯防止に関する直接的な取り組みは何もしていない状況ですけれども、先

ほどから、地域再犯防止推進計画において地方公共団体の連携強化が重要な課題であると

か、自治体の担当窓口を設置して協力してほしいという話があったことを踏まえて、この

会議の内容をもとに、必要があれば町村への情報提供に努めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○事務局（木林道民生活課長） ありがとうございます。 
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 以上で、皆様方全体から一言ずつ取り組みや課題等についてのお話をいただきましたが、

道のモデル事業に関しても構いませんので、全体を通して何かご発言がありましたらお受

けしたいと思います。 

 どなたかいらっしゃいますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○事務局（木林道民生活課長） それでは、最後に、一言、お礼を申し上げたいと思いま

す。 

 今日は、初めての会合ということで、深い議論まではいきませんでしたが、皆様方の普

段の取り組みや感じておられる課題、あるいは、貴重なご意見、ご提言などもいただきま

した。心から感謝を申し上げたいと思います。 

 今日いただきました取り組み、課題を含めたご意見については、法務省から受けました

モデル事業を推進していくに当たり、また、今後の道の取り組みを検討するに当たって参

考にさせていただきたいと思います。さらに、本道の再犯防止推進計画を取りまとめてい

く上で役立てて考えてまいりたいと考えております。 

 先ほど、当課の讃岐から説明いたしましたが、道では、今年の８月に、法務省から再犯

防止に係る事業を受託しました。この事業の実施要件として、福祉、薬物、就労、住居、

その他５本の事業テーマの中から選定することになってございますが、道では、その５本

全てをテーマにして、広い見地で事業を推進していくこととしております。 

 今日は、これから道が進めていこうとする事業のテーマについて、実際に活動あるいは

取り組みをされている方々から体験を踏まえた具体的なご意見を伺うことができましたの

で、非常に参考になりました。ありがとうございます。 

 色々なお話があった中で、例えば、福祉の分野では、地域生活定着支援センター様から

矯正施設にいる段階からアプローチを含めた支援が大事だということ、あるいは、薬物の

分野については、ダルク様から、薬物依存からの離脱だけではなく、生き方の軌道修正を

する取り組みからやっていかなければいけないということ、あるいは、更生保護委員会様

からは、更生保護の最前線に立った取り組みなど、様々なご意見をお伺いいたしました。

本当にありがとうございます。 

 冒頭で法務省さんからもご説明がありましたが、罪を犯した人が社会に復帰しようとす

る場合には、様々な課題があります。仕事をどうするのかという問題、なかなか元の住ま

いに戻れない人も多く、住居をどうするのかという問題、あるいは、高齢者や障がい者と

いうのは、そもそも仕事につくこと自体のハードルが高いというお話があります。また、

薬物依存についても、そこから離脱回復するためには、強い覚悟や決意が必要ということ

かと思います。 

 我々行政としてどこまで手を差し伸べられるのか、既に、今日お集まりの皆様方は色々

な取り組みをされておりますが、立ち直りに向けて、さらにどういった側面支援、伴走支

援ができるのかを考えていかなければならないと思っております。 



- 37 - 

 

 北海道は非常に広いということで、刑務所が６カ所あります。少年院が２カ所、少年鑑

別所が４カ所あります。地方検察庁と保護観察所がそれぞれ４カ所、市町村数も１７９あ

るということで、非常に大きな地域を所管しております。 

 正直、その地域によっては、この課題に関してはまだまだ温度差があると思っています

し、対応すべき内容も微妙に違うと思っております。 

 今後も、このように関係機関が集まって情報を共有して、連携を深めて、今後の対策を

検討していくということが非常に大事なのかなと感じました。 

 今後、皆様方から発言がありました課題、ご意見、ご提言などについては、内容の確認

等を行って、１２月の中旬になるかと思いますが、中間報告として取りまとめる予定の道

民意識調査の結果とあわせて、来年度のモデル事業の作成に向けて参考にさせていただき

たいと考えています。 

 次の推進会議は、来年の２月頃を予定しております。 

 皆様方には、年明けに改めてご都合をお伺いいたしまして、その上で日程調整をさせて

いただきたいと思っております。 

 また、そのほかに、随時、私どもから皆様方にご連絡をとらせていただくこともあるか

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

  ４．開  会 

○事務局（木林道民生活課長） それでは、本日お集まりの皆様には、今後ともお力添え

をいただくようお願い申し上げまして、本日の会議を終了させていただきます。 

 会議が長時間に及びましたが、どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


