
平成３０年度

北海道再犯防止推進会議

議 事 録

日 時：２０１９年３月１３日（金）午後２時開会

場 所：ポールスター札幌 ２階 セレナード
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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。

本日の司会を務め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） 開会に当たりまして、くらし安全局長の堀本よりご挨拶

を申し上げます。

○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でございます。

本年度の第２回目となり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、年度末の大変お忙しいところ、全道各地からご出席を賜りまして、感謝を申し

上げる次第でございます。

本会議につきましては、ご案内のとおり、刑法犯の認知件数が年々減少している一方で、

検挙者に占める再犯者の割合が高まっている状況も踏まえ、関係機関の連携協力のもと、

再犯の防止対策にかかわる情報の共有、あるいは、ネットワークの構築などを目的といた

しまして、国の委託事業なども活用しながら、設置、開催しているところでございます。

これまでの取り組みといたしましては、昨年１０月に第１回目の推進会議を開催いたし

まして、その後、道内の四つのブロックにおきまして地域会議を順次開催いたしましたほ

か、更生に携わっている方々、あるいは道民へのアンケート調査の実施、道外で先進的な

取り組みを進めている地域への視察などを行ってきたところでございます。

本日は、こうした調査、あるいは、視察等の状況報告や来年度の事業の計画などにつき

まして、皆様と情報交換を行うとともに、ご協議をお願いしたいと考えております。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、犯罪や非行の防止はも

ちろんですが、罪を償い、再出発しようとしている人たちが再び犯罪に手を染めることな

く、社会の一員として生活することができますよう、関係する機関が相互に連携し、広範

的な取り組みを進めていくことが大変重要であると考えてございますので、本日は、それ

ぞれのお立場から忌憚のないご意見をいただきますよう、よろしくお願いしたいと考えて

ございます。

結びになりますが、今後とも、取り組みの推進に向けまして、皆様のご理解とご協力を

賜りますよう重ねてお願い申し上げますとともに、本日、ご出席の皆様のますますのご健

勝をご祈念申し上げまして、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申し上げます。

○事務局（木林道民生活課長） 堀本につきましては、この後、用務の都合がございます
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ので、ここで退席させていただきます。

大変恐縮でございますが、ご了承願いたいと思います。

〔 くらし安全局長退席 〕

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

クリップ止めされた次第と資料一覧があると思います。その下に、出席者名簿、その裏

面には配席図があるかと思います。それから、資料１として再犯防止推進会議の地域会議

について、資料２として他自治体での先進的な取組について、資料３として平成３０年度

北海道型再犯防止対策検討調査概要版、資料４として、来年度に向けまして道のモデル事

業をどのようにやっていくかという事業計画について、１枚物の資料があるかと思います。

資料５として、この推進会議の開催要領あるいは構成員が載っている資料があると思いま

す。そのほか、矯正管区様から配付資料としてクリップ止めされた資料、札幌弁護士会様

から配布資料３として１枚物の資料がついております。

ご確認いただきたいと思います。よろしくお願いします。

３．議 事

○事務局（木林道民生活課長） それでは、早速、次第に沿って議事を進行させていただ

きます。

議題の１の平成３０年度の北海道地域再犯防止推進モデル事業について、①の道の再犯

防止推進会議、地域会議の開催状況や先進的な取り組み、②の調査業務等について報告さ

せたいと思います。

まず、地域会議の開催概要について、当課の清水から説明いたします。

○事務局（清水主事） 環境生活部道民生活課の清水と申します。よろしくお願いいたし

ます。

まず、資料１について訂正がございます。

１の（１）に上川地域と記載されておりますが、正しくは旭川地域です。申し訳ござい

ません。

それでは、資料に基づいて説明させていただきます。

旭川地域では１２月２７日に地域会議を開催し、続いて、釧路地域では平成３１年１月

１８日に開催しました。函館地域では２月６日に開催し、札幌地域は本日の午前中にこち

らで開催しております。開催内容や参集範囲については、下記の構成員や、裏面に記載さ

れている開催要領に基づいて開催しております。開催時間はおおむね２時間程度であり、

現在は、まだ１回目ということもありまして、全ての皆様から団体の構成等についてお話

をいただいておりました。

それでは、引き続き、よろしくお願いいたします。

○事務局（木林道民生活課長） １２月２７日から、順次、旭川、釧路、函館、札幌とい

う順で開催してきました。それぞれその地域での開催状況について、私どもには総合振興
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局というのがございまして、本日はその課長に来ていただいておりますので、順次、ご報

告をさせていただきたいと思います。

まず、旭川地区についてよろしくお願いします。

○上川総合振興局（菱沼環境生活課長） いつもお世話になっております。上川総合振興

局環境生活課の菱沼と申します。

それでは、雑駁ですが、旭川地域の開催状況を説明させていただきます。

資料１の１の（１）にありますとおり、旭川地域の地域会議につきまして、年末の１２

月２７日にＯＭＯ７という旭川のホテルで１時半から開催されております。旭川地域につ

きましては、次ページの別紙１に構成員が書かれておりますが、１８団体から構成されま

して、そのうちの１５団体２５名の出席で開催されております。

旭川地域の特色としては、構成員の一員でもあります旭川市も国のモデル事業を実施し

ております。その内容につきましても、会議の中で若干説明がありましたが、旭川市につ

きましても、平成３０年度から３カ年の事業で、法務省から委託を受けてモデル事業を実

施しております。

旭川市の事業の特色としては、物質使用障害を中心に考えております。アルコール依存

もそうですが、特に薬物依存対策として取り組んでおられます。物質使用障害回復支援に

かかわる人材育成や普及啓発を目的に実施しております。

大きく４本立ての事業展開をしておりまして、一つ目としては、関係機関等のネットワ

ーク構築ということです。これにつきましては、今回の会議のような形で旭川市再犯防止

連合会議が１１月に開催されておりまして、上川総合振興局も構成員の一員として参加さ

せていただいておりまして、そういう横のネットワークを構成しております。それから、

二つ目としては、物質使用障害者の回復支援をする人材の育成とか、人材育成のための知

識、技術の習得支援、それから、三つ目としては普及啓発活動、四つ目は、最終的に当事

者に対する支援を実施し、それに向けて色々検討していこうということで進めているとい

う発表がありました。

旭川地域の概要につきましては以上です。

○事務局（木林道民生活課長） 続きまして、釧路地域についてお願いいたします。

○釧路総合振興局（大宮環境生活課長） 大変お世話になっております。釧路総合振興局

環境生活課の大宮と申します。どうぞよろしくお願いします。

釧路市で開催いたしました平成３０年度北海道再犯防止推進会議地域会議についてご説

明させていただきます。

会議は、本年１月１８日、釧路市生涯学習センターにて、参加者は３０名ほどで開催さ

せていただいております。

資料１の別紙２に各機関のご意見等が書かれておりますが、今回はとかちダルクについ

てお話しさせていただきたいと思っております。

ダルクにつきましては、日本全国に７０カ所ほどございます。北海道には、とかちダル
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クさんと札幌の北海道ダルクさんの２カ所ございます。ダルクとは、薬物やアルコール、

ギャンブル依存症、発達障がいの方々などを支援して、同じ問題を共有する場という意味

があるそうです。

とかちダルクにつきましては、薬物等の依存症や発達障がいの方などへ居場所や住まい

の提供を行い、障害総合支援法に基づいた障がい福祉サービスを利用しながら支援を行っ

ております。主たる目的につきましては、再犯を防止するというものではございませんが、

本人の依存症からの回復を支援することで、結果的には刑務所等から出所した方々の再犯

防止につながっていくと考えていらっしゃるということでした。

その中で、入所者に対して必要なことについては、自分の居場所と自分のことをわかっ

てくれる仲間が必要であるということで、一般就労をしても、社会では、前科何犯である

ことや、刑務所に入ったと言うことがなかなかできず、ストレスがたまってしまい、薬物

の再使用や仕事をやめたりする方が多いということです。

全国のダルクでは、ミーティングやスポーツ、勉強等、さまざまなプログラムを行って

おりますが、国立精神・神経医療研究センターの調査におきまして、どのプログラムを使

っても、出所された人の回復率が余り変わらないということです。つまり、プログラムが

必要なのではなくて、仲間と一緒に生活することや自分の居場所があることが一番必要な

のではないかということが調査からもわかってきたとおっしゃっておりました。

課題もありますが、入所者の課題は、回復のモチベーションを保つのが非常に難しくて、

自分自身を客観的に見ることが得意ではない、長期的に物事を考えることも難しいという

ことで、薬物依存症の人や、長期間、刑務所等で過ごしている方は、常識的な部分が少し

欠けているという特質があるそうです。就労の際に、協力雇用主の方は常識的な部分を一

番重視されているということで、現実とのギャップがあるということもおっしゃっており

ました。

とかちダルクにつきましては、刑務所から出所した後に入所する方が非常に多いと言っ

ておりました。入所動機については、表向きは薬物依存症の脱却や自立を希望しておりま

すが、ほとんどの場合は仮釈放が目当てということもあるそうで、その動機のままダルク

に入る方はなかなか定着しないということもおっしゃっておりました。

また、とかちダルクは道東地域で支援を行っておりますが、広範囲にわたるため、帯広

だけでは活動が非常に難しいということでした。そのため、新たな拠点をつくりたいので

すが、何せ資金面や人材が不足しているということです。特に人材育成は、なかなか深刻

な問題であるとおっしゃっておりました。

以上、とかちダルクについてお話しさせていただきました。

以上で終わります。

○事務局（木林道民生活課長） 続きまして、函館地域からお願いいたします。

○渡島総合振興局（橋本環境生活課長） 渡島総合振興局環境生活課長の橋本です。

日ごろから、皆様には様々な面でお世話になっております。この場を借りてお礼を申し
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上げます。

私のほうから、２月６日に開催されました函館の推進会議地域会議についてご紹介させ

ていただきます。

函館地域では、渡島総合振興局の講堂において、関係機関の皆様に集まっていただき、

２月６日に開催いたしました。それぞれの機関から取り組みの発表がありましたけれども、

私からは、函館市の取り組みについてご紹介させていただきます。

まず、財政面での支援ということで、支援というよりは一緒にやっていくという意味合

いですが、函館地区保護司会への補助金、あるいは更生保護施設巴寮への負担金などにつ

いて対応しております。巴寮の方からは、実際に寮を出てから社会で孤立した結果として

夜中に電話をくれるそうです。保護司の皆さんがふだんやられているように、寮としても

電話を受けることがあって、その話を夜に聞いているなど、業務では見えづらいお話も当

日の会議でお話しされておりました。そのようなところへの負担金を函館市では持ってい

るということです。

続いて、協力雇用主への支援策についてです。

市ではさまざまな契約行為を行いますが、契約先の選定が可能な場合について、総合評

価落札方式あるいは競争入札の参加資格を審査する場合、加点制度を導入して、協力雇用

主の事業者の社会貢献への評価を加点によって評価して加えるというような形で優遇を図

る対応をしているということでした。

最後に、総合的なサポートということで、各種依存症について、これは他の機関からも

いろいろ手を焼いているという報告が出ておりましたが、薬物依存、そのほか、アルコー

ルやギャンブル依存症を考える集いを渡島の保健所と共催の形で年に１２回開催しており

ます。あるいは、生活困窮者自立支援法に基づき、これは更生保護以外の実際の生活困窮

者の方も含めた形にはなりますが、総合窓口を設けて、そちらで自立に向けた相談を受け

る、あるいは、社会福祉法に基づく地域福祉計画に再犯防止に関する取り組みを掲載して

おります。これは、市民に向けての啓発の意味合いがあるというお話ですが、そちらに立

ち直りについての話を載せていくということです。

行政の中で縦割りになりがちな中、社会福祉のサポートが不足することで犯罪に走って

しまうということから、そのような中に再犯防止の取り組みをきちっと位置づけることで、

市としては総合的なサポートを図っていきたいというような考えで対応しているというこ

とでした。

私からは以上になります。

○事務局（木林道民生活課長） 最後に、札幌地域についてお願いいたします。

実は、札幌地域は、本日の午前中にやっておりまして、まとめるのが大変かもしれませ

んが、よろしくお願いします。

○石狩振興局（中島環境生活課長） 石狩振興局環境生活課長の中島と申します。どうぞ

よろしくお願いします。
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本日の午前中に、同じ会場で地域会議が開催されました。２０の団体から２６名の皆様

にご参加いただきまして、会議を終えたばかりでございます。

その中で、皆様の活動については、別紙４として資料がついておりますが、その活動内

容以外で少し議論がございました。

会議の中で、北海道で行いました北海道型再犯防止対策検討調査業務の中間報告につい

ての説明ありまして、そちらについては、アンケート調査の結果を取りまとめたものにな

っておりました。その調査結果を皆さんがごらんになられて、ご興味を持たれたというか、

色々な衝撃を受けたところがありました。

本日、この後の説明に出てくるかもしれませんが、道民へのアンケートの調査項目とい

うところで、元受刑者が近隣に住むことについてどのくらい受け入れられるかという問い

がございました。その中の回答で、絶対に受け入れたくないが約１２％、できれば受け入

れたくないが５３％、合わせますと６４％が近隣には住んでもらいたくない、受け入れた

くないというのが一般の道民の感情ですという説明がありました。

それを受けて、皆様はいろいろな活動をされておりますが、地域においては、犯罪者を

受け入れることに対する理解が進んでいないことがよくわかりましたというご意見とか、

このような結果を真摯に受けとめて、理解を進めるためにはどうしたらいいか、なぜ進ま

ないのかという要因の分析をして今後の取り組みに生かしていただきたい、そして、会議

の場において、みんなで具体的な戦略を考えながら進めていくことが必要ではないかとい

うご意見を札幌市や更生保護法人札幌大化院様より頂戴したところでございます。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○事務局（木林道民生活課長） 質疑等については、後ほど一括してお伺いしたいと思い

ます。

引き続き進めていきたいと思います。

次に、この推進会議のメンバーとともに先進地を幾つか調査させていただきましたので、

先進事例についてご紹介させていただきたいと思います。

まず、その概要について、清水から説明いたします。

○事務局（清水主事） 資料２に基づいて、ご説明させていただきます。他自治体での先

進的な取り組みについて、道外視察を行いました。今年度から法務省の事業を受託し、地

方公共団体委託事業の一環として他県等についての先進視察を行いました。

まず、１回目は、平成３０年１１月１５日から１７日までの３日間、鳥取県と兵庫県の

明石市に視察に行きました。視察者としては、札幌弁護士会の谷村弁護士、地域生活定着

支援センターの鹿野内統括センター長、北海道地方更生保護委員会の藤野更生保護管理官

と当課の讃岐主幹、那賀島主査です。視察先については、一般社団法人とっとり東部権利

擁護支援センター、鳥取県、明石市、明石市社会福祉協議会、神戸刑務所の５カ所です。

続いて、２回目は、平成３０年１２月１７日から１９日までの３日間、九州の長崎県、

佐賀県、福岡県に行ってまいりました。視察者は、札幌弁護士会の鹿角先生、医療法人ほ
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っとステーションの佐々木精神保健福祉士兼社会福祉士、札幌矯正管区の山﨑課長、当課

の木林課長と私、清水の５人で視察に参りました。視察先としては、長崎県、長崎県地域

生活定着支援センター、さがセレニティクリニック、福岡県の４カ所でした。

以上です。

○事務局（木林道民生活課長） 明石市の取り組み等について、札幌弁護士会刑事拘禁制

度検討委員会の谷村副委員長様からご報告をお願いいたします。

○札幌弁護士会刑事拘禁制度検討委員会（谷村副委員長） 札幌弁護士会の谷村です。よ

ろしくお願いします。

今回、１１月１５日、１６日、それから、１７日は実質的には帰宅の途についたのです

が、２日間、視察に同行させていただきました。鳥取県、明石市、神戸刑務所です。神戸

刑務所は明石市にありますが、実質的にはその３カ所を回りました。

視察先は、先ほど資料２にありました①と②、それから③、④についても一緒に取材を

させていただきました。

まず、１日目は、鳥取県を視察させていただきました。

県庁の部署の担当者は、実質的に二、三名という状況で、小所帯で活動されているとい

うことでした。

そちらで考えられている内容としては、出所者が再犯に至らないためには、住居の確保、

経済的自立という意味から就労先が重要と考えられており、その２点について、かなり重

点的に力を注いでいらっしゃるというご報告を受けております。

職のほうについては、県に鳥取ハローワークという機関がありまして、厚労省管轄のハ

ローワークとは別に設置されており、そちらのほうで県内に就労を希望する方をあっせん

していると伺っております。この他に、住宅の方も、県の制度として、福祉の対象で住宅

保障をしているところがありましたが、いずれも、再犯防止のために設置された機関では

なく、基本的には元々あった福祉のために活動する、あるいは、鳥取県に戻ってこられる

方々のＩターン等々の就職支援のために作られたものですが、その制度を利用して再犯の

防止に活用されているということでした。

先ほど、アンケートの結果で、近隣に住んでほしくないというお話があったと思います

が、県庁職員の意識としても、福祉のために作った制度をどうして罪を犯した人のために

使わなければいけないのだという疑問点はあったそうです。ただ、それに対しては、生き

にくさの中で犯罪に走ってしまう人にも何らかの支援が必要なので、根っこの部分は一緒

なのですといろんな部署を説得して回って、そういう制度を活用するに至ったと思います。

細かいところについては報告書の中に書いてありますので、そちらをごらんいただけれ

ばと思います。

また、道民生活課からは、弁護士の見地からお話ししてくださいということでした。し

かし、刑事事件の担当の中で弁護士が関与できることは少ないところはありますが、まず、

そういった制度に対して、福祉を担当される方については、刑事事件の制度そのものにつ
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いてなかなかわからないということがありまして、理解していただくために弁護士が刑事

事件の取り扱いの制度自体を説明に回っている、あるいは、設置された機関の職員のため

に研修を行っているというお話を伺っております。今回の鳥取の視察から、そういった形

で関与するということが弁護士としてできることではないかなと感じたところです。

それから、明石市の方ですが、こちらは、今回の再犯防止法ができる前から更生支援活

動をやっていらっしゃったと伺っております。平成２８年ごろから更生支援のための総合

相談窓口を設けて、検察庁の方々と協力しながら更生支援の取り組みを行っていたと伺っ

ております。

再犯防止、更生のために何らかの福祉的支援が必要だという場合には、検察庁から市の

社福協のほうに連絡があって担当弁護士に連絡が行くという形で３者協力をするというこ

とでした。ただ、当初は、検察庁のほうでは非常に市と協力的だったそうですが、弁護士

の方では、人にもよりますが、理解がなかなかできないこともあり、うまくいかなくて苦

労があったと伺っています。こういった会議を北海道では先行して行っているということ

で、弁護士会でそういったシステムを作るということであれば、我々が窓口になって協力

できると考えております。

それから、明石市も、先ほどのアンケートと関連しますが、市民の理解を得るというと

ころについてはなかなか難しい部分があったと伺っております。明石市では、毎年、１回

程度、更生支援に関する市民フォーラムを設けており、そちらで周知を行っているという

ことです。そういったことで、市民が理解を得られるようにしていく形をとっていらっし

ゃるということです。

それから、明石市のモデルに関しては、先ほどのアンケートの中で犯罪者がという話を

されていたと思いますが、心理的障壁が比較的低い犯罪、占有離脱物横領とか無銭飲食と

いったものをまず対象にしてこの事業を運営しておりますということでした。犯罪の程度

によって分けるのがいいのか悪いのかというのは別ですが、まず、理解を得るために、そ

ういったところで成果を残すということが一つ効果的に制度を進める上でよろしいのでは

ないかと思っております。

それから、３カ所目は、神戸刑務所を視察させていただきました。

こちらは報告書には記載しておりませんが、出所前の段階でかなり細かく就職のあっせ

んをしていると聞いております。具体的なところについては、担当している職員が常駐し

ていらっしゃるということで、就職を希望される方については、募集している企業がそれ

こそ就職説明会のような形で説明を行う場を設けていると伺っております。

こういった形で、明石市、それから鳥取、神戸刑務所の方では、職、住居という形で更

生のために制度を作っていると伺いました。まず、更生のためには、その人が自立して生

活できるためのバックボーンが必要だということは私も感じたところで、そういった形の

制度を何とか整えることが必要だということです。それから、市民の皆様の理解を得るた

めにも、入りやすい方法という形を模索していく必要があるのではないかと考えました。
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以上です。

○事務局（木林道民生活課長） 続きまして、九州の長崎、佐賀、福岡に行っております

が、大通公園メンタルクリニックで精神保健福祉士をされております佐々木さんからご報

告をお願いします。

○医療法人社団ほっとステーション（佐々木精神保健福祉士） ご紹介がありましたほっ

とステーションのソーシャルワーカーの佐々木と申します。

九州の視察の日程は、資料２に書かれたとおりで、視察者も以下のとおりです。

九州地方の視察日程は、ごらんのとおり、上段書かれたとおりでございます。１日目の

１２月１７日に、長崎県庁と地域生活定着支援センターで、主に薬物、福祉関係の内容を

伺ってきました。２日目には、場所を移動しまして、佐賀県とさがセレニティクリニック、

ダルクと連携されているクリニックと福岡県庁の日程になっています。

下の地域再犯防止推進モデル事業は、皆さんもご存じのとおりだと思いますが、①から

⑤に福祉、薬物、就労、住居、その他とあり、北海道は全て受託していると伺っています

が、今後、それに沿った課題をお伝えしたいと思います。

では、長崎県の報告からさせていただきたいと思います。

長崎県は、先ほどの①から⑤でいうと、１の福祉と２の薬物、４の住居の三つを受託し

ています。文章ではなくて図式化したものが書かれています。まず、もともと、長崎県は、

特に福祉のほうでは南高愛隣会さんがとても有名で、地域生活定着支援センターができる

きっかけにもなった社会福祉法人が土台としてあります。そこに長崎県が今回の事業の業

務委託をしていまして、①と②を業務委託しております。

左側に地域生活定着支援センター、出口支援と書かれていますが、右側に、司法福祉支

援センターというのを同じ法人が行っておりまして、主に、地域生活定着支援センターは、

刑務所から出られる特別調整の対象の方が中心になりますが、右側の司法福祉支援センタ

ーのほうは、下に書かれている検察庁と連携して入り口支援を中心に取り組んでいるとい

うことでした。

これも特徴的でしたが、各自治体の自立支援協議会というものを設置しておりまして、

長崎県は何カ所かの市で、その中に司法と福祉連携部会というのを立ち上げています。こ

れは全国的にもかなり珍しくて、恐らく長崎県だけだと思います。そこの行政も含めて連

携しながら、もともと土壌として行ってきた背景があるということです。

ちょっと飛びますが、右上に土木課と協議連携と書かれていますが、こちらは、④の住

居のほうを長崎県の中の土木課と連携して、公営住宅などの空き住居をこれからどう活用

していくかという連携を図っているそうです。

左側の地域生活定着支援センターの下に精神保健福祉センターと情報共有、また、右側

に点線で精神科医療機関と書いていますが、この左のセクションが主に②の薬物になりま

す。ただ、もともと地域生活定着支援センターで上がってくるケースとしては薬物の絶対

数が少なかったようですが、今後の課題とおっしゃっていました。というのも、精神科医
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療機関との連携が必須だとお話ししていて、密に連携がとれるところが１カ所ありますが、

それ以外の医療機関はなかなか連携がとりづらいことがこれからの課題だとおっしゃって

いました。また、精神保健福祉センターは情報を多く持っていますので、今後、情報を右

から左に流すのではなく、そこと連携していこうということをお話ししていました。

図の右下に戻りますが、司法福祉センターは検察庁と入り口支援で連携しており、シェ

ルターと書かれていますが、入り口支援は、勾留期間が最長でも二十何日しかないので、

その中でサービスを整えたりとか調整をしていくのはなかなか難しい一方で、入り口支援

のよさは、生活がそのまま残っている方が多いので、一長一短があるということを話して

いました。そして、シェルターに関しては、長崎県の中ではたくさんあるようなので、そ

この空きスペースなども利用しながら、一旦、そちらに入居してその間にサービスを整え

るとか、シェルターと連携して入り口も出口もそういった活用をされているということで

した。

以上が長崎の取り組みになります。

下のその他の活動については、これは長崎県の地域生活定着支援センターのセンター長

の言葉ですが、長崎県はもともと土壌があるのですが、１カ所、南高愛隣会さんが結構先

駆的にやっていて、他で同じことをやっているかといったらそうではなくて、１カ所とか

１人のスーパーマンがやっていくのはなかなか難しいので、これからは多くの連携とか人

材育成が大事だろうということでした。そこで、その他の活動のたまごの会というのを立

ち上げて、長崎大学の中で行っているそうです。これから医師、看護師、精神保健福祉士

という専門職になる学生と更生保護のことを一緒に話し合うような場を作っているそうで

す。これは、とてもユニークな取り組みだと思いました。

それから、時間の問題と書かれていますが、これも先ほど言ったとおり、入り口支援で

は、なかなか時間が確保できないほか、サービス調整の時間が難しいので、そこをうまく

多数のシェルターと連携しながら等、これから行政も含めて民間も連携しながらやってい

こうというような話でした。

次に、佐賀県のさがセレニティクリニックの取り組みですが、こちらは、もともと東京

にある日本ダルクの近くのクリニックで医師をしていた先生が、地元の佐賀に戻って、２

０１６年４月９日に開業しています。

ここの特色は、書かれているとおりですが、佐賀ダルクと物すごく密に連携していると

いうか、連携というよりは、協働してやっているというような感じでした。スタッフは、

医師１人、事務１人、看護師１人、精神保健福祉士２人ですが、ダルクのスタッフもスタ

ッフとして中で介入して、デイケアの中で一緒に活動しているというのが特色でした。

デイケアもクリニックでやっていまして、デイケアはダルクに特化したものです。ダル

ク以外の方は利用していませんということでした。外来は、ダルク以外の方も通院してい

ます。午前はデイケアに通って、クリニックの隣ぐらいにある建物で、佐賀ダルクが運営

している生活訓練の事業所がありまして、午後はそちらに行って、夜は自助グループのほ
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うに流れるという形です。

行政との兼ね合いと書きましたが、生活訓練というのは２年縛りでして、２年間で卒業

して地域に出ていった後に、生活保護を切ってほしいというか、２年間訓練したのだから、

その後は経済的な自立をしてほしいと促されるようです。薬物関連の方というのは、２年

間という縛りの中で、個人差があると思いますし、なかなか回復していくのは難しいとい

うような悩みもお話ししていました。そこは、今後、行政との連携の中で課題になるだろ

うというお話を伺っています。

下に今お話ししたようなことを図式化しましたが、上の段は先ほど話したとおりです。

下の段は、佐賀少年刑務所に佐賀ダルクが教育プログラムでかかわっていたり、出所者を

受け入れたりしています。また、地域生活定着支援センターとも出口支援で関わっている

ほか、肥前医療センターというのが佐賀にありまして、医療観察法とかもやっている医療

機関ですが、そことはバックベッドとしていつも連携されているということでした。

最後になりますが、めくっていただいて、福岡県の取り組みです。

こちらは行政の取り組みですが、薬物の初犯者の対応です。薬物の初犯者は、大体執行

猶予になる方が多く、その後はそのまま釈放されて地域生活に戻っていきますけれども、

再犯を防ぐ観点で、初犯の時点で止めようという取り組みです。

指定暴力団の勢力が福岡県は特に強く、薬物事犯が多いということが全国的にもありま

すが、そこは、検察庁のほうから行政に再犯者を減らしたいのだけれども、何か取り組み

がないかという打診があって、厚労省の依存症モデル事業を自治体独自で受託して取り組

んでいるとても珍しいケースでした。

それから、県の予算の中でコーディネーターを複数名配置して、初犯者が逮捕されて送

検されて、検察庁のほうから、こういう取り組みとかプログラムがあるけれども、受けて

みないかと打診して、同意をもらった方のみ福岡県に情報提供して、福岡県のほうからコ

ーディネーターが留置所まで面会に行くというシステムになっています。そこで、ご本人

が希望すれば、執行猶予の判決で出た後に、医療機関もしくは精神保健福祉センターがや

っている薬物依存の離脱プログラムを受けるという流れになっています。

現在まで、６名がつながって、そのうち３名が継続しています。本来は予算の中で３０

名くらい想定していたようですが、実際にふたをあけてみると、今現在でまだ６名、継続

が３名という状況になっています。

コーディネーターは、県警のＯＢや精神科での勤務経験のある看護師を配置していると

いうことでした。医療機関の受け皿は、長崎でもお話ししていたように、医療機関の絶対

数はありますが、薬物の対象者を受けてくれる医療機関の受け皿がやはり少ないです。こ

れは北海道にも言えると思いますが、今後、将来的に県の中の何かしらの補助金を使って

啓発活動や研修、広く薬物のことを理解してもらう活動を何か考えているということでし

た。

最後に、この３カ所の取り組みについて、特に福祉、薬物の取り組みについて、官民協



- 12 -

働がかなり強調されていたのが特色でした。行政を含め、刑事司法機関、民間の医療機関、

民間とのネットワークがもともとできていた長崎県もありますが、さらに、この事業を使

って官民協働で取り組んでいる姿が見受けられました。これは、私のクリニックでも言え

ることですが、対象者のコーディネートや将来的なケアマネジメントをどこが担っていく

のかというところも一つ課題になると思いました。

２番目の実施機関の不足の解消というところです、これは特に薬物ですが、医療機関や

住居などの受け皿がなかなか少ない、それから、福祉とか特別調整などに関しても同じこ

とが言えると思います。この辺に関しても、従事者研修など、色々な予算立ての中で啓発

活動も進められるといいのではないかと思いました。先ほどの市民調査でも６４％が受け

入れられないという話がありましたし、そういったところの取り組みが今後の課題にはな

ってくるのかなと思います。

それに伴って、最後に広域連携と書いていますが、北海道は広いので、特に町村以外に

市などに集中する傾向があったりとか、なかなか移動するのも大変だったり、サービスの

多くは都心部に集中しているという考えもあります。その辺で、制度的なとか物理的な距

離の問題があります。

制度的なという点では、特別調整とかの制度に乗らないケースもいるので、こぼれた方

をどう扱っていくかというのも一つの課題になってきますし、物理的な距離の問題も出て

きます。また、先ほど１段目にお伝えしたコーディネートやケアマネジメントも、誰がど

う担っていくのかという課題も出てきますし、そこは多くの課題があるのかなと思った次

第です。そういった意味では、長崎県の取り組みは、官民協働で一緒に取り組んでいて、

とても参考になるような事業だったと思います。

簡単ですが、以上です。

○事務局（木林道民生活課長） 質問等は、後ほど一括してお伺いしたいと思います。

続きまして、当課の讃岐から、再犯防止対策の検討調査、また、その結果などについて

報告させます。

○事務局（讃岐主幹） 道民生活課の讃岐です。どうぞよろしくお願いいたします。

資料３の平成３０年度北海道型再犯防止対策検討調査概要版をお配りしておりますので、

こちらについて説明させていただきます。

まず、１枚めくっていただきまして、調査の概要の目的というところです。

安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向け、犯罪をした者等の社会復帰を促進し、

再犯防止等の取り組みを進めるため、現状や課題、支援者の意見や提案、地域社会の受け

入れに係る道民の意識等を把握することを目的にこの調査を実施しております。

実際に調査した概要ですが、大きく四つに分かれております。

１番目が支援対策等に係る実態調査ということで、これは、北海道内の団体、機関にお

ける支援等の取り組み状況や課題について、ヒアリングやアンケート調査を実施しており

ます。
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実際に実施しておりますところについてですが、犯罪者等に特化した支援を実施する機

関としては、保護観察所や地域生活定着支援札幌センターや協力雇用主、また、犯罪者等

に限定せず、サービス支援を実施する機関としては、札幌北公共職業安定所、生活困窮者

自立相談支援機関、本日もお越しいただいております医療法人社団ほっとステーション大

通公園メンタルクリニック、ＮＰＯ法人リカバリー、同じくＮＰＯ法人北海道ダルクなど

にお話を伺っているところでございます。

二つ目は、支援者に対する実態調査、保護司に関するアンケート調査です。

被支援者、罪を犯した方等に実際にお話を聞くことはちょっと難しいものですから、被

支援者のニーズ等を把握するということで保護司にお話を伺っております。

調査の内容については、ここに記載のとおりですので、後ほどご覧ください。

続きまして、３番目は道民の意識調査です。

これは、やっている内容が上の（２）と同じことが記載されておりますが、実際は、犯

罪をした人の受け入れに対する道民の意識を把握するために実施しているところでござい

ます。調査対象は北海道内に居住されている５２０名の方、インターネット調査によって、

年代・階層別に調査を実施しております。

そのほかに（４）として、道内外の先進事例の調査ということで、就業支援センターさ

んとか、先ほどの道外視察でも出てきたところですが、長崎県の地域生活定着支援センタ

ーにヒアリング等を実施しているところです。

１枚めくっていただきまして、３ページ目の調査の結果というところになります。

調査の結果をかいつまんでお話しさせていただきます。

１番の実態調査のところのポツの二つ目ですが、保護観察所や定着支援センターのヒア

リングの結果から、まず、更生に関する社会資源の偏在による適切な支援の難しさとか、

犯罪者等とかかわる機関同士のさらなる連携体制の必要性、そのほか、地方公共団体や地

域の福祉・医療関係機関とのネットワークづくりに関する課題等が挙げられております。

また、一般向けの支援、サービスを行う機関からは、犯罪歴の有無によって支援方法を

変えていることはなく、むしろ本人が秘匿していることによってそのことに気づかない状

況があるとか、また、依存症や薬物事犯等の場合、受け入れ側のスキル不足や経験不足に

より受け入れを拒否されるようなケースもある、福祉や医療サイドのさらなる理解の促進

が求められるということです。

続きまして、保護司へのアンケートになりますが、４ページの中段をご覧ください。

対象者の保護観察を行う中で、連携している機関、これは保護司さんが連携している機

関ということですが、これは図表２の結果になります。実は、特になしというのを半分の

方が挙げられており、他機関等のかかわりは限定的であるということがうかがわれます。

また、対象者を支援する上で、課題そのものの認識はありますかということを確認したと

ころ、課題は特にないと答えられる方もいらっしゃるというような状況でした。

続きまして、５ページの最初のポツの２行目です。
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保護司として活動するに当たって必要だと思う取り組みについては、人材育成や住民理

解、各種団体との連携、活動費の補助といったものが必要だというのを半数近くの回答者

が挙げられております。

また、保護司宅以外での面接スペースの確保とか、自治体が取り組むべきものとして同

様の項目が挙げられておりまして、特に各種団体との連携を挙げた方が最も多くなってい

るという状況です。このことから、自治体の声かけにより地域内の団体との接点を作って

いくことが必要なのではないかという調査結果になっております。

続きまして、３番目は道民の意識調査になります。

ポツの二つ目になります。

隣のページの図表４になっておりますが、犯罪や非行をした人たちが身近にいるかもし

れないと思うかという問いに対しては、半数以上が思うが２３％、どちらかといえば思う

が３３．５％ですので、５６％の方が近くにいると感じております。

一方で、図表５になりますが、元受刑者が近隣に住むことの受け入れについては、絶対

に受け入れたくないが１１．９％、できれば受け入れたくないが５３．９％、６５％の方

が、身近にいる可能性を感じつつも、元受刑者を受け入れたくないと感じていらっしゃい

ます。

そのほかに、６ページのポツの一つ目の図表の下のところになります。

こちらは、用語についてどうだったかというところです。

こちらの記載は特にありませんが、特に更生保護という言葉の意味について知っている

方が２２．５％、聞いたことはあるけれども意味は知らないという方は４４．２％、聞い

たこともないという方は３３％、更生保護という言葉だけを捉えても、７７％の方が意味

を知らないというような答えになっております。

続きまして、ポツの二つ目の犯罪をした人たちの立ち直りに協力をした経験については

というところの中段ぐらいですが、今後の活動の協力について、協力したいと思う、どち

らかといえば思うという方が２５％で、４分の１になっております。２５％の方は、少な

くとも協力の意向を持つ道民が活動できると思っていらっしゃるということがわかってお

りますので、こういう方々に対して働きかけをしていく必要があると思います。

その中で、どちらかといえば思わない、思わないという方も５７％いらっしゃるという

ことです。先ほどの平成２４年の内閣府の特別世論調査のところでは逆転しておりまして、

立ち直りについてどちらかといえば協力をしたいと思う、どちらかといえば思うという方

が５９％に比べ、北海道では２５％程度と非常に低い値になっております。

一方、立ち直りに協力したいとは思わないと回答している方、あるいはわからないと思

っている方に、どうしてそうなのかと聞いたところが図表７になります。こちらでは、自

分に何ができるかわからないということを約半数の方が挙げております。ですから、罪を

犯した方々の実態や課題、どんなことができるのか、どんなことに協力いただけるのかと

いうところを丁寧に説明していくことによって、その辺の意識を変えていくことができる
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のではないかと考えております。

次に、４番目の先進事例調査は、後ほどお読みいただければと思います。

飛ばさせていただいて、１０ページ目のまとめのところです。

こちらでは、整理の仕方として、それぞれの段階でこのように介入して支援を行ってお

りますということを図に表しております。

下段では、介入者の一部に対して、それぞれの段階において犯罪者等に多様な介入者が

各立場においてそれぞれの役割を果たしていることが確認できております。ただ、その中

で、それぞれの立場における孤立感、連携ができていないというところになりますが、他

分野についての情報や理解不足も問題として生じております。

続きまして、１１ページの中ほどになりますが、先ほども触れたように、介入者同士の

連携の不足が問題点として考えられます。例えば、介入者側に福祉的な知識が不足してい

ること、各機関間での情報伝達の仕組みが醸成途中であること、福祉や医療機関における

犯罪者等への認識不足等が考えられる、あわせて、犯罪者等に正しい情報が届いていない、

地域住民の理解の不足等が課題であろうということです。

それに向けての取り組みとして、３番目のところに記載しておりますが、①既に犯罪者

等にかかわる人の横の連携を強化していく必要がある、②地域の社会資源の活用、特に福

祉や医療、団体とか基礎自治体の繋がりづくりなどが必要であろう、③地域住民の犯罪者

等への理解の促進をしていくことが必要だということが今回の検討調査の概要となってお

ります。

私からは以上でございます。

○事務局（木林道民生活課長） １時間近く、これまでの取り組みの報告をさせていただ

きました。

ここまでのところについて、何かお聞きしたいことがありましたら、受けたいと思いま

す。

（「なし」と発言する者あり）

○事務局（木林道民生活課長） この後、来年度に向けた取り組みのお話もさせていただ

きたいと思います。

最後にお時間をとりたいと思いますが、当初は休憩をとろうかなと思いましたが、この

まま進めさせていただきたいと思います。

それでは、議題の（２）平成３１年度の北海道地域再犯防止推進モデル事業計画につい

て、讃岐からご説明いたします。

○事務局（讃岐主幹） それでは、資料４に基づいて説明させていただきます。

平成３１年度北海道地域再犯防止推進モデル事業計画についてです。

まず、事業の目的は、安全で安心して暮らせる社会の実現のため、関係機関との協働に

よる地域における再犯防止対策を検討するとともに、道内市町村においては未だ再犯防止

を主眼とした取り組みが進んでいないことから、道・広域自治体として、本モデル事業に
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より、道の再犯防止対策を検討、実施し、その必要性などについて周知を図ることで、道

内市町村での再犯防止対策に対する意識の変化と効果的な推進を図ることを目的に事業を

実施していくことにしております。

２番目の事業内容のところです。

まず、課題ですが、実態調査の中で幾つかの課題を挙げさせていただいたところです。

例えば、犯罪をした者を受け入れてくれる福祉・医療機関が限られているとか、自治体で

の取り組みの必要性が十分に理解されていない、また、犯罪をした人が近隣に住むことに

否定的な人は６５％、立ち直りへの協力に肯定的な人は２５．６％、全国調査の約２分の

１以下であるということです。

これを受けた取り組みの内容としては、四つほど考えております。

まずは、ブロック別研修会を札幌、函館、旭川、釧路の４ブロックにおける開催を考え

ておりますが、各地域ブロックで、再犯を防止するために、犯罪をした者の抱える問題や

支援の必要性、支援の方法をテーマとする研修会やワークショップなどを、自治体の関係

者、司法関係者、民間団体の関係者に向けて実施します。

また、全道的な啓発事業としては、札幌での開催を考えておりますが、全道フォーラム

などで、道民に犯罪した者の実態や犯罪被害の必要性を理解いただくためのフォーラムな

ど、効果的な啓発手段を使って実施していきたいと考えております。こちらについては、

一般道民、自治体の方、司法関係の方、民間団体の方を対象にやっていきたいと考えてお

ります。

こういったものをやった上で、再犯防止推進報告書、これは全道と記載しておりますが、

ブロック会議やフォーラムを踏まえて、市町村で再犯防止施策を検討する際の参考資料と

して配付します。ブロック別の研修会の内容やフォーラムの内容、あるいは、今回の実態

や先進事例をまとめたものを自治体や司法関係者にお配りすることで、それぞれの自治体

なりの活動の参考にしていただくことを目指していきます。

そのほかに、自立更生促進事業となりますが、再犯を防止するために、犯罪した者の抱

える問題や支援の必要性、支援の方法などをテーマにした啓発用の媒体などを活用した啓

発です。道民、自治体の方、司法関係の方、民間の方に向けて、こういったものを実施し

ていきたいと考えております。

次に、今後の事業スケジュールについてです。

まず、先ほど調査の概要版を配らせていただきましたが、詳細版を平成３１年度明けて

すぐに配りたいと考えております。

それで、北海道の再犯防止推進会議については７月ぐらいの開催を予定しており、これ

はブロック別研修の内容等を協議していく場として考えております。続きまして、８月ぐ

らいに再犯防止のブロックの地域会議を行うとともに、地域会議の中でブロック研修会に

ついての協議会やブロック別合同研修会を実施していきたいと考えております。

１０月には、全道向けのフォーラムの開催を考えております。



- 17 -

１１月以降、報告書や自立促進の事業に取り組んでまいりたいと考えております。

また、平成３２年２月には再犯防止推進会議を開催して、３２年度事業についての協議

等を行っていきたいと考えております。また、実際に、平成３２年度には、北海道におけ

る再犯防止推進計画等の検討を実施し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） 国の法律で自治体の責務が決められまして、国では既に

再犯防止推進計画ができています。今回、本年度から３カ年の事業で国のモデル事業を北

海道が受託してこの会議等を進めている訳ですが、最終的には平成３２年度中に北海道の

再犯防止推進計画を作っていきたいと思っております。

作るに当たっては、本年度の調査あるいは皆さん方のご意見を踏まえて、来年度の事業

をやりながら、最終的には北海道議会に報告した上で計画を作っていきたいと考えており

ます。あと２年ほどになりますが、引き続き皆さん方のご支援あるいはご協力をお願いし

たいと思います。

それでは、意見交換に入っていきたいと思います。

本日は、幾つか資料をご提供いただいておりますので、その件についてご説明をお願い

したいと思います。

まず、札幌矯正管区様からお願いします。

○札幌矯正管区（山﨑総務課長） 札幌矯正管区の総務課長の山﨑と言います。平素から

お世話になっております。

今回、札幌矯正管区からの情報提供ということで、２枚の資料を配っていますが、その

内容について説明したいと思います。

まず、今後、矯正が北海道の施設において取り組んでいくものについての説明です。

まず、これについては、女子依存症回復支援プログラムが名称でございます。

なぜこのプログラムを進めていくのかというところについては、覚醒剤事犯により受刑

した者の２年以内の再入率がやっぱり高いということです。全体平均よりも高くて、薬物

事犯者の再犯リスクが高く、特に女子の入所受刑者の約４割が薬物事犯者ということでご

ざいます。実は、当管内にある札幌刑務所に収容されている女子受刑者のうちのパーセン

テージも４割を超えている状況です。

当然、薬物依存から離脱し、回復させることについては、社会に出てからの継続的な支

援が必要ですが、その辺の連携がうまくとれていないというのが現状です。

図のねずみ色の部分ですが、指導プログラムを行います。その後、出所までの間は通常

の受刑者というところで、プログラムの受講からは外れていきます。出所して、今後、保

護観察所の指導プログラムを受けますが、意識を持たせることがなかなか難しいと考えて

おります。出所してから、保護観察所による指導プログラムを最後までしっかり受けると

いう意識づけをなかなかできないのが現状です。

これを今後どうするかということで、多様な対策につきましては、指導プログラムは従
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前どおりの部分がありますが、民間団体にも関与していただいて、依存症回復支援のプロ

グラムにつきましては、依存回復支援を手がける施設の協力を得て、プログラムに参加し

ていただいて、社会に出てからのプログラムに近い形を施設の中で受けさせて、意識を持

たせたまま、継続して社会復帰の支援につなげていくというところが目的です。

平成３１年度は、既にこのプログラムに関する必要経費が予算化されておりまして、平

成３１年度の主な取り組みとしては、札幌刑務所の敷地の中に、回復共同体に適した処遇

環境の整備を行います。

次に、依存症回復プログラムの主たるところですが、企画立案、指導者の育成というと

ころで研修体系もつくっていきます。

それから、関係団体、機関との連携体制の構築を手がけていきます。

実施につきましては、年号が変わりますので、２０２０年４月から本格的に運用を開始

したいと考えております。

資料２につきましては、現状の指導内容を書いておりますので、目を通していただけれ

ばと思います。

このプログラムにつきましては、全国初ということで、札幌刑務所が初めてのモデルと

いう形で、今後、この事業については、検証等を行った結果、今後は全国的に広げていき

たいと考えております。

札幌矯正管区からの連絡としてはもう１点ありまして、今、再犯防止について、地方公

共団体と連絡調整を総務課長の私が行っておりますが、平成３１年４月から更生支援企画

課という新しい課ができまして、そこが再犯防止施策に係る矯正管区としての総合窓口を

担うことになりますので、今後はご承知おき願いたいと思います。

札幌矯正管区からは以上でございます。

○事務局（木林道民生活課長） 続きまして、札幌弁護士会の髙野委員長からお願いしま

す。

○札幌弁護士会（髙野委員長） 札幌弁護士会の髙野でございます。

配布資料３ですが、寄り添い弁護士制度に関するご紹介をさせていただきたいと思いま

す。

これは既に兵庫県で始まっている制度ですが、このたび愛知県でも始まることになりま

す。

資料の裏側にある７番目のところですが、兵庫県弁護士会でスタートしていて、全国的

には２例目になりますと書かれています。

これまで、弁護士が再犯防止に関してどのようなことができるのかということが関係者

なイメージいただきづらいところがあったと思いますが、具体的にこのような活動をして

いますということが非常にわかりやすく書かれておりますので、目を通していただければ

と思います。

簡単にいえば、入り口・中間・出口支援ということになろうかと思いますが、３番目が
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わかりやすいと思います。例えば、矯正施設に入っている者であれば、出所後の環境調整、

家族関係の調整や就労先の確保等々、協力できる場面がいろいろあろうかと思いますし、

実際に問題を抱えている受刑者、犯罪者はかなり多いですので、その問題を法的観点から

解決するのが再犯の防止につながるだろうと考えております。そういうものについて、法

的な観点から支援を行っていくのが弁護士の活動になろうかと思います。

北海道、札幌ではこのような制度がまだまだ始まっていませんが、札幌弁護士会として

は、こういう活動を実際にできるかどうかは別として、関係諸機関との連携は非常に大事

だと考えております。

この弁護士会の拘禁制度検討委員会では、関係諸機関との連携を深めるために各種勉強

会をこれまで実施しておりまして、本年度は、アルコホーリクス・アノニマスというのを

ご存じかと思いますが、いわゆるＡＡと言われている団体です。その団体の方を招いて勉

強会を実施し、アルコール依存症からはどのように脱却すればいいのかということに関す

る勉強会を行っております。

また、協力雇用主で、北海道では有名な北洋建設というところがありますが、そこの社

長をお招きして、どのようなやり方で就業を支援しているのかということに関する勉強会

などをして、これからも連携を深めていきたいと考えております。

最後に、現在、札幌弁護士会だけではなくて、北海道には札幌、釧路、旭川、函館に四

つの弁護士会があって、その弁護士会が四つ集まる北海道弁護士会連合会がありまして、

その北海道弁護士連合会の中に再犯防止に対応できる北海道としての弁護士会の中での委

員会が本年４月に設置される予定になっておりますので、今後、再犯防止に向けて、弁護

士会としても協力できるような体制をさらに築き上げていきたいと考えております。

弁護士会からは以上です。

○事務局（木林道民生活課長） 今の説明も含めて意見交換に入らせていただきたいと思

います。

本日は、この推進会議に北海道市長会が初めて参加されていると思いますが、市長会の

紹介も含めてお話しいただければありがたいと思います。

○北海道市長会（野宮参事） 北海道市長会参事の野宮と申します。

初参加ということで、所属団体の紹介を含めて発言させていただきます。

北海道市長会というのは、道内に３５ある市の連絡調整をする団体でございます。具体

的には、国などに対する各市からの要請事項を取りまとめて要請することになりますが、

ご承知のとおり、構成する３５の市といいますと、人口が２００万人に迫る札幌市から、

一番小さいところは４，０００人に満たない歌志内市までありまして、それぞれ抱える行

政課題が千差万別ということで、その要請内容も多岐にわたっております。

最近の北海道における喫緊の課題としては、昨年の胆振東部地震からの復興や今後の防

災対策、あるいは、皆さんもご承知かと思いますが、ＪＲ北海道の路線見直し問題を中心

に活動を進めているところです。
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本推進会議における各種の再犯防止施策の推進というのは、対象者の住居や雇用、保険

などなど、地域における社会復帰の観点からすれば、市民生活、さらには自治体の業務に

密接にかかわる部分だと考えておりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。

以上です。

○事務局（木林道民生活課長） 本日は推進会議ですが、それぞれの地域会議には、札幌

地域であれば札幌市にも入っていただいています。旭川地域には、旭川市にも入っていた

だいております。その他、釧路、函館と地元の市にも入っていただいております。

続きまして、団体としては前にも出ていただいておりますが、今回、札幌弁護士会の鹿

角副委員長が初参加ということですので、自己紹介も含めて発言いただければと思います。

○札幌弁護士会（鹿角副委員長） 札幌弁護士会刑事拘禁制度検討委員会の副委員長をさ

せていただいております鹿角と申します。

ふだんは小樽で仕事しておりますが、先ほど委員長からもありましたとおり、委員会の

中で弁護士が再犯防止にどのようにかかわっていけるかをいろいろと検討させていただい

ております。

本日は、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○事務局（木林道民生活課長） 続きまして、大通公園メンタルクリニックの長谷川院長

も初めてだと思いますので、よろしくお願いいたします。

○大通メンタルクリニック（長谷川院長） 長谷川です。よろしくお願いします。

当院では、触法にかかわる患者を紹介で支援しております。また、２カ月に１度、北海

道で更生と再犯防止を考える会というのを１２年以上運営しておりまして、医療機関だけ

ではなく、弁護士や司法関係の方、福祉関係の方、当事者かご家族の方などもいらしてお

ります。次回は５月ですが、ぜひご参加いただければと思います。よろしくお願いします。

○事務局（木林道民生活課長） もうお一方、北海道社会福祉士会の寺尾も初めての参加

になると思います。一言、お願いしたいと思います。

○北海道社会福祉士会（寺尾理事） 北海道社会福祉士会で司法分野との連携特別委員会

の委員長をやっております寺尾と申します。

委員会には欠席いたしましたので、代わりの者が出席しましたが、今回初めて出席させ

ていただきました。

北海道社会福祉士会では、３月２日に司法分野における社会福祉のあり方を考える学習

会を実施しました。先ほど入り口支援のお話がありましたが、入り口支援における更生支

援計画をどうつくっていくかというところをテーマにした学習会を開かせていただきまし

た。全道から３０名ほどの方に出席していただきまして、社会福祉士以外の方、検察庁の

方や弁護士の方にも参加していただくことができました。

社会福祉士会では、司法分野において、先ほどの会の中でも出ましたが、福祉という分

野からどう再犯を防止していくかというところで今後とも活動していきたいと思いますの
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で、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

○事務局（木林道民生活課長） それでは、これまで長く、地域会議、先進地視察報告、

アンケート調査も含めた調査業務の内容、また、来年度に向けた道のモデル事業の計画に

ついてご説明させていただきました。

全体を通してのご質問や、来年度に向けてこういうことをしたらいいのではないかとい

うご意見も含めてご発言をいただきたいと思いますが、どなたかいらっしゃいませんでし

ょうか。

（「なし」と発言する者あり）

○事務局（木林道民生活課長） ちょっと早いですが、これで締めさせていただきたいと

思います。

本日、讃岐から、今、道が考えているモデル事業の計画をお示しさせていただきました。

非常に雑駁な資料で、具体にどういうことをするのかというのがなかなか読み取れないと

ころもあるのではないかと思っています。

正直、これから国に申請していきますが、細かいところは決まっていないので、これか

ら詰めていかなければいけないところがあるかと思います。お気づきの点があれば、私ど

もにご意見をいただければと思っております。

いずれにしても、この事業は、平成３０年度からの３カ年の事業ということで、先進地

視察で行かせていただきました鳥取県なんかは、県としての再犯防止の推進計画がもう既

にできています。他の県を見ても、平成３１年度にできるところが結構あって、遅くても

３２年度というところがほとんどです。３３年度以降というのは二、三件しかないという

状況で、今、各県が検討されています。

私どもも、このモデル事業をやるに当たって、皆様方からいろいろと情報や課題、ご意

見をお伺いして、最終的には北海道再犯防止推進計画を作っていきたいと思っております。

そこにどれだけ具体的に書けるかというところが課題だと思っていますが、他の県にでき

て北海道ができないということにはならないと思っておりますので、乗り遅れないように

作っていきたいと思っていますし、北海道の計画をつくると、市町村の計画の促進にも繋

がっていくと思っております。作ることが義務にはなっておりませんが、努めることとな

っております。道内にはたくさんの市町村があり、いろいろな状況がありますので、再犯

に関してどれだけ意識を持っているかというのは温度差があると思います。いずれにして

も、国の法律ができて、計画ができた以上は、北海道としてもきちんとつくっていきたい

と思っております。来年度以降も、ブロック別の研修会、全道フォーラムも含めて、また、

今のところ、７月くらいに、もう一度、推進会議を開催させていただきたいと思っており

ますが、いろいろな場面で皆さん方のご意見を聞いて計画を作っていきたいと思っていま

すので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。

特になければこれで締めたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「なし」と発言する者あり）
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○事務局（木林道民生活課長） いつでも結構でございますので、道民生活課にご意見を

いただければと思っております。

また、本年度はこれで終了させていただきますが、新年度も引き続きよろしくお願いし

たいと思います。

４．閉 会

○事務局（木林道民生活課長） 本日は、どうもありがとうございました。

以 上


