
計画素案

パブリックコメントでの意見（概要） 意見に対する道の考え方

第１～第４章、計画の内容は十分と思う。

再犯防止推進施策については、当計画に基づき関係機

関等のご意見をお聞きしながら、今後とも適切に推進

してまいります。

北海道において、再犯防止に向け取り組むために，現状から見え

てくる課題が分かりやすくまとめられていると思う。

本計画の推進は、強く支持し賛意を表する。

第１章　計画の基本的な考え方

パブリックコメントでの意見（概要） 意見に対する道の考え方

刑事司法手続が終わった人等が社会の支援に繋がるよう図る目的

は適確である。

犯罪をした人等が地域に定着できるよう、当計画に基

づき関係機関と連携しながら、取組を進めてまいりま

す。

第２章　再犯防止を取り巻く状況

パブリックコメントでの意見（概要） 意見に対する道の考え方

平成２８年１２月の再犯防止推進法施行後４年を経て北海道再犯

防止推進計画素案が示されるのを待っていた。市町村における計

画策定も早まること期待大。

再犯防止については、当計画に基づき関係機関と連携

しながら、適切に推進してまいります。

パブリックコメントに係る対応整理表

計画素案　全般

２　計画策定の目的

再犯防止については、当計画に基づき関係機関と連携

しながら、適切に推進してまいります。

計画素案該当部分

計画素案該当部分

計画素案該当部分

２　国の再犯防止の取組

資料１



第４章　具体的な取組

パブリックコメントでの意見（概要） 意見に対する道の考え方

１

その機能がいかされれば再犯率は低下すると思われるが、これら

の取組を犯罪をした人たちと直に接する保護観察官・保護司など

に周知徹底させる必要がある。縦割り行政ではなく、道・市・更

生保護関係者・地域の関係団体の代表者による会議・研修を行

い、現場の担当者に周知させる必要があると思われる。

北海道再犯防止推進会議における関係機関による情報

共有のほか、就労・住居の確保、保健医療・福祉サー

ビスの利用の促進などの取組に当たっては、関係者間

の連携の強化に努めてまいります。

① 就労に向け

た相談・支

援の充実

北海道就業支援センターの取組については，矯正，ハローワーク

との協力体制を構築できることから，就労支援，円滑な社会復帰

支援に効果が期待できる。また，刑務所の職業訓練見学会に道立

高等技術専門学院及び民間訓練機関等に出席してもらい，意見交

換及び指導技能の交流を図る機会を検討願いたい。

犯罪をした人等の就労の確保に向け、保護観察所が主

催する刑務所出所者等就労支援事業協議会等に参加

し、関係機関・団体と連携を図っていくこととしてお

り、ご意見については今後の施策を推進する上での参

考とさせていただきます。

② 犯罪をした

人等を雇用

する企業等

の開拓、社

会的評価の

向上

協力雇用主制度の社会的な認知度を上げるためには，試行雇用助

成金や就労・職場定着奨励金等の支援制度をもっと広報する必要

があると考えられる。

そこで，国の機関と地方自治体が連携を図り，ハローワークが求

人情報の掲載を依頼する企業等に対し，同制度の趣旨説明を行う

ことなどによって協力を求めるほか，道の各庁舎や機関等に同制

度のチラシ等を設置するなどにより，同制度を広く企業等に浸透

させることが効果的ではないかと思料するため，一層の連携につ

いて協力願いたい。

犯罪をした人等の就労の確保に向け、国の機関と連携

しながら、協力雇用主制度の周知に取り組むこととし

ており、ご意見については今後の施策を推進する上で

の参考とさせていただきます。

③ 関係機関・

団体との連

携強化

必要なときだけの会議、懇談会ではなく、定例的に開かれること

が必要。

再犯防止に向けた関係機関の連携を強化するため、北

海道再犯防止推進会議を設置し、定期的に情報共有や

協議を行ってまいります。

高齢者による犯罪の増加とともに帰住先を確保できない高齢者が

多数存在しており、高齢者に特化した施設の必要性を強く感じ

る。

高齢者の再犯防止は大きな課題となっており、矯正施

設出所後に自立した生活を営むことが困難と認められ

る高齢者等に対しては、北海道地域生活定着支援セン

ターにおいて、保護観察所や矯正施設等と連携・協力

しながら、社会福祉施設等への入所など必要な保健医

療・福祉サービスが円滑に利用出来るよう支援を行う

こととしており、ご意見については、今後の施策を推

進する上での参考とさせていただきます。

① 脱字と思われる箇所

（市町村営住宅へ「の」入居における配慮）

ご指摘のとおり、修正いたしました。

受刑者等の出所後の住居を確保することが重要であるが，現状で

は，なかなか出所後の居住先を見つけることが困難であるため，

計画（素案）記載のとおり，公営住宅への入居における配慮をお

願いしたい。

② 新たな住宅

セーフティ

ネット制度

の活用促進

計画（素案）のとおり，北海道居住支援協議会が包括し，国，地

方公共団体，関係団体等と積極的に協力しながら，住宅確保要配

慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録促進などの，受刑者の住居

確保に向けた取組を実施することが必要と考える。

また，帰住地が未定の受刑者等に対する情報提供について，居住

資格等のある程度の基準や各地方自治体等が整備する住居の規則

等を事前に説明することが可能であれば，刑事施設内で指導を実

施することもできると考えられることから，安定した社会生活の

基盤を得るための基準等を示すことを検討願いたい。

公営住宅へ

の入居にお

ける配慮 再犯防止を図る上では、適切な住宅の確保は重要であ

り、公営住宅の入居における配慮や住宅確保要配慮者

の入居を拒まない賃貸住宅の登録の促進などに努める

こととしており、ご意見については、今後の施策を推

進する上での参考とさせていただきます。

（２）住居の確保等

（１）就労の確保等

就労・住居の確保等

計画素案該当部分



パブリックコメントでの意見（概要） 意見に対する道の考え方計画素案該当部分

２

① 保健医療・

福祉サービ

スの提供

特別調整の対象にならない人の中には出所後に就労できない軽度

の精神障害者等がおり，他者との交流ができずに，社会復帰後に

孤立し，再犯をじゃっ起する者が少なからず存在する。矯正施設

出所後に自立した生活を営むことが困難と認められる高齢者及び

障がい者の中には，介護保険法及び障害者総合支援法に該当しな

い対象者も多くいることから，各地方自治体における独自サービ

スなどの対策を今後の検討課題として本計画に盛り込むことが重

要と考える。

　また，関係機関，団体等との連携強化について，計画（素案）

記載の地区懇談会や，その他各種協議会やセミナー等の機会に矯

正施設も構成員等として加えていただいたり案内を送付していた

だいたりすることを検討願いたい。

犯罪をした人等が出所後などに保健福祉サービスを円

滑に利用できるよう、国の機関と連携した出所者等に

対する保健福祉サービスの周知の方法について検討す

るとともに高齢者や障がいのある人にへの支援のた

め、国や市町村団体との連携や地域ネットワークを構

築することとしており、ご意見については、今後の施

策を推進する上での参考とさせていただきます。

刑の一部執行猶予制度の施行に伴い、薬物事犯者である保護観察

対象者が今後ますます増加することが見込まれることから、薬物

乱用防止対策の全般に対する研修や指導強化を図ることを盛り込

む必要があると思う。

保健所職員や薬物乱用防止指導員、保健・医療・福祉

サービス従事者等に対し、薬物乱用防止や依存症に関

する研修や情報提供を行うこととしており、関係機関

との連携による継続的な支援に努めてまいります。

① 薬物依存に

関する治

療・支援に

繋げる取組

刑務所出所者のうち，薬物依存症者については，特に社会資源に

つなげることが求められており，北海道立精神保健福祉センター

を活用する取組は，今後，必要となってくると考える。また、矯

正施設内及び社会内処遇を経て，社会に復帰した出所者等の指導

に連携できる取組を検討願いたい。

北海道立精神保健福祉センターにおいて、薬物等依存

症の専門相談に対応するとともに、国や関係団体等と

の連携強化を図り、薬物依存に関する治療、支援に繋

げる取組を行うこととしており、ご意見については今

後の施策を推進する上での参考とさせていただきま

す。

② 関係機関・

団体との連

携強化

保護司会では、中学校・高校の学校祭で薬物乱用防止教室を行っ

ている。その際、保護司会からの要請により、道警の専門担当者

もしくはOBを派遣していただきたい。

保護司会を含め、民間協力者の方々との連携強化を図

るとともに、麻薬取締官ＯＢや警察職員等の協力を得

ながら児童生徒の薬物乱用防止等の普及啓発に取り組

むこととしており、ご意見については、今後の施策を

推進する上での参考とさせていただきます。

⑤ 薬物乱用防

止に関する

広報・啓発

矯正施設において学校等での薬物乱用防止教室等に職員を派遣し

たり，少年鑑別所（法務少年支援センター）では地域援助として

薬物非行防止等に取り組んだりしていることなどから，矯正施設

との連携を行うことについて，検討願いたい。

国や関係団体との連携強化を図るとともに、麻薬取締

官ＯＢや警察職員等の協力を得ながら児童生徒の薬物

乱用防止等の普及啓発に取り組むこととしており、ご

意見については、今後の施策を推進する上での参考と

させていただきます。

（１）高齢者や障が

い者等への支援等

（２）薬物依存を有

する人への支援等

保健医療・福祉サー

ビスの利用の促進等



パブリックコメントでの意見（概要） 意見に対する道の考え方計画素案該当部分

３ 社会を明るくする運動は趣旨が分かりづらく、関係団体でも成り

立ちが良く分かっていない人がいるので、学校等での周知が必要

と考える。

「社会を明るくする運動」の実施に当たっては、北海

道地方更生保護委員会等の関係機関と連携しながら、

犯罪や非行の防止と犯罪をした人等の更生について理

解が深まるよう、わかりやすい広報・啓発に努めてま

いります。

① 児童生徒の

非行の未然

防止等

　支援者は、必要な時、特別な時に来るのではなく「いつもい

る。いつもある」ことが大事。

いじめの未然防止などの取組を進めるため、スクール

カウンセラーの配置拡充に努めてきており、今後も充

実を図り、関係機関と連携し、支援を進めてまいりま

す。

　矯正施設において学校等での非行防止教室等に職員を派遣した

り，少年鑑別所（法務少年支援センター）では地域援助として非

行の未然防止に取り組んだりしていることなどから，矯正施設と

の連携を行うことについて，検討願いたい。

非行防止教室の開催や、学校警察連絡協議会、児童相

談所等の関係機関との連携により、児童生徒の非行防

止の取組を行うこととしており、ご意見については今

後の施策を推進する上での参考とさせていただきま

す。

少年鑑別所（法務少年支援センター）では地域援助として児童相

談所と連携して非行の未然防止に取り組んでいることから，少年

鑑別所（法務少年支援センター）との連携を行うことについて，

追記願いたい。

児童相談所において、少年鑑別所を含め関係機関と連

携し、必要な支援を実施してまいります。

② 学校等と連

携した立ち

直り支援

非行や犯罪の未然防止の取組として，進学・復学により継続して

学ぶための支援等をより充実させていく必要があることから，通

信制高校に通う人が矯正施設に入所（院）した場合や，矯正施設

に入所（院）した人が通信制高校への入学を希望した場合におい

て，矯正施設と連携して，修学の継続に向けた必要な配慮につい

て，検討願いたい。

非行や犯罪に陥った少年の立ち直りのため、児童自立

支援施設における学習指導や、学生ボランティア等と

連携した学習支援等居場所づくり活動を行うこととし

ており、ご意見については今後の施策を推進する上で

の参考とさせていただきます。

少年院在院者等を含む非行のある少年等の立ち直りや居場所作り

を目的として，関係機関や地域のボランティア団体と連携を進

め，少年院等で行われる社会貢献活動の実施への協力等につい

て，検討願いたい。

非行や犯罪に陥った少年の立ち直りのため、学生ボラ

ンティア等と連携した学習支援等居場所づくり活動を

行うこととしており、ご意見については今後の施策を

推進する上での参考とさせていただきます。

学校等と連携した修

学支援の実施等

（１）学校等と連携

した修学支援の実施

等



パブリックコメントでの意見（概要） 意見に対する道の考え方計画素案該当部分

４

② 暴力団関係

者等に対す

る指導等

暴力団離脱支援については、団員でなくなった日から5年を経過し

ない人は暴力団員扱いが続き、口座、公営住宅等が使用不能とな

り雇用や住居に問題がある。

親が公営住宅に居ることも多く、住民票を移せずに住所不定とな

ることがあるという問題もある。

暴力団からの離脱希望者については、矯正施設、保護

観察所等の関係機関と連携して、就労支援を軸とした

離脱支援に取り組むこととしており、ご意見について

は、今後の施策を推進する上での参考とさせていただ

きます。

暴力団関係者の中には離脱を考えながらも，離脱後の生活に不安

を感じている人も少なくないことから，北海道暴力団離脱者支援

対策協議会において，国，警察関係者，関係団体，地方自治体が

連携し，社会復帰支援策を講じることが重要であると考える。

また，離脱者の受入企業の拡大のためには，計画（素案）記載の

公益財団法人北海道暴力追放センターにおける離脱者を雇用した

企業に対する給付金制度の活用や，計画（素案）８頁記載の国の

機関と連携した協力雇用主制度の周知などが重要と考える。

北海道暴力団離脱者支援対策協議会において、情報共

有を行うなど、暴力団からの離脱支援等の対策を推進

するとともに、離脱者を雇用した企業に対する給付金

制度の活用や関係団体との連携強化などにより、受入

企業の拡大を図ってまいります。

④ 発達上の課

題を有する

犯罪をした

人等に対す

る支援等

少年・成人を含め，犯罪や非行をした人等の中には，発達上の課

題等を抱えながらも，それが見過ごされて適切な支援につながら

ない場合も少なくないため，法務少年支援センターとも連携しな

がら，犯罪をした人等の状況に応じた適切な支援を実施できる体

制整備について，検討願いたい。

発達障害者支援センターにおいて、関係機関の職員向

けの研修等を行うなど、発達障がいを持つ人を支援す

る体制整備を進めることとしており、ご意見について

は今後の施策を推進する上での参考とさせていただき

ます。

⑤ 飲酒運転を

した人等に

対する指導

等

飲酒運転を繰り返す人が刑務所出所後も継続して問題となる飲酒

事案をじゃっ起しないようにするには，社会資源につながること

が有効になることから，刑務所の改善指導のアルコール依存離脱

指導から，道保健福祉部等による保健指導へのアプローチは重要

と考えられ，他の医療機関や自助グループへつながるきっかけに

もなるため，協力体制の構築を検討願いたい。

北海道立精神保健福祉センター、保健所等において、

飲酒運転をした人及びその家族等からの相談に対応す

るとともに、飲酒運転をした人に対する保健指導を行

うこととしており、ご意見については今後の施策を推

進する上での参考とさせていただきます。

（１）特性に応じた

効果的な支援の実施

等

犯罪をした人等の特

性に応じた効果的な

支援の実施等



パブリックコメントでの意見（概要） 意見に対する道の考え方計画素案該当部分

５

保護司には、保護観察や生活環境の調整など保護観察所長の指名

受けて行う業務のほか、地域社会へ更生保護をより理解してもら

うため、「社会を明るくする運動」に象徴される啓発活動などが

あり、自発的、積極的に行ってきている。“望まれるさらなる促進”

は、保護司会を始めとする更生保護団体に対する理解と協力を、

北海道や各自治体がこれまで以上に地域住民へ働き掛け、後押し

するものであってほしい。

保護司等の民間協力者の活動については、「社会を明

るくする運動」等の機会を通じて広報啓発を行い、活

動に対する道民の理解を促進することとしており、ご

意見については、今後の施策を推進する上での参考と

させていただきます。

① 民間ボラン

ティアの確

保

保護司の担い手不足は喫緊の課題。退職予定者に限らず、幅広く

周知するなどして、保護司確保のための支援策を積極的に取り入

れてほしい。

また、道職員に限らず、市町村職員への周知もなされるような仕

組みも検討してほしい。

道職員の定年退職予定者に対するパンフレット配付は一歩進んだ

取組だと思うので、更に、各地域に勤務されている現役職員の

方々にも、更生保護活動に参画することは地域貢献のひとつであ

ることを理解してもらえるよう取り組んでいただき、様々な場面

で協力してもらえるよう、また、将来的には定住する地域で保護

司として活躍してもらえるような支援であってほしい。

退職時の説明会等でもう少し中身の濃いアピールを望む。

刑務所における篤志面接委員及び教誨師の活動について，その内

容を広く周知し，希望者を近隣施設へつなげるなど人材確保への

協力は重要であるため，保護司の人材確保支援と同様，協議会，

イベント等において，篤志面接委員等のパンフレットを配布等周

知する機会を検討願いたい。

② 民間ボラン

ティア等の

活動に対す

る支援の充

実

更生保護女性会，ＢＢＳ会の活動状況について，これまで矯正展

等でポスターやパネルを活用し，活動内容等について情報発信さ

れていることから，少年警察ボランティアの支援活動について

も，同様に矯正展等の活用を検討願いたい。

本計画の浸透により、保護司会と地方公共団体の協力がより強固

な関係になっていくことを期待する。

北海道再犯防止推進会議における関係機関による情報

共有のほか、就労・住居の確保、保健医療・福祉サー

ビスの利用の促進などの取組に当たっては、関係者間

の連携の強化に努めてまいります。

毎年７月の再犯防止啓発月間に矯正施設としても広報活動に取り

組んでいるところ，本年度，道内刑務所の所在する道地方振興局

の市町村を当該施設職員が訪問した際，担当部署が明確になって

いない地方自治体があったため，窓口となる地方自治体の部署を

お示し願いたい。

再犯防止を進める上では、住民に身近な市町村との連

携が重要であることから、市町村における再犯防止の

取組の促進に向けた情報提供を行うほか、各種施策の

検討・推進に協働して取り組むこととしており、ご意

見については、今後の施策を推進する上での参考とさ

せていただきます。

民間協力者の活動の

促進、広報・啓発活

動の推進等

（１）民間協力者の

活動の促進等

（２）広報・啓発活

動の推進等

道のホームページなどにおいて、保護司会や更生保護

女性会、BBS会等の活動を周知するとともに、「社会

を明るくする運動」等の機会を通じて、民間協力者の

活動に関する広報啓発を行うこととしており、ご意見

については今後の施策を推進する上での参考とさせて

いただきます。

保護観察所と連携しながら保護司の人材確保のための

支援に取り組むこととしており、ご意見については、

今後の施策を推進する上での参考とさせていただきま

す。



パブリックコメントでの意見（概要） 意見に対する道の考え方計画素案該当部分

６

今後も，北海道再犯防止推進会議地域会議（札幌，旭川，函館，

釧路）を含め，道内各地において幅広く連携が推進されるよう，

北海道庁においても，素案のとおり北海道再犯防止推進会議の積

極的な運用を願いたい。

再犯防止に向けた関係機関の連携を強化するため、北

海再犯防止推進会議を設置し、道内各地域における関

係機関相互の情報共有や連携強化を図ってまいりま

す。

① 連携体制の

整備

再犯防止に係る各種協議の場に保護司会の代表も参画できるよう

計らっていただくことを希望する。

今後とも国や市町村、保護司連盟等の民間団体等で構

成する再犯防止推進会議において関係機関の情報共有

を図ってまいります。

② 地域の関係

機関・団体

に対する情

報提供等

犯罪者の再犯防止を進めるには、保護司と警察や防犯団体を始め

とする関係機関、各市町村との連携が最も大事。特に広域の保護

区は更生保護関係者の情報共有とそれらの対応が連携していく体

制が必要であり、その窓口として行政の担う役割は非常に大き

く、各市町村に再犯防止対策の部署と担当者を設置してほしい。

昨今の犯罪をした人等が抱える課題は様々であり、その解決に向

けては、課題に対する支援等に関する十分な知見や情報が必要と

思われ、各地域における知見や情報を有する市町村等の協力は不

可欠である。当事者の相談等に応えられるような専門の窓口等の

設置について、積極的に働き掛けてほしい。

市町村の窓口等に申請するときに、「誰が」、「どの様に」申請

する必要があるといった手順等を示したものが欲しい。

犯罪をした人等が出所後などに保健福祉サービスを円

滑に利用できるよう、国の機関と連携した出所者等に

対する保健福祉サービスの周知の方法について検討す

ることとしており、ご意見については、今後の施策を

推進する上での参考とさせていただきます。

国・市町村・民間団

体等との連携強化

（１）国・市町村・

民間団体等との連携

強化

再犯防止を進める上では、住民に身近な市町村との連

携が重要であることから、市町村における再犯防止の

取組の促進に向けた情報提供を行うほか、各種施策の

検討・推進に協働して取り組むこととしており、ご意

見については、今後の施策を推進する上での参考とさ

せていただきます。


