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  １．開  会 

○事務局（西田道民生活課長） 定刻より若干早いですけれども、皆様お集まりですので、

会議を開催いたします。 

 本日は、お忙しいところをお集まりいただき、誠にありがとうございます。 

 それでは、第３回北海道再犯防止推進会議専門部会を始めさせていただきます。 

 

  ２．挨  拶 

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

を申し上げます。 

〇近藤環境生活部くらし安全局長 皆様、本日は、お忙しいところ、また、天候が悪いと

ころ、お寒い中を出席いただきまして、ありがとうございます。 

 前回、１１月に開催いたしました第２回目の専門部会では、北海道再犯防止推進計画の

素案につきましてご説明させていただきまして、皆様からご意見をいただいたところでご

ざいます。 

 本日の会議では、計画の素案に係るパブリックコメントを実施しておりますので、その

結果と、皆様のご意見を踏まえた計画の案につきましてご説明申し上げ、ご意見をいただ

きたいと思っております。 

 専門部会につきましては今回で最後となりますけれど、本日も皆様からご忌憚ないご意

見をいただきますようにお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会に当たりま

してのご挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

〇事務局（西田道民生活課長） それでは、議事に入らせていただく前に、配付させてい

ただいています本日の資料をご確認させていただきます。 

 資料１のパブリックコメントに係る対応整理表、資料２の「北海道再犯防止推進計画」

素案と案の修正点等、資料３の北海道再犯防止推進計画（案）、以上の三つの資料になり

ます。 

 

  ３．議  題 

〇事務局（西田道民生活課長） 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（１）北海道再犯防止推進計画（案）についてです。 

 資料１に基づき、パブコメの意見について事務局から説明いたします。 

〇事務局（菅原主事） 環境生活部道民生活課の菅原です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、着席して説明させていただきます。 

 資料１をご覧ください。 
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 昨年の１１月２６日から１か月間実施しておりましたパブリックコメントの結果につい

てご説明いたします。 

 本資料は、パブリックコメントでいただいたご意見につきまして、素案の該当部分ごと

にまとめて、意見の概要とそれに対する道の考え方を整理したものでございます。 

 パブリックコメントによる意見は、３名の個人と五つの団体から延べ４１件のご意見を

いただいておりますので、順番にご紹介してまいります。 

 まず、計画素案全体に対するご意見でございます。 

 第１章から第４章、計画の内容は十分と思う。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という趣旨で、本計画につきまして肯定的なご意見を寄せていた

だきました。 

 道といたしましても、当計画に基づき、関係機関の皆様とも連携しながら、再犯防止施

策を推進してまいりたいと考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、第１章の計画の基本的な考え方に対するご意見でございます。 

 ２番目の計画策定の目的についてですが、刑事司法手続が終わった人等が社会の支援に

つながるよう図る目的は的確であるというご意見をいただきました。 

 道といたしましても、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

関の皆様と連携しながら取り組みを進めてまいりたいというふうに考えています。 

 次に、第２章です。 

 再犯防止を取り巻く状況に対する意見でございます。 

 ２番目の国の再犯防止の取組のところで寄せられた意見として、再犯防止推進法施工後

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、市町村における設計

策定も早まること期待大といった、今後の期待も込めたご意見をいただきました。 

 道といたしましても、当計画に基づき関係機関の皆様と連携しながら適切に再犯防止を

推進してまいりたいと考えてございます。 

 次のページに参ります。 

 次からは、第４章の具体的な取組に対するご意見でございます。 

 具体的な取組の部分に対するご意見ということで、施策の推進に係る具体的な希望を非

常に多くお寄せいただいているところでございます。 

 これらの意見につきましては、今後実際に施策を推進していく上でのご参考とさせてい

ただくこととしております。 

 それでは、個別に紹介してまいります。 

 まず、就労・住居の確保等の中の就労の確保等に対するご意見でございます。 

 １番目ですが、道の取組の機能が生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
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あるという趣旨のご意見をいただいております。 

 道といたしましても、北海道再犯防止推進会議における関係機関による情報交換・情報

共有のほか、就労住居の確保とか、保健医療福祉サービスの促進といった各分野の取組に

当たっては関係者間の連携の強化に今後とも努めてまいりたいと考えてございます。 

 次に、就労に向けた相談・支援の充実に対する意見ですが、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

検討願いたいというご意見をいただきました。 

 道としては、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たいと考えてござ

います。 

 次に、犯罪をした人等を雇用する企業等の開拓、社会的評価の向上に対するご意見です

が、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って、ハローワークが求人情報の掲載を依頼する企業に対し、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

ラシ等を設置するといった連携について協力願いたいというご意見でございました。 

 道としては、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たいと考えてございます。 

 次に、関係機関・団体との連携強化に対する意見でございます。 

 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だという意見を

いただいております。 

 道としましては、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たいと考えてございます。 

 次に、（２）の住居の確保等に進みまして、住居の確保等に対するご意見をご紹介して

まいります。 

 まず、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というご意見をいただいております。 

 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きまし

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でき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。 
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 次に、公営住宅への入居における配慮についていただいたご意見でございますが、まず

は脱字のご指摘をいただいております。これについては、ご指摘のとおり修正しておりま

す。 

 また、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、出所後の居

住先を見つけることが困難であるため、計画のとおり、公営住宅への入居における配慮を

お願いしたいという意見をいただいております。 

 また、新たな住宅セーフティネット制度の活用促進の部分に対して、これもまた計画の

とおり、北海道居住支援協議会が包括し、国や関係機関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、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

準というものを示すことができるのであれば、そういうことを示すことも検討いただけな

いかというご意見をいただいております。 

 道としましても、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

こととしているほか、ご意見については、今後の施策を推進する上でのご参考とさせてい

ただければと考えてございます。 

 ページをめくりまして、第４章の２番目、保健医療・福祉サービスの利用の促進等に対

していただいたご意見についてですけれども、まずは、高齢者や障がい者等への支援等の

保健医療・福祉サービスの提供の部分でいただいたご意見で、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がい者等がおり、他者との交流ができず

に孤立し、再犯を惹起する者が少なからず存在する。 

 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、計画にある懇談会や、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という意見をいただいております。 

 この意見につきまして、道としても、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、国の機関と連携して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参考とさせていただければと考えてございます。 

 次に、薬物依存を有する人への支援等の部分でございます。 

 刑の一部執行猶予の施行に伴い、薬物事犯者である保護観察対象者が増加することが見

込まれることから、薬物乱用防止対策全般に対する研修や指導強化を図ることを盛り込む
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必要があるというご意見をいただいております。 

 道といたしましても、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今後とも努めてまいります。 

 次の薬物依存に関する治療・支援につなげる取組に対するご意見ですけれども、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、必要に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というご意見をいただいております。 

 道といたしましても、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

につなげる取組を行うこととしております。また、いただいたご意見につきましては、今

後の施策を推進する上での参考とさせていただきたいと考えてございます。 

 次に、②の関係機関・団体との連携強化の部分でいただいたご意見についてですが、保

護司会では、中学校・高校で薬物乱用防止教室を行っている。その際、道警の専門担当者

もしくはＯＢを派遣していただけないかというご意見をいただいております。 

 道といたしましては、保護司会を含め、民間協力者の方々と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

ただきたいと考えてございます。 

 次に、⑤の薬物乱用防止に関する広報・啓発の部分でいただいたご意見になります。 

 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）では薬物非行防止等に取り組んだりしていることから、矯正施設と

の連携を行うことについて検討願いたいというご意見をいただいております。 

 道といたしましては、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薬物乱用防止の普及啓発に取り組むこととしており、いただい

た具体的な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たいと考

えてございます。 

 ページをめくりまして、次に、第４章の３番目、学校等と連携した修学支援の実施等の

部分でございます。 

 この部分でいただいたご意見として、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よ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

という意見をいただいております。 

 道といたしましては、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か犯罪をした人等の更生につい

て理解が深まるよう、分かりやすい広報・啓発に今後とも努めてまいります。 



- 6 - 

 

 次に、①の児童生徒の非行の未然防止等の部分ですけれども、まず、支援者は、必要な

とき、特別なときに来るのではなくて、いつもいる、いつもあることが大事という意見を

いただいております。 

 道といたしましては、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まして、今後も充実を図り、関係機関と連携ながら支援を

進めてまいることとしております。 

 次に、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というご意見をいただいております。 

 道といたしましても、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まして、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。 

 次のご意見ですけれども、少年鑑別所（法務少年支援センター）では、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というご意見でございますが、児童相談所にお

いて、少年鑑別所（法務少年支援センター）を含めて関係機関と連携し、必要な支援を実

施してまいります。 

 次の②ですが、学校等と連携した立ち直り支援の部分でいただいたご意見として、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または入院した場

合や、矯正施設に入所または入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就学の継続に向けた必要な配慮について検討願いたいというご意見を

いただいております。 

 道といたしましても、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

としておりまして、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

きたいと考えております。 

 次に、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づくりを目的として、

関係機関や地域のボランティア団体と連携を進めまして、少年院等で行われる社会貢献活

動の実施への協力について検討いただきたいというご意見をいただいております。 

 道といたしましては、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まして、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たいと考えてございます。 

 ページめくりまして、４番目の犯罪をした人等の特性に応じた効果的な支援の実施等に

寄せられたご意見についてですけれども、②暴力団関係者等に対する指導等についてです。 

 暴力団からの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



- 7 - 

 

団員の扱いが続いてしまい、口座や公営住宅等が使用不能となって、雇用や住居に問題が

あるということや、親が公営住宅にいることも多く、住民票を移せずに住所不定となる問

題があるというご指摘をいただきました。 

 暴力団からの離脱希望者については、矯正施設や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、ご意見についても今後の施策を

推進する上での参考とさせていただきたいと考えてございます。 

 次の意見ですが、暴力団関係者の中には、暴力団からの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、国や関係団体等が連携し、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、離脱者の受入れ企業の拡大のためには、計画内にある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や、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というご意見をいただいております。 

 北海道といたしましても、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していくとともに、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の強化などにより、受入れ企業の拡大を図っ

てまいりたいと考えてございます。 

 次に、④ですが、発達上の課題を有する犯罪をした人等に対する支援等の部分にいただ

いたご意見です。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、それが適切な支援につながらない場合も少なくないため、少年鑑別所（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という意見をいただいております。 

 道といたしましては、発達障がい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たいと考えております。 

 次に、⑤の飲酒運転をした人に対する指導等についてですけれども、飲酒運転を繰り返

す人が継続して問題となる飲酒事案を惹起しないようにするため、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、ほか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

を検討願いたいという意見をいただいております。 

 道といたしましては、北海道立精神保健福祉センターや保健所等におきまして、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まして、ご意見については、今度の施策を推進する上での参

考とさせていただきたいと考えてございます。 

 ページをめくりまして、５番目の民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等の

部分です。 

 まず、（１）民間協力者の活動の促進等の部分でいただいたご意見としては、保護司に
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は、保護観察や生活環境の調整などの指名を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。 

 素案にある「望まれるさらなる促進」は、保護司会をはじ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かけ、後押しするもの

であってほしいという意見をいただいております。 

 道といたしましては、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たいと考えておりま

す。 

 次に、①民間ボランティアの確保についてですが、保護司の担い手不足は喫緊の課題で

あり、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を検討してほしいと

か、道職員の定年退職予定者に対するパンフレット配布は一歩進んだ取組だと思うので、

さら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

献の一つであることを理解してもらえるようより組んでいただき、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

援であってほしいとか、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というよ

うな意見をいただいているところでございます。 

 道といたしましては、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

ただきたいと考えてございます。 

 また、民間ボランティアの確保の部分についてもう一つ、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というご

意見をいただいております。 

 また、②の民間ボランティア等の活動に対する支援の充実の部分も、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というご意見をいただいております。 

 道といたしましては、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、Ｂ

ＢＳ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たいと考えてございます。 
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 （２）広報・啓発活動の推進等についてですけれども、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になっていくことを期待するというご意見をいただいて

おります。 

 道といたしましては、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りまして、関

係者間の連携の強化に努めてまいることとしております。 

 次に、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

ろで、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

お示し願いたいというご意見をいただいております。 

 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。 

 ページめくりまして、６番の国・市町村・民間団体等との連携強化の部分です。 

 （１）国・市町村・民間団体等との連携強化の部分ですが、今後も北海道再犯防止推進

会議の地域会議を含めまして、道内各地において幅広く連携が推進されるよう、北海道再

犯防止推進会議の積極的な運用を願いたいというご意見をいただいております。 

 道といたしましても、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、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

いりたいと考えてございます。 

 次に、①連携体制の整備の部分ですが、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というご意見をいただいております。 

 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ることとしております。 

 次に、②地域の関係機関・団体に対する情報提供等の部分ですけれども、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はじめとする関係機関や各市町村との連携

が最も大事であります。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を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。 

 また、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かけてほしいというような意見をいただいております。 

 道といたしましても、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
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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たいと考えてございます。 

 最後の意見になりますけれども、市町村の窓口等に申請するときに、誰がどのように申

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という意見をいただいております。 

 道といたしましては、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

検討し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

ていただきたいと考えております。 

 以上、資料１に沿ってご説明させていただきました。 

 説明を終わります。 

〇事務局（西田道民生活課長） ただいまの説明につきまして、ご意見やご質問等ござい

ませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

〇事務局（西田道民生活課長） それでは、引き続き、資料２－３に基づきまして、計画

案について事務局から説明いたします。 

〇事務局（藤井主幹） 道民生活課の藤井でございます。 

 まず、資料２ですが、前回お示ししました事務局案、素案と今回をお示しする案との修

正点を抜粋したものでございます。 

 全部で六つございますが、全て事務局で全体の中での文言調整を図ったときの調整でご

ざいまして、先ほどご説明したパブリックコメントなどにより修正したものはございませ

ん。 

 このほか、皆様方にご紹介していた国の取組、それから、活動紹介などのコラムについ

て追加しております。 

 皆様方には大変短期間での紹介になりましたけれども、ご対応いただき感謝を申し上げ

ます。 

 資料３は、この修正点を溶け込ました案としてお示ししているものですので、この案に

基づいて修正した部分を見ていきたいと思います。 

 まず目次ですけれども、全体の構成等は変わってございませんけれども、一番下の調整

中ということで、参考資料として挙げております。 

 これは本編と別に再犯防止に係る参考資料として、他県の計画なども参考にしながら、

現在、事務局のほうで調整しているものです。 

 六つございまして、まず、再犯防止関係のデータということですけれども、本編の中で

表れてくるデータ数値のここ数年の推移をグラフ化したものを掲載したいと思っておりま

す。 

 主なものとしては、保護観察終了時に無職である人、あるいは協力雇用主及び雇用され

ている出所者数、高齢者の再入所数、社会を明るくする運動の参加者数など、１０項目く



- 11 - 

 

らいございますけれども、グラフ化して説明書きをしたものを参考としてここで載せてみ

たいと思っております。 

 もう一つは、令和元年に実施しました道民意識調査の概要につきましてもこちらに載せ

たいと思っております。 

 もう一つは、刑事事件の流れということで、あわせて非行少年に関する手続の流れもそ

うなのですが、一般の方はなかなかなじみがないと思いますので、これをフローチャート

化したものを他県でもよく載せている場合がございますので、これを参考にしながら考え

ているところです。 

 あとは、再犯防止推進法、国の再犯防止推進計画、こちらは概要を載せたいと思ってお

ります。 

 最後に、再犯防止関係用語ということで、本編で出てくる再犯防止特有の単語がありま

すので、その辺を「あいうえお」順で整理しまして、用語集という形で載せたいと思って

おります。現在、最終調整中でございます。 

 それでは、ページをめくりまして、１ページ目の第１章ですが、趣旨、目的、性格、対

象者、機関とございますけれども、こちらについては特段変更ございません。 

 第２章です。 

 再犯防止を取り巻く状況につきましても、本道の再犯者等の状況、国の再犯防止の取組

ということで、前回と修正点はございません。 

 第３章です。 

 施策の展開方向の１番目の基本方針等については変更ございません。２番目の計画指標

ですが、前回の案では１年前のデータとなっておりましたので、新たなデータに更新して

おります。指標１から指標５まで更新しております。指標６はそのままです。 

 次に、第４章です。 

 ここから各施策の具体的な取組として、現状と課題、道の取組、この後に国の取組を参

考に載せて、コラムという順番で各項目で構成し直してございます。 

 １番目の就労・住居の確保ということで、就労の確保については国の取組を追加してお

ります。職業相談等の就労支援、職業訓練等の就労支援、次の９ページ目に行きまして、

協力雇用主の開拓と支援、矯正就労支援情報センター設置、コレワークです。就労後の職

場定着に向けたフォローアップという形で国の取組を載せてございます。 

 コラムといたしまして、先ほどの就労支援事業者機構の取組ということでコラムとして

掲載し、その次にコレワークさんをコラムとしてご紹介させていただいております。 

 １１ページ目になりますが、住居の確保ということでございます。 

 ここでの現状と課題ですけれども、上から７行目に「高齢者や障がいのある人等」とあ

ります。前回は「障がい者等」と表現していたのですが、今進めている人権施策の推進基

本方針でも「障がいのある人」ということで整理した言い方にしております。そういった

形で整合性を図るため、こちらでも「障がいのある人等」と修正しております。 



- 12 - 

 

 もう一つは、次の行ですけれども、「地域生活定着促進事業による更生保護施設や自立

準備ホーム、社会福祉施設への入所等の調整（特別調整）」とあります。これは、前回は

社会福祉施設しか載っていなかったのですけれども、更生保護施設や自立準備ホームも並

列して、ここに事業の一つ、入所先の一つとして追加した形にしております。ここが修正

したところでございます。 

 道の取組は、特に修正はございません。 

 その次に、国の取組ということで、１２ページの矯正施設在所中の生活環境の調整とい

うことで追加してございます。 

 コラムについても、更生保護法人札幌大化院のコラムを掲載してございます。 

 １３ページ目に行きまして、保健医療・福祉サービス利用の促進等でございます。 

 こちらにつきましても、現状と課題で障がい者のところが出てきましたので、下から４

行目を「高齢者や障がいのある人等」と修正させていただいております。 

 次に、１４ページの道の取組ですが、生活困窮者に対する自立支援ということで、前回

は生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援事業と就労準備支援事業の実施と記載し

てございましたけれども、自立相談支援事業と一時生活支援事業の実施ということで修正

させていただいております。 

 そして、国の取組の追加でございます。特別調整による支援、入口支援の実施、社会復

帰支援指導の実施という三つの取組をここに掲載しております。 

 コラムにつきましては、定着支援センターの取組をこちらで紹介させていただいており

ます。 

 次に、薬物依存を有する人への支援等ということでございます。 

 道の取組の後の国の取組ですが、道の取組については特に修正ございません。国の取組

について、ここに参考として追加してございます。 

 薬物依存離脱指導、女子依存症回復支援センターにおける支援ということで二つの取組

をご紹介して、コラムとして北海道ダルクさんの取組をここで紹介してございます。 

 次に、１９ページの３番目の学校等と連携した修学支援の実施等です。 

 こちらにつきましても、道の取組の下に国の取組を追加いたしました。生活環境調整に

おける連携、非行防止支援、２１ページ目に行きまして学力向上等の支援という三つの取

組をここに記載しております。 

 ４番目の犯罪をした人等の特性に応じた効果的な支援の実施等ということでございます。

これにつきましても、１番目の特性に応じた効果的な支援の実施等ということで、道の取

組の後の２３ページになりますが、国の取組ということで四つ、暴力団離脱指導の実施、

性犯罪者・性非行少年等に対する指導の実施、鑑別の実施、女子に配慮した処遇プログラ

ムの実施という四つの取組と、コラムにつきましては、ほっとステーションの活動をご紹

介させていただいております。 

 次に、２５ページ目ですが、民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等という
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ことで、（１）民間協力者の活動の促進等として、道の取組の後に国の取組を追加してお

ります。保護司活動の環境整備、篤志面接委員等との連携による改善指導、民間企業の協

力による各種指導の実施という三つの取組とコラム、旭川地区保護司会の取組をここで紹

介して、次の２７ページでは更生保護法人旭川更生保護協会のコラム、２８ページではＳ

ＵＧ（札幌学院大学）江別ＢＢＳ会、その下の函館更生保護女性連盟のコラムを載せてお

ります。ここでは、民間協力者の活動推進という観点から、それぞれ道内で活躍する民間

の方々の活動についてのコラムを掲載しております。 

 次に、３０ページ目の広報・啓発活動の推進等です。 

 こちらにつきましても、３１ページ目になりますが、国の取組ということで、再犯防止

啓発月間や社会を明るくする運動における広報・啓発ということと、施設見学等の実施と

いうことと、再犯防止シンポジウムの開催という三つの取組について参考として記載して

おります。 

 最後の６番目は、国・市町村・民間団体等との連携強化でございます。 

 ここは、１か所、道の取組の１番目の連携体制の整備というところで、北海道再犯防止

推進会議の前に関係する国の機関や民間団体等で構成するということで会議の構成につい

て触れているのですが、この文言が、前の案では第５章の３３ページの推進体制の北海道

再犯防止推進会議に書かれていたものですから、前で出てくる会議のところに移行したと

いった修正をさせていただいております。 

 以上が修正したところでございます。 

 ご協力いただいたコラムについては、全体的なバランスも踏まえて掲載することとした

結果、一部、このたびの計画への掲載を見合わせたものがございます。それについては、

策定後になりますけれども、道のホームページなどで活用するなどして、改めて道民の皆

様にご紹介させていただく方法を考えておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

 該当する機関に対しましては、掲載方法等が決まりましたら、その段階でお知らせさせ

ていただきたいと思います。 

 以上でご説明を終わります。 

〇事務局（西田道民生活課長） ただいまの資料２、３の説明につきまして、何かご質問

やご意見等はございますでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

〇事務局（西田道民生活課長） それでは、議題（２）のその他について、皆様のほうか

ら再犯防止に関連することで情報提供等があればご発言いただきたいと思いますが、何か

ありますでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

〇事務局（西田道民生活課長） それでは、事務局から今後の事務の予定についてご説明

いたします。 

〇事務局（菅原主事） 今後のスケジュールについてご説明いたします。 
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 まず、本日の結果を踏まえまして、最終的な計画案を作成いたします。これにつきまし

ては、再犯防止推進会議の本会議でもご報告させていただきます。そして、計画案を道議

会に報告した後に計画決定いたしまして、来年度から計画が動き出すという形になります。 

 計画の推進に当たりましては、計画内にも繰り返し記載させていただきましたとおり、

関係機関の皆様と連携しながら進めていくこととしております。 

 来年度も、関係機関の皆様に様々な形でご協力いただきながら事業を進めてまいりたい

と考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

〇事務局（西田道民生活課長） それでは、これまでの議事を通しまして何かございます

でしょうか。 

〇三尾構成員 多数のパブリックコメントに対して、今後の施策を推進する上でご参考に

される旨のご意見や、多数の国の取組とコレワークのコラム等も掲載していただいて、誠

にありがとうございます。 

 今後の取組推進に当たっては、横断的な取組をいろいろと進めていかなければいけない

と考えておりますので、その際には、ぜひご協力をさせていただき、連携、推進させてい

ただければと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

〇事務局（西田道民生活課長） ほかにありませんか。 

〇小松構成員 定着支援センターについてですけれども、平成２２年から北海道において

事業化されて行ってきました。その中で、今までは刑務所出所後の出口支援という形で行

ってきましたけれども、来年度から入口支援も一部事業化されてという方向で動いていま

す。 

 初年度に関しては、保護観察所さんと連携を取らせていただいて、更生緊急保護の対象

者の方が中心になってくるかなというところです。ただ、現在、具体的な要綱等はまだ出

てきていない状況ですが、次年度からは事業化される予定となっておりますので、今後と

もよろしくお願いいたします。 

〇事務局（西田道民生活課長） そのほか、何かありませんか。 

〇髙野構成員 根本的な話になってしまうのかもしれないですけれども、再犯防止という

のは、市民の理解を得られにくい部分があって、その背景には、もちろん犯罪をした人と

いうのは自己責任なのだからなぜ支援する必要があるのだというものがあるわけです。た

だ、そういうことではなくて、そういう人を支援することが翻って我々の生活の安全にも

つながるという観点で再犯防止法がつくられているわけです。 

 一方で、もちろん犯罪をした人に対する偏見とか冷たい目があるというのは、社会的に

しようがないところではあるのですが、そういう中で、なぜ被害者はこんなにつらい思い

をしているのに加害者だけにそういう支援をしなければいけないのだという声をよく聞く

ところです。 

 もちろん、この計画の中でも、基本方針③のところで、被害者が存在することを十分認
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識して、犯罪をした者が被害者の心情を理解することの重要性を踏まえというところがあ

って、これは市民からの理解を得やすいところかと思っております。 

 こういう点は、すごく大事なところかと思います。私は犯罪被害者支援もするものです

から、こういう点を指摘しておくことはすごく大事だと思うのですけれども、では、それ

が具体的にどこに表れているかというと、被害者の部分は再犯防止の中にはなかなか組み

入れづらいところではあるのですが、例えば、最近、少しずつ話が出てきているのは被害

者と加害者の対話や、それによって被害者側も自分の心情をきちんと伝えることができる、

加害者も被害者の心情を理解して、それによって自分がしたことの罪の深さを改めて知る

機会があるとか、そういう取組を図っているところもあるのです。 

 今後、再犯防止のことを進めていくに当たって、被害者の心情に沿った、心情に十分配

慮した再犯防止の支援が出てくればいいかなと思っています。 

〇事務局（西田道民生活課長） ありがとうございます。 

 そのほか、何かありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

〇事務局（西田道民生活課長） それでは、最後になりますけれども、局長から一言ご挨

拶をさせていただきます。 

〇近藤環境生活部くらし安全局長 この専門部会は、昨年９月と１１月、そして今回とい

うことで３回にわたりまして、皆様から計画の策定に向けていろいろとご意見をいただき

ました。 

 皆様におかれましては、ご多忙のところご協力いただきましたことに改めて感謝申し上

げます。 

 我々といたしましては、今回の計画の策定を契機として、関係機関相互の情報共有や連

携が進むことがまず重要と考えております。今後、計画の進行状況を含めまして、皆様と

意見交換や協議を行いながら、犯罪をした人の更生や再犯の防止に向けて取り組んでまい

りたいと考えておりますので、今後ともご協力いただきますようお願い申し上げまして、

閉会に当たってのご挨拶といたします。 

 本日は、ありがとうございました。 

 

  ４．閉  会 

〇事務局（西田道民生活課長） 以上をもちまして、令和２年度第３回北海道再犯防止推

進会議専門部会を終了いたします。 

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

                                  以  上   


