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第１章 計画の概要 

第１ 計画の趣旨 

（１）これまでの国の再犯防止の取組・方針 

  我が国における刑法犯の認知件数については、平成８年（1996 年）以降毎年戦

後最多を更新し、平成 14 年(2002 年)には、285 万３千件とピークを迎えました

が、次年以降、減少に転じており、平成 30 年(2018 年)には 81 万７千件（ピーク

時の約３割）と戦後最小となっています。 

また、刑法犯の検挙人員についても、平成 16 年（2004 年）の 38 万９千人をピ

ークとして、次年以降、減少に転じており、平成 30 年には 20 万６千人（ピーク

時の約５割）と戦後最小となっています。 

 一方で、刑法犯により検挙された再犯者（過去に道路交通法違反を除く犯罪に

より検挙されたことがあり、再び検挙された者、以下同じ）については、平成 18

年（2006 年）の 14 万９千人をピークに平成 29 年（2017 年）には、10 万 6 百人

まで減少していますが、検挙人員に占める再犯者の割合は、平成 18 年（2006 年）

の 38.8％から、平成 30 年（2018 年）には、48.8％となっています。 

 国民が安全・安心に暮らすことができる社会の実現のためには、再犯防止対策

を推進する取組が重要であることから、国では、平成24年７月に、「再犯防止に

向けた総合対策」（平成24年犯罪対策閣僚会議）を決定し、「出所等した年を含

む２年間における刑務所等に再入所する者の割合を平成33年までに20パーセント

以上減少させる。」という数値目標が設定されました。 

 平成26年12月には、犯罪対策閣僚会議において、「宣言：犯罪に戻らない・戻

さない～立ち直りをみんなで支える明るい社会へ～」が決定され、「平成32年

（2020年）までに、犯罪や非行をした者の事情を理解した上で雇用している企業

の数を現在（平成26年）の３倍にする。」、「平成32年（2020年）までに、帰る

べき場所がないまま刑務所から社会に戻る者の数を３割以上減少させる。」とい

う数値目標が設定されました。 

 平成28年７月には、犯罪対策閣僚会議において、薬物依存者や犯罪をした高齢
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者又は障害のある者等に対して刑事司法のあらゆる段階のみならず、刑事司法手

続終了後を含めた「息の長い」支援の実施を盛り込んだ「薬物依存者・高齢犯罪

者等の再犯防止緊急対策～立ち直りに向けた“息の長い”支援につながるネット

ワーク構築～」が決定されました。 

 さらに、国民の安全と安心を確保することは、我が国の経済活性化の基盤であ

るとの観点から、平成17年６月に閣議決定した「経済財政運営と構造改革に関す

る基本方針2005」（いわゆる「骨太の方針」）に、初めて「再犯の防止」が盛り

込まれて以降、「骨太の方針2018」まで継続して「再犯防止対策」が盛り込まれ

ています。 

 そのような中、平成28年12月、再犯の防止等に関する国及び地方公共団体の責

務を明らかにするとともに、施策を総合的かつ計画的に推進していく基本事項を

示した「再犯の防止等の推進に関する法律」（平成28年法律第104号、以下「再

犯防止推進法」という。）が制定、同月に施行され、これに基づき翌年12月、再

犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、再犯防止推進計

画（平成29年12月閣議決定）が策定されました。 
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【参考】刑事司法手続の流れ ※法務省ホームページより引用 
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【参考】国の再犯防止推進計画の概要 ※法務省ホームページより引用 
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（２）これまでの県の再犯防止の取組について 

   我が国では、高齢者や障がい者である矯正施設退所者が、退所後、必要とする

福祉サービス等を受けられずに、再犯に陥り矯正施設への入退所を繰り返してし

まうという課題を抱えており、平成 21 年以降、国の主導の下、都道府県ごとに

「地域生活定着支援センター」の設置を進めてきたところです。本県においても、

平成 22 年６月に、同センターを設置し、現在まで、多くの矯正施設退所者の支

援を行ってきています。 

 また、法務省主唱の「社会を明るくする運動」（７月）において、本県知事が

宮崎県推進委員会委員長へ就任しており、国の更生保護施策へ協力を行っていま

す。 

 

【参考】地域生活定着支援センターの概要 ※厚生労働省ホームページより引用 
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（３）本県における再犯防止推進計画の策定について 

 地方公共団体において、矯正・更生保護施策は、これまで国の専管事項と認識

されてきており、再犯防止に係る現状・課題等に関する情報共有や、福祉・医療、

就労、教育などを所管する庁内の関係各課の横断的な連携が不十分でした。 

 このような中、平成 28 年 12 月に公布・施行された再犯防止推進法第４条第２

項により、地方公共団体は、再犯の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏ま

えて、その地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有することとされ

ました。 

 また、同法８条では、都道府県及び市町村は、国の再犯防止推進計画を勘案し

て、当該地域における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画を定めるよ

う努めることとされました。 

 県はこうした状況を踏まえ、まずは、県庁内の関係部局はもとより、国の機関

や関係団体等と連携しながら、犯罪をした者等を社会の構成員として復帰させる

ための体制づくりや、これらの者に対する県民の理解促進などの対策を実施して

いくことにより、本県の再犯防止の推進を図るため、令和２年度を初年度とする

「宮崎県再犯防止推進計画」を策定します。 
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【参考】再犯防止の推進に関する主な関係機関・団体等 

（１）国の機関 

○ 保護観察所  

   各地方裁判所の管轄区域毎に全国50箇所に設置され、更生保護の第一線の実

施機関として、①保護観察、②生活環境の調整、③更生緊急保護、④恩赦の上

申、⑤犯罪予防活動などの事務を行っています。 

また、医療観察制度による処遇の実施機関として、心神喪失等の状態で重大な

他害行為をした者の、①生活環境の調査、②生活環境の調整、③精神保健観察な

どの事務も行っています。 

   本県では、宮崎保護観察所（宮崎市別府町１番１号）が所管しています。 

 

○ 刑務所 

主として受刑者を収容し、受刑者の資質や環境に応じ、改善更生の意欲を喚起

し、社会生活に適応する能力の育成を図ることを目的として行われる作業（生産

作業、自営作業、職業訓練）、改善指導及び教科指導などの処遇を行っていま

す。 

本県では、宮崎刑務所（宮崎市大字糸原4623番）が所管しています。 

 

○ 少年鑑別所 

少年鑑別所は、①家庭裁判所の求めに応じ、鑑別対象者の鑑別を行うこと、②

観護の措置を執られて少年鑑別所に収容される者等に対し、健全な育成のための

支援を含む観護処遇を行うこと、③地域社会における非行及び犯罪の防止に関す

る援助を行うことを業務として行っています。 

本県では、宮崎少年鑑別所（宮崎市鶴島２丁目16番５号）が所管しています。 
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○ 地方検察庁 

警察から送致された事件等について、捜査し、起訴・不起訴の処分を行い、裁

判では犯罪事実を立証して適正な刑罰の適用を求め、裁判の執行を指揮監督しま

す。 

本県では、宮崎地方検察庁（宮崎市別府町１番１号）が所管しています。 

 

（２）関係団体等 

○ 更生保護法人 宮崎県更生保護協会（宮崎市別府町１番１号） 

   事業者が安心して犯罪をした者等を雇用してもらうための身元保証や、これ

らの者に対して旅費、医療費、生活費等の金品の給与事業を行っています。 

また、更生保護に関わる団体等の円滑な運営に資するため、これらの団体に対

して助成を行っています。 

 

○ 更生保護施設 みやざき青雲（宮崎市宮脇町72番地） 

頼るべき家族や縁故者がいないなど、社会復帰が難しい環境におかれている犯

罪をした者等に対して、宿泊場所や食事の提供などの支援を行っています。 

また、同施設を退所した者への相談窓口を設置し、適切な助言等を行うなどの

フォローアップも行っています。 

 

○ 宮崎県保護司会連合会（宮崎市別府町１番１号） 

保護司法第14条に基づき、各都道府県に設置される団体であり、各地域の保護

司会との連絡・調整や保護司の職務に関し必要な資料や情報の収集などを行って

います。 

また、“社会を明るくする運動”作文コンテストの実施や、小中学校・高校で

薬物乱用防止教室を開催するなど、児童・生徒を主な対象として犯罪予防に関す

る普及啓発活動を実施しています。 
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○ 宮崎県更生保護女性連盟（宮崎市別府町１番１号） 

  更生保護ボランティア団体として、更生保護施設へ入所する保護観察対象者

等への夕食の提供を行うほか、入所者への調理実習の実施や地域の清掃活動な

どのボランティア活動を通じて、犯罪や非行に陥った人たちが一日も早く社会

復帰できるよう支援を行っています。 

また、宮崎刑務所、宮崎少年鑑別所主催の矯正展への協賛活動として、宮崎県

保護司会連合会やＢＢＳ会（※）と連携し、更生保護への広報活動を行っていま

す。 

※ 非行少年等様々な立場の少年に「兄」や「姉」のような立場で接し、少年の立ち直

りや自立支援を実施するとともに、非行防止活動を行う青年ボランティア団体。 

 

○ 宮崎県協力雇用主会（宮崎市宮脇町72番地） 

  犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが容易でない矯正施設退所者等

を、その事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間事業者（協力雇

用主）の団体であり、協力雇用主間の連絡・調整や協力雇用主を対象とした研

修会等を実施しています。 

 

○ 宮崎ダルク（宮崎市西池町11-36） 

  薬物依存症者に対して、医療機関、行政機関、司法機関と連携して、ピアカ

ウンセリングや薬物関連電話相談を実施しているほか、刑務所や保護観察所な

どに講師を派遣し、薬物離脱指導も実施しています。 
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第２ 計画の位置付け 

この計画は、再犯防止推進法第８条第１項に基づき、国の再犯防止推進計画の

内容を踏まえて策定します。 

計画の対象者は、起訴猶予者、執行猶予者、罰金・科料を受けた者、矯正施設

退所者、非行少年もしくは非行少年であった者又は暴力団離脱希望者（以下「犯

罪をした者等」という。）のうち、支援が必要な人とします。 

また、上記に掲げる者の父母、配偶者、子どもなどの家族についても、必要に

応じて支援の対象とします。 

さらに、本計画の推進にあたっては、犯罪被害者の心情を考慮し、再犯防止の

取組と併せ、犯罪被害者への必要な支援等も実施します。 

 

第３ 計画の基本方針 

国の再犯防止推進計画に設定されている５つの基本方針を踏まえて、県の実情

に応じ、犯罪をした者等が、多様化の進む社会において孤立することなく、再び

社会を構成する一員として社会復帰を図ることにより、県民の犯罪被害の防止と

県民誰もが生きごこちの良い地域社会づくりを実現するため、次の重点課題に取

り組みます。 

  １ 国、市町村及び関係団体との連携強化 

  ２ 就労・住居の確保 

  ３ 保健医療・福祉サービスの利用促進 

  ４ 非行の防止等 

  ５ 特性に応じた効果的な支援のための取組 

  ６ 民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進 

 

第４ 計画の期間 

   この計画の期間は、令和２年４月から令和６年３月までの４年間とします。 
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第５ 成果指標・目標値 

再犯防止推進計画を進めていく上で、成果指標及び目標値を次のとおり設定

し、その達成に向けて取り組みます。 

【成果指標】新受刑者中の再入所者（※）数 

 基準値（59.2 人、平成 26 年から 30 年までの平均値） 

 ※犯行時の居住地が宮崎県である者の数 

 

【参考】過去５年間の犯行時の居住地が宮崎県である者の新受刑者数及び再入所者数 

  H26 H27 H28 H29 H30 平均値 

新受刑者（人） 98 89 85 105 81 － 

うち再入所者（人） 67 61 53 58 57 59.2 

注 情報提供元：法務省      

 

【目標値】 50 人（令和５年１月から 12 月までの再入所者数） 

上記基準値から 15％程度の減少を目指します。 
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【参考】本計画の体系図 
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第２章 本県における再犯防止を取り巻く状況 

第１ 犯罪の発生状況 

（１）刑法犯の認知、検挙状況 

  ・ 認知件数、検挙件（人員）数ともに、減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）刑法犯検挙者中の無職者数及びその割合 

  ・ 検挙者中の無職者の割合は、40％超と高い割合で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

認知件数（件）9,602 8,750 9,490 8,428 7,997 7,321 6,632 5,346 4,990 4,205

検挙件数(件) 3,932 3,476 3,838 3,497 2,924 2,557 2,490 2,382 2,385 2,260

検挙人員(人) 2,426 2,464 2,278 2,128 2,012 1,854 1,828 1,642 1,670 1,553

検挙率(％) 41 40 40 42 37 35 38 45 48 54

注　宮崎県警察本部の犯罪統計資料による。
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（３）刑法犯検挙者中の再犯者の推移（全体） 

  ・ 検挙人員数は減少傾向にあるものの、再犯者の占める割合は 40％超と高い割

合で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）刑法犯検挙者中の再犯者の推移（65 歳以上）※犯行時、以下同じ 

  ・ 平成 30 年の再犯率は、50％を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯率

H26 H27 H28 H29 H30

検挙人員数(人) 1,854 1,828 1,642 1,670 1,553

再犯者数(人) 869 820 754 777 735

再犯率(％) 46.9 44.9 45.9 46.5 47.3

注　情報提供元：宮崎県警察本部
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刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯率（65歳以上）

H26 H27 H28 H29 H30

検挙人員数(人) 375 358 400 431 380

再犯者数(人) 201 164 180 215 193

再犯率(％) 53.6 45.8 45 49.9 50.8

注　情報提供元：宮崎県警察本部
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（５）刑法犯検挙者中の再犯者の推移（精神障がい（の疑いのある）者） 

・ 再犯率は一貫して上昇している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）再犯者の推移（薬物事犯（全体）） 

・ 再犯者数は、ほぼ横ばいである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯率

H26 H27 H28 H29 H30

検挙人員数(人) 17 12 23 51 39

再犯者数(人) 7 5 12 29 27

再犯率(％) 41.2 41.7 52.2 56.9 69.2

注　情報提供元：宮崎県警察本部
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刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯率（精神障がい（の疑いのある）者）

検挙人員数(人) 再犯者数(人) 再犯率(％)

刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯率（薬物事犯（全体））

H26 H27 H28 H29 H30

検挙人員数(人) 69 73 70 64 82

再犯者数(人) 33 40 35 39 38

再犯率(％) 47.8 54.8 50 60.9 46.3

注　情報提供元：宮崎県警察本部
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（７）刑法犯検挙者中の再犯者の推移（14 歳以上 19 歳以下） 

※犯行時、以下「19 歳以下」という。 

  ・ 検挙人員数は、減少傾向にあるものの、ここ４カ年の再犯率の割合は 30％を

超えて推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）平成 30 年の刑法犯検挙者中の再犯者数（罪種別） 

  ・窃盗犯の検挙人員数、再犯者数が最も多く、再犯率も 50％近くある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯率（19歳以下）

H26 H27 H28 H29 H30

検挙人員数(人) 377 417 257 261 178

再犯者数(人) 112 142 98 84 68

再犯率(％) 29.7 34.1 38.1 32.2 38.2

注　情報提供元：宮崎県警察本部
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検挙者中の再犯者数及び再犯率（１９歳以下）

検挙人員数(人) 再犯者数(人) 再犯率(％)

平成30年の刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯率（罪種別）

凶悪犯 粗暴犯 窃盗 知能犯 風俗犯 その他

検挙人員数(人) 21 483 758 85 35 171

再犯者数(人) 12 209 377 48 13 76

再犯率(％) 57.1 43.3 49.7 56.5 37.1 44.4

注　情報提供元：宮崎県警察本部
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（９）平成 30 年の刑法犯検挙者中の再犯者数（年代別）※犯行時 

  ・ 65 歳以上の高齢層の検挙人員数が多い状況にあり、再犯率についても平均値

（47.3％）を上回っている状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）平成 30 年の 65 歳以上の刑法犯検挙者中の再犯者数 

・ 65 歳以上の高齢層の検挙人員の約 70％（267 名）が窃盗による検挙であり、 

再犯者数、再犯率ともに窃盗が最も多い。 

 

 

  

平成30年の刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯率（年代別）

10代 20代 30代 40代 50代
60代

（64歳
まで）

65歳以上

検挙人員数(人) 178 192 237 258 200 108 380

再犯者数(人) 68 86 117 111 102 58 193

再犯率(％) 38.2 44.8 49.4 43 51 53.7 50.8

注　情報提供元：宮崎県警察本部
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検挙人員数(人) 再犯者数(人) 再犯率(％)

平成30年の65歳以上の刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯率（罪種別）

凶悪犯 粗暴犯 窃盗 知能犯 風俗犯 その他 計 ※65歳以上の検挙人員数

検挙人員数(人) 1 74 267 15 3 20 380 　のうち、窃盗犯の占める

再犯者数(人) 0 32 144 7 1 9 193 割合・・ 70.3 ％

再犯率(％) 0 43.2 53.9 46.7 33.3 45

注　情報提供元：宮崎県警察本部
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第２ 矯正施設における入所者等の状況 

（１）再入者（入所回数が２回以上の者）の状況 

  ・ 過去５カ年ともに 55％超と高い割合で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）刑務所出所時に帰住先が無い者の状況  

  ・ ２割弱から１割程度の出所者が出所時に帰住先が無い状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H26 H27 H28 H29 H30

新受刑者（人） 98 89 85 105 81

うち再入者（人） 67 61 53 58 57

再入率（％） 68.4 68.5 62.4 55.2 70.4

注　情報提供元：法務省
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新受刑者中の再入者数及び再入者率

新受刑者（人） うち再入者（人） 再入率（％）

H26 H27 H28 H29 H30

刑務所出所人員（人） 151 133 147 150 132

うち帰住先が無い者（人） 30 21 18 9 25

帰住先が無い者の割合（％） 19.9 15.8 12.2 6.0 18.9

注　情報提供元：法務省

151 

133 

147 150 

132 

30 
21 18 

9 

25 

19.9 

15.8 
12.2 

6.0 

18.9 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

H26 H27 H28 H29 H30

刑務所出所時に帰住先がない者の状況

刑務所出所人員（人） うち帰住先が無い者（人） 帰住先が無い者の割合（％）

18



第３ 更生保護に関わる状況  

（１）保護観察終了時に無職である者及び無職率 

  ・ 20％超の保護観察終了者が保護観察終了時に職に就いていない状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保護司数、保護司充足率 

  ・ 保護司数及び保護司充足率は、年々僅かではあるものの、減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H26 H27 H28 H29 H30

保護観察終了人員（人） 278 301 280 251 235

うち終了時点の無職者
（人）

75 71 58 54 48

無職率（％） 27 23.6 20.7 21.5 20.4

注　情報提供元：法務省
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保護観察終了時に無職である者及び無職率

保護観察終了人員（人） うち終了時点の無職者（人） 無職率（％）

H27 H28 H29 H30 H31

保護司定数（名） 605 605 605 605 605

保護司数（名） 562 561 553 547 536

充足率（％） 92.9 92.7 91.4 90.4 88.6

注　情報提供元：法務省
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（３）協力雇用主数、雇用している協力雇用主数等 

  ・ 協力雇用主登録数は年々増加しているものの、過去５年間で実際に犯 

罪をした人等を雇用している社数は、各年 10 社以下と低い状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H27 H28 H29 H30 H31

協力雇用主数 94 114 146 167 184

うち実際に雇用している協力雇用主数 5 6 10 10 9

協力雇用主に雇用されている刑務所出所者等数（人） 6 7 13 11 11

注　情報提供元：法務省
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第４ 県民の再犯防止に関する意識の状況 

（１）調査の概要 

 ① 調 査 名  宮崎県再犯防止の推進に関する県民意識調査 

 ② 実施期間  令和元年５月 24 日（金）から５月 25 日（土） 

 ③ 調査方法  インターネットリサーチ 

 ④ 調査対象  宮崎県民 

 ⑤ 回答者数  1,030 名（サンプル数 1,000 名） 

 （内訳） 

 ・性別      男性 430 名 女性 600 名 

 ・年齢別     12 歳～19 歳   10 名 

          20 歳～29 歳  160 名 

          30 歳～39 歳  270 名 

          40 歳～49 歳  261 名 

          50 歳～59 歳  190 名 

          60 歳～    139 名 

 

（２）主な調査結果 

 ① 保護司、協力雇用主等、民間協力者について 

   調査した結果、民間協力者の認知度については、下記（【グラフ１】）のとお

りであり、主な民間協力者の認知度として、保護司が 44.9％、更生保護女性会

が６％、協力雇用主が 21.7％、更生保護施設が 42.5％であった。 

   また、これらの民間協力者を増やすための主な方策（【グラフ２】参照）とし

ては、広報の充実（46％）、活動場所の提供や財政的な支援の充実（49％）、民

間協力者に対する研修の充実（28.3％）であった。 

【グラフ１】 
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【グラフ２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 犯罪をした者への立ち直りの協力について 

   「あなたは、犯罪をした人の立ち直りに協力したいと思いますか」との質問

（【グラフ３】参照）に対して、「思う」、「どちらかといえば思う」と答えた方

は 40.4％であり、「どちらかといえば思わない」、「思わない」と答えた方は

40.3％であり、ほぼ同数の回答であった。 

   また、協力したいと答えた方の協力の方法（【グラフ４】参照）としては、

「再犯防止に関するボランティアに参加」と答えた方が 40.6％と最も多かっ

た。 

   一方で、協力したくないと答えた方の中で「協力したくない」最も多い理由

（【グラフ５】参照）は、「自分や家族の身に何か起きないか不安」が 53.1％と

最も多く、次いで「犯罪をした人への接し方がよくわからない」が 42.3％であ

った。 

【グラフ３】 
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【グラフ４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    【グラフ５】 
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 ③ 再犯防止に関する県民の理解や関心について 

   「あなたは再犯防止に関して、広く宮崎県民の理解や関心を深めるため、何を

するべきだと思いますか。」との質問（【グラフ６】参照）に対して、「テレビや

新聞等での広報の充実」（42.9％）が最も多く、次いで「学校の授業で取り上げ

る」（35.9％）であった。 

【グラフ６】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④  再犯防止に向けた対策について 

   「あなたは再犯防止のためには、具体的にどのようなことが必要だと思います

か。」との質問（【グラフ７】参照）に対して、「仕事と住居を確保した生活基盤

の構築」（45.5％）と最も多く、次いで「刑事司法機関によるきめ細やかな指導

や支援の充実」（38.2％）であり、次に「被害者の置かれた状況や心情を理解さ

せる」（31.6％）であった。 

【グラフ７】 
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 ⑤ 犯罪をした者等を「誰一人取り残さない」社会に実現について 

   「「再犯防止のためには、犯罪をした人を社会から排除・孤立させるのではな

く、再び受け入れることが自然にできる、『誰一人取り残さない』社会の実現が

大切である。」という意見について、どう思いますか。」との質問（【グラフ

８】）に対して、「思う」、「どちらかといえば思う」と答えた方は 65.1％であ

り、「どちらかといえば思わない」、「思わない」と答えた方は 21.6％であっ

た。 

【グラフ８】

そう思う

17.9%

どちらといえ

ばそう思う

47.2%

どちらかといえば

そうは思わない

13.6%

そうは思わない

8.0%

分から

ない

13.4%
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第３章 施策の展開 

第１ 国、市町村及び関係団体との連携強化 

【現状と課題】 

犯罪をした者等の更生に資する支援及びそれに関連する支援は、国はもとより、

県、市町村、民間団体等において、様々な形で実施されています。 

しかしながら、直接的に犯罪をした者等への更生に資する目的のために実施して

いる支援を除き、それぞれの支援の実施主体においては、当該事業が犯罪をした者

等の更生へ資する取組であるとの意識が薄い状況にあります。 

また、これらの支援の実施主体である関係機関が一堂に会する機会も無く、相互

の連携が十分に図られていないため、多くの事業が、個別・単独で取り組んでいる

状況です。 

 

再犯防止に向けた取組をより効果的に行うためには、国、県、市町村、民間団体

等との垣根を越えた連携が必要不可欠となります。 

そのため、県の関係部局、保護観察所や検察庁などの国の機関、薬物依存等の治

療を行う病院や高齢者・障がい者等への福祉サービスを提供する福祉関係機関など

の関係者が一堂に会して情報交換を行い、関係機関同士のネットワーク化を促す

「場」を定期的に設ける必要があります。 

  また、市町村は、刑事司法機関との接点が少なく、再犯防止に関しては担当部署

が決まっていない市町村もあるなど、犯罪をした者等を対象とした支援事業に取り

組めていない状況です。一方で、生活困窮者自立相談支援事業や地域包括支援事業

など、市町村が実施している事業で犯罪をした者等の社会復帰に有効な制度はあり

ます。これらの制度を活用し、地域の実情に応じたきめ細かな再犯防止の取組を県

内に広げるためには、市町村における再犯防止推進計画の策定が不可欠になります。 
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【再犯防止推進計画（国）における国の取組】 

  国においては、次の事項を掲げ、その取組を推進することとしています。 

 ・地方再犯防止推進計画の策定等の促進 

・地方公共団体との連携の強化     等 

 

【県の取組】 

  県としては、これまで国、県、市町村、関係団体等のそれぞれが取り組んで来た

事業内容や情報を共有化し、連携を図ることで、それぞれの取組が、再犯防止の推

進に資する実効性のあるものとなるよう、以下の施策について実施又は検討を行い

ます。 

 ①  県において、関係機関団体等との情報交換や情報共有、本計画の進捗状況の検

証・評価、さらには、今後の取組の方向性について意見聴収を行うため、「宮崎県

再犯防止推進協議会（仮称）」を設置します。【福祉保健課】 

 

 ② 県庁内の関係部局間の情報交換・情報共有を図るため、県庁内で庁内連絡調整

会議を定期的に開催し連携を図ります。【福祉保健課】 

 

 ③ 刑事司法機関と市町村の担当部署との情報共有の場を設けるなど、県内市町村

の再犯防止推進計画の策定を支援します。【福祉保健課】 

 

 ④ 各年の犯罪の特徴や動向を分析し、刑法及び特別法犯の検挙件数等の数値をと

りまとめ統計化（犯罪統計）し、必要な情報を関係部局に提供します。 

  【警察本部刑事企画課】 

 

⑤ 宮崎保護観察所や宮崎地方検察庁など、再犯防止を推進する国の関係機関が開

催する会議等に、主催者からの要請やケースに応じて、可能な限り参加し連携を

図ります。【全部局】 
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第２ 就労・住居の確保 

（１）就労の確保 

【現状と課題】 

  平成 30 年の県内の刑法犯の検挙人員数 1,553 名のうち、学生・生徒などを除く

無職者の検挙人員数は 657 名で約 42％を占めています。また、平成 30 年内に保護

観察を終了した者は 235 名であり、そのうち、保護観察終了後、無職者である者は

48 名（無職率 20.4％）でした。 

  犯罪をした者等が再び犯罪に手を染めないようにするためには、就労を確保し、

生活基盤を安定させることが重要です。 

 

  宮崎刑務所では、退所後の就労に資する資格及び技能を習得するための職業訓練

を行っており、造園技能士３級や玉掛けなどの国家資格の取得やそれに伴う必要な

基礎的知識の習得のための職業訓練・指導を行っているほか、公共職業安定所（ハ

ローワーク）などの協力を得て、就職指導などを行い出所後の円滑な就労につない

でいます。 

 

宮崎保護観察所では、矯正施設退所者等を雇用し改善更生に協力する民間事業者

（協力雇用主（令和元年５月現在 186 社））の開拓・確保に努めているほか、矯正施

設退所者等が退所後速やかに安定的で継続的な就労へ移行することを促すため就

労奨励金の交付を行っています。また、事業主が矯正施設退所者等を雇用するに当

たっての不安や負担軽減を図るため、矯正施設退所者等が業務上の損害を与えた場

合等に見舞金が支払われる身元保証制度を実施しています。 

 

県においても、福祉分野、雇用・労働分野において、就労に関する様々な取組を

実施していますが、これまで国・地方公共団体が一体となり、犯罪をした者等への

就労支援に取り組むことができていないのが課題です。 
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【再犯防止推進計画（国）における国の取組】 

  国においては、次の事項を掲げ、その取組を推進することとしています。 

 ・矯正施設等における職業適性の把握と就労につながる知識・技能等の習得 

 ・新たな協力雇用主の開拓・確保 

・就職に向けた相談・支援等の充実 

 ・犯罪をした者等を雇用する企業等の社会的評価の向上等 

 ・一般就労と福祉的支援の狭間にある者の就労の確保   等 

 

【県の取組】 

  犯罪をした者等を効果的な就労支援につなげていくためには、国との連携強化が

必要不可欠であるため、県としては、国の矯正・更生保護それぞれの機関が実施す

る就労支援関係の会議等に、以下の取組を実施する担当部署の職員が参加するなど

して、情報の提供･共有化を図りながら就労支援の強化に努めていきます。 

 ①  各地域の生活困窮者自立支援相談窓口や地域生活定着支援センターを通じて、

生活困窮者、障がい者、高齢者の円滑な就労支援を実施します。【福祉保健課】 

 

② 障害者就業・生活支援センターの運営や「ふれあい合同面接会」の実施を通じ

て、企業と障がい者とのマッチングを行いながら、障がい者の就労支援を行いま

す【障がい福祉課】 

 

③ 若年層の職場定着やキャリアアップなどの就労支援を行うとともに、公共職業

訓練を通じて離職者等の再就職促進を図ります。また、求職者と県内の企業のマ

ッチングの場として県内外にて就職説明会を開催します。【雇用労働政策課】 

 

④ 国の機関が実施する様々な就労支援関係の会議に、主催者からの要請やケース

に応じて参加し、情報の提供･共有化に努めていきます。【関係各課】 
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（２）住居の確保 

【現状と課題】 

平成 29 年において、本県出身者で、刑務所を出所した者は 132 名であり、その

うち、帰住先が決まっていない者は 25 名（18.9％）でした。 

矯正施設退所時に適当な帰住先がないまま釈放された者の多くは、不安定な生活

環境に置かれていることがあり、再び犯罪に手を染めるケースもあることから、釈

放前に退所後の住居を確保することが重要です。 

 

宮崎保護観察所では、更生保護施設（更生保護法人みやざき青雲）において住居

が無かったり、頼るべき人がいないなどの理由で直ちに自立することが難しい矯正

施設退所者等を受け入れて、宿泊場所や食事の提供や社会復帰のための就職援助、

生活相談等を行っているほか、民間法人・団体等に委託して自立準備ホームを設置

し、矯正施設退所者等に対する宿泊場所や食事の提供、生活指導等を行っています。 

 

国では、平成 29 年 10 月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する法律」（平成 19 年法律第 112 号）を改正して、住宅要確保配慮者の入居を拒

まない賃貸住宅の登録制度や「セーフティネット住宅情報提供システム」による情

報提供を実施するなど、新たな「住宅セーフティネット制度」を創設しており、法

務省においては、この制度を活用し、犯罪をした者のうち住宅確保要配慮者の要件

に該当する者に対して、個別の事情に応じて、賃貸住宅に関する情報の提供及び相

談を実施しています。 

県においても、各種福祉制度による住居確保支援や県営住宅の運営などの取組を

行っていますが、犯罪をした者等に対する十分な支援に繋がっていないのが現状で

す。 
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【再犯防止推進計画（国）における国の取組】 

  国においては、次の事項を掲げ、その取組を推進することとしています。 

 ・矯正施設在所中の生活環境の調整の充実 

・更生保護施設等の一時的な居場所の充実 

・地域社会における定住先の確保       

 

【県の取組】 

県としては、犯罪をした者等の住居の迅速な確保と生活の安定化を図るため、以

下の取組を引き続き実施するとともに、関係部局と連携しながら国の機関等へ必要

な情報等の周知を行います。 

 ①  生活保護制度の利用・促進を図るとともに、生活困窮者等を県の福祉事務所や

市町村の生活保護、生活困窮者自立相談支援窓口に円滑につなげていけるようよ

う取り組んでいきます。【福祉保健課（一部再掲）】 

 

② 住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で県営住宅を提供します。 

【建築住宅課】 

 

③ 住宅確保要配慮者の入居を拒まない「セーフティネット住宅」の登録情報を広

く県民に提供します。【建築住宅課】 

 

31



第３ 保健医療・福祉サービスの利用促進 

【現状と課題】 

平成 30 年の県内の刑法犯の検挙人員数 1,553 名のうち、65 才以上の高齢層の検

挙人員数は 380 名で約 24％を占めており、65 歳以上の高齢層の検挙人員の約 70％

（267 名）が窃盗による検挙となり、殺人や強盗などの凶悪な犯罪での検挙人員は

１人となっています。また、再犯者は 193 名であり 65 歳以上の検挙人員の約 51％

を再犯者が占めている状況です。 

平成 30 年の精神障がい又は精神障がいの疑いのある者の刑法犯の検挙人員数に

ついては、39 名であり、全体の約３％と少ない状況ですが、再犯者は 27 名と再犯

率は７割近くを占めています。 

さらに、平成 30 年の覚醒剤や大麻などの薬物事犯の検挙人員数は 82 名であり、

そのうち再犯者は 38 名と再犯率は５割近くを占めている状況です。 

 

犯罪をした者のうち、医療や福祉の支援を必要としている高齢者や障がいのある

者、薬物事犯者が、保健医療・福祉サービスについて十分な情報を持っていないこ

と等により、支援が十分に行き届かず、再犯につながっているケースがあります。 

 

  県では、平成 22 年６月に宮崎県地域生活定着支援センターを設置しており、高

齢や障がいにより自立した生活を営むことが困難な矯正施設退所予定者に対して、

受入れ施設の斡旋（コーディネート業務）及び受入れ施設に対する助言（フォロー

アップ業務）等（いわゆる「出口支援」）を行っており、コーディネート業務につい

ては、これまで 100 人を超える者を支援してきたところです。 
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【参考】宮崎県地域定着支援センター事業実績 

年 

度 

項    目 

①コーディネート業務 ②フォローアップ業務 ③相談

支援

業務 

新規 

受付数

（人） 

支援 

終了数 

（人） 

年度末

実支援

者数

（人） 

支援 

回数

（回） 

新規 

受付数

（人） 

支援 

終了数

（人） 

年度末

実支援

者数

（人） 

支援 

回数

（回） 

相談 

回数

（回） 

H22 11 3 8 356 3 3 0 28 23 

H23 12 10 10 806 10 6 4 283 20 

H24 11 18 3 613 16 10 10 556 97 

H25 14 7 10 547 7 8 9 575 131 

H26 16 18 8 671 15 9 15 969 187 

H27 15 13 10 515 12 16 11 876 257 

H28 11 10 11 578 11 15 7 921 324 

H29 12 15 8 472 11 9 9 1,037 320 

H30 12 15 5 324 6 8 ７ 359 553 

計 114   4,882 91   5,604 1,912 

 

  宮崎刑務所では、所属する社会福祉士などが中心となって、宮崎保護観察所や県

地域生活定着支援センターなどの関係機関の協力を得て、出所する高齢又は障がい

のある受刑者を円滑に福祉サービスにつなげるよう努めています。また、市町村の

福祉担当部署に対し、刑務所での福祉的取組等について説明会を実施しています。

さらに、刑務官などの刑務所職員が認知症サポーター養成講座を受講したり、介護

施設への見学・実習などを行っています。 

 

  宮崎地方検察庁では、起訴猶予者や執行猶予者等のうち、高齢や障がいにより、

医療・福祉サービスにつなげて支援を行うことが適当と認められる者について、宮

崎保護観察所などの関係機関と連携を図り、受入れ施設の斡旋や住居の確保、就労

支援などの福祉的支援（いわゆる「入口支援」）を実施しています。  
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さらに、平成 30 年 10 月から、宮崎県社会福祉士会と協定を締結し、社会福祉士

の助言等を得られる体制を整備し、福祉的支援につなぐ取組を行っています。 

 

  宮崎保護観察所においては、矯正施設退所予定である高齢又は障がいのある者で

帰住先が無い者を「特別調整対象者」として、県地域生活定着支援センターと協力

しながら、これらの者の希望する帰住先や、必要とされる支援等を検討し、帰住希

望先の保護観察所や地域生活定着支援センターへつなぐ取組をしています。 

 

  県としては、犯罪をした者等を保健医療・福祉サービスにつなげるためには、国

の機関が実施する取組と県の保健医療・福祉担当部署が実施する取組の内容を、国、

県、さらには、民生委員など地域で福祉活動を展開する方々が、相互に把握し理解

しながら、活動・支援していくことが重要であると考えています。 

 また、現在、入口支援については、宮崎地方検察庁を中心とする国の機関が実施

しており、出口支援については、県の地域生活定着支援センターと宮崎保護観察所

が中心となって実施していますが、犯罪をした者等への医療・福祉的な支援は、刑

事司法手続段階を含むあらゆる段階において、きめ細やかに進める必要があり、今

後は、県と司法機関との連携強化も必要となっていきます。 

 

【再犯防止推進計画（国）における国の取組】 

  国においては、次の事項を掲げ、その取組を推進することとしています。 

 ・関係機関における福祉的支援の実施体制等の充実 

・保健医療・福祉サービスの利用に関する地方公共団体等との連携強化 

・高齢者又は障がいのある者等への効果的な入口支援の実施      等 
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【県の取組】 

○ 県地域生活定着支援センターを中心とした福祉・医療支援との連携体制の構築 

   現在、県地域生活定着支援センターは、高齢や障がいを抱えている矯正施設退

所予定者を県や市町村が実施している様々な福祉的・医療的サービスにつなげて

いくため、国の機関と県・市町村のパイプ役として大きな役割を果たしています。 

このため、県のそれぞれの保健医療･福祉担当部署が実施している以下の取組を

引き続き実施するとともに、県や国の取組の内容等を、県地域生活定着支援セン

ターが中心となり、県庁内外でのセミナーや会議の開催等を通じて情報提供・共

有化しながら、国の機関や関係団体との連携強化を図っていきます。 

 ① 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力が十分でない方

に対して、福祉サービスの利用手続の援助や金銭管理サービス等を行い、地域に

おいて自立した生活が送れるよう支援します。【福祉保健課】 

 

 ② 低所得者や障害者、高齢者に対し、低利又は無利子の資金貸付と相談支援を行

うことにより、経済的自立や生活意欲の助長を促すよう支援します。 

【福祉保健課】 

 

③ 生活保護制度の利用・促進を図るとともに、生活困窮者等を県の福祉事務所や

市町村の生活保護、生活困窮者自立相談支援窓口に円滑につなげていけるようよ

う取り組んでいきます。【福祉保健課（再掲）】 

 

④ 保健所及び精神保健福祉センターに相談窓口を設置し、薬物に関する相談支   

援を行います。また、精神保健福祉センターにおいて、薬物依存症者及びその家

族に対し、専門医による個別相談や依存症家族教室を実施します。 

【医療薬務課薬務対策室】 
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⑤ 市町村において対応困難な高齢者虐待事案について、高齢者虐待対応専門職

チームを派遣し、必要に応じて保健医療・福祉サービスにつなぐなど、市町村

や地域包括支援センターが取り組む高齢者の権利擁護業務を支援します。 

【長寿介護課医療・介護連携推進室】 

 

⑥ 高齢者虐待防止法に基づき市町村や地域包括支援センター職員を対象とした

虐待防止及び成年後見制度の利用に関する研修などを実施することで、必要に応

じて保健医療・福祉サービスにつなぐ体制整備を促進するとともに、高齢者権利

擁護に関する普及・啓発のため、県民への出前講座を実施します。 

【長寿介護課医療・介護連携推進室】 

 

⑦ 若年性認知症支援コーディネーターを配置し、相談窓口を設置することにより、

若年性認知症の人やその家族の方が、医療・福祉・就労の総合的な支援をワンス

トップで受けられる支援体制を構築します。 

【長寿介護課医療･連携推進室】 

 

⑧ 思春期精神保健及びアルコール等の依存症等に関する総合的な相談指導を行

うことにより、こころの健康の保持増進及び関連問題の発生予防と早期発見等を

図ります。また、精神保健に関する知識の普及等により、精神障がいに対する理

解の促進や県民のこころの健康の保持増進を図ります。【障がい福祉課】 

 

⑨ アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症患者及び家族の地域におけるニーズ

に総合的に対応することを目的として、地域支援体制の整備や相談窓口の設置

（精神保健福祉センターが相談拠点）、依存症支援者研修を実施します。 

  【障がい福祉課】 
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⑩ 18 歳以上の身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がい含む。）、難病

のある人を対象に、地域移行支援や地域定着支援を行うとともに、障がいのあ

る人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人や、その保護者など

からの相談に対応し、必要な情報提供を行います。【障がい福祉課】 

 

⑪ 「母子家庭等自立支援センター」を設置し、就業情報の提供や就業相談、就業

に有益な講習会の実施、自立支援プログラム策定等事業等を実施することにより、

母子家庭の母等の就業を支援し、経済的自立を促進します。【こども家庭課】 

 

⑫ 父又は母と生計を同じくしていない児童等を監護・養育している者等に手当

を支給することにより、児童福祉の増進を図ります。【こども家庭課】 

 

⑬ 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の自立に必要な情報提供及び指

導、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行います。【こども家庭課】 

 

⑭ 児童相談所にて、児童に関する各種相談に応じ、専門的な調査、心理判定又

は一時保護等の適切な措置をとり、児童福祉の増進を図ります。 

【こども家庭課】 

 

○ 県の取組として入口支援の実施の検討 

  平成 29 年 12 月に閣議決定された国の「再犯防止推進計画」において「入口支

援」に関しては、地方公共団体との連携強化を図りながら、「一層効果的な入口支

援の実施方策を含む刑事司法関係機関と保健医療・福祉関係機関等との連携の在

り方について検討を行い、２年以内を目途に結論を出し、その結論に基づき施策

を実施する。」としています。 

県としても、国の動向を踏まえ、入口支援の実施の可否について、県の計画期

間中に検討を行い、県の方針を定めます。【福祉保健課】  
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○ 保健医療･福祉機関･団体の職員等に対する再犯防止に関する研修の実施 

犯罪をした者等への保健医療・福祉的な支援を実施するに当たっては、民生委

員・児童委員をはじめ、社会福祉法人等の職員の方など、地域の福祉活動を展開

する方々の協力が重要です。このため、以下の県の取組で実施する研修等を活用

しながら、犯罪をした者等に対する偏見の解消や福祉的支援の在り方等について、

国の機関の職員や学識経験者など再犯防止に関わる人を講師として招聘するなど

して、再犯防止対策の重要性を周知します。 

 ① 地域福祉を支える人材（地域福祉コーディネーター）を活用して、関係機関等

が連携して、地域における助け合い（共助）と医療・介護保険サービス等を適切

に組み合わせることにより、地域の持つ生活支援機能を高め、住民が共に支え合

う仕組みづくりを推進します。【福祉保健課】 

  

 ② 地域社会における民生委員・児童委員としての役割やコミュニケーション、相

談援助の基本を再確認するための研修を実施します。【福祉保健課】 
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第４ 非行の防止等 

【現状と課題】 

平成 30 年の少年（19 歳以下）の刑法犯の検挙人員数は 178 名であり、第２章第

１（７）のとおり、過去５年間の推移を見てみると、検挙人員数については減少傾

向にありますが、平成 30年の再犯者は 68名で再犯率は４割近くを占めることから、

少年の再犯（非行）防止対策を推進していくことは重要です。 

 

県では、児童福祉担当部局や教育委員会、警察本部と連携しながら、青少年の県

全育成への理解と関心を深めるための普及啓発活動やボランティア団体など民間

団体等と連携した非行少年の社会奉仕活動の参加などによる再非行の防止に取り

組んでいます。 

また、児童相談所の運営や電話相談の開設などを通じて、子ども自身のみならず、

家族等子どもに関わる全ての方々が抱える子どもに関する様々な悩みに応じた支

援もしているところです。 

 

宮崎少年鑑別所では、学校、少年、保護者などからの相談のうち、犯罪につなが

るおそれのある少年の非行に関する相談について、心理検査などを実施するなどし

て、必要な情報の提供、助言等を行っており、場合によっては、児童相談所などの

県や市町村の相談機関に相談事案をつなぐなどの対応をしています。また、宮崎市

と共催で、県民に対して虐待に関する講演会やワークショップの開催、さらには、

関係機関･団体向けに同所の取組や国の刑事施策の説明会を合わせた見学会も実施

しているところです。 

 

近年の少年非行には、コミュニケーション能力の不足や家庭や地域社会の教育機

能の低下など様々な背景があり、その解決には、関係機関・団体とより一層の連携

強化を図りながら、社会全体で取り組むことが必要です。 
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【再犯防止推進計画（国）における国の取組】 

  国においては、次の事項を掲げ、その取組を推進することとしています。 

 ・児童生徒の非行の未然防止等 

・非行等による学校教育の中断の防止等 

・学校や地域社会において再び学ぶための支援  

 

【県の取組】 

県においては、児童福祉、教育、警察それぞれの分野において、青少年の健全

育成や非行防止に向け、県・市の関係部署をはじめ、ボランティア団体などの関

係団体が参加する会議等を実施していることから、県がこれらの会議等を開催す

る場合には、宮崎保護観察所や宮崎少年鑑別所などの国の機関の担当職員を積極

的に招聘するなどして、以下の取組を引き続き実施することはもとより、これら

の取組の内容や少年非行防止に取り組む民間団体の活動等についての情報の提供

や共有化を図りながら、連携強化に努めていきます。 

 ① 乱用される薬物や薬物依存症に関する正しい知識の普及を図るため、学校等

における薬物乱用防止教室の開催や地域イベントでの普及啓発活動を行いま

す。【医療薬務課薬務対策室】 

 

② 「青少年を非行から守り、健やかに育む県民大会」の開催を通して、青少年

の非行防止の徹底を図る気運を高めるとともに、「青少年非行防止県民総ぐるみ

運動」の期間中（７～８月）における県及び市町村等の非行防止の取組を広く

ＰＲすることにより、県民全体に青少年の健全育成への理解と関心を高め、同

運動を推進します。【こども家庭課】 
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③ 児童相談所にて、児童に関する各種相談に応じ、専門的な調査、心理判定又

は一時保護等の適切な措置をとり、児童福祉の増進を図ります。 

【こども家庭課（再掲）】 

 

④ 子ども・若者総合相談センター「わかば」を運営し、ニート、ひきこもり、

不登校等、社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者に対する相談

対応などの支援を行います。【こども家庭課】 

 

⑤ 子ども達の悩みの早期解決や心の不安を解消するために、月曜日から金曜日

で、県の教育研修センターの「ふれあいコール」を運営するとともに、同電話

相談事業と連携した教育相談活動を行います。 

【教育庁教育政策課、人権同和教育課】 

 

⑥ 「生徒指導・学校安全担当者会」を開催し、生徒指導及び学校安全に関する

諸問題の解決方策について、情報の共有化を図ることによって、相互の連携を

深め、生徒指導及び学校安全の充実を図るとともに、指導者としての資質の向

上を図ります。【教育庁人権同和教育課】 

 

⑦ 「行動連携推進協議会」を開催し、少年非行防止及び健全育成等に係る取組

の推進に当たり、その充実を図るための方策について、関係機関と協議を深め

ることを通して、児童生徒等の健全育成の向上を図ります。 

 【教育庁人権同和教育課】 

 

⑧ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門家を公立学

校に配置・派遣する体制の充実化や電話相談「24 時間子供 SOS ダイヤル」の設

置を通じて、いじめや不登校など学校だけでは解決が困難な事案への支援を強

化します。【教育庁人権同和教育課】  
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⑨ 過去に非行を犯し、問題を抱える少年を支援対象少年として指定し、少年警

察ボランティア等と連携しながら、スポーツ活動や農業体験等を通じての生産

体験活動、清掃等の社会奉仕活動等を共同して行うことによって、少年の「居

場所」を確保するとともに、社会に溶け込もうとする意欲を醸成し、立ち直り

を支援することで再非行の防止を図ります。【警察本部少年課】 

 

⑩ 「少年サポートセンター」に配置された少年補導職員やスクールサポーターを

中心として、少年補導員等の少年警察ボランティアと連携しながら、不良行為少

年の補導、少年相談の受理及び処理、被害少年の保護及び継続支援、非行防止等

の広報啓発活動などを通じて、総合的な少年非行防止対策を実施します。 

【警察本部少年課】 

 

 ⑪ 県内の小中学校、高等学校に赴き、問題を抱える児童生徒、当該児童生徒の

保護者、学校関係者に対する指導、助言等を行うスクールサポーター制度を運

用し、学校や家庭、地域と連携を図りながら、知識と経験を活かした効果的な

非行防止・被害防止教育の実現を推進します。【警察本部少年課】  
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第５ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導及び支援等 

【現状と課題】 

平成 30 年の県内の刑法犯の検挙人員数は 1,553 名であり、このうち凶悪犯（殺

人、強盗、放火、強制性交等）は 21 名、粗暴犯は（凶器準備集合、暴行、傷害、脅

迫、恐喝）は 483 名、窃盗犯は 758 名、知能犯（詐欺、横領、偽造、汚職、背任）

は 85 名、風俗犯（賭博、強制わいせつ、公然わいせつ等）は 35 名でした。 

再犯防止のための指導や支援等を効果的に行うためには、対象者一人一人の経歴

や様々な特性を把握した上で、その人にとって適切な改善指導や相談対応などの支

援が重要です。 

また、犯罪をした者等の年齢や技能などに着目し、それぞれの特性に応じ就労は

もとより、社会貢献活動への参加を促進させる取組を実施していくことも重要です。 

さらには、犯罪をした者等が社会復帰を果たす上で、自らの犯罪・非行と向き合

い、犯罪被害者等の心情を理解させるとともに、犯罪被害者自身への総合的な支援

を実施することも必要です。 

 

宮崎刑務所では、暴力性の高い人、薬物事犯や窃盗犯、アルコール依存症、暴力

団関係者などの受刑者のそれぞれの特性を踏まえた改善指導を関係団体と協力し

て行っています。また、第２（１）でも述べているとおり、退所後の就労に資する

資格及び技能を習得するための職業訓練を実施し、造園技能士３級や玉掛けなどの

国家資格の取得やそれに伴う必要な基礎的知識の習得のための職業訓練・指導を行

っています。 

 

宮崎保護観察所では、性犯罪を繰り返し起こす傾向のある保護観察対象者や薬物

依存症である仮釈放者等に対して、認知行動療法を基礎とした改善指導を行ってい

ます。 
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県においてはこれまでも、知事部局、教育委員会、警察本部において薬物、性犯

罪者、暴力団離脱希望者などへそれぞれの事案に応じた指導や支援、また、県民が

抱えている様々な悩みや困りごとに応じた相談体制を構築しているほか、県民全体

での社会貢献活動への参加促進や犯罪被害者に対する各種支援を実施しています。 

 

【再犯防止推進計画（国）における国の取組】 

  国においては、次の事項を掲げ、その取組を推進することとしています。 

 ・適切なアセスメントの実施 

・特性に応じた指導等の充実 

・薬物依存症者等への治療・支援等を提供する保健・医療機関等の充実や人材育成 

・犯罪被害者等の視点を取り入れた指導等 

・再犯の実態把握や指導等の効果検証及び効果的な処遇の在り方等に関する調査研 

究の実施                       等 

 

【県の取組】 

県では、国の再犯防止施策と連動しながら、これまでの取組を引き続き実施して

いきます。 

○ 特性に応じた指導・支援 

・ 薬物依存症者等 

これまでの以下の取組と合わせ、国の機関はもとより、保健・医療・福祉機関

や薬物依存症等の支援活動を行っている関係団体との連携体制を構築（強化）

し、薬物依存症者やアルコールなどの依存者への支援の充実化に努めます。 

【医療薬務課薬務対策室、障がい福祉課】 

 ① 保健所及び精神保健福祉センターに相談窓口を設置し、薬物に関する相談支

援を行います。また、精神保健福祉センターにおいて、薬物依存症者及びその

家族に対し、専門医による個別相談や依存症家族教室を実施します。 

【医療薬務課薬務対策室（再掲）】 
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 ② アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症患者及び家族の地域におけるニー

ズに総合的に対応することを目的として、地域支援体制の整備や相談窓口の設

置（精神保健福祉センターが相談拠点）、依存症支援者研修を実施します。 

【障がい福祉課（再掲）】 

 

・ 暴力団離脱希望者 

警察、宮崎公共職業安定所、宮崎保護観察所など複数の機関によって構成され

る「宮崎県暴力団離脱者社会復帰対策協議会」を開催し、各関係機関の就労支

援、広報啓発活動等の実績報告を行い関係機関間の情報共有を実施するととも

に、暴力団離脱を希望する人に対して相談窓口を設置するなどして、社会復帰の

支援を行います。【警察本部組織犯罪対策課】 

 

・ 性犯罪者等 

 ① 13 歳未満の少年・少女に対して、強制わいせつ、強制性交等などの暴力的性

犯罪により懲役又は禁錮の刑を執行された人のうち、警察庁において指導等の

措置が必要と判断される対象者に対して、所在の確認や面談を実施します。 

  【警察本部生活安全企画課】 

 

 ② ストーカー行為者に対して精神医学的なカウンセリングや治療を施し、更な

る加害行為を思い止まらせるとともに、警察官が担当医師や臨床心理士などか

ら再発防止について必要な助言等を行います。【警察本部生活安全企画課】 

 

○ 犯罪をした者等が抱える様々な問題への対応 

① 消費生活センターを運営し、消費生活に関する相談を受けたり、消費者への

啓発などを通じて自立した消費者の育成を図り、安心できるくらしを確保する

ための支援を行います。【生活･協働･男女参画課】 
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② 人権啓発センターを運営し、県民の人権意識を高めるため、人権に関する総

合的な教育・啓発及び広報を行うとともに、人権に関する情報収集や情報提

供、人権に関する相談を実施します。【人権同和対策課】 

 

③ 自殺予防ポータルサイト「ひなたのおせっかい」の運営やリーフレット「こ

ころの電話帳」を配布し、悩みを抱えている県民を、それぞれの悩みに応じた

専門の相談機関に繋げていきます。【福祉保健課】 

 

④ 子ども・若者総合相談センター「わかば」を運営し、ニート、ひきこもり、

不登校等、社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者に対する相談

対応などの支援を行います。【こども家庭課（再掲）】 

 

⑤ 子ども達の悩みの早期解決や心の不安を解消するために、月曜日から金曜日

で、県の教育研修センターの「ふれあいコール」を運営するとともに、同電話

相談事業と連携した教育相談活動を行います。 

【教育庁教育政策課、人権同和教育課（再掲）】 

 

○ 犯罪をした者等の社会貢献活動の推進 

① 多様な主体による協働を推進し、協働の重要な担い手であるＮＰＯの活動を

支援するために、「みやざきＮＰＯ・協働支援センター」を設置し、協働による

地域課題の効果的・効率的な解決や地域活性化に係る活動を支援するほか、人

材や団体の育成などを行います。【生活･協働･男女参画課】 

 

② ＮＰＯ法人やシニア活動団体を対象とした研修や宮崎ねんりんピック等の各

種イベントを実施するなどして、高齢者の社会参加と生きがいづくりを促進しま

す。【長寿介護課】 
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③ 過去に非行を犯し、問題を抱える少年を支援対象少年として指定し、少年警

察ボランティア等と連携しながら、スポーツ活動や農業体験等を通じての生産

体験活動、清掃等の社会奉仕活動等を共同して行うことによって、少年の「居

場所」を確保するとともに、社会に溶け込もうとする意欲を醸成し、立ち直り

を支援することで再非行の防止を図ります。【警察本部少年課（再掲）】 

 

○ 犯罪被害者の心情を考慮した支援等の実施 

① 性暴力被害者支援センターを運営し、性暴力被害者の心身の負担を軽減する

ため、被害直後からの総合的支援（相談窓口やカウンセリング支援等）するこ

とにより、その心身の回復を図るとともに、警察への届け出を促進し、被害の

潜在化を防止します。【生活･協働･男女参画課】 

 

② 女性相談所（配偶者暴力相談支援センター）を運営し、配偶者等からの暴力（Ｄ

Ｖ）に悩む女性等、支援を要する方に対し、相談に応じ、情報提供や同行支援等

を行うとともに、ＤＶ被害女性や同伴家族について、短期間の入所による一時保

護を実施し、自立のための支援や問題解決について援助を行います。 

 【こども家庭課】 

 

③ 「母子家庭等自立支援センター」を設置し、就業情報の提供や就業相談、就業

に有益な講演会の実施、自立支援プログラム策定等事業等を実施することにより、

母子家庭の母等の就業を支援し、経済的自立を促進します。 

【こども家庭課（再掲）】 

 

④ 父又は母と生計を同じくしていない児童等を監護・養育している者等に手当

を支給することにより、児童福祉の増進を図ります。【こども家庭課（再掲）】 
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⑤ 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の自立に必要な情報提供及び指

導、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行います。 

【こども家庭課（再掲）】 

 

⑥ 矯正施設からの依頼に応じ、矯正施設入所者に対して被害者や遺族の現状、心

情等を理解させる講話を行うことにより、自らの犯罪等の責任を自覚させ、退所

後の再犯防止を図ります。 

 【警察本部警務課】 
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第６ 民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進 

【現状と課題】 

  再犯防止の推進に当たっては、地域において犯罪をした者等の指導・支援に当た

る保護司、社会復帰を支援するための幅広い活動を行っている更生保護女性会員、

非行をした少年等に対して兄や姉のような身近な存在になり非行防止活動を行っ

ているＢＢＳ会、矯正施設入所者の悩みや問題について助言・指導する篤志面接委

員や宗教教誨を行う教誨師、少年の非行防止及び少年の保護を図るための活動を行

う少年警察ボランティアなど、多くの民間ボランティアの存在が必要不可欠となり

ますが、保護司の高齢化が進んでいること、保護司を始めとする民間ボランティア

が減少傾向となっていること等の課題があります。 

 また、国においては、昭和26年から、犯罪や非行の防止と罪を犯した者たちの

更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域

社会を築こうとする全国的な運動であり７月を強調月間とした“社会を明るくす

る運動”が実施されています。また、国民の間に広く再犯の防止等についての関

心を深めるため、７月を“再犯防止啓発月間”に定めていますが、再犯の防止等

に関する施策は、国民にとって必ずしも身近でないため、国民の関心と理解が十

分に深まっているとは言えないこと、さらには、保護司や協力雇用主など民間協

力者による再犯の防止等に関する活動についても国民に十分に認知されていると

はいえないことなどの課題があります。 

  

 本年５月に実施した県民意識調査の結果においても、民間協力者の認知につい

ては、保護司が44.9％、協力雇用主が21.7％、更生保護女性会は６％と認知の割

合は低く、“社会を明るくする運動”や“再犯防止啓発月間”を両方とも聞いた

ことがないとした割合は64％と回答者の半分以上が認知していない状況にありま

した。また、「民間協力者を増やすためには、何をするべきだと思います

か。」、「再犯防止に関して、広く宮崎県民の理解や関心を深めるため、何をす

べきだと思いますか。」の質問に関しては、両方ともに「広報の充実」を回答し
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た人の割合が高い状況にありました。 

  宮崎保護観察所では、民生委員や社会福祉協議会などを委員とした保護司候補者

検討協議会を開催しており、同協議会の中で、保護司適任者の情報提供を受けるな

どして保護司確保に努めているほか、更生保護に関わる更生保護女性会、ＢＢＳ会、

協力雇用主会などの民間ボランティアに対しても必要な支援を行っています。また、

県内 12 箇所で更生保護サポートセンターを設置し更生保護活動を実施する拠点づ

くりを行っています。“社会を明るくする運動”や“再犯防止啓発月間”について

は、毎年７月１日に、宮崎県知事などへの地方公共団体の長に対する総理大臣メッ

セージの伝達や街頭キャンペーンなどを実施しています。 

   

  宮崎刑務所においては、毎年 11 月に「矯正展」を開催し、刑務所の業務内容な

どを県民に広く紹介するとともに、刑務所で製作した刑務所作業製品等の展示・販

売を通じて、矯正行政に対する理解を深めてもらう取組を行っています。 

   

  県においても、“社会を明るくする運動”における宮崎県推進委員会の委員長に

知事が就任しているほか、県の広報媒体に更生保護に関する記事を掲載するなど、

協力しています。 

 

【再犯防止推進計画（国）における国の取組】 

  国においては、次の事項を掲げ、その取組を推進することとしています。 

 ・民間ボランティアの確保 

・民間ボランティアの活動に対する支援の充実 

・再犯防止に関する広報・啓発活動の推進 

・民間協力者に対する表彰                等 
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【県の取組】 

  国の再犯防止推進計画においては、民間ボランティアの確保や再犯防止に関する

取組に関する啓発事業について、政府全体で取り組み、充実化を図ることとしてい

ます。県としても、以下の取組を実施することで、国の取組に対し、後方支援・協

力していきます。 

○  民間ボランティアの確保及び活動の周知への協力 

各種研修や会議を開催する機会などを捉え、必要に応じて、保護司、更生保護

女性会、ＢＢＳ会等の更生保護ボランティアの募集や活動内容に関するパンフレ

ット等を配布するなどして、民間ボランティアの確保や活動の周知に協力します。 

【福祉保健課】 

 

○  再犯防止に資する活動に尽力している民間団体等への表彰  

保護司として長年更生保護事業に尽力した方々に対する知事感謝状の授与を今

後も継続的に実施していくとともに、保護司のみならず、新たに協力雇用主や再

犯防止に関係する民間団体など、再犯防止に尽力している方々にも拡大して対応

することにより、再犯防止に携わる方々への意欲の向上につなげていきます。 

 【福祉保健課】 

 

○  “社会を明るくする運動””再犯防止啓発月間”の期間を中心とした広報･啓

発運動の強化 

県民意識調査の結果、「犯罪をした人の立ち直りへの協力」への項目について、

「（協力したいと）思う」、「どちらかといえば（協力したいと）思う」との肯

定的な回答の割合が 40.4％と低い状況にあるため、以下の取組等を通じて、県民

の犯罪をした者等に対する理解の向上を図ります。 

① 本計画期間中に、新たに普及・啓発活動を実施し、国の啓発活動の後方支援・

協力を行います。【福祉保健課】 
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② 地域福祉を支える人材（地域福祉コーディネーター）を活用して、関係機関等

が連携して、地域における助け合い（共助）と医療・介護保険サービス等を適切

に組み合わせることにより、地域の持つ生活支援機能を高め、住民が共に支え合

う仕組みづくりを推進します。【福祉保健課（再掲）】 

  

③ 地域社会における民生委員・児童委員としての役割やコミュニケーション、相

談援助の基本を再確認するための研修を実施します。【福祉保健課（再掲）】 

 

④  犯罪をした者等の人権問題も含め、あらゆる差別や偏見を無くすため、人権に

関する研修の実施や人権啓発情報誌「じんけんの風」の作成・配布を実施します。 

  【人権同和対策課】 
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【参考資料】  
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○ 宮崎県再犯防止推進計画の策定経緯 

 

時  期 内 容 

令和元年 

  ５月 24 日  

～５月 25 日 

 

６月 19 日 

 

８月 28 日 

 

10 月４日 

 

10 月 25 日 

～11 月 15 日 

 

10 月 31 日 

 

12 月５日 

 

12 月６日 

 

令和２年 

  ３月６日 

 

  ３月 31 日 

 

○ 県民意識調査（インターネット調査）の実施（～５月 25 日） 

 

 

○ ６月定例県議会厚生常任委員会（計画策定の説明） 

 

○ 県庁内関係各課担当者会議（計画概要の説明） 

 

○ 宮崎県再犯防止推進計画検討協議会（計画素案の説明） 

 

○ 計画素案の修正案についての意見照会（照会先：協議会委員） 

 

 

○ 10 月県議会閉会中厚生常任委員会（計画概要の説明） 

 

○ 11 月定例県議会厚生常任委員会（計画素案の報告） 

 

○ パブリックコメント実施（令和２年１月６日まで） 

 

 

○ ２月定例県議会厚生常任委員会（計画案の報告） 

 

○ 計画策定 

 

  

  
 

54



○ 宮崎県再犯防止推進計画検討協議会委員 

 

                          計 ２０名 

  

分野 所属団体 役職 氏名 

学識 宮崎産業経営大学法学部 教授 大久保 哲 

九州保健福祉大学社会福祉学部 教授 川﨑 順子 

医療 

・福祉 

宮崎県医師会 常任理事 荒木 早苗 

宮崎県精神科病院協会 副会長 内村 大介 

宮崎県社会福祉協議会 安心生活部長 毛利 博樹 

宮崎県民生委員児童委員協議会 評議員 中窪 民子 

宮崎県社会福祉士会 

県地域生活 

定着支援 

センター長 

濱田 新 

宮崎ダルク 施設長 戸山 実香 

就労 宮崎労働局職業対策課 課長補佐 紫藤 靖弘 

宮崎県協力雇用主会 会長 佐藤 公一 

更生 

保護 

宮崎県保護司会連合会 監事 長 秋美 

宮崎県更生保護女性連盟 会長 谷口 久仁子 

宮崎県更生保護協会 事務局長 石川  隆朗 

みやざき青雲 施設長 廣野 勇治 

人権 宮崎県弁護士会 弁護士 松浦 里美 

国 

（法務省 

機関） 

宮崎刑務所 
首席矯正 

処遇官 
河野 一矢 

宮崎地方検察庁 首席捜査官 平野 悟 

宮崎少年鑑別所 首席専門官 重田 淳一 

宮崎保護観察所 企画調整課長 吉村 浩人 

犯罪被害 みやざき被害者支援センター 専務理事 児島 孝思 
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宮崎県再犯防止推進計画検討協議会設置要綱 
 

平成３１年４月１日 

福祉保健部福祉保健課 

 
  

 （設置） 

第１条  再犯の防止等の推進に関する法律第８条の規定に基づき、宮崎県における再

犯の防止等に関する施策の推進に関する宮崎県再犯防止推進計画（以下、「県計画」

という。）を策定するため、宮崎県再犯防止推進計画検討協議会（以下、「協議会」

という。）を設置する。 

 

 （所掌事務） 

第２条  協議会は、県計画の策定に関する事項を所掌する。 

 

 （構成） 

第３条  協議会は、別表に掲げる関係機関・団体が推薦する者を委員とし、構成する。 

２  委員の任期は、平成 32 年３月 31 日までとする。 

３  任期途中の委員の欠員による後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （会議） 

第４条  協議会は、宮崎県福祉保健部長（以下「福祉保健部長」という。）が招集す

る。 

２  協議会に会長を置く。 

３ 会長は、委員の互選によりこれを定める。 

４ 会長は、協議会を主催する。     
５ 会長は、協議会を効果的かつ円滑に進めていくため、必要に応じて、委員以外の

者を協議会に招集することができる。 

 

 （庶務） 

第５条  協議会の庶務は、宮崎県福祉保健部福祉保健課において処理する。 

 

 （委任） 

第６条  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、福祉保健

部長が別に定める。 

 

    附 則 

  この要綱は、平成 31 年４月１日から施行し、平成 32 年３月 31 日限りでその効力

を失う。 
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別表第１（第３条関係） 

宮崎県再犯防止推進計画検討協議会委員 

 

分 野 所 属 団 体 

学識 宮崎産業経営大学法学部  

九州保健福祉大学社会福祉学部 

医療・福祉 公益社団法人宮崎県医師会 

一般社団法人宮崎県精神科病院協会 

社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 

宮崎県民生委員児童委員協議会 

一般社団法人宮崎県社会福祉士会 

宮崎ダルク 

就労 宮崎労働局職業安定部職業対策課  

宮崎県協力雇用主会 

更生保護 宮崎県保護司会連合会 

宮崎県更生保護女性連盟 

更生保護法人宮崎県更生保護協会 

更生保護法人みやざき青雲 

人権 宮崎県弁護士会 

国 

（ 法 務 省 

機 関 ） 

宮崎刑務所 

宮崎地方検察庁 

宮崎少年鑑別所 

宮崎保護観察所 

犯罪被害 公益社団法人みやざき被害者支援センター 

                          計 ２０名 
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○ 再犯の防止等の推進に関する法律 

（平成 28 年 12 月 14 日法律 

第 104 号） 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、国民の理解と協力を得つつ、

犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進する

こと等による再犯の防止等が犯罪対策におい

て重要であることに鑑み、再犯の防止等に関す

る施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公

共団体の責務を明らかにするとともに、再犯の

防止等に関する施策の基本となる事項を定め

ることにより、再犯の防止等に関する施策を総

合的かつ計画的に推進し、もって国民が犯罪に

よる被害を受けることを防止し、安全で安心し

て暮らせる社会の実現に寄与することを目的

とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「犯罪をした者等」と

は、犯罪をした者又は非行少年（非行のある少

年をいう。以下同じ。）若しくは非行少年であ

った者をいう。 

２ この法律において「再犯の防止等」とは、犯

罪をした者等が犯罪をすることを防ぐこと（非

行少年の非行をなくすこと及び非行少年であ

った者が再び非行少年となることを防ぐこと

を含む。）をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 再犯の防止等に関する施策は、犯罪をし

た者等の多くが安定した職業に就くこと及び

住居を確保することができないこと等のため

に円滑な社会復帰をすることが困難な状況に

あることを踏まえ、犯罪をした者等が、社会に

おいて孤立することなく、国民の理解と協力を

得て再び社会を構成する一員となることを支

援することにより、犯罪をした者等が円滑に社

会に復帰することができるようにすることを

旨として、講ぜられるものとする。 

２ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした

者等が、その特性に応じ、矯正施設（刑務

所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別

所及び婦人補導院をいう。以下同じ。）に収容

されている間のみならず、社会に復帰した後

も途切れることなく、必要な指導及び支援を

受けられるよう、矯正施設における適切な収

容及び処遇のための施策と職業及び住居の確

保に係る支援をはじめとする円滑な社会復帰

のための施策との有機的な連携を図りつつ、

関係行政機関の相互の密接な連携の下に、総

合的に講ぜられるものとする。 

３ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者

等が、犯罪の責任等を自覚すること及び被害者

等の心情を理解すること並びに自ら社会復帰

のために努力することが、再犯の防止等に重要

であるとの認識の下に、講ぜられるものとする。 

４ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪及び非行

の実態、再犯の防止等に関する各般の施策の有

効性等に関する調査研究の成果等を踏まえ、効

果的に講ぜられるものとする。 

 

（国等の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念（次項において「基

本理念」という。）にのっとり、再犯の防止等

に関する施策を総合的に策定し、及び実施する

責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、再犯

の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏ま

えて、その地方公共団体の地域の状況に応じた

施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（連携、情報の提供等） 

第五条 国及び地方公共団体は、再犯の防止等に

関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連

携を図らなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関す

る施策の実施に当たっては、再犯の防止等に関

する活動を行う民間の団体その他の関係者と

の緊密な連携協力の確保に努めなければなら

ない。 

３ 国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関

する施策の実施に当たっては、再犯の防止等

に関する活動を行う民間の団体その他の関係

者に対して必要な情報を適切に提供するもの

とする。 

４ 再犯の防止等に関する活動を行う民間の団

体その他の関係者は、前項の規定により提供を

受けた犯罪をした者等の個人情報その他の犯

罪をした者等の個人情報を適切に取り扱わな

ければならない。 

 

（再犯防止啓発月間） 

第六条 国民の間に広く再犯の防止等について

の関心と理解を深めるため、再犯防止啓発月間

を設ける。 

58



２ 再犯防止啓発月間は、七月とする。 

３ 国及び地方公共団体は、再犯防止啓発月間の

趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努め

なければならない。 

 

（再犯防止推進計画） 

第七条 政府は、再犯の防止等に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るため、再犯の防止

等に関する施策の推進に関する計画（以下「再

犯防止推進計画」という。）を定めなければな

らない。 

２ 再犯防止推進計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。 

一 再犯の防止等に関する施策の推進に関す

る基本的な事項 

二 再犯の防止等に向けた教育及び職業訓練

の充実に関する事項 

三 犯罪をした者等の社会における職業及び

住居の確保並びに保健医療サービス及び福

祉サービスの利用に係る支援に関する事項 

四 矯正施設における収容及び処遇並びに保

護観察に関する体制その他の関係機関にお

ける体制の整備に関する事項 

五 その他再犯の防止等に関する施策の推進

に関する重要事項 

３ 法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成

し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成し

ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関

の長と協議しなければならない。 

５ 法務大臣は、第三項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、再犯防止推進計画

を公表しなければならない。 

６ 政府は、少なくとも五年ごとに、再犯防止推

進計画に検討を加え、必要があると認めるとき

は、これを変更しなければならない。 

７ 第三項から第五項までの規定は、再犯防止推

進計画の変更について準用する。 

 

（地方再犯防止推進計画） 

第八条 都道府県及び市町村は、再犯防止推進計

画を勘案して、当該都道府県又は市町村におけ

る再犯の防止等に関する施策の推進に関する

計画（次項において「地方再犯防止推進計画」

という。）を定めるよう努めなければならない。 

２ 都道府県及び市町村は、地方再犯防止推進計

画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表するよう努めなければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第九条 政府は、この法律の目的を達成するため、

必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他

の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告） 

第十条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた再

犯の防止等に関する施策についての報告を提

出しなければならない。 

 

第二章 基本的施策 

第一節 国の施策  

（特性に応じた指導及び支援等） 

第十一条 国は、犯罪をした者等に対する指導及

び支援については、矯正施設内及び社会内を通

じ、指導及び支援の内容に応じ、犯罪をした者

等の犯罪又は非行の内容、犯罪及び非行の経歴

その他の経歴、性格、年齢、心身の状況、家庭

環境、交友関係、経済的な状況その他の特性を

踏まえて行うものとする。 

２ 国は、犯罪をした者等に対する指導について

は、犯罪の責任等の自覚及び被害者等の心情の

理解を促すとともに、円滑な社会復帰に資する

ものとなるように留意しなければならない。 

 

（就労の支援） 

第十二条 国は、犯罪をした者等が自立した生活

を営むことができるよう、その就労を支援する

ため、犯罪をした者等に対し、その勤労意欲を

高め、これに職業上有用な知識及び技能を習得

させる作業の矯正施設における実施、矯正施設

内及び社会内を通じた職業に関する免許又は

資格の取得を目的とする訓練その他の効果的

な職業訓練等の実施、就職のあっせん並びに就

労及びその継続に関する相談及び助言等必要

な施策を講ずるものとする。 

 

（非行少年等に対する支援） 

第十三条 国は、少年が可塑性に富む等の特性を

有することに鑑み、非行少年及び非行少年であ

った者が、早期に立ち直り、善良な社会の一員

として自立し、改善更生することを助けるため、

少年院、少年鑑別所、保護観察所等の関係機関

と学校、家庭、地域社会及び民間の団体等が連

携した指導及び支援、それらの者の能力に応じ

た教育を受けられるようにするための教育上

必要な支援等必要な施策を講ずるものとする。 
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（就業の機会の確保等） 

第十四条 国は、国を当事者の一方とする契約で

国以外の者のする工事の完成若しくは作業そ

の他の役務の給付又は物品の納入に対し国が

対価の支払をすべきものを締結するに当たっ

て予算の適正な使用に留意しつつ協力雇用主

（犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力

することを目的として、犯罪をした者等を雇用

し、又は雇用しようとする事業主をいう。第二

十三条において同じ。）の受注の機会の増大を

図るよう配慮すること、犯罪をした者等の国に

よる雇用の推進その他犯罪をした者等の就業

の機会の確保及び就業の継続を図るために必

要な施策を講ずるものとする。 

 

（住居の確保等） 

第十五条 国は、犯罪をした者等のうち適切な住

居、食事その他の健全な社会生活を営むために

必要な手段を確保することができないことに

よりその改善更生が妨げられるおそれのある

者の自立を支援するため、その自助の責任を踏

まえつつ、宿泊場所の供与、食事の提供等必要

な施策を講ずるとともに、犯罪をした者等が地

域において生活を営むための住居を確保する

ことを支援するため、公営住宅（公営住宅法（昭

和二十六年法律第百九十三号）第二条第二号に

規定する公営住宅をいう。）への入居における

犯罪をした者等への特別の配慮等必要な施策

を講ずるものとする。 

 

（更生保護施設に対する援助） 

第十六条 国は、犯罪をした者等の宿泊場所の確

保及びその改善更生に資するよう、更生保護施

設の整備及び運営に関し、財政上の措置、情報

の提供等必要な施策を講ずるものとする。 

 

（保健医療サービス及び福祉サービスの提供） 

第十七条 国は、犯罪をした者等のうち高齢者、

障害者等であって自立した生活を営む上での

困難を有するもの及び薬物等に対する依存が

ある者等について、その心身の状況に応じた適

切な保健医療サービス及び福祉サービスが提

供されるよう、医療、保健、福祉等に関する業

務を行う関係機関における体制の整備及び充

実を図るために必要な施策を講ずるとともに、

当該関係機関と矯正施設、保護観察所及び民間

の団体との連携の強化に必要な施策を講ずる

ものとする。  

 

（関係機関における体制の整備等） 

第十八条 国は、犯罪をした者等に対し充実した

指導及び支援を行うため、関係機関における体

制を整備するとともに、再犯の防止等に係る人

材の確保、養成及び資質の向上のために必要な

施策を講ずるものとする。 

 

（再犯防止関係施設の整備） 

第十九条 国は、再犯防止関係施設（矯正施設そ

の他再犯の防止等に関する施策を実施する施

設をいう。以下この条において同じ。）が再犯

の防止等に関する施策の推進のための重要な

基盤であることに鑑み、再犯防止関係施設の整

備を推進するために必要な施策を講ずるもの

とする。 

 

（情報の共有、検証、調査研究の推進等） 

第二十条 国は、再犯の防止等に関する施策の効

果的な実施に資するよう、関係機関が保有する

再犯の防止等に資する情報を共有し、再犯の防

止等に関する施策の実施状況及びその効果を

検証し、並びに犯罪をした者等の再犯の防止等

を図る上で効果的な処遇の在り方等に関する

調査及び研究を推進するとともに、それらの結

果等を踏まえて再犯の防止等に関する施策の

在り方について検討する等必要な施策を講ず

るものとする。 

 

（社会内における適切な指導及び支援） 

第二十一条 国は、犯罪をした者等のうち社会内

において適切な指導及び支援を受けることが

再犯の防止等に有効であると認められる者に

ついて、矯正施設における処遇を経ないで、又

は一定期間の矯正施設における処遇に引き続

き、社会内において指導及び支援を早期かつ効

果的に受けることができるよう、必要な施策を

講ずるものとする。 

 

（国民の理解の増進及び表彰） 

第二十二条 国は、再犯の防止等に関する施策の

重要性について、国民の理解を深め、その協力

を得られるよう必要な施策を講ずるものとす

る。 

２ 国は、再犯の防止等の推進に寄与した民間の

団体及び個人の表彰に努めるものとする。 
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（民間の団体等に対する援助） 

第二十三条 国は、保護司会及び協力雇用主その

他民間の団体又は個人の再犯の防止等に関す

る活動の促進を図るため、財政上又は税制上の

措置等必要な施策を講ずるものとする。 

 

第二節 地方公共団体の施策 

第二十四条 地方公共団体は、国との適切な役割

分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状

況に応じ、前節に規定する施策を講ずるように

努めなければならない。 

 

  附則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２ 国は、この法律の施行後五年を目途とし

て、この法律の施行の状況について検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。 
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○ 再犯防止推進計画（国） 

（平成 29 年 12 月 15 日閣議決定） 

 

Ⅰ 再犯防止推進計画策定の目的 

第１ 再犯防止のための諸施策における再犯防止

推進計画の位置付け 

〔再犯の現状と再犯防止対策の必要性・重要

性〕 

我が国の刑法犯の認知件数は平成８年以降毎

年戦後最多を記録し、平成14年にピークを迎え

た。これを受け、政府は国民の安全・安心な暮

らしを守るべく、平成15年に犯罪対策閣僚会議

を設置し、主に犯罪の抑止を喫緊の課題として

様々な取組を進めた。その結果、平成15年以降

刑法犯の認知件数は14年連続で減少し、平成28

年は戦後最少となった。 

他方で、刑法犯により検挙された再犯者につ

いては、平成18年をピークとして、その後は漸

減状態にあるものの、それを上回るペースで初

犯者の人員も減少し続けているため、検挙人員

に占める再犯者の人員の比率（以下「再犯者

率」という。）は一貫して上昇し続け、平成28

年には現在と同様の統計を取り始めた昭和47年

以降最も高い48.7パーセントとなった。 

平成19年版犯罪白書は、戦後約60年間にわた

る犯歴記録の分析結果等を基に、全検挙者のう

ちの約３割に当たる再犯者によって約６割の犯

罪が行われていること、再犯者による罪は窃

盗、傷害及び覚せい剤取締法違反が多いこと、

刑事司法関係機関がそれぞれ再犯防止という刑

事政策上の目的を強く意識し、相互に連携して

職務を遂行することはもとより、就労、教育、

保健医療・福祉等関係機関や民間団体等とも密

接に連携する必要があること、犯罪者の更生に

対する国民や地域社会の理解を促進していく必

要があることを示し、国民が安全・安心に暮ら

すことができる社会の実現の観点から、再犯防

止対策を推進する必要性と重要性を指摘した。 

〔政府におけるこれまでの再犯防止に向けた取

組〕 

再犯防止対策の必要性・重要性が認識される

ようになったことを受け、平成24年７月には、

再犯の防止は政府一丸となって取り組むべき喫

緊の課題という認識の下、犯罪対策閣僚会議に

おいて、我が国の刑事政策に初めて数値目標を

盛り込んだ「再犯防止に向けた総合対策」（以

下「総合対策」という。）を決定した。総合対

策においては、「出所等した年を含む２年間に

おける刑務所等に再入所する者の割合（以下

「２年以内再入率」という。）を平成33年まで

に20パーセント以上減少させる。」という数値

目標を設定した。 

平成25年12月には、平成32年（2020年）のオリ

ンピック・パラリンピック東京大会の開催に向

け、犯罪の繰り返しを食い止める再犯防止対策

の推進も盛り込んだ「「世界一安全な日本」創

造戦略」を閣議決定した。 

平成26年12月には、犯罪対策閣僚会議におい

て、「宣言：犯罪に戻らない・戻さない～立ち

直りをみんなで支える明るい社会へ～」（以下

「宣言」という。）を決定した。宣言において

は、「平成32年（2020年）までに、犯罪や非行

をした者の事情を理解した上で雇用している企

業の数を現在（平成26年）の３倍にする。」、

「平成32年（2020年）までに、帰るべき場所が

ないまま刑務所から社会に戻る者の数を３割以

上減少させる。」という数値目標を設定した。

という。）を策定するとされた。 

政府は、推進法の施行を受け、平成28年12月

に犯罪対策閣僚会議の下に新たに法務大臣が議

長を務め、関係省庁の局長等を構成員とする

「再犯防止対策推進会議」を閣議口頭了解によ

り設置した。また、平成29年2月には、推進計画

案の具体的内容を検討する場として、法務副大

臣を議長とし、関係省庁の課長等や外部有識者

を構成員とする「再犯防止推進計画等検討会」

（以下「検討会」という。）を設置し、検討会

における計９回にわたる議論等を経て、推進計

画の案を取りまとめ、ここに推進計画を定める

に至った。 

 

第２ 基本方針 

基本方針は、犯罪をした者等が、円滑に社会

の一員として復帰することができるようにする

ことで、国民が犯罪による被害を受けることを

防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に

寄与するという目的を達成するために、個々の

施策の策定・実施や連携に際し、実施者が目指

すべき方向・視点を示すものである。 

推進法は、第３条において「基本理念」を掲

げているところであり、施策の実施者が目指す

べき方向・視点は、この基本理念を踏まえて設

定すべきである。そこで、推進法第３条に掲げ
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られた基本理念を基に、以下の５つの基本方針

を設定する。 

〔５つの基本方針〕 

① 犯罪をした者等が、多様化が進む社会におい

て孤立することなく、再び社会を構成する一員

となることができるよう、あらゆる者と共に歩

む「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、

関係行政機関が相互に緊密な連携をしつつ、地

方公共団体・民間の団体その他の関係者との緊

密な連携協力をも確保し、再犯の防止等に関す

る施策を総合的に推進すること。 

② 犯罪をした者等が、その特性に応じ刑事司法

手続のあらゆる段階において、切れ目なく、再

犯を防止するために必要な指導及び支援を受け

られるようにすること。 

③ 再犯の防止等に関する施策は、生命を奪われ

る、身体的・精神的苦痛を負わされる、あるい

は財産的被害を負わされるといった被害に加

え、それらに劣らぬ事後的な精神的苦痛・不安

にさいなまれる犯罪被害者等が存在することを

十分に認識して行うとともに、犯罪をした者等

が、犯罪の責任等を自覚し、犯罪被害者の心情

等を理解し、自ら社会復帰のために努力するこ

との重要性を踏まえて行うこと。 

④ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪及び非行

の実態、効果検証及び調査研究の成果等を踏ま

え、必要に応じて再犯の防止等に関する活動を

行う民間の団体その他の関係者から意見聴取す

るなどして見直しを行い、社会情勢等に応じた

効果的なものとすること。 

⑤ 国民にとって再犯の防止等に関する施策は身

近なものではないという現状を十分に認識し、

更生の意欲を有する犯罪をした者等が、責任あ

る社会の構成員として受け入れられるよう、再

犯の防止等に関する取組を、分かりやすく効果

的に広報するなどして、広く国民の関心と理解

が得られるものとしていくこと。 

 

第３ 重点課題 

再犯防止施策は、極めて多岐にわたるが、推

進法第２章が規定する基本的施策に基づき、以

下に掲げる７つの課題に整理した。これらの課

題は相互に密接に関係していることから、関係

府省庁が施策を実施するに当たっては、各課題

に対する当該施策の位置付けを明確に認識する

ことはもとより、施策間の有機的関連を意識し

つつ総合的な視点で取り組んでいく必要があ

る。 

〔７つの重点課題〕 

① 就労・住居の確保等 

② 保健医療・福祉サービスの利用の促進等 

③ 学校等と連携した修学支援の実施等 

④ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導

の実施等 

⑤ 民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動

の推進等 

⑥ 地方公共団体との連携強化等 

⑦ 関係機関の人的・物的体制の整備等 

 

第４ 計画期間と迅速な実施 

推進法第７条第６項が、少なくとも５年ごと

に、再犯防止推進計画に検討を加えることとし

ていることから、計画期間は、平成30年度から

平成34年度末までの５年間とする。推進計画に

盛り込まれた個々の施策のうち、実施可能なも

のは速やかに実施することとする。これらの施

策のうち、実施のための検討を要するものにつ

いては、本推進計画において検討の方向性を明

示しているので、単独の省庁で行うものについ

ては原則１年以内に、複数省庁にまたがるもの

や大きな制度改正を必要とするものは原則２年

以内に結論を出し、それぞれ、その結論に基づ

き施策を実施することとする。 

推進計画に盛り込まれた施策については、犯

罪対策閣僚会議の下に設置された再犯防止対策

推進会議において、定期的に施策の進捗状況を

確認するとともに、施策の実施の推進を図るこ

ととする。 

また、「総合対策」及び「宣言」において設

定された各数値目標については、推進計画に盛

り込まれた施策の速やかな実施により、その確

実な達成を図る。 

 

Ⅱ 今後取り組んでいく施策 

第１ 再犯の防止等に関する施策の指標 

１．再犯の防止等に関する施策の成果指標 

○  刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者 

 率 

（出典：警察庁・犯罪統計） 

基準値110,306人・48.7%（平成28年） 

○  新受刑者中の再入者数及び再入者率 

（出典：法務省・矯正統計年報） 

基準値12,179人・59.5%（平成28年） 

○ 出所受刑者の２年以内再入者数及び 
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２年以内再入率 

（出典：法務省調査） 

基準値4,225人・18.0%（平成27年出所受刑

者） 

○  主な罪名（覚せい剤取締法違反、性犯 

罪（強制性交等・強姦・強制わいせつ）、傷

害・暴行、窃盗）・特性（高齢（65歳以

上）、女性、少年）別２年以内再入率 

（出典：法務省調査） 

基準値（覚せい剤取締法違反、性犯罪、傷

害・暴行、窃盗）19.2%・6.3%・16.2%・

23.2％（平成27年出所受刑者） 

基準値（高齢、女性）23.2%・12.6%（平成27

年出所受刑者） 

基準値（少年）11.0%（平成27年少年院出院

者） 

２．再犯の防止等に関する施策の動向を把握す

るための参考指標 

(1) 就労・住居の確保等関係 

○  刑務所出所者等総合的就労支援対策の対象

者のうち、就職した者の数及びその割合 

（出典：厚生労働省調査） 

基準値2,790人・37.4%（平成28年度） 

○  協力雇用主数、実際に雇用している協力雇

用主数及び協力雇用主に雇用されている刑務

所出所者等数 

（出典：法務省調査） 

基準値18,555社・774社・1,204人（平成29年

４月１日現在） 

○ 保護観察終了時に無職である者の数及びそ

の割合 

（出典：法務省・保護統計年報） 

基準値6,864人・22.1%（平成28年） 

○  刑務所出所時に帰住先がない者の数及びそ

の割合 

（出典：法務省・矯正統計年報） 

基準値4,739人・20.7%（平成28年） 

○  更生保護施設及び自立準備ホームにおいて

一時的に居場所を確保した者の数 

（出典：法務省調査） 

基準値11,132人（平成28年） 

(2)  保健医療・福祉サービスの利用の促進等関

係 

○  特別調整により福祉サービス等の利用に向

けた調整を行った者の数 

（出典：法務省調査） 

基準値704人（平成28年度） 

○ 薬物事犯保護観察対象者のうち、保健医療

機関等による治療・支援を受けた者の数及び

その割合 

（出典：法務省調査） 

基準値333人・4.4%（平成28年度） 

(3) 学校等と連携した修学支援の実施等関  

 係 

○  少年院において修学支援を実施し、出院時

点で復学・進学を希望する者のうち、出院時

又は保護観察中に復学・進学決定した者の数

及び復学・進学決定率 

（出典：法務省調査） 

基準値－ 

○  上記により復学・進学決定した者のうち、

保護観察期間中に高等学校等を卒業した者又

は保護観察終了時に高等学校等に在学してい

る者の数及びその割合 

（出典：法務省調査） 

基準値－ 

○ 矯正施設における高等学校卒業程度認定試

験の受験者数、合格者数及び合格率 

（出典：文部科学省調査） 

基準値（受験者数・合格者数・合格率）1,049

人・375人・35.7%（平成28年度） 

基準値（受験者数・１以上の科目に合格した

者の数・合格率） 

1,049人・990人・94.4%（平成28年度） 

(4) 民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活

動の推進等関係 

○ 保護司数及び保護司充足率 

（出典：法務省調査）基準値47,909人・91.3%

（平成29年１月１日） 

○ “社会を明るくする運動”行事参加人  

 数 

（出典：法務省調査） 

基準値2,833,914人（平成28年） 

(5) 地方公共団体との連携強化等関係 

○  地方再犯防止推進計画を策定している地方

公共団体の数及びその割合 

（出典：法務省調査） 

基準値－ 

 

第２ 就労・住居の確保等のための取組（推進法

第12条、第14条、第15条、第16条、第21条関

係） 

１．就労の確保等 

(1) 現状認識と課題等 
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刑務所に再び入所した者のうち約７割が、再

犯時に無職であった者となっている。また、仕

事に就いていない者の再犯率は、仕事に就いて

いる者の再犯率と比べて約３倍と高く、不安定

な就労が再犯リスクとなっていることが明らか

になっている。 

政府においては、「宣言」に基づき、矯正施

設における社会のニーズに合った職業訓練・指

導の実施、矯正就労支援情報センター室（通称

「コレワーク」）の設置を始めとする矯正施

設・保護観察所・ハローワークが連携した求

人・求職のマッチングの強化、協力雇用主の開

拓・拡大、刑務所出所者等就労奨励金制度の導

入、国による保護観察対象者の雇用等の様々な

施策に取り組んできた。 

しかしながら、前科等があることに加え、求

職活動を行う上で必要な知識・資格等を有して

いないなどのために求職活動が円滑に進まない

場合があること、社会人としてのマナーや対人

関係の形成や維持のために必要な能力を身に付

けていないなどのために職場での人間関係を十

分に構築できない、あるいは自らの能力に応じ

た適切な職業選択ができないなどにより、一旦

就職しても離職してしまう場合があること、協

力雇用主となりながらも実際の雇用に結びつい

ていない企業等が多いこと、犯罪をした者等の

中には、障害の程度が福祉的支援を受けられる

程度ではないものの、一般就労をすることも難

しい者が少なからず存在することなどの課題が

ある。 

(2) 具体的施策 

①  職業適性の把握と就労につながる知識・技

能等の習得 

ア 職業適性等の把握 

法務省は、厚生労働省の協力を得て、就労意

欲や職業適性等を把握するためのアセスメント

を適切に実施する。【法務省、厚生労働省】 

イ 就労に必要な基礎的能力等の習得に向けた

指導・支援 

法務省は、厚生労働省の協力を得て、矯正施

設における協力雇用主、生活困窮者自立支援法

における就労準備支援事業や認定就労訓練事業

を行う者等と連携した職業講話、社会貢献作業

等を実施する。 

また、矯正施設及び保護観察所において、コ

ミュニケーションスキルの付与やビジネスマナ

ーの体得を目的とした指導・訓練を行うなど、

犯罪をした者等の勤労意欲の喚起及び就職に必

要な知識・技能等の習得を図るための指導及び

支援の充実を図る。【法務省、厚生労働省】 

ウ 矯正施設における職業訓練等の充実 

法務省は、各矯正施設において、需要が見込

まれる分野に必要な技能の習得を意識した効果

的な職業訓練等を行うため、総務省及び厚生労

働省の協力を得て、矯正施設、保護観察所のほ

か、地方公共団体、都道府県労働局、地域の経

済団体、協力雇用主、各種職業能力開発施設、

専門教育機関等が参画する協議会等を開催し、

各矯正施設における職業訓練等の方針、訓練科

目、訓練方法等について検討する。その結論を

踏まえ、矯正施設職員に対する研修を充実させ

ること、矯正施設における職業訓練等に上記の

関係機関等が参画することを推進すること等を

通じて、矯正施設における職業訓練等の実施体

制の強化を図るとともに、矯正施設が所在する

地域の理解・支援を得て、外部通勤制度や外

出・外泊等を積極的に活用し、受刑者等に矯正

施設の外で実施される職業訓練を受講させた

り、協力雇用主等を訪問させたりすることを可

能とする取組を推進する。【総務省、法務省、

厚生労働省】 

エ 資格制限等の見直し 

法務省は、犯罪をした者等の就労の促進の観

点から需要が見込まれる業種に関し、前科があ

ることによる就業や資格取得の制限の在り方に

ついて検討を行い、２年以内を目途に結論を出

し、その結論に基づき、各府省は、所管の該当

する資格制限等について、当該制限の見直しの

要否を検討し、必要に応じた措置を実施する。

【各府省】 

②  就職に向けた相談・支援等の充実 

ア 刑務所出所者等総合的就労支援を中心とし

た就労支援の充実 

法務省及び厚生労働省は、適切な就労先の確

保に向けた生活環境の調整、ハローワーク相談

員の矯正施設への駐在や更生保護施設への協力

の拡大、更生保護就労支援事業の活用など、矯

正施設、保護観察所及びハローワークの連携に

よる一貫した就労支援対策の一層の充実を図

る。また、法務省及び国土交通省は、矯正施設

及び地方運輸局等の連携による就労支援対策に

ついても、一層の充実を図る。【法務省、厚生

労働省、国土交通省】 

イ 非行少年に対する就労支援 
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警察庁は、非行少年を生まない社会づくりの

活動の一環として少年サポートセンター（都道

府県警察に設置し、少年補導職員を中心に非行

防止に向けた取組を実施）等が行う就労を希望

する少年に対する立ち直り支援について、都道

府県警察に対する指導や好事例の紹介等を通

じ、少年の就職や就労継続に向けた支援の充実

を図る。【警察庁】 

③  新たな協力雇用主の開拓・確保 

ア 企業等に対する働き掛けの強化 

法務省は、警察庁及び厚生労働省の協力を得

て、協力雇用主の要件や登録の在り方を整理す

るとともに、矯正施設及び保護観察所におい

て、企業等に対し、協力雇用主の意義や、コレ

ワークの機能、刑務所出所者等就労奨励金制度

等の協力雇用主に対する支援制度に関する説明

を行うなど、適切な協力雇用主の確保に向けた

企業等への働き掛けを強化する。【警察庁、法

務省、厚生労働省】 

イ 各種事業者団体に対する広報・啓発 

総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業

省及び国土交通省は、法務省の協力を得て、関

係する各種事業者団体に対し、所属する企業等

に対する広報・啓発を依頼するなどして、協力

雇用主の拡大に向け、協力雇用主の活動の意義

や協力雇用主に対する支援制度についての積極

的な広報・啓発活動を推進する。【総務省、法

務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、

国土交通省】 

ウ 多様な業種の協力雇用主の確保 

法務省は、総務省、厚生労働省、農林水産

省、経済産業省及び国土交通省の協力を得て、

協力雇用主として活動している企業等の業種に

大きな偏りがあることを踏まえ、これまで協力

雇用主のいない業種を含め多様な業種の協力雇

用主の確保に努める。また、刑務所出所者等を

農業の担い手に育成する就業支援センター等の

取組が成果を挙げていることを踏まえ、農業を

始め刑務所出所者等の改善更生に有用と考えら

れる業種の協力雇用主の確保に向けた取組の強

化を図る。【総務省、法務省、厚生労働省、農

林水産省、経済産業省、国土交通省】 

④  協力雇用主の活動に対する支援の充実 

ア 協力雇用主等に対する情報提供 

法務省は、コレワークにおいて、協力雇用主

等に対して、受刑者等が矯正施設在所中に習

得・取得可能な技能・資格を紹介するととも

に、協力雇用主等の雇用ニーズに合う受刑者等

が在所する矯正施設の紹介や、職業訓練等の見

学会の案内をするほか、総務省、厚生労働省、

農林水産省、経済産業省及び国土交通省の協力

を得て、協力雇用主の活動を支援する施策の周

知を図るなど、協力雇用主等に対する情報提供

の充実を図る。また、個人情報等の適切な取扱

いに十分配慮しつつ、犯罪をした者等の就労に

必要な個人情報を適切に提供していく。【総務

省、法務省、厚生労働省、農林水産省、経済産

業省、国土交通省】 

イ 協力雇用主の不安・負担の軽減 

法務省は、身元保証制度や刑務所出所者等就

労奨励金制度の活用、 

協力雇用主に対する助言など、犯罪をした者等

を雇用しようとする協力雇用主の不安や負担を

軽減するための支援の充実を図る。【法務省】 

ウ 住居を確保できない者を雇用しようとする

協力雇用主に対する支援 

法務省は、住込就労が可能な協力雇用主に対

する支援の充実を図るとともに、犯罪をした者

等を雇用しようとする協力雇用主がいても、犯

罪をした者等が、その通勤圏内に住居を確保で

きず、就職できない場合があることを踏まえ、

就労・住居の確保等のための取組を一体的に実

施するなど、通勤圏内に住居を確保できない犯

罪をした者等を雇用しようとする協力雇用主に

対する支援の充実を図る。【法務省】 

エ 協力雇用主に関する情報の適切な共有 

法務省は、各府省における協力雇用主に対す

る支援の円滑かつ適切な実施に資するよう、各

府省に対して、協力雇用主に関する情報を適時

適切に提供する。【法務省】 

⑤  犯罪をした者等を雇用する企業等の社会的

評価の向上等 

ア 国による雇用等 

法務省は、保護観察対象者を非常勤職員とし

て雇用する取組事例を踏まえ、犯罪をした者等

の国による雇用等を更に推進するための指針に

ついて検討を行い、２年以内を目途に結論を出

し、その結論に基づき、各府省は、各府省にお

ける業務の特性や実情等を勘案し、その雇用等

に努める。【各府省】 

イ 協力雇用主の受注の機会の増大 

法務省は、公共調達において、協力雇用主の

受注の機会の増大を図る指針について検討を行

い、２年以内を目途に結論を出し、その結論に
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基づき、各府省は、対象となる公共調達の本来

達成すべき目的が阻害されないよう留意しつ

つ、協力雇用主の受注の機会の増大を図るため

の取組の推進に配慮する。【各府省】 

ウ 補助金の活用 

法務省は、補助金の本来達成すべき目的を阻

害しない範囲内で、協力雇用主の活動に資する

補助金の活用指針について検討を行い、２年以

内を目途に結論を出し、各府省は、その結論に

基づく取組の推進に配慮する。【各府省】 

エ 協力雇用主に対する栄典 

内閣府は、協力雇用主に対する栄典の授与に

係る検討を行い、１年以内を目途に結論を出

し、その結論に基づき施策を実施する。【内閣

府】 

⑥  就職後の職場定着に向けたフォローアップ

の充実 

ア 就労した者の離職の防止 

法務省及び厚生労働省は、矯正施設、保護観

察所、更生保護施設、ハローワーク等におい

て、就職した犯罪をした者等に対し、仕事や職

場の人間関係の悩みなどを細かに把握し、適切

な助言を行うなど、離職を防止するための支援

の充実を図る。【法務省、厚生労働省】 

イ 雇用した協力雇用主に対する継続的支  

 援 

法務省及び厚生労働省は、犯罪をした者等を

雇用した協力雇用主の雇用に伴う不安や負担を

細かに把握し、その協力雇用主に対し、雇用継

続に向けた助言を行うなど、継続的な支援の充

実を図る。【法務省、厚生労働省】 

ウ 離職した者の再就職支援 

法務省は、離職した犯罪をした者等を、積極

的に雇用する協力雇用主のネットワークの構築

を図る。また、法務省及び厚生労働省は、上記

協力雇用主のネットワークとハローワークが連

携するなどし、離職後の速やかな再就職に向け

た犯罪をした者等と協力雇用主との円滑なマッ

チングを推進する。【法務省、厚生労働省】 

⑦  一般就労と福祉的支援の狭間にある者の就

労の確保 

ア 受刑者等の特性に応じた刑務作業等の充実 

法務省は、障害の程度が福祉的支援を受けら

れる程度ではないものの、一般就労をすること

も難しい者や、就労に向けた訓練等が必要な者

など、一般就労と福祉的支援の狭間にある者へ

の対応が課題となっていることを踏まえ、受刑

者等の特性に応じて刑務作業等の内容の一層の

充実を図る。【法務省】 

イ 障害者・生活困窮者等に対する就労支援の

活用 

法務省及び厚生労働省は、障害を有している

犯罪をした者等が、その就労意欲や障害の程度

等に応じて、障害者支援施策も活用しながら、

一般の企業等への就労や、就労継続支援Ａ型

（雇用契約に基づく就労が可能である者に対し

て、雇用契約の締結等による就労の機会の提供

等を行うもの）又は同Ｂ型（雇用契約に基づく

就労が困 

難である者に対して、就労の機会の提供等を行

うもの）事業における就労を実現できるよう取

り組んでいく。また、生活が困窮していたり、

軽度の障害を有しているなど、一般の企業等へ

の就労が困難な犯罪をした者等に対しては、生

活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）に

基づく生活困窮者就労準備支援事業や生活困窮

者就労訓練事業の積極的活用を図る。【法務

省、厚生労働省】 

ウ ソーシャルビジネスとの連携 

法務省は、障害者雇用における農福連携の取

組等を参考に、厚生労働省、農林水産省及び経

済産業省の協力を得て、高齢者・障害者の介

護・福祉やホームレス支援、ニート等の若者支

援といった社会的・地域的課題の解消に取り組

む企業・団体等に、犯罪をした者等の雇用を働

き掛けるなど、ソーシャルビジネスとの連携を

推進する。 

【法務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業

省】 

 

２．住居の確保等 

(1) 現状認識と課題等 

刑務所満期出所者のうち約５割が適当な帰住

先が確保されないまま刑務所を出所しているこ

と、これらの者の再犯に至るまでの期間が帰住

先の確保されている者と比較して短くなってい

ることが明らかとなっている。適切な帰住先の

確保は、地域社会において安定した生活を送る

ための大前提であって、再犯防止の上で最も重

要であるといっても過言ではない。 

政府においては、「宣言」に基づき、受刑者

等の釈放後の生活環境の調整の充実や、親族等

のもとに帰住することができない者の一時的な

居場所となる更生保護施設の受入れ機能の強
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化、自立準備ホーム（あらかじめ保護観察所に

登録した民間法人・団体等の事業者に、保護観

察所が、宿泊場所の供与と自立のための生活指

導のほか、必要に応じて食事の給与を委託する

際の宿泊場所）の確保など、矯正施設出所後の

帰住先の確保に向けた取組を進めてきた。 

しかしながら、親族等のもとへ帰住できない

者の割合も増加傾向にあることから、引き続き

更生保護施設や自立準備ホームでの受入れを進

める必要がある。また、更生保護施設には、か

つての宿泊提供支援だけでなく、薬物依存症者

その他の処遇困難者に対する処遇及び地域生活

への移行支援が求められるなど、その役割が急

激に拡大しており、更生保護施設における受入

れ・処遇機能の強化の必要性が指摘されてい

る。 

加えて、更生保護施設や自立準備ホームはあ

くまで一時的な居場所であり、更生保護施設等

退所後は地域に生活基盤を確保する必要がある

が、身元保証人を得ることが困難であったり、

家賃滞納歴等により民間家賃保証会社が利用で

きなかったりすることなどにより、適切な定住

先を確保できないまま更生保護施設等から退所

し、再犯等に至る者が存在することなどの課題

がある。 

(2)  具体的施策 

①  矯正施設在所中の生活環境の調整の充  

 実 

ア 帰住先確保に向けた迅速な調整 

法務省は、平成28年６月に施行された更生保

護法（平成19年法律第88号）の一部改正に基づ

き、保護観察所が実施する受刑者等の釈放後の

生活環境の調整における地方更生保護委員会の

関与を強化し、受刑者等が必要とする保健医

療・福祉サービスを受けることができる地域へ

の帰住を調整するなど、適切な帰住先を迅速に

確保するための取組の充実を図る。【法務省】 

イ 受刑者等の親族等に対する支援 

法務省は、受刑者等とその親族等の交流にお

いて、必要のある者については、その関係の改

善という点についても配慮するとともに、受刑

者等の親族等に対して、受刑者等の出所に向け

た相談支援等を実施する引受人会・保護者会を

開催するなど、受刑者等の親族等に対する支援

の充実を図る。【法務省】 

②  更生保護施設等の一時的な居場所の充  

 実 

ア 更生保護施設における受入れ・処遇機能の

充実 

法務省は、社会福祉法人等といった更生保護

法人以外の者による整備を含め、更生保護施設

の整備及び受入れ定員の拡大を着実に推進する

ほか、罪名、嗜癖等本人が抱える問題性や地域

との関係により特に受入れが進みにくい者や処

遇困難な者を更生保護施設で受け入れて、それ

ぞれの問題に応じた処遇を行うための体制の整

備を推進し、更生保護施設における受入れ及び

処遇機能の充実を図る。【法務省】 

イ 更生保護施設における処遇の基準等の見直

し 

法務省は、高齢者又は障害のある者や薬物依

存症者等を含めた更生保護施設入所者の自立を

促進するため、更生保護事業の在り方の見直し

（Ⅱ第６.１(2)③イ）と併せ、更生保護施設に

おける処遇の基準等の見直しに向けた検討を行

い、２年以内を目途に結論を出し、その結論に

基づき所要の措置を講じる。【法務省】 

ウ 自立準備ホームの確保と活用 

法務省は、厚生労働省及び国土交通省の協力

を得て、専門性を有する社会福祉法人やＮＰＯ

法人などに対する委託により一時的な居場所の

確保等を推進するほか、空き家等の既存の住宅

ストック等を活用するなどして多様な居場所で

ある自立準備ホームの更なる確保を進めるとと

もに、各施設の特色に応じた活用を図る。【法

務省、厚生労働省、国土交通省】 

③  地域社会における定住先の確保 

ア 住居の確保を困難にしている要因の調査等 

法務省は、犯罪をした者等の住居の確保を困

難にしている要因について調査を行い、１年以

内を目途に結論を出し、その調査結果に基づ

き、身元保証制度の在り方の見直しを含め、必

要に応じ、所要の施策を実施する。【法務省】 

イ 住居の提供者に対する継続的支援の実  

 施 

法務省は、保護観察対象者等であることを承

知して住居を提供する者に対し、住居の提供に

伴う不安や負担を細かに把握した上で、身元保

証制度の活用を含めた必要な助言等を行うとと

もに、個人情報等の適切な取扱いに十分配慮し

つつ、保護観察対象者等についての必要な個人

情報を提供する。併せて、保護観察対象者等に

対し、必要な指導等を行うなど、保護観察対象

者等であることを承知して住居を提供する者に
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対する継続的支援を実施する。【法務省】 

ウ 公営住宅への入居における特別な配慮 

国土交通省は、保護観察対象者等であること

を承知して住居を提供する場合は、上記イの法

務省による継続的支援が受けられることを踏ま

え、保護観察対象者等が住居に困窮している状

況や、地域の実情等に応じて、保護観察対象者

等の公営住宅への入居を困難としている要件を

緩和すること等について検討を行うよう、地方

公共団体に要請する。また、矯正施設出所者に

ついては、通常、著しく所得の低い者として、

公営住宅への優先入居の取扱いの対象に該当す

る旨を地方公共団体に周知・徹底する。【国土

交通省】 

エ 賃貸住宅の供給の促進 

法務省は、国土交通省の協力を得て、住宅確

保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関

する法律（平成19年法律第112号）に基づき、犯

罪をした者等のうち、同法第２条第１項が規定

する住宅確保要配慮者に該当する者に対して、

賃貸住宅に関する情報の提供及び相談の実施に

努めるとともに、保護観察対象者等であること

を承知して住居を提供する場合は、上記イの法

務省による継続的支援が受けられることを周知

するなどして、その入居を拒まない賃貸人の開

拓・確保に努める。【法務省、国土交通省】 

オ 満期出所者に対する支援情報の提供等の充

実 

法務省は、帰住先を確保できないまま満期出

所となる受刑者の再犯を防止するため、刑事施

設において、受刑者に対し、更生緊急保護の制

度や希望する地域の相談機関に関する情報を提

供するとともに、保護観察所においては、更生

緊急保護対象者に対し、地域の支援機関等につ

いての適切かつ充実した情報の提供を行うとと

もに、必要に応じ、更生保護施設等の一時的な

居場所の提供や定住先確保のための支援を行

う。【法務省】 

 

第３ 保健医療・福祉サービスの利用の促進等の

ための取組（推進法第17条、第21条関係） 

１．高齢者又は障害のある者等への支援等 

(1)  現状認識と課題等 

高齢者（65歳以上の者）が、出所後２年以内

に刑務所に再び入所する割合は、全世代の中で

最も高いほか、出所後５年以内に再び刑務所に

入所した高齢者のうち、約４割の者が出所後６

か月未満という極めて短期間で再犯に至ってい

る。また、知的障害のある受刑者についても、

全般的に再犯に至るまでの期間が短いことが明

らかとなっている。 

政府においては、矯正施設出所者等に対する

支援（出口支援）の一つとして、受刑者等のう

ち、適当な帰住先が確保されていない高齢者又

は障害のある者等が、矯正施設出所後に、社会

福祉施設への入所等の福祉サービスを円滑に利

用できるようにするため、地域生活定着支援セ

ンターの設置や、矯正施設及び更生保護施設へ

の社会福祉士等の配置を進め、矯正施設や保護

観察所、更生保護施設、地域生活定着支援セン

ターその他の福祉関係機関が連携して必要な調

整を行う取組（特別調整）を実施 

してきた。また、犯罪をした高齢者又は障害の

ある者等の再犯防止のためには、出口支援だけ

でなく、起訴猶予者等についても、必要な福祉

的支援に結び付けることなどが、犯罪等の常習

化を防ぐために重要である場合があることを踏

まえ、検察庁において、知的障害のある被疑者

や高齢の被疑者等福祉的支援を必要とする者に

ついて、弁護士や福祉専門職、保護観察所等関

係機関・団体等と連携し、身柄釈放時等に福祉

サービスに橋渡しするなどの取組（入口支援）

を実施してきた。 

しかしながら、「緊急対策」で指摘された事

項に加えて、福祉的支援が必要であるにもかか

わらず、本人が希望しないなどの理由から特別

調整の対象とならない場合があること、地方公

共団体や社会福祉施設等の取組状況等に差があ

り、必要な協力が得られない場合があること、

刑事司法手続の各段階を通じた高齢又は障害の

状況の把握とそれを踏まえたきめ細かな支援を

実施するための体制が不十分であることなどの

課題がある。 

(2)  具体的施策 

①  関係機関における福祉的支援の実施体制等

の充実 

ア 刑事司法関係機関におけるアセスメント機

能等の強化 

法務省は、犯罪をした者等について、これま

で見落とされがちであった福祉サービスのニー

ズを早期に把握して福祉サービスの利用に向け

た支援等を実施することにより円滑に福祉サー

ビスを利用できるようにするため、少年鑑別所

におけるアセスメント機能の充実を図るととも
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に、矯正施設における社会福祉士等の活用や、

保護観察所における福祉サービス利用に向けた

調査・調整機能の強化を図る。【法務省】 

イ 高齢者又は障害のある者等である受刑者等

に対する指導 

法務省は、歩行や食事等の日常的な動作全般

にわたって介助やリハビリを必要とする受刑者

等が増加していることを踏まえ、高齢者又は障

害のある者等である受刑者等の円滑な社会復帰

のため、体力の維持・向上のための健康運動指

導や福祉サービスに関する知識及び社会適応能

力等の習得を図るための指導について、福祉関

係機関等の協力を得ながら、その指導内容や実

施体制等の充実を図る。【法務省】 

ウ 矯正施設、保護観察所及び地域生活定着支

援センター等の多機関連携の強化等 

法務省及び厚生労働省は、矯正施設、保護観

察所及び地域生活定着支援センター等の多機関

連携により、釈放後速やかに適切な福祉サービ

スに結び付ける特別調整の取組について、その

運用状況等を踏まえ、一層着実な実施を図る。

また、高齢者又は障害のある者等であって自立

した生活を営む上での困難を有する者等に必要

な保健医療・福祉サービスが提供されるように

するため、矯正施設、保護観察所及び地域の保

健医療・福祉関係機関等との連携が重要である

ことを踏まえ、矯正施設、保護観察所及び地域

生活定着支援センターなどの関係機関との連携

機能の充実強化を図る。【法務省、厚生労働

省】 

エ 更生保護施設における支援の充実 

法務省は、「宣言」において設定された目標

を踏まえつつ、犯罪をした高齢者又は障害のあ

る者等の更生保護施設における受入れやその特

性に応じた必要な支援の実施を充実させるため

の施設・体制の整備を図る。【法務省】 

オ 刑事司法関係機関の職員に対する研修の実

施 

法務省は、刑事司法の各段階において、犯罪

をした者等の福祉的支援の必要性を的確に把握

することができるよう、刑事司法関係機関の職

員に対して、高齢者及び障害のある者等の特性

等について必要な研修を実施する。【法務省】 

②  保健医療・福祉サービスの利用に関する地

方公共団体等との連携の強化 

ア 地域福祉計画・地域医療計画における位置

付け 

厚生労働省は、地方公共団体が、地域福祉計

画や地域医療計画を策定するに当たり、再犯防

止の観点から、高齢者又は障害のある者等を始

め、保健医療・福祉等の支援を必要とする犯罪

をした者等に対し、保健医療・福祉サービス、

住まい、就労、その他生活困窮への支援などの

地域での生活を可能とするための施策を総合的

に推進するよう、必要な助言を行う。法務省及

び厚生労働省は、地方公共団体が地方再犯防止

推進計画を策定するに当たり、地域福祉計画を

積極的に活用していくことも考えられることか

ら、関係部局と連携を図るよう、必要な周知を

行う。【法務省、厚生労働省】 

イ 社会福祉施設等の協力の促進 

厚生労働省は、高齢者又は障害のある者等に

福祉サービスを提供する社会福祉施設等に支給

する委託費等の加算措置の充実を含め、社会福

祉施設等全体の取組に対する評価について更に

検討を行うなど、社会福祉施設等による高齢者

又は障害のある者等への福祉サービスの提供の

促進を図る。【厚生労働省】 

ウ 保健医療・福祉サービスの利用に向けた手

続の円滑化 

法務省及び厚生労働省は、犯罪をした高齢者

又は障害のある者等が、速やかに、障害者手帳

の交付、保健医療・福祉サービスの利用の必要

性の認定等を受け、これを利用することができ

るよう、総務省の協力を得て実施責任を有する

地方公共団体の明確化を含む指針等を作成し、

地方公共団体に対してその周知徹底を図る。ま

た、法務省は、住民票が消除されるなどした受

刑者等が、矯正施設出所後速やかに保健医療・

福祉サービスを利用することができるよう、総

務省の協力を得て矯正施設・保護観察所の職員

に対して住民票に関する手続等の周知徹底を図

るなどし、矯正施設在所中から必要な支援を実

施する。【総務省、法務省、厚生労働省】 

③  高齢者又は障害のある者等への効果的な入

口支援の実施 

ア 刑事司法関係機関の体制整備 

法務省は、検察庁において社会復帰支援を担

当する検察事務官や社会福祉士の配置を充実さ

せるなど、検察庁における社会復帰支援の実施

体制の充実を図るとともに、保護観察所におい

て福祉的支援や更生緊急保護を担当する保護観

察官の配置を充実させるなど、保護観察所にお

ける実施体制の充実を図り、入口支援が必要な
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者に対する適切な支援が行われる体制を確保す

る。【法務省】 

イ 刑事司法関係機関と保健医療・福祉関係機

関等との連携の在り方の検討 

法務省及び厚生労働省は、Ⅱ第７.１(2)①ウ

に記載の地域のネットワークにおける取組状況

も参考としつつ、一層効果的な入口支援の実施

方策を含む刑事司法関係機関と保健医療・福祉

関係機関等との連携の在り方についての検討を

行い、２年以内を目途に結論を出し、その結論

に基づき施策を実施する。【法務省、厚生労働

省】 

 

２．薬物依存を有する者への支援等 

(1)  現状認識と課題等 

覚せい剤取締法違反による検挙者数は毎年１

万人を超え、引き続き高い水準にあるほか、新

たに刑務所に入所する者の罪名の約３割が覚せ

い剤取締法違反となっている。また、平成27年

に出所した者全体の２年以内再入率は18.0パー

セントであるのと比較して、覚せい剤取締法違

反により受刑した者の２年以内再入率は19.2パ

ーセントと高くなっている。薬物事犯者は、犯

罪をした者等であると同時に、薬物依存症の患

者である場合もあるため、薬物を使用しないよ

う指導するだけではなく、薬物依存症は適切な

治療・支援により回復することができる病気で

あるという認識を持たせ、薬物依存症からの回

復に向けた治療・支援を継続的に受けさせるこ

とが必要である。 

政府においては、矯正施設・保護観察所にお

ける一貫した専門的プログラムの開発・実施、

「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関す

る地域連携ガイドライン」の作成、地域におい

て薬物依存症治療の拠点となる医療機関の整備

等の施策に取り組むとともに、「緊急対策」に

基づき、薬物依存からの回復に向けた矯正施

設・保護観察所による指導と医療機関による治

療、回復支援施設や民間団体等による支援等を

一貫して行うための体制を整備するほか、平成

28年６月から施行された刑の一部 

の執行猶予制度の適切な運用を図ることとして

いる。 

しかしながら、矯正施設、保護観察所、地域

の保健医療・福祉関係機関、回復支援施設や民

間団体等について効果的な支援等を行う体制が

不十分であること、そもそも薬物依存症治療を

施すことができる専門医療機関や薬物依存症か

らの回復支援を行う自助グループ等がない地域

もあるなど一貫性のある支援等を行うための関

係機関等の連携が不十分であること、海外にお

いて薬物依存症からの効果的な回復措置として

実施されている刑事司法と保健医療・福祉との

連携の在り方について調査研究する必要がある

こと、薬物事犯者の再犯の防止等の重要性・緊

急性に鑑み、刑事司法関係機関、保健医療・福

祉関係機関、自助グループを含めた民間団体等

各種関係機関・団体が、薬物依存からの回復を

一貫して支援する新たな取組を試行的に実施す

る必要があることなどが指摘されている。 

(2)  具体的施策 

①  刑事司法関係機関等における効果的な指導

の実施等 

ア 再犯リスクを踏まえた効果的な指導の実施 

法務省は、厚生労働省の協力を得て、矯正施

設及び保護観察所において、薬物事犯者ごと

に、その再犯リスクを適切に把握した上で、そ

のリスクに応じた専門的指導プログラムを一貫

して実施するとともに、そのための処遇情報の

確実な引継ぎを図る。【法務省、厚生労働省】 

イ 矯正施設・保護観察所における薬物指導等

体制の整備 

法務省は、厚生労働省の協力を得て、指導に

当たる職員の知識・技能の向上や、保護観察所

における薬物処遇の専門性を有する管理職員の

育成・配置など、薬物事犯者に対する指導体制

の充実を図る。【法務省、厚生労働省】 

ウ 更生保護施設による薬物依存回復処遇の充

実 

法務省は、薬物事犯者の中には、地域におい

て薬物乱用を繰り返していたことにより、ある

いは、薬物密売者等からの接触を避けるため、

従前の住居に戻ることが適当でない者が多く存

在することを踏まえ、更生保護施設における薬

物事犯者の受入れ、薬物依存からの回復に資す

る処遇を可能とする施設や体制の整備を推進

し、更生保護施設による薬物依存回復処遇の充

実を図る。【法務省】 

エ 薬物事犯者の再犯防止対策の在り方の検  

 討 

法務省及び厚生労働省は、薬物事犯者の再犯

の防止等に向け、刑の一部の執行猶予制度の運

用状況や、薬物依存症の治療を施すことのでき

る医療機関や相談支援等を行う関係機関の整
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備、連携の状況、自助グループ等の活動状況等

を踏まえ、海外において薬物依存症からの効果

的な回復措置として実施されている各種拘禁刑

に代わる措置も参考にしつつ、新たな取組を試

行的に実施することを含め、我が国における薬

物事犯者の再犯の防止等において効果的な方策

について検討を行う。【法務省、厚生労働省】 

②  治療・支援等を提供する保健・医療機関等

の充実 

ア 薬物依存症治療の専門医療機関の拡大 

厚生労働省は、薬物依存症の治療を提供でき

る医療機関が限られており、薬物依存症者の中

には、遠方の医療機関への通院が困難であるた

め、治療を受けない者や治療を中断してしまう

者が存在することを踏まえ、薬物依存症を含む

依存症治療の専門医療機関の更なる充実を図る

とともに、一般の医療機関における薬物依存症

者に対する適切な対応を促進する。【厚生労働

省】 

イ 薬物依存症に関する相談支援窓口の充実 

厚生労働省は、薬物依存症からの回復には、

薬物依存症者本人が地域において相談支援を受

けられることに加え、その親族等が薬物依存症

者の対応方法等について相談支援を受けられる

ことが重要であることを踏まえ、全国の精神保

健福祉センター等に、薬物依存症を含む依存症

対策の専門員である依存症相談員を配置するな

ど、保健行政機関における薬物依存症に関する

相談支援窓口の充実を図る。【厚生労働省】 

ウ 自助グループを含めた民間団体の活動の促

進 

厚生労働省は、薬物依存症者に対して、薬物

依存症からの回復に向けた就労と住居の一体的

支援活動を行う民間団体の活動の援助など、自

助グループを含めた民間団体の活動を促進する

ための支援の充実を図る。【厚生労働省】 

エ 薬物依存症者の親族等の知識等の向上 

厚生労働省は、一般国民に向けた講習会の開

催や、冊子の配布等を通じ、薬物依存症につい

ての一般国民、取り分け、薬物依存症者の親族

等の意識・知識の向上を図る。【厚生労働省】 

オ 薬物依存症対策関係機関の連携強化 

警察庁、法務省及び厚生労働省は、薬物依存

症者の回復には、医療機関による治療だけでな

く、自助グループを含めた民間団体等と連携し

た継続的な支援が重要であることを踏まえ、各

地域において、薬物依存症者の治療・支援等を

行うこれらの関係機関の職員等による連絡協議

会等を開催し、地域における薬物依存症に関す

る課題を共有し、協働してその課題に対応する

ための方法を検討するなど、薬物依存症の対策

に当たる各関係機関の連携強化を図る。【警察

庁、法務省、厚生労働省】 

カ 薬物依存症治療の充実に資する診療報酬の

検討 

厚生労働省は、次回の診療報酬改定に向け

て、薬物依存症治療の診療報酬上の評価の在り

方について、関係者の意見も踏まえて検討す

る。【厚生労働省】 

③  薬物依存症の治療・支援等ができる人材の

育成 

ア 薬物依存症に関する知見を有する医療関係

者の育成 

厚生労働省は、薬物依存症の回復に向けた保

健医療・福祉サービスの実施体制を充実させる

ために、薬物依存症者の治療・支援等に 

知識を有する医療関係者が必要であることを踏

まえ、医師の臨床研修の内容や、保健師、助産

師、看護師の国家試験出題基準の見直しに向け

た検討を行う。【厚生労働省】 

イ 薬物依存症に関する知見を有する福祉専門

職の育成 

厚生労働省は、薬物依存症者への相談支援体

制を充実させるために、薬物依存症に関する専

門的知識を有し、薬物依存症者が抱える支援ニ

ーズを適切に把握し、関係機関につなげるなど

の相談援助を実施する福祉専門職が必要である

ことを踏まえ、精神保健福祉士及び社会福祉士

の養成カリキュラムの見直しに向けた検討を行

う。【厚生労働省】 

ウ 薬物依存症に関する知見を有する心理専門

職の育成 

厚生労働省は、薬物依存症からの回復に向け

て効果が認められている治療・支援が、認知行

動療法に基づくものであり、薬物依存症に関す

る知識と経験を有する心理学の専門職が必要と

なることを踏まえ、新たに創設される公認心理

師の国家資格の養成カリキュラムや国家試験の

出題基準について、薬物依存症を含む依存症対

策への対応という観点からも検討を行う。【厚

生労働省】 

エ 薬物依存症に関する知見を有する支援者の

育成 

法務省は、薬物依存症のある保護観察対象者
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については、その症状や治療の状況に応じた支

援が重要であることを踏まえ、その指導・支援

に当たる者に対する研修等の充実を図る。ま

た、厚生労働省は、薬物依存症からの回復に向

けて、地域における継続した支援が必要である

ことを踏まえ、薬物依存症者への生活支援を担

う支援者に対する研修の充実を図る。【法務

省、厚生労働省】 

 

第４ 学校等と連携した修学支援の実施等のため

の取組（推進法第11条、第13条関係） 

 

１．学校等と連携した修学支援の実施等 

(1)  現状認識と課題等 

我が国の高等学校進学率は、98.5パーセント

であり、ほとんどの者が高等学校に進学する状

況にあるが、その一方で、少年院入院者の28.9

パーセント、入所受刑者の37.4パーセントが、

中学校卒業後に高等学校に進学していない。ま

た、非行等に至る過程で、又は非行等を原因と

して、高等学校を中退する者も多く、少年院入

院者の36.8パーセント、入所受刑者の24.6パー

セントが高等学校を中退している状況にある。 

政府においては、高等学校の中退防止のため

の取組や、中学校卒業後に高等学校等へ進学し

ない者及び高等学校等を中退する者に対する就

労等支援を実施するとともに、矯正施設内にお

ける高等学校卒業程度認定試験の実施、少年院

における教科指導の充実、少年院出院後の修学

に向けた相談支援・情報提供、少年院在院中の

高等学校等の受験に係る調整、ＢＢＳ会（Big 

Brothers and Sistersの略であり、非行少年の

自立を支援するとともに、非行防止活動を行う

青年ボランティア団体）等の民間ボランティア

の協力による学習支援等を実施してきた。 

しかしながら、学校や地域における非行の未

然防止に向けた取組が十分でないこと、犯罪を

した者等の継続した学びや進学・復学のための

支援等が十分でないことなどの課題がある。 

(2) 具体的施策 

①  児童生徒の非行の未然防止等 

ア 学校における適切な指導等の実施 

文部科学省は、警察庁及び法務省の協力を得

て、弁護士会等の民間団体にも協力を求めるな

どし、いじめ防止対策推進法（平成25年法律第

71号）等の趣旨を踏まえたいじめ防止のための

教育や、人権啓発のための教育と併せ、再非行

の防止の観点も含め、学校における非行防止の

ための教育、薬物乱用未然防止のための教育及

び薬物再乱用防止のための相談・指導体制の充

実を図る。また、厚生労働 

省の協力を得て、学校生活を継続させるための

本人及び家族等に対する支援や、やむを得ず中

退する場合の就労等の支援の充実を図る。【警

察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省】 

イ 地域における非行の未然防止等のための支

援 

内閣府、警察庁、法務省、文部科学省及び厚

生労働省は、非行等を理由とする児童生徒の修

学の中断を防ぐため、貧困や虐待等の被害体験

などが非行等の一因になることも踏まえ、地域

社会における子供の居場所作りや子供、保護者

及び学校関係者等に対する相談支援の充実、民

間ボランティア等による犯罪予防活動の促進、

高等学校卒業程度資格の取得を目指す者への学

習相談・学習支援など、児童生徒の非行の未然

防止や深刻化の防止に向けた取組を推進する。 

また、同取組を効果的に実施するために、子

ども・若者育成支援推進法に基づき、社会生活

を円滑に営む上での困難を有する子供・若者の

支援を行うことを目的として、地方公共団体に

「子ども・若者支援地域協議会」の設置及び

「子ども・若者総合相談センター」としての機

能を担う体制の確保について努力義務が課され

ていることなどについて、非行の未然防止等の

観点も踏まえ、関係機関等に周知し、連携の強

化を図る。【内閣府、警察庁、法務省、文部科

学省、厚生労働省】 

ウ 警察における非行少年に対する支援 

警察庁は、非行少年を生まない社会づくり活

動の一環として、少年サポートセンター等が少

年警察ボランティア等（少年指導委員、少年補

導員、少年警察協助員及び大学生ボランティ

ア）の民間ボランティアや関係機関と連携して

行う、修学に課題を抱えた少年に対する立ち直

り支援について、都道府県警察に対する指導や

好事例の紹介等を通じ、その充実を図る。【警

察庁】 

②  非行等による学校教育の中断の防止等 

ア 学校等と保護観察所が連携した支援等 

法務省及び文部科学省は、保護司による非行

防止教室の実施等保護司と学校等が連携して行

う犯罪予防活動を促進し、保護司と学校等の日

常的な連携・協力体制の構築を図るとともに、
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保護観察所、保護司、学校関係者等に対し、連

携事例を周知するなどして、学校に在籍してい

る保護観察対象者に対する生活支援等の充実を

図る。【法務省、文部科学省】 

イ 矯正施設と学校との連携による円滑な学び

の継続に向けた取組の充実 

法務省は、矯正施設において、民間の学力試

験の活用や適切な教材の整備を進めるなどし

て、対象者の能力に応じた教科指導が実施でき

るようにする。また、法務省及び文部科学省

は、矯正施設や学校関係者に対し、相互の連携

事例を周知することに加え、矯正施設や学校関

係者への職員研修等の実施に当たっては、相互

に職員を講師として派遣するなど、矯正施設と

学校関係者との相互理解・協力の促進を図る。

さらに、法務省は、通信制高校に在籍し、又は

入学を希望する矯正施設在所者が、在所中も学

習を継続しやすくなるよう、文部科学省の協力

を得て、在所中の面接指導（高等学校通信教育

規程（昭和37年文部省令32号）第２条に定める

面接指導をいう。）の実施手続等を関係者に周

知するなど、通信制高校からの中退を防止し、

又は在所中の入学を促進するための取組の充実

を図る。【法務省、文部科学省】 

ウ 矯正施設における高等学校卒業程度認定試

験の指導体制の充実 

法務省及び文部科学省は、矯正施設における

高等学校卒業程度認定試験を引き続き実施す

る。また、法務省は、同試験の受験コースを設

け、外部講師の招へい、教材の整備等を集中的

に実施している施設の取組状況を踏まえ、他施

設についても指導体制の充実を図る。【法務

省、文部科学省】 

③ 学校や地域社会において再び学ぶための支援 

ア 矯正施設からの進学・復学の支援 

法務省は、矯正施設において、個々の対象者

の希望や事情を踏まえつつ、就労や資格取得と

関連付けた修学の意義を理解させるとともに、

学校の種類、就学援助や高等学校等就学支援金

制度等の教育 

費負担軽減策に関する情報の提供を行うなどし

て、修学に対する動機付けを図る。また、法務

省及び文部科学省は、矯正施設における復学手

続等の円滑化や高等学校等入学者選抜・編入学

における配慮を促進するため、矯正施設・保護

観察所、学校関係者に対し、相互の連携事例を

周知する。加えて、法務省及び文部科学省は、

矯正施設・保護観察所の職員と学校関係者との

相互理解を深めるため、矯正施設・保護観察所

における研修や学校関係者への研修等の実施に

当たって相互に職員を講師として派遣するなど

の取組を推進する。【法務省、文部科学省】 

イ 高等学校中退者等に対する地域社会における

支援 

法務省は、保護司、更生保護女性会、ＢＢＳ

会、少年友の会等の民間ボランティアや協力雇

用主と連携して、学校に在籍していない非行少

年等が安心して修学することができる場所の確

保を含めた修学支援を実施する。特に、矯正施

設において修学支援等を受けた者については、

施設内処遇の内容を踏まえ、矯正施設、保護観

察所及び民間ボランティアが協働して、本人の

状況に応じた学びの継続に向けた効果的な支援

を実施する。また、法務省及び文部科学省は、

矯正施設在所者・保護観察対象者のうち、高等

学校卒業程度資格の取得を目指す者に対し、地

方公共団体における学習相談・学習支援の取組

の利用を促す。【法務省、文部科学省】 

 

第５ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指

導の実施等のための取組（推進法第11条、第

13条、第21条関係） 

１．特性に応じた効果的な指導の実施等 

(1)  現状認識と課題等 

再犯防止のための指導等を効果的に行うため

には、犯罪や非行の内容はもとより、対象者一

人一人の経歴、性別、性格、年齢、心身の状

況、家庭環境、交友関係、経済的な状況等の特

性を適切に把握した上で、その者にとって適切

な指導等を選択し、一貫性を持って継続的に働

き掛けることが重要である。また、指導等の効

果を検証し、より効果的な取組につなげる必要

がある。 

政府においては、「総合対策」に基づき、性

犯罪者、暴力団関係者等再犯リスクが高い者、

可塑性に富む少年・若年者、被虐待体験や摂食

障害等の問題を抱える女性など、それぞれの対

象者の特性に応じた指導及び支援の充実を図る

とともに、犯罪被害者の視点を取り入れた指導

及び支援等の実施を図ってきた。 

しかしながら、対象者の特性や処遇ニーズを

的確に把握するためのアセスメント機能や、刑

事司法関係機関や民間団体等における指導・支

援の一貫性・継続性が不十分であるなどの課題
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があり、これらを強化するとともに、指導・支

援の効果の検証を更に推進していく必要があ

る。 

(2)  具体的施策 

①  適切なアセスメントの実施 

ア  刑事司法関係機関におけるアセスメント機

能の強化 

法務省は、少年鑑別所において、「法務省式

ケースアセスメントツール（ＭＪＣＡ）」の活

用等により、鑑別の精度の一層の向上を図ると

ともに、処遇過程においてもそのアセスメント

機能を発揮し、少年保護手続を縦貫した継続的

な鑑別の実施を推進する。また、刑事施設・保

護観察所において、再犯リスクや処遇指針の決

定に資する情報を的確に把握し、受刑者や保護

観察対象者に対する効果的な処遇を実施するた

め、アセスメント機能の強化を図る。【法務

省】 

イ 関係機関等が保有する処遇に資する情報の

適切な活用 

法務省は、多角的な視点から適切にアセスメ

ントを行い、それに基づく効果的な指導等を実

施するため、必要に応じ、更生支援計画（主と

して弁護人が社会福祉士などの協力を得て作成

する、個々の被疑者・被告人に必要な福祉的支

援策等について取りまとめた書面）等の処遇に

資する情報を活用した処遇協議を実施するな

ど、刑事司法関係機関を始めとする公的機関や

再犯の防止等に関する活動 

を行う民間団体等が保有する処遇に資する情報

の活用を推進する。【法務省】 

②  特性に応じた指導等の充実 

ⅰ 性犯罪者・性非行少年に対する指導等 

ア 性犯罪者等に対する専門的処遇 

法務省は、厚生労働省の協力を得て、海外に

おける取組などを参考にしつつ、刑事施設にお

ける性犯罪再犯防止指導や少年院における性非

行防止指導、保護観察所における性犯罪者処遇

プログラム等の性犯罪者等に対する指導等につ

いて、効果検証の結果を踏まえた指導内容・方

法の見直しや指導者育成を進めるなどして、一

層の充実を図るとともに、医療・福祉関係機関

等との連携を強化し、性犯罪者等に対する矯正

施設収容中から出所後まで一貫性のある効果的

な指導の実施を図る。【法務省、厚生労働省】 

イ 子供を対象とする暴力的性犯罪をした者の

再犯防止 

警察庁は、法務省の協力を得て、子供を対象

とする暴力的性犯罪をした者について、刑事施

設出所後の所在確認を実施するとともに、その

者の同意を得て面談を実施し、必要に応じて、

関係機関・団体等による支援等に結び付けるな

ど、再犯の防止に向けた措置の充実を図る。

【警察庁、法務省】 

ⅱ  ストーカー加害者に対する指導等 

ア 被害者への接触防止のための措置 

警察庁及び法務省は、ストーカー加害者によ

る重大な事案が発生していることを踏まえ、当

該加害者の保護観察実施上の特別遵守事項や問

題行動等の情報を共有し、被害者への接触の防

止のための指導等を徹底するとともに、必要に

応じ、仮釈放の取消しの申出又は刑の執行猶予

の言渡しの取消しの申出を行うなど、ストーカ

ー加害者に対する適切な措置を実施する。【警

察庁、法務省】 

イ ストーカー加害者に対するカウンセリング

等 

警察庁は、ストーカー加害者への対応を担当

する警察職員について、研修の受講を促進する

などして、精神医学的・心理学的アプローチに

関する技能や知識の向上を図るとともに、スト

ーカー加害者に対し、医療機関等の協力を得

て、医療機関等によるカウンセリング等の受診

に向けた働き掛けを行うなど、ストーカー加害

者に対する精神医学的・心理学的なアプローチ

を推進する。【警察庁】 

ウ ストーカー加害者に対する指導等に係る調

査研究 

警察庁及び法務省は、ストーカー加害者が抱

える問題等や、効果的な指導方策等について調

査研究を行い、２年以内を目途に結論を出し、

その調査結果に基づき、必要な施策を実施す

る。【警察庁、法務省】 

ⅲ 暴力団関係者等再犯リスクが高い者に対する

指導等 

ア 暴力団からの離脱に向けた指導等 

警察庁及び法務省は、警察・暴力追放運動推

進センターと矯正施設・保護観察所との連携を

強化するなどして、暴力団関係者に対する暴力

団離脱に向けた働き掛けの充実を図るととも

に、離脱に係る情報を適切に共有する。【警察

庁、法務省】 

イ 暴力団員の社会復帰対策の推進 

警察庁は、暴力団からの離脱及び暴力団離脱
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者の社会への復帰定着を促進するため、離脱・

就労や社会復帰に必要な社会環境・フォローア

ップ体制の充実に関する効果的な施策を検討の

上、可能なものから順次実施する。【警察庁】 

ⅳ  少年・若年者に対する可塑性に着目した指

導等 

ア 刑事司法関係機関における指導体制の充  

 実 

法務省は、少年院において複数職員で指導を

行う体制の充実を図るなどして、少年・若年者

の特性に応じたきめ細かな指導等を実施するた

めの体制の充実を図る。【法務省】 

イ 関係機関と連携したきめ細かな支援等 

法務省は、支援が必要な少年・若年者について

は、児童福祉関係機関に係属歴がある者や発達

障害等の障害を有している者が少なくないなど

の実情を踏まえ、少年院・保護観察所における

ケース検討会を適時適切に実施するなど、学

校、児童相談所、児童福祉施設、福祉事務所、

少年サポートセンター、子ども・若者総合支援

センター（地方公共団体が子ども・若者育成支

援に関する相談窓口の拠点として設置するも

の）等関係機関との連携を強化し、きめ細かな

支援等を実施する。【法務省】 

ウ 少年鑑別所における観護処遇の充実 

法務省は、少年鑑別所在所中の少年に対し、

学校等の関係機関や民間ボランティアの協力を

得て、学習や文化活動等に触れる機会を付与す

るなど、少年の健全育成のために必要な知識及

び能力の向上を図る。【法務省】 

エ 非行少年に対する社会奉仕体験活動等への

参加の促進 

警察庁は、非行少年を生まない社会づくり活

動の一環として、少年サポートセンター等が民

間ボランティアや関係機関と連携して行う、非

行少年の状況に応じた社会奉仕体験活動等への

参加の促進等の立ち直り支援について、都道府

県警察に対する指導や好事例の紹介等を通じ、

その充実を図る。【警察庁】 

オ 保護者との関係を踏まえた指導等の充実 

法務省は、保護観察対象少年及び少年院在院

者に対し、その保護者との関係改善に向けた指

導・支援の充実を図るとともに、保護者に対

し、対象者の処遇に対する理解・協力の促進や

保護者の監護能力の向上を図るための指導・助

言、保護者会への参加依頼、保護者自身が福祉

的支援等を要する場合の助言等を行うなど、保

護者に対する働き掛けの充実を図る。また、保

護者による適切な監護が得ら 

れない場合には、地方公共団体を始めとする関

係機関や民間団体等と連携し、本人の状況に応

じて、社会での自立した生活や未成年後見制度

の利用等に向けた指導・支援を行う。【法務

省】 

カ 非行少年を含む犯罪者に対する処遇を充実

させるための刑事法の整備等 

法務省は、少年法における「少年」の上限年

齢の在り方及び非行少年を含む犯罪者に対する

処遇を一層充実させるための刑事法の整 

備の在り方についての法制審議会の答申が得ら

れたときには、それを踏まえて所要の措置を講

じる。【法務省】 

ⅴ  女性の抱える問題に応じた指導等 

法務省は、女性受刑者や女子少年等につい

て、虐待等の被害体験や性被害による心的外

傷、摂食障害等の精神的な問題を抱えている場

合が多いこと、妊娠・出産等の事情を抱えてい

る場合があることなどを踏まえ、矯正施設にお

いて、このような特性に配慮した指導・支援の

実施及び実施状況に基づく指導内容等の見直

し、指導者の確保・育成を行うとともに、厚生

労働省の協力を得て、女性の抱える問題の解決

に資する社会資源を把握し、矯正施設出所後に

地域の保健医療・福祉関係機関等に相談できる

ようにするなど、関係機関等と連携した社会復

帰支援等を行う。また、法務省は、更生保護施

設においても、女性の特性に配慮した指導・支

援を推進するなど、社会生活への適応のための

指導・支援の充実を図る。【法務省、厚生労働

省】 

ⅵ 発達上の課題を有する犯罪をした者等に対す

る指導等 

法務省は、犯罪をした者等の中には、発達上

の課題を有し、指導等の内容の理解に時間を要

したり、理解するために特別な配慮を必要とす

る者が存在することを踏まえ、発達上の課題を

有する者のための教材の整備を図るとともに、

厚生労働省の協力を得て、発達上の課題を有す

る者に対する指導等に関する研修等の充実、関

係機関との連携強化等を図る。【法務省、厚生

労働省】 

ⅶ その他の効果的な指導等の実施に向けた取組

の充実 

ア 各種指導プログラムの充実 
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法務省は、刑事施設における、アルコール依

存を含む問題飲酒、ドメスティック・バイオレ

ンス（ＤＶ）を含む対人暴力等の再犯要因を抱

える者に対する改善指導プログラムの実施や、

少年院における特殊詐欺等近年の非行態様に対

応した指導内容の整備、保護観察所における飲

酒や暴力などに関する専門的処遇プログラムの

実施など、対象者の問題性に応じた指導の一層

の充実を図る。【法務省】 

イ 社会貢献活動等の充実 

法務省は、犯罪をした者等の善良な社会の一

員としての意識の涵養や規範意識の向上を図る

ため、社会貢献活動などの取組について、実施

状況に基づいて取組内容等を見直し、一層の充

実を図る。【法務省】 

ウ 関係機関や地域の社会資源の一層の活用 

法務省は、矯正施設において、地方公共団体

を始めとする関係機関及び自助グループや当事

者団体を含む民間団体等の改善指導等への参画

の推進、外部通勤制度・院外委嘱指導等の活用

による社会内での指導機会の拡大を図るととも

に、保護観察所において、地方公 

共団体を始めとする関係機関及び自助グループ

や当事者団体を含む民間団体等の協力を得なが

ら効果的な指導等の充実を図るなど、広く関係

機関や地域社会と連携した指導等を推進する。

【法務省】 

③  犯罪被害者等の視点を取り入れた指導等 

法務省は、犯罪をした者等が社会復帰する上

で、自らのした犯罪等の責任を自覚し、犯罪被

害者等が置かれた状況やその心情を理解するこ

とが不可欠であることを踏まえ、矯正施設にお

いて、被害者の視点を取り入れた教育を効果的

に実施するほか、保護観察所において、犯罪被

害者等の心情等伝達制度の一層効果的な運用に

努めるとともに、しょく罪指導プログラムを実

施するなど、犯罪被害者等の視点を取り入れた

指導等の充実を図る。【法務省】 

④  再犯の実態把握や指導等の効果検証及び効

果的な処遇の在り方等に関する調査研究 

法務省は、検察庁・矯正施設・保護観察所等

がそれぞれ保有する情報を機動的に連携するデ

ータベースを、再犯防止対策の実施状況等を踏

まえ、効果的に運用することにより、指導の一

貫性・継続性を確保し、再犯の実態把握や指導

等の効果検証を適切に実施するとともに、警察

庁、文部科学省及び厚生労働省の協力を得て、

犯罪をした者等の再犯の防止等を図る上で効果

的な処遇の在り方等に関する調査研究を推進す

る。【警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働

省】 

 

第６ 民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活

動の推進等のための取組（推進法第５条、第

22条、第23条、第24条関係） 

１．民間協力者の活動の促進等 

(1)  現状認識と課題等 

我が国における再犯の防止等に関する施策の

実施は、地域において犯罪をした者等の指導・

支援に当たる保護司、犯罪をした者等の社会復

帰を支援するための幅広い活動を行う更生保護

女性会、ＢＢＳ会等の更生保護ボランティア

や、矯正施設を訪問して矯正施設在所者の悩み

や問題について助言・指導する篤志面接委員、

矯正施設在所者の希望に応じて宗教教誨を行う

教誨師、非行少年等の居場所作りを通じた立ち

直り支援に取り組む少年警察ボランティアな

ど、多くの民間ボランティアの協力により支え

られてきた。また、更生保護法人を始めとする

様々な民間団体等による、犯罪をした者等の社

会復帰に向けた自発的な支援活動も行われてお

り、こうした活動により、地域社会における

「息の長い」支援が少しずつ形作られてきてい

る。 

こうした再犯の防止等に関する活動を行う民

間ボランティアや民間団体等の民間協力者は、

再犯の防止等に関する施策を推進する上で、欠

くことのできない存在であり、まさに全国津々

浦々において、「世界一安全な日本」の実現に

向けて陰に陽に地道な取組を積み重ねて来た

方々である。 

しかしながら、保護司の高齢化が進んでいる

こと、保護司を始めとする民間ボランティアが

減少傾向となっていること、地域社会の人間関

係が希薄化するなど社会環境が変化したことに

より従前のような民間ボランティアの活動が難

しくなっていること、民間団体等が再犯の防止

等に関する活動を行おうとしても必要な体制等

の確保が困難であること、刑事司法関係機関と

民間協力者との連携がなお不十分であることな

ど、民間協力者による再犯の防止等に関する活

動を促進するに当たっての課題がある。 

(2) 具体的施策 

①  民間ボランティアの確保 
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ア 民間ボランティアの活動に関する広報の充

実 

警察庁及び法務省は、国民の間に、再犯の防

止等に協力する気持ちを醸成するため、少年警

察ボランティアや更生保護ボランティア等の活

動に関する広報の充実を図る。【警察庁、法務

省】 

イ 更生保護ボランティアの活動を体験する機

会の提供 

法務省は、若年層を含む幅広い年齢層や多様

な職業など様々な立場にある国民が、実際に民

間協力者として活動するようになることを促進

するため、保護司活動を体験する保護司活動イ

ンターンシップ制度など、更生保護ボランティ

アの活動を体験する機会の提供を 

推進する。【法務省】 

ウ 保護司候補者検討協議会の効果的な実施  

 等 

法務省は、保護司候補者を確保するため、総

務省、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省

の協力を得て、地方公共団体、自治会、福祉・

教育・経済等の各種団体と連携して、保護司候

補者検討協議会における協議を効果的に実施

し、若年層を含む幅広い年齢層や多様な職業分

野から地域の保護司適任者に関する情報収集を

促進する。また、法務省は、同協議会で得られ

た情報等を踏まえて、保護 

司適任者に対して、実際に保護司として活動し

てもらえるよう、積極的な働き掛けを実施す

る。【総務省、法務省、文部科学省、厚生労働

省、経済産業省】 

②  民間ボランティアの活動に対する支援の充

実 

ア 少年警察ボランティア等の活動に対する支

援の充実 

警察庁は、少年警察ボランティアの活動を促

進するため、少年警察ボランティアの活動に対

して都道府県警察が支給する謝金等の補助や、

都道府県警察や民間団体が実施する少年警察ボ

ランティア等に対する研修への協力を推進する

などして、少年警察ボランティア等の活動に対

する支援の充実を図る。【警察庁】 

イ 更生保護ボランティアの活動に対する支援

の充実 

法務省は、更生保護ボランティアの活動を促

進するため、更生保護ボランティアに対する研

修の充実を図るとともに、ＢＢＳ会による学習

支援などの更生保護ボランティア活動に対する

支援の充実を図る。また、法務省は、保護観察

対象者等の指導・支援を担当している保護司

が、保護司相互の相談・研修等の機会が得られ

るようにするとともに、保護司会の活動である

保護司の適任者確保、“社会を明るくする運

動”等の広報・啓発活動、地域の関係機関等と

連携した再犯防止のための取組等を促進するた

め、保護司経験者や専門的知見を有する者から

の助言等を受けられるようにすることを含めた

保護司会の活動に対する支援の充実を図る。

【法務省】 

ウ 更生保護サポートセンターの設置の推進 

法務省は、保護司と保護観察対象者等との面

接場所や保護司組織の活動拠点を確保するとと

もに、更生保護ボランティアと地域の関係機関

等との連携を促進するため、総務省の協力を得

て、地方公共団体等と連携して、地域における

更生保護ボランティアの活動の拠点となる更生

保護サポートセンターの設置を着実に推進す

る。【総務省、法務省】 

③  更生保護施設による再犯防止活動の促進  

 等 

ア 更生保護施設の地域拠点機能の強化 

法務省は、更生保護施設が、更生保護施設等

を退所した者にとって、地域社会に定着できる

までの間の最も身近かつ有効な支援者であるこ

とを踏まえ、更生保護施設が地域で生活する刑

務所出所者等に対する支援や処遇を実施するた

めの体制整備を図る。【法務省】 

イ 更生保護事業の在り方の見直し 

法務省は、更生保護施設が、一時的な居場所

の提供だけではなく、犯罪をした者等の処遇の

専門施設として、高齢者又は障害のある者、薬

物依存症者に対する専門的支援や地域における

刑務所出所者等の支援の中核的存在としての機

能が求められるなど、現行の更生保護施設の枠

組が構築された頃と比較して、多様かつ高度な

役割が求められるようになり、その活動は難し

さを増していることを踏まえ、これまでの再犯

防止に向けた取組の中で定められた目標の達成

に向け、更生保護事業の在り方について検討を

行い、２年以内を目途に結論を出し、その結論

に基づき所要の措置を講じる。【法務省】 

④  民間の団体等の創意と工夫による再犯防止

活動の促進 

ア 再犯防止活動への民間資金の活用の検討 
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法務省は、更生保護法人のほか、ＮＰＯ法

人、社団法人、財団法人その他各種の団体等

が、再犯の防止等に関する活動を行うための民

間資金を活用した支援の在り方について検討を

行い、２年以内を目途に結論を出し、その結論

に基づき施策を実施する。【法務省】 

イ 社会的成果（インパクト）評価に関する調

査研究 

法務省は、関係府省の協力を得て、民間の団

体等が行う再犯の防止等に関する活動における

社会的成果（インパクト）評価に関する調査研

究を行い、２年以内を目途に結論を出し、再犯

の防止等に関する活動を行う民間団体等に対し

てその調査結果を提供し、共有を図る。【法務

省】 

⑤  民間協力者との連携の強化 

ア 適切な役割分担による効果的な連携体制の

構築 

法務省は、保護司、篤志面接委員、教誨師等

民間協力者が有する特性を踏まえつつ、民間協

力者の負担が大きくならないよう留意しながら

民間協力者との適切な役割分担を図り、効果的

な連携体制を構築する。また、法務省は、再犯

の防止等において、弁護士が果たしている役割

に鑑み、弁護士との連携を強化していく。【法

務省】 

イ 犯罪をした者等に関する情報提供 

法務省は、警察庁、文部科学省及び厚生労働

省の協力を得て、犯罪をした者等に対して国や

地方公共団体が実施した指導・支援等に関する

情報その他民間協力者が行う支援等に有益と思

われる情報について、個人情報等の適切な取扱

いに十分配慮しつつ、民間協力者に対して適切

に情報提供を行う。【警察庁、法務省、文部科

学省、厚生労働省】 

ウ 犯罪をした者等の支援に関する知見等の提

供・共有 

法務省は、警察庁、文部科学省及び厚生労働

省の協力を得て、民間協力者に対し、犯罪をし

た者等に対する指導・支援に関する調査研究の

成果を提供するほか、矯正施設、保護観察所等

の刑事司法関係機関の職員を民間協力者の実施

する研修等へ講師として派遣する 

などし、民間協力者に対して犯罪をした者等の

支援に関する知見等を提供し、共有を図る。

【警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省】 

 

２．広報・啓発活動の推進等 

(1)  現状認識と課題等 

犯罪をした者等の社会復帰のためには、犯罪

をした者等の自らの努力を促すだけでなく、犯

罪をした者等が社会において孤立することのな

いよう、国民の理解と協力を得て、犯罪をした

者等が再び社会を構成する一員となることを支

援することが重要である。 

政府においては、これまでも、全ての国民

が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人の更生に

ついて、理解を深め、それぞれの立場において

力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとす

る全国的な運動である“社会を明るくする運

動”を推進するとともに、再犯の防止等に関す

る広報・啓発活動や法教育などを実施し、再犯

の防止等について国民の関心と理解を深めるよ

う努めてきた。 

しかしながら、再犯の防止等に関する施策

は、国民にとって必ずしも身近でないため、国

民の関心と理解を得にくく、“社会を明るくす

る運動”が十分に認知されていないなど、国民

の関心と理解が十分に深まっているとは言えな

いこと、民間協力者による再犯の防止等に関す

る活動についても国民に十分に認知されている

とはいえないことなどの課題がある。 

(2)  具体的施策 

①  再犯防止に関する広報・啓発活動の推進 

ア 啓発事業等の実施 

法務省は、各府省、地方公共団体、民間協力

者と連携して、推進法第６条に規定されている

再犯防止啓発月間において、国民の間に広く犯

罪をした者等の再犯の防止等についての関心と

理解を深めるための事業の実施を推進するとと

もに、検察庁、矯正施設、保護観察所等の関係

機関における再犯の防止等に関する施策や、そ

の効果についての積極的な情報発信に努める。

また、“社会を明るくする 

運動”においても、推進法の趣旨を踏まえて、

再犯の防止等についてより一層充実した広報・

啓発活動が行われるよう推進するとともに、広

く国民各層に関心をもってもらうきっかけとす

るため、効果検証を踏まえて、広報媒体や広報

手法の多様化に努める。【各府省】 

イ 法教育の充実 

法務省は、文部科学省の協力を得て、再犯の

防止等に資するための基礎的な教育として、法

や司法制度及びこれらの基礎となっている価値
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を理解し、法的なものの考え方を身に付けるた

めの教育を推進する。加えて、法務省は、再犯

の防止等を含めた刑事司法制度に関する教育を

推進し国民の理解を深める。【法務省、文部科

学省】 

②  民間協力者に対する表彰 

内閣官房及び法務省は、民間協力者による優

れた再犯の防止等に関する活動を広く普及し、

民間の個人・団体等による再犯の防止等に関す

る活動を促進するため、再犯を防止する社会づ

くりについて功績・功労があった民間協力者に

対する表彰を実施する。【内閣官房、法務省】 

 

第７ 地方公共団体との連携強化等のための取組

（推進法第５条、第８条、第24条関係） 

１．地方公共団体との連携強化等 

(1) 現状認識と課題等 

犯罪をした者等の中には、安定した仕事や住

居がない者、薬物やアルコール等の依存のある

者、高齢で身寄りがない者など地域社会で生活

する上での様々な課題を抱えている者が多く存

在する。政府においては、犯罪をした者等の抱

えている課題の解消に向けて、各種の社会復帰

支援のための取組を実施してきたところである

が、その範囲は原則として刑事司法手続の中に

限られるため、刑事司法手続を離れた者に対す

る支援は、地方公共団体が主体となって一般市

民を対象として提供している各種サービスを通

じて行われることが想定されている。 

この点について、推進法においては、地方公

共団体は、基本理念にのっとり、再犯の防止等

に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、そ

の地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策

定し、実施する責務があることや、地方公共団

体における再犯の防止等に関する施策の推進に

関する計画（以下「地方再犯防止推進計画」と

いう。）を定めるように努めなければならない

ことが明記された。 

こうした中、一部の地方公共団体において

は、自らがコーディネーターとなって、継続的

な支援等を実施するためのネットワークを構築

するなどソーシャル・インクルージョン（全て

の人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、

健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社

会の構成員として包み支え合う）のための取組

が実施されつつある。 

しかしながら、地方公共団体には、犯罪をし

た者等が抱える様々な課題を踏まえた対応とい

った支援のノウハウや知見が十分でないこと、

支援を必要としている対象者に関する情報の収

集が容易でないことなどの課題があり、これら

のことが、地方公共団体が主体的に、再犯の防

止等に関する施策を進めていく上での課題とな

っている。 

(2)  具体的施策 

①  地方公共団体による再犯の防止等の推進に

向けた取組の支援 

ア 再犯防止担当部署の明確化 

法務省は、総務省の協力を得て、全ての地方

公共団体に再犯の防止等を担当する部署を明確

にするよう、必要な働き掛けを実施する。【総

務省、法務省】 

イ 地域社会における再犯の防止等に関する実

態把握のための支援 

法務省は、地域における犯罪をした者等の実

情や支援の担い手となり得る機関・団体の有無

等といった、地域において再犯の防止等に関す

る取組を進める上で必要な実態把握に向けた調

査等を行う地方公共団体の取組を支援する。

【法務省】 

ウ 地域のネットワークにおける取組の支援 

法務省は、刑事司法手続を離れた者を含むあ

らゆる犯罪をした者等が、地域において必要な

支援を受けられるようにするため、警察庁、総

務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省

の協力を得て、地域の実情に応じて、刑事司法

関係機関、地方公共団体等の公的機関や保健医

療・福祉関係機関、各種の民間団体等の地域の

多様な機関・団体が連携した支援等の実施に向

けたネットワークにおける地方公共団体の取組

を支援する。【警察庁、総務省、法務省、文部

科学省、厚生労働省、国土交通省】 

エ 資金調達手段の検討の促進 

法務省は、関係府省の協力を得て、地方公共

団体に対して、地域における再犯の防止等に関

する施策や民間の団体等の活動を推進するため

の資金を調達する手段の検討を働き掛けてい

く。【法務省】 

②  地方再犯防止推進計画の策定等の促進 

法務省は、地方公共団体において、再犯の防

止等に関する施策の検討の場が設けられるよ

う、また、地域の実情を踏まえた地方再犯防止

推進計画が早期に策定されるよう働き掛ける。

法務省は、警察庁、総務省、文部科学省、厚生
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労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通

省の協力を得て、再犯の現状や動向、推進計画

に基づく施策の実施状況等に関する情報を提供

するなど、地方公共団体が地方再犯防止推進計

画や再犯防止に関する条例等、地域の実情に応

じて再犯の防止等に関する施策を検討・実施す

るために必要な支援を実施する。【警察庁、総

務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林

水産省、経済産業省、国土交通省】 

③  地方公共団体との連携の強化 

ア 犯罪をした者等の支援等に必要な情報の提

供 

法務省は、警察庁、文部科学省、厚生労働省

及び国土交通省の協力を得て、地方公共団体に

対し、国が犯罪をした者等に対して実施した指

導・支援等に関する情報その他地方公共団体が

支援等を行うために必要な情報について、個人

情報等の適切な取扱いに十分配慮 

しつつ、適切に情報を提供する。【警察庁、法

務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】 

イ 犯罪をした者等の支援に関する知見等の提

供・共有 

法務省は、警察庁、文部科学省及び厚生労働

省の協力を得て、犯罪をした者等に対する指

導・支援に関する調査研究等の成果を提供する

ほか、矯正施設、保護観察所等の刑事司法関係

機関の職員を地方公共団体の職員研修等へ講師

として派遣するなどし、地方公共団体に対して

犯罪をした者等の支援に関する知見等を提供

し、共有を図る。【警察庁、法務省、文部科学

省、厚生労働省】 

ウ 国・地方協働による施策の推進 

法務省は、警察庁、総務省、文部科学省、厚

生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交

通省の協力を得て、国と地方公共団体における

再犯の防止等に関する施策を有機的に連携さ

せ、総合的かつ効果的な再犯の防止等に関する

対策を実施するため、国と地方公共団体の協働

による再犯の防止等に関する施策の実施を推進

する。【警察庁、総務省、法務省、文部科学

省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国

土交通省】 

エ 国の施策に対する理解・協力の促進 

警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、

農林水産省、経済産業省及び国土交通省は、必

要に応じ総務省の協力を得て、国が実施する再

犯の防止等に関する施策について、地方公共団

体に対して周知を図り、必要な協力が得られる

よう働き掛けていくとともに、地方公共団体に

おいても、地域の状況に応じつつ、国が実施す

る再犯の防止等に関する施策と同様の取組を実

施するよう働き掛けていく。【警察庁、総務

省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水

産省、経済産業省、国土交通省】 

 

第８ 関係機関の人的・物的体制の整備等のため

の取組（推進法第18条、第19条関係） 

１．関係機関の人的・物的体制の整備等 

(1)  現状認識と課題等 

犯罪をした者等が円滑に社会に復帰すること

ができるようにするためには、犯罪をした者等

が犯罪の責任等を自覚して自ら社会復帰のため

に努力することはもとより、社会において孤立

しないよう、犯罪をした者等に対して適切な指

導及び支援を行い得る人材を確保・養成し、資

質の向上を図っていくことが求められている。

また、矯正施設を始めとする再犯防止関係施設

は、再犯の防止等に関する施策を実施するため

の重要な基盤であり、その整備を推進していく

ことが求められている。 

しかしながら、刑事司法関係機関や保健医

療・福祉関係機関等は、それぞれ十分とはいえ

ない体制の中で業務を遂行している現状にあ

り、様々な課題を抱えた犯罪をした者等に対し

て十分な指導・支援を行うことが困難な状況に

あること、例えば、矯正施設については、地域

住民の避難場所等災害対策の役割をも担ってい

るにもかかわらず、現行の耐震基準制定以前に

築造されたものが多く、高齢受刑者が増加して

いる中でバリアフリー化に対応できていない施

設、あるいは医療設備が十分でない施設も存在

することなど、再犯の防止等に関する施策を担

う人的・物的体制の整備が急務である。 

(2)  具体的施策 

①  関係機関における人的体制の整備 

警察庁、法務省及び厚生労働省は、関係機関

において、本計画に掲げる具体的施策を適切か

つ効果的に実施するために必要な人的体制の整

備を着実に推進する。【警察庁、法務省、厚生

労働省】 

②  関係機関の職員等に対する研修の充実等 

警察庁、法務省、文部科学省及び厚生労働省

は、再犯の防止等に関する施策が、犯罪をした

者等の円滑な社会復帰を促進するだけでなく、
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犯罪予防対策としても重要であり、安全で安心

して暮らせる社会の実現に寄与するものである

ことを踏まえ、刑事司法関係機関の職員のみな

らず、警察、ハローワーク、福祉事務所等関係

機関の職員、学校関係者等に対する教育・研修

等の充実を図る。【警察庁、法務省、文部科学

省、厚生労働省】 

③ 矯正施設の環境整備 

法務省は、矯正施設について、耐震対策を行

うとともに、医療体制の充実、バリアフリー

化、特性に応じた効果的な指導・支援の充実等

のための環境整備を着実に推進する。【法務

省】 
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○ 宮崎県再犯防止の推進に関する県民意識調査の結果 

 ・調 査 名  宮崎県再犯防止の推進に関する県民意識調査 

・実施期間  令和元年５月 24 日（金）から５月 25 日（土） 

・調査方法  インターネットリサーチ 

・調査対象  宮崎県民 

・回答者数  1,030 名（サンプル数 1,000 名） 

（内訳） 

  性別      男性 430 名 女性 600 名 

  年齢別     12 歳～19 歳   10 名 

          20 歳～29 歳  160 名 

          30 歳～39 歳  270 名 

            40 歳～49 歳  261 名 

            50 歳～59 歳  190 名 

            60 歳～    139 名 

 

Q1 あなたは、再犯防止に協力する民間協力者として、次の方々がいることを知っています

か。知っているものをすべて選んでください。  

複数回答 回答数 ％ 

1 保護司（犯罪や非行によって保護観察を受けた者に指導・助言を行

い更生を手助けする非常勤の国家公務員） 

462 44.9 

2 更生保護女性会（更生保護への理解と協力を得るための運動を展開

しつつ、地域に更生保護の土壌を創りあげるための活動を実施して

いる女性団体） 

62 6.0 

3 協力雇用主（刑務所や少年院などの矯正施設退所者を受け入れる意

思があり、保護観察所に登録している事業者） 

223 21.7 

4 ＢＢＳ会（非行少年等様々な立場の少年に「兄」や「姉」のような

立場で接し、少年の立ち直りや自立支援を実施するとともに、非行

防止活動を行う青年ボランティア団体） 

21 2.0 

5 更生保護施設（犯罪をした人や非行のある少年の中で、本人に社会

生活上の問題があるなどの理由で、すぐに自立更生ができない人を、

一定期間保護し、円滑な社会復帰を助ける施設） 

438 42.5 

6 教誨師（刑務所等の矯正施設において受刑者の育成や精神的救済活

動を行う方） 

111 10.8 
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7 篤志面接委員（刑務所等の矯正施設内で、悩みごとの相談を受けた

り、矯正のための面談や講話を行っている方） 

17 1.7 

8 少年補導委員（警察本部長等から委嘱を受け、街頭補導活動など、

非行防止活動に従事している方） 

420 40.8 

9 少年指導委員（都道府県公安委員会から委嘱を受け、少年を有害な

風俗環境の影響から守るための少年補導活動や風俗営業者等への助

言活動等に従事している方） 

222 21.6 

10 少年警察協助員（警察本部長等から委嘱を受け、暴走族などの非行

集団に所属する少年を集団から離脱させ、非行を防止するための指

導相談等に従事している方） 

58 5.6 

11 いずれも知らない 317 30.8 

 

Q2 

前問でご覧いただいたような民間協力者を増やすためには、何をするべきだと思いますか。 

あてはまると考えられるもののうち、御自身の考えに最も近いものを最大二つまで選んでくださ

い。 

複数回答 回答数 ％ 

1 民間協力者の活動を紹介する広報を充実する 474 46.0 

2 民間協力者に対する表彰の機会を増やす 113 11.0 

3 民間協力者に対する研修を充実する 292 28.3 

4 民間協力者に対して、活動する場所の提供や財政的な支援を充実する 505 49.0 

5 その他 10 1.0 

6 分からない 180 17.5 

 

Q3 

あなたは、犯罪をした人の立ち直りに協力したいと思いますか。 

あてはまるものを一つだけ選んでください。 

単一回答 回答数 ％ 

1 思う          73 7.1 

2 どちらかといえば思う   343 33.3 

3 どちらかといえば思わない 259 25.1 

4 思わない       157 15.2 

5 分からない 198 19.2 
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Q4 Ｑ３で「思う」、「どちらかといえば思う」を選択した方にお聞きします。 

どのような協力をしたいと思いますか。あてはまると考えられるもののうち、御自身の

考えに最も近いものを最大二つまで選んでください。 

複数回答 回答者 ％ 

1 犯罪をした人に直接会って継続的に助言や援助をする 66  15.9  

2 協力雇用主（犯罪前歴を承知の上で雇用に協力する事業主）として、

犯罪をした人を雇用する 

42  10.1  

3 更生保護施設（出所後、直ちに自立更生することが困難な人たちに

対して、一定期間、宿泊場所や食事を提供する民間の施設）にお金

や品物などを寄付する 

74  17.8  

4 再犯防止に関するボランティア活動に参加する 169  40.6  

5 広報・啓発活動に参加する 109  26.2  

6 インターネットを活用して広報・啓発活動の情報を発信する 63  15.1  

7 その他 3  0.7  

8 分からない 68  16.3  

 

Q5 Ｑ３で「思わない」、「どちらかといえば思わない」を選択した方にお聞きします。 

協力したいと思わない理由を教えてください。 

あてはまると考えられるもののうち、御自身の考えに最も近いものを最大三つまで選ん

でください。 

複数回答 回答数 ％ 

1 自分や家族の身に何か起きないか不安だから 221  53.1  

2 犯罪をした人と、かかわりを持ちたくないから 174  41.8  

3 犯罪をした人と、どのように接すればよいかわからないから 176  42.3  

4 自分自身にメリットがないから 60  14.4  

5 具体的なイメージがわかないから 82  19.7  

6 時間的余裕がないから 71  17.1  

7 興味がないから 13  3.1  

8 犯罪をした人への支援などは国や地方公共団体が行うべきだから 23  5.5  

9 犯罪をした人に支援などするべきではないから 41  9.9  

10 その他 16  3.8  

11 分からない 9  2.2  

85



Q6 あなたは、再犯防止に関する広報・啓発活動の取組である「社会を明るくする運動」 

又は「再犯防止啓発月間」を聞いたことがありますか。 

あてはまるものを一つだけ選んでください。 

単一回答 回答数 ％ 

1 両方とも聞いたことがある 81  7.9  

2 「社会を明るくする運動」のみ聞いたことがある 123  11.9  

3 「再犯防止啓発月間」のみ聞いたことがある 167  16.2  

4 両方とも聞いたことがない 659  64.0  

 

Q7 「社会を明るくする運動」又は「再犯防止啓発

月間」のいずれか、または両方を聞いたことが

ある方にお聞きします。どのようにして知りま

したか。あてはまるものをすべて選んでくださ

い。 

1 2 

社会を明るくする

運動 

再犯防止啓発月間 

複数回答 回答数  ％ 回答数  ％ 

1 パンフレットやポスターで知った 105 51.5 119 48.0 

2 

 

イベントやシンポジウムに参加して知った 10 4.9 2 0.8 

3 

 

テレビや新聞で知った 100 49.0 125 50.4 

4 ホームページやＳＮＳなどのインターネット

で知った 

11 5.4 20 8.1 

5 知人から聞いて知った 15 7.4 15 6.0 

6 その他 6 2.9 6 2.4 
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Q8 あなたは再犯防止に関して、広く宮崎県民の理解や関心を深めるため、何をするべきだ

と思いますか。あてはまると考えられるもののうち、御自身の考えに最も近いものを最

大三つまで選んでください。 

複数回答 回答数 ％ 

1 芸能人やキャラクターが出演するイベントを充実する 209  20.3  

2 誰もが参加できる講習会などのシンポジウムを充実する 260  25.2  

3 テレビや新聞などでの広報を充実する 442  42.9  

4 ホームページやＳＮＳ等のインターネットでの情報発信を充実する 215  20.9  

5 パンフレットやポスターを増やす 168  16.3  

6 再犯防止に協力する民間協力者に対する表彰の機会を増やす 85  8.3  

7 学校の授業で取り上げるよう働きかける 370  35.9  

8 地域や社会教育の場で話し合う機会をもつよう働きかける 230  22.3  

9 職場の研修などで取り上げるよう働きかける 172  16.7  

10 その他 15  1.5  

11 分からない 119  11.6  

 

Q9 あなたは、再犯防止のためには、具体的にどのようなことが必要だと思いますか。 

あてはまると考えられるもののうち、御自身の考えに最も近いものを最大二つまで選ん

でください。 

複数回答 回答数 ％ 

1 刑事司法関係機関（刑務所、少年院、保護観察所等）による一人ひ

とりの問題性に応じた、きめ細かな指導や支援を充実する 

393  38.2  

2 仕事と住居を確保して安定した生活基盤を築かせる。 469  45.5  

3 犯罪をした高齢者などに対して、福祉制度の利用を促進する 128  12.4  

4 被害者の置かれた状況や心情を理解させる 325  31.6  

5 犯罪を地域の問題として捉え地域ぐるみで再犯防止に向けた支援を

する 

184  17.9  

6 その他 16  1.6  

7 分からない 138  13.4  
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Q10 仕事に就いていない人の再犯率は、仕事に就いている人の再犯率と比べて約３倍となっ

ています。そこで、犯罪をした人が仕事に就くために、何をするべきだと思いますか。 

あてはまると考えられるもののうち、御自身の考えに最も近いものを最大三つまで選ん

でください。 

複数回答 回答数 ％ 

1 犯罪をした人に対して、仕事に就く意欲を向上させるための働きか

けを強化する 

277 26.9 

2 刑務所や少年院の中で、施設から出た後に役立つ技能や資格を取得

させるための教育を充実する 

521 50.6 

3 広く国民に周知するなどして、協力雇用主を増やす 190 18.4 

4 協力雇用主の活動を支援する 355 34.5 

5 人手不足の産業分野の関連団体に対して、犯罪をした人の雇用を推

進するよう働きかける 

226 21.9 

6 犯罪をした人を国または地方公共団体の機関で雇用する 118 11.5 

7 犯罪をすると、一定期間経過するまで、就くことのできない仕事や

取得に制限がある資格（例えば、警備員や介護福祉士等）の要件を

緩和する 

55 5.3 

8 刑事司法関係機関とハローワークなどの職業紹介事業者が連携した

支援を強化する 

298 28.9 

9 その他 23 2.2 

10 分からない 124 12.0 
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Q11 刑務所を出ても住む場所がない人は、住む場所がある人に比べて、再犯に至るまでの期

間が短くなっています。そこで、犯罪をした人が住む場所を見つけるために、何をする

べきだと思いますか。あてはまると考えられるもののうち、御自身の考えに最も近いも

のを最大二つまで選んでください。 

複数回答 回答数 ％ 

1 家族や親族が受け入れるように働きかけを強化する 244  23.7  

2 更生保護施設などの一時的に宿泊できる施設を増やす 453  44.0  

3 公営住宅に入りやすくなるよう、要件緩和などを行う 212  20.6  

4 保証人がおらず、賃貸住宅を借りることが難しい人に対する身元保

証の仕組みを充実させる 

297  28.8  

5 住み込みで仕事ができる協力雇用主を増やす 320  31.1  

6 その他 13  1.3  

7 分からない 131  12.7  

 

Q12 ６５歳以上の高齢者が刑務所出所後２年以内に再び刑務所に入所する割合は、全世代の

中で最も高くなっています。そこで、高齢者の再犯を防ぐために、何をするべきだと思

いますか。あてはまると考えられるもののうち、御自身の考えに最も近いものを最大二

つまで選んでください。 

複数回答 回答数 ％ 

1 家族や親族が受け入れるように働きかけを強化する 277  26.9  

2 刑務所で認知症予防や運動機能向上に取り組ませる 284  27.6  

3 刑事司法関係機関に配置する福祉の専門家を増やす 242  23.5  

4 刑事司法関係機関の職員に対して、福祉分野などの研修を充実する 174  16.9  

5 刑事司法関係機関で保健医療・福祉サービスやその手続について、

積極的に情報提供を行う 

345  33.5  

6 その他 39  3.8  

7 分からない 199  19.3  
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Q13 覚せい剤取締法違反により受刑した人が刑務所出所後２年以内に再び刑務所に入所する割

合は、他の犯罪と比べて高くなっています。そこで、薬物依存者の再犯を防ぐために、何をする

べきだと思いますか。あてはまると考えられるもののうち、御自身の考えに最も近いものを最

大二つまで選んでください。 

複数回答 回答数 ％ 

1 刑事司法関係機関で薬物依存症からの回復のための専門的なプログラ

ムを実施する 

394  38.3  

2 地元の薬物仲間などとの関係を切るため、別の地域で生活できるよう支

援する 

220  21.4  

3 薬物依存症からの回復を支援する民間団体の活動を支援する 246  23.9  

4 薬物依存症の治療を専門とする医療機関を増やす 359  34.9  

5 刑務所に収容する代わりに、薬物依存症の治療を優先した仕組みを整

備する 

281  27.3  

6 その他 25  2.4  

7 分からない 132  12.8  

 

Q14 犯罪をした少年少女の再犯防止のために、何をするべきだと思いますか。あてはまると

考えられるもののうち、御自身の考えに最も近いものを最大二つまで選んでください。 

複数回答 回答数 ％ 

1 社会の一員としての意識や規範意識を高めるため、ボランティア活

動に参加させる 

286  27.8  

2 少年院や保護観察所で、被害者の置かれた状況や心情が理解できる

よう教育を充実する 

341  33.1  

3 少年院などで高等学校卒業程度認定試験や進学のための教育を充実

する 

300  29.1  

4 犯罪をした少年少女の保護者に対して、育て方や親子関係に関する

相談・助言を強化する 

180  17.5  

5 学校における非行防止や薬物乱用防止に関する教育を充実する 157  15.2  

6 障害を有している、犯罪をした少年少女に対して、その障害に応じ

た福祉・医療などの専門的な支援を関係機関が連携し、実施する 

221  21.5  

7 刑事司法関係機関による指導監督の期間を長くする 124  12.0  

8 その他 22  2.1  

9 分からない 113  11.0  
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Q15 「再犯防止のためには、犯罪をした人を社会から排除・孤立させるのではなく、再び受

け入れることが自然にできる、『誰一人取り残さない』社会の実現が大切である。」とい

う意見について、どう思いますか。最も近いものを一つだけ選んでください。 

単一回答 回答数 ％ 

1 そう思う 184  17.9  

2 どちらといえばそう思う 486  47.2  

3 どちらかといえばそうは思わない 140  13.6  

4 そうは思わない 82  8.0  

5 分からない 138  13.4  
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○ 用語集 

※ 本計画の本文中の用語、その他再犯防止施策を推進する上で関係する用語の意

味を掲載しています。 

 用 語 意 味 

ア アセスメント ある対象者（物）を客観的に評価することを言う。評価

に当たっては、客観的な評価基準を設定し（行動、言動、

態度など）それらが基準を満たしているのかといった観

点で評価を行うこと。 

イ 入口支援 矯正施設退所者を対象とした出口での支援に対して、刑

事司法の入口の段階、すなわち、刑事施設に入所するに

至る前の段階で、罪を犯した者に対して、福祉的支援に

つなげるなどの支援を行うことをいう。 

一般調整 特別調整の対象とならない者の生活環境の整備を行うも

の。 

医療観察制度 心神喪失又は心神耗弱の状態（精神の障害のために善悪

の判断がつかないか、そうした判断に従って行動できな

いなどのため、通常の刑事責任を問えない状況のことを

いう。）で、殺人、放火等の重大な他害行為を行った者の

社会復帰を促進することを目的とした処遇制度。 

平成 15 年に成立した「心神喪失等の状態で重大な他害行

為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき、

適切な処遇を決定するための審判手続が設けられたほ

か、入院決定（医療を受けさせるために入院させる旨の

決定）を受けた者については、厚生労働省所管の指定入

院医療機関による専門的な医療が提供され、その間、保

護観察所は、その者について、退院後の生活環境の調整

を行う。 

また、通院決定（入院によらない医療を受けさせる旨の

決定）を受けた者及び退院を許可された者については、

原則として３年間、厚生労働省所管の指定通院医療機関

による医療が提供されるほか、保護観察所による精神保

健観察に付され、必要な医療と援助の確保が図られる。 

カ 鑑別 対象者を調査し、性格・性質の判断を行うこと。 

仮釈放 刑事施設に収容されている人を収容期間満了前に仮に釈
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放して更生の機会を与え、円滑な社会復帰を図ることを

目的とした制度。なお、仮釈放などの期間中は保護観察

に付される。 

科料 国に一定の金額を納めさせる刑罰。その金額は、原則と

して1,000円以上１万円未満である。（刑法第17条） 

キ 起訴 被疑者が犯罪をしたことが証拠上明白であって、その訴

追が必要であると判断する場合には、裁判所に起訴状を

提出して起訴する。 

起訴猶予 被疑者が犯罪をしたことが証拠上明白であっても、被疑

者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重と情状、犯罪後の状

況により訴追を必要としないと判断される場合に、検察

官の判断により起訴を猶予して不起訴とすること。 

凶悪犯 殺人、強盗、放火、強制性交等の罪を犯した者 

教誨師 刑務所等の矯正施設において受刑者の育成や精神的救済

活動を行う者 

帰住先 服役などの状態を解かれた者が、本来住むべき（住む予

定の）場所のこと 

矯正施設 刑事施設、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院を合わせ

て矯正施設と呼ぶ。 

協力雇用主 犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが容易でない

刑務所出所者等を、その事情を理解した上で雇用し、改

善更生に協力する民間の事業主 

禁錮 刑事施設に拘置することを内容とする刑罰。その期間は、

原則として、無期又は１月以上20年以下である。（刑法

第13条） 

ケ 刑事施設 刑務所、少年刑務所及び拘置所のこと。 

刑事司法（手続） 犯罪をした者に対して、捜査・裁判を通じて事件の真相

を明らかにし、犯罪をした者に対して適切な刑罰を科す

手続。 

刑法犯 刑法及び次の特別法※の罪並びに道路上の交通事故に係

るもの以外の危険運転致死傷、自動車運転過失致死傷、

業務上過失傷害及び重過失傷害をいう。 

【特別法※】 
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<1>爆発物取締罰則<2>決闘罪に関する件<3>暴力行為等

処罰に関する法律<4>盗犯等の防止及び処分に関する法

律<5>航空機の強取等の処罰に関する法律<6>航空の危険

を生じさせる行為等の処罰に関する法律<7>人質による

強要行為等の処罰に関する法律<8>組織的な犯罪の処罰

及び犯罪収益の規制等に関する法律<9>火炎びんの使用

等の処罰に関する法律<10>流通食品への毒物の混入等の

防止等に関する特別措置法<11>サリン等による人身被害

の防止に関する法律<12>公職にある者等のあっせん行為

による利得等の処罰に関する法律<13>公衆等脅迫目的の

犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律 

検挙 捜査機関が、被疑者を特定し、必要な捜査を遂げること。

被疑者を官署に引致することをもいう。 

コ 公共職業安定所 職業安定法第８条第１項の規定により設置されている、

職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を

達成するために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕す

る厚生労働省の機関。通称「ハローワーク」と呼ばれて

いる。 

更生緊急保護 刑事上の手続等による身体の拘束を解かれた者（満期釈

放者、起訴猶予者等）が、親族からの援助や公共の衛生

福祉に関する機関などの保護が受けられない場合に、保

護観察所長が緊急的に実施する金品の給貸与や宿泊場所

の供与、就労支援や生活指導等の措置 

更生保護 

サポート 

センター 

保護司・保護司会が、地域の関係機関・団体と連携しな

がら、地域で更生保護活動を行うための拠点。その多く

は保護司会が市町村や公的機関の施設の一部を借用し、

開設している。ここでは、経験豊富な「企画調整保護司」

が常駐し、保護司の処遇活動に対する支援や関係機関と

の連携による地域ネットワークの構築等を行っている。 

また、保護司を始めとする更生保護ボランティアの会合

や更生保護活動に関する情報提供の場としても活用され

ている。 

更生保護法人 更生保護事業法に基づき、法務大臣の認可を受けて、更

生保護事業を営む民間団体。更生保護法人は、更生保護
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施設を置いて、被保護者に対する宿泊所の提供、帰住の

あっ旋、金品の給貸与、生活の相談等を行ったり、罪を

犯した者の更生を助けることを目的とする事業に対する

助成や連絡調整、これらの事業の啓発等を行っている。 

公訴 刑事裁判において、検察官が被告人に対する有罪の判決

を求める訴えのこと。 

拘置所 主として刑事裁判が確定していない未決拘禁者を収容す

る施設 

拘留 刑事施設に拘置することを内容とする刑罰。その期間は、

１日以上 30 日未満である。（刑法第 16 条） 

サ 再犯防止啓発月

間 

再犯防止推進法第６条には、国民の間に広く再犯の防止

等についての関心と理解を深めるため、７月を再犯防止

啓発月間とする旨が定められている。 

シ 実刑 刑事裁判で言い渡される刑のうち、執行猶予がつかず、

実際に執行されるもの（懲役刑又は禁錮刑について用い

ることが多い。） 

執行猶予 刑の執行が猶予された状態。猶予されている期間は、刑

務所に入ることはない。執行猶予に付された人が再び罪

を犯したりすることなく、その猶予期間を無事に過ごし

たときは、刑の言渡しそのものが効力を失い、将来その

刑の執行を受けることがなくなる。 

しかし、猶予期間内に再び犯罪をするなどしたときは「猶

予」が取り消され、刑務所に入ることとなる。 

「執行猶予」には、刑の全部の執行猶予と刑の一部の執

行猶予がある。 

以前に懲役刑や禁錮刑に処せられたことがないなど一

定の条件を満たす者が、判決で３年以下の懲役若しくは

禁錮の言渡しを受けたときは、情状により、刑の全部の

執行（刑務所に入ること）を１年から５年の範囲で猶予

することが可能。罰金刑にも、執行猶予を付けることが

できる。 

また、同様に３年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた

場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状

を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要かつ
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相当である場合に、その刑の一部の執行を１年から５年

の範囲で猶予することが可能。 

児童相談所 児童福祉法第 12 条に基づき、児童の福祉に関する事項に

ついて、相談や調査・診断・判定、問題児童の指導・一

時保護などを行う都道府県や政令指定都市等の機関のこ

と。 

社会を明るく 

する運動 

すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たち

の更生について理解を深め、それぞれの立場において力

を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な

運動で、令和元年で69回目を迎えた。 

少年院 家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し、

その健全な育成を図ることを目的として矯正教育、社会

復帰支援等を行う法務省所管の施設。 

少年警察ボラン

ティア 

 

 

 

 

 

 

 

 

県公安委員会あるいは警察本部長の委嘱を受け、少年の

非行防止や健全育成のための活動にあたる民間ボランテ

ィア。主に街頭補導活動を行う少年補導員、有害な風俗

環境の影響から少年を守る活動や風俗営業者等への指導

助言等を行う少年指導委員、非行に走りかねない少年へ

の支援活動および被害少年に対する継続的保護活動を行

う少年サポーターで構成され、警察や学校関係者等と連 

携をとりながら非行防止のための街頭活動や有害環境浄

化活動等のほか、居場所づくりのための立ち直り支援活 

動などを行う。 

少年刑務所 主に懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者

の収容及びこれらの者に対する必要な処遇等を行う（た

だし、少年及び26歳未満の成人を主に対象とする。）こ

とを業務とする法務省所管の施設。 

処遇 受刑者や保護観察処分を受けた者などの資質や環境に応

じ、改善更生の意欲を喚起し、社会生活に適応する能力

の育成を図ることを目的として行われる作業（生産作業、

自営作業、職業訓練）、改善指導及び教科指導 

住宅確保 

要配慮者 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促
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進に関する法律施行規則に定められている。 

【法律に規定されている者】 

低額所得者（月収１５．８万円以下）、被災者（発災後

３年以内）、高齢者、障害者、子ども（１８歳の年度末

まで）を養育している者 

【施行規則に規定されている者】 

外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン

病療養所入所者、DV 被害者、北朝鮮拉致被害者、犯罪被

害者、更生保護対象者、生活困窮者、東日本大震災その

他の著しく以上かつ激甚な非常災害による被災者 

受刑者 懲役、禁錮又は拘留の刑罰の執行を受けている者。 

自立準備ホーム 保護観察所が登録した特定非営利活動法人や社会福祉法

人が管理する施設の空き室を活用し、保護観察所の委託

を受けて、身寄りの無い矯正施設退所者等に提供する住

居のこと。食事の提供や生活指導も行う。 

ス スクール 

カウンセラー 

学校現場において児童や生徒、その保護者に対して臨床

心理に関する専門知識を生かしながらサポートしていく

専門家。 

スクール 

サポーター 

警察本部長から任命され、小学校、中学校、高等学校等

において、児童生徒の非行防止、健全育成、安全確保に

資する活動を行う者 

スクールソーシ

ャルワーカー 

子どもの家庭環境による問題に対処するため、児童相談

所と連携したり、教員を支援したりする福祉の専門家。 

セ 生活困窮者自立

相談支援窓口 

働きたくても働けない、住む所がないなどの生活全般に

わたる困りごとに対して、一人ひとりの状況に合わせた

支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添い

ながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を

行う窓口のこと。 

生活保護制度 国が、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮

している国民に対して、困窮の程度に応じて必要な保護

を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その

自立を助長する制度のこと。 

精神保健福祉セ

ンター 

県内における精神保健福祉活動の中核的機関として県民

の精神的健康の保持増進を図るとともに、こころの病の
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予防から精神障がい者の社会復帰に至るまでの課題につ

いて、専門的かつ総合的に対応している。 

ソ 捜査 犯罪に対し、捜査機関が犯人を発見、確保し、かつ証拠

を収集、保全する目的で行う一連の行為のこと。 

粗暴犯 暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合の罪を犯した者。 

タ 他害行為 他人や器物を傷つける行為のこと。 

チ 地域生活定着支

援センター 

高齢又は、障がいを有するため福祉的な支援を必要とす

る矯正施設退所者について、退所後直ちに福祉サービス

等につなげるための準備を、保護観察所と協働して進め

る事業を実施している。 

地域福祉コーデ

ィネーター 

様々な福祉施策やサービス、また福祉活動を行っている

特定非営利活動法人、ボランティア等の情報など、地域

の福祉課題を解決するために利用できる多くの手段・情

報等に精通し、様々な関係機関等との調整を行いながら、

地域の福祉課題の解決に向けてリーダーシップを発揮す

ることが期待される者。主に福祉施設や市町村社会福祉

協議会の職員が当該コーディネーターとして活動してい

る。 

地域包括ケアシ

ステム 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、

可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生

の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支

援・サービスの提供体制のこと。 

地域包括支援セ

ンター 

各市町村において、介護保険法で定められた、地域住民

の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジ

メントなどを総合的に行う機関。 

知能犯 詐欺、横領、偽造、汚職、背任の罪を犯した者。 

懲役 刑事施設に拘置して所定の作業を行わせることを内容と

する刑罰。その期間は、原則として無期又は１月以上20

年以下である。（刑法第12条） 

テ 出口支援 受刑者等のうち、適当な帰住先が確保されていない高齢

者又は障がいのある者等が、矯正施設出所後に、社会福

祉施設への入所等の福祉サービスを円滑に利用できるよ

うにするため、地域生活定着支援センターの設置や、矯
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正施設及び更生保護施設への社会福祉士等の配置を進

め、矯正施設や保護観察所、更生保護施設、地域生活定

着支援センターその他の福祉関係機関が連携して必要な

調整を行うこと。 

ト 篤志面接委員 刑務所等の矯正施設内で、悩みごとの相談を受けたり、

矯正のための面談や講話を行っている者 

特別調整 高齢（おおむね 65 才以上）であり、又は障がいを有する

矯正施設入所者等であって、かつ、適当な帰住予定地が

確保されていない者を対象として、帰住予定地の確保そ

の他必要な生活環境の整備を行うもの。 

ニ 認知件数 警察などの捜査機関によって犯罪の発生が認知された件

数のこと。 

認知行動療法 情緒障害や気分障害などに対する治療技法の一つであ

り、物事を解釈したり理解する仕方を修正する認知療法

と学習理論に基づいて行動を修正する行動療法を統合し

た療法 

ハ 罰金 国に一定の金額を納めさせる刑罰。その金額は、原則と

して、１万円以上である。（刑法第15条） 

ヒ 被疑者 検察や警察などの捜査機関に「犯罪をしたのではないか」

と疑われて捜査の対象となっている者。 

ピアカウンセリ

ング 

専門家によるカウンセリングではなく、同じ職業や障が

いを持っているなど、同じ立場にある仲間同士によって

行われるカウンセリング 

ＢＢＳ（ビー･ビ

ー･エス）会 

非行少年等様々な立場の少年に「兄」や「姉」のような

立場で接し、少年の立ち直りや自立支援を実施するとと

もに、非行防止活動を行う青年ボランティア団体。 

フ 風俗犯 賭博、わいせつの罪を犯した者 

婦人補導院 売春防止法第５条（勧誘等）の罪を犯して補導処分に付

された満20才以上の女子を収容し、規律ある明るい環境

のもとで、社会生活に適応させるために必要な生活指導

及び職業補導、その更生の妨げとなる心身の障害に対す

る医療を行い、社会で自立して生活できる女性として復

帰させることを目的としている国立の施設。補導処分の
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期間は６か月。 

ホ 保護観察 犯罪をした人又は非行のある少年が、実社会の中でその

健全な一員として更生するように、国の責任において指

導監督及び補導援護を行うもの。保護観察処分少年、少

年院仮退院者、仮釈放者、保護観察付執行猶予者及び婦

人補導院仮退院者の計５種の人がその対象となる。 

保護司 犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボ

ランティア。保護司法に基づき、法務大臣から委嘱され

た非常勤の国家公務員とされているが、給与は支給され

ない。保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に

通じているという特性をいかし、保護観察官と協働して

保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設

や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会

生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環

境の調整や相談を行っている。 

マ 満期釈放 仮釈放にはならず、全ての刑期を満了して釈放されるこ

と。 

ミ 宮崎ねんりんピ

ック 

県内在住の 60 才以上の者を対象とし、高齢者の生きがい

や健康づくりを目的として、テニス、ゲートボール、将

棋など計 29 種目の競技を実施する大会のこと。 

民生委員 崇高な社会奉仕の精神のもと、「地域の相談役」、「行

政機関等へのつなぎ役」として、生活困窮者や母子世帯

などの保護指導にあたり、社会福祉の増進に努める者。

住民の立場に立って一人ひとりに寄り添う存在であり、

家族や地域社会の絆が弱まり、社会から孤立する人が増

える中にあって、その役割は、ますます重要性を増して

きている。 
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○ 宮崎県の主な関係各課（室）一覧表 

 

【宮崎県】 

組織名 課（室）名 電話番号 

総合政策部 生活・協働・男女参画課 0985-26-7054 

人権同和対策課 0985-26-7067 

福祉保健部 福祉保健課 0985-26-7075 

医療薬務課 薬務対策室 0985-26-7060 

長寿介護課 0985-26-7059 

長寿介護課 医療･介護連携推進室 0985-44-2605 

障がい福祉課 0985-26-7068 

こども政策局 こども家庭課 0985-26-7041 

商工観光労働部 雇用労働政策課 0985-26-7105 

県土整備部 建築住宅課 0985-26-7194 

教育委員会 教育政策課 0985-26-7233 

人権同和教育課 0985-26-7238 

 

【宮崎県警察本部】 

組織名 課（室）名 電話番号 

警務部 警務課  

 

0985-31-0110 

生活安全部 生活安全企画課 

少年課 

刑事部 刑事企画課 

組織犯罪対策課 
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