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Ⅰ 計画の概要 

 

１ 計画策定の趣旨 

 岡山県における刑法犯の認知件数は、平成14年に戦後最多を記録しました。治安

の悪化への不安が広がる中で、安心して暮らせる安全なまちづくりに向けた県民総

ぐるみの各種取組により、刑法犯認知件数は減少を続け、平成29年には戦後最多当

時の約４分の１になっています。 

 その一方で、刑法犯の検挙人員に占める再犯者の割合である「再犯者率」が53.1％、

少年の刑法犯検挙人員に占める再非行少年の割合である「再非行少年率」が37.7％

と全国の48.7％、35.5％を上回っており、安全で安心して暮らせる岡山県を構築す

る上で、犯罪や非行の繰り返しを防ぐ「再犯防止」が大きな課題となっています。 

 また、全国的にも、犯罪をした者等の中には、安定した仕事や住居がない、高齢

である、障害や依存症がある、十分な教育を受けていないなど、円滑な社会復帰に

向けての支援を必要とする者が多く存在するにもかかわらず、必要な支援を受けら

れないまま犯罪を繰り返していることも少なくありません。 

 このような状況を踏まえ、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、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に、「再犯の防止等の

推進に関する法律」（以下「再犯防止推進法」という。）が施行され、また、平成30

年度からの５か年を期間とする「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。）が策定されています。 

 岡山県でも、現在の取組を踏まえ、県としての再犯の防止等に関する施策の推進

に関する計画である「岡山県再犯防止推進計画」を策定し、安全で安心して暮らす

ことができる社会の実現を目指し、施策を総合的かつ計画的に実施していきます。 

 

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項の規定に基づく地方再犯防止推進計画

とします。 

 

３ 計画の対象者 

 再犯防止推進法第２条第１項に規定する犯罪をした者等（犯罪をした者、非行少

年、非行少年であった者）とします。 

 

４ 計画の期間 

 平成31(2019)年度から平成35(2023)年度までとします。 
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Ⅱ 基本方針及び重点課題 

 

１ 基本方針 

 再犯防止推進法は、再犯防止のための施策を策定・実施していく上で基本となる

４つの「基本理念」を掲げており、これを踏まえ、国の再犯防止推進計画では、国

が目指すべき方向・視点として、５つの基本方針を設定しています。 

 そのため、国と連携して施策を推進するためには、目指すべき方向・視点をあわ

せたものにする必要があることから、本県においても、この５つを基本方針としま

す。 

 

〔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、国・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 県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、広く県民の関心と理解が得られるものとしていくこと。 
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２ 重点課題 

 本県では、再犯防止推進法第２章で規定する基本的施策及び国の再犯防止推進計

画を勘案して、重点的に取り組むべき５つの課題を設定し、これらに係る施策を国

や関係団体と十分な連携を図りながら総合的な視点で取り組みます。 

 

〔５つの重点課題〕 

第１ 就労・住居の確保 

第２ 保健医療・福祉サービスの利用促進等 

第３ 学校等と連携した修学支援の実施等 

第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 

第５ 民間協力者の活動促進と広報・啓発活動の推進 
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Ⅲ 再犯の防止等に関して今後取り組んでいく施策 

 

第１ 就労・住居の確保のための取組 

 

１ 就労の確保 

（１）現状 

・平成29年に岡山刑務所に入所した再犯者*のうち約６割が、再犯時に無職であっ

た者となっています。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４倍と高く、不安定な就労が再犯リスクとなってい

ます。 

・岡山保護観察所の保護観察が終了した者のうち、終了時に無職である者の割合

は約２割となっています。 

・平成30年４月現在の本県の協力雇用主の登録数は334社、そのうち実際に雇用し

ているのは12社で、雇用されている者は14人です。また、建設業が153社と約半

数を占めています。 

 

（２）今後取り組んでいく施策 

① 就職に向けた支援の充実 

ア 非行少年に対する就労支援 

非行少年に対する再非行防止対策として、ハローワーク等との連携を強化

し、問題を抱えた少年の雇用に協力的な企業や少年に関する情報提供を行う

など、少年の就労に資する取組を推進します。 

 

イ 刑務所出所者等総合的就労支援を中心とした就労支援充実の検討への協

力 

国は、関係機関との連携による就労先の確保、職場定着も含めた就労支援

対策の一層の充実を図るとしています。そのため県では、岡山保護観察所、

岡山刑務所、岡山少年院、岡山労働局、更生保護施設等で構成される「岡山

県刑務所出所者等就労支援推進協議会」（岡山保護観察所主催）に参画し、刑

務所出所者等に対する就労支援充実の検討に協力します。 

 

 

                         
* 岡山刑務所は、初犯であり、かつ執行刑期１０年以上又は無期の懲役受刑者が入所する施設である

が、刑務所内には、刑事裁判の判決が確定していない被疑者・被告人である未決拘禁者が入所する拘

置施設もあり、未決拘禁者として入所する者には再犯者も含まれている。 
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② 新たな協力雇用主の開拓・確保 

ア 企業等に対する広報・啓発 

新たな協力雇用主の開拓・確保に向け、国と連携するほか、岡山県暴力追

放運動推進センター等が行う暴力団離脱者受入事業者拡大への取組を通じ、

企業等に対してその意義や支援制度等の広報・啓発を実施します。 

 

イ 多様な業種の協力雇用主の確保に向けた広報・啓発 

国は、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、多様な業種の協力雇用主の確保に努めるとしています。そのた

め県では、協力雇用主の拡大に向け、国と連携して、経済団体等に対し、制

度の広報・啓発を実施します。 

 

③ 犯罪をした者等を雇用する企業等の社会的評価の向上 

ア 県による雇用 

犯罪をした者等の雇用をさらに推進するための国の検討結果を踏まえ、必

要となる対応について検討することとします。 

 

イ 協力雇用主の受注機会の増大 

協力雇用主に関する優遇措置の導入については、入札参加資格審査等の本

来の目的である公共調達の確実な履行、成果物の品質確保、健全な業者・業

界の維持・育成等を阻害しないよう留意する必要があることから、国や他の

都道府県等の動向を注視しながら、検討することとします。 

 

④ 障害者・生活困窮者等に対する就労支援の活用 

障害を有している犯罪をした者等への就労支援は、地域生活支援促進事業を

活用しながら「切れ目ない、一体的な支援」を念頭に実施します。 

生活が困窮していたり、軽度の障害を有していたりするなど、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制度と生活

保護制度を活用しながら、「岡山県生活保護受給者等就労自立促進事業協議会」

（岡山労働局主催）により、ハローワーク等との連携を図り、一体的な就労支

援を実施します。 

 

⑤ 矯正施設における職業訓練等の検討への協力 

国は、関係機関等と連携し、矯正施設における職業訓練等の充実を図るとし

ています。そのため県では、岡山保護観察所、岡山刑務所、岡山少年院、岡山
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労働局、更生保護施設等で構成される「岡山県刑務所出所者等就労支援推進協

議会」（岡山保護観察所主催）に参画し、矯正施設における職業訓練等の方針、

訓練科目、訓練方法、新規訓練導入等の検討に協力します。 

 

２ 住居の確保 

（１）現状 

・平成29年の岡山刑務所満期出所者のうち約２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ます。 

・岡山刑務所出所者の帰住先については、社会福祉施設や更生保護施設等に入所

する者が４割を超えるなど、犯罪をした者等が親族の元に戻っていません。 

・国の調査によると、帰住先のない刑務所出所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ます。 

・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

あり、再犯防止の上で重要な要素です。 

 

（２）今後取り組んでいく施策 

① 地域社会における定住先の確保 

ア 県営住宅への入居における配慮 

県内に住所等を有しない保護観察対象者等について、県営住宅の入居者資

格の一つである「県内に住所若しくは勤務場所を有する者又は新たに県内に

居住することが必要と認められる者」に該当する条件を具体的に示すことに

より、手続きしやすくなるよう配慮します。 

 

イ 賃貸住宅の登録等の促進 

「新たな住宅セーフティネット制度」について、不動産関係団体や支援団

体等を通じて周知を図るとともに、市町村等とも連携しながら、保護観察対

象者等住宅確保要配慮者向けの民間賃貸住宅の登録や居住支援法人の指定

の促進に取り組みます。 
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第２ 保健医療・福祉サービスの利用促進等のための取組 

 

１ 高齢者又は障害のある者への支援等 

（１）現状 

・全国の出所者のうち、出所後２年以内に刑務所に再び入所する割合は、高齢者

（65歳以上の者）が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

で再犯に至っています。 

・平成29年の本県における検挙人員に占める高齢者の割合は２割を超えています。 

・国の調査によると、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

での期間が短くなっています。 

 

（２）今後取り組んでいく施策 

① 地域生活定着支援センターと矯正施設、保護観察所等の多機関連携の強化 

高齢又は障害があることにより、矯正施設出所後に自立した生活を営むこと

が困難な者に対して、退所後直ちに福祉サービス等を利用できるようにするた

めの支援等を行うため、岡山県地域生活定着支援センターを設置しています。 

センターでは保護観察所からの依頼に基づく受け入れ先施設等のあっせん

や福祉サービス等に係る申請支援等を実施していますが、市町村等の理解を深

めるとともに、矯正施設、保護観察所との連携を強化し、センターの機能の充

実を図ります。 

 

② 地域福祉支援計画・保健医療計画における位置付け 

今後、岡山県地域福祉支援計画の見直しを行う際には、再犯防止の観点を踏

まえ、犯罪をした者等のうち、保健医療、福祉等の支援を必要とする高齢者又

は障害のある者に対し、生活困窮への支援など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ことを検討します。 

また、岡山県保健医療計画において、薬物乱用対策の充実に向け、再乱用防

止の推進に取り組むこととしています。今後、計画の見直しを行う際には、国

のガイドラインや関係機関の意見等を踏まえ、更なる取組を検討します。  

 

２ 薬物依存を有する者への支援等 

（１）現状 

・本県における平成29年の覚せい剤取締法違反による成人検挙人員は113人で、そ

のうち再犯者は74人、再犯者率は65.5％と高くなっています。 
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・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もありま

す。そのため、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

す。 

 

（２）今後取り組んでいく施策 

① 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との連携 

薬物依存症の治療を提供できる医療機関は限られていることから、薬物依

存症者が治療を希望しても必要な治療を受けられない状況があり、また、か

かりつけ医等の医療機関では、薬物依存症者に対する支援体制が十分ではあ

りません。 

このため、依存症治療拠点機関である岡山県精神科医療センターと県内の

専門医療機関との連携強化を図るとともに、依存症治療拠点機関において、

薬物依存症に関する取組の情報発信や研修を実施するなど、かかりつけ医等

の医療機関への支援や連携体制の整備を推進します。 

 

イ 薬物依存症に関する相談支援窓口の充実 

岡山県精神保健福祉センターを依存症相談拠点として位置付けています

が、薬物依存に関する相談支援窓口としての認知度が低く、本人やその家族

が相談しにくい状況にあるため、その周知を図るとともに、専門の相談員を

配置して相談支援窓口の充実を図ります。 

また、保健所・支所においても相談を受け付け、岡山県精神科医療センタ

ーや薬物依存の自助グループ等と連携を図りながら、本人や家族への支援を

推進します。 

 

ウ 自助グループを含めた民間団体の活動促進 

岡山県精神保健福祉センター、保健所・支所、岡山県精神科医療センター

等と連携しながら、相談対象者を適切に当事者支援の民間団体や家族会へつ

なぎ、団体や家族会活動の活性化を図ります。 

また、薬物依存症からの回復に向けて活動している当事者団体や家族会を

援助するとともに、家族会の例会開催場所として岡山県精神保健福祉センタ

ーの会議室を提供するなど活動を支援します。 

 



9

エ 薬物依存症者の親族等の知識等の向上 

当事者団体、家族会、地域支援者、県民を対象とした研修会を開催し、正

しい知識の普及啓発や意識の向上を図ります。 

 

オ 薬物依存症対策関係機関の連携強化 

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から、「薬物

依存からの回復のための岡山県地域支援連絡協議会」（岡山保護観察所主催）

へ参画し、民間団体の活動支援等の情報提供を行います。 

また、本人やその家族を支援するため、相談窓口等が掲載されたパンフレ

ットを配布するなど、相談窓口の周知、利用促進を通じた関係機関の連携強

化を推進します。 

 

② 薬物依存症に関する知見を有する支援者の育成 

薬物依存症者については、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、岡山県精神科医療センター、保健所が協力し、地域支援者のス

キルアップのための出張講座を実施するほか、岡山県精神保健福祉センターに

おいては、保健所職員を対象とした専門研修を実施するなど、関係機関と連携、

役割分担しながら、人材育成の充実を図ります。  
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第３ 学校等と連携した修学支援の実施等のための取組 

 

１ 学校等と連携した修学支援の実施等 

（１）現状 

・平成30年度の岡山県の高等学校進学率は98.7％ですが、その一方で、平成29年

の岡山少年院入院者の38.2％、岡山刑務所入所者の29.5％が、中学校卒業後に

高等学校に進学していません。 

・岡山少年院入院者の41.8％、岡山刑務所入所者の20.6％が、非行等を原因とし

て高等学校を中退しています。 

 

（２）今後取り組んでいく施策 

① 児童生徒の非行の未然防止 

ア 学校における適切な指導の実施 

学校警察連絡室の警察官や教職員が連携し、問題行動の見られる児童生徒

に対する声掛け指導等により、少年非行情勢の早期改善を目指します。 

また、非行防止教室を実施し、社会のルールを守ることの重要性を理解さ

せ、規範意識の向上を図るとともに、薬物乱用防止教室を実施し、児童生徒

が薬物に対して正しい知識を持ち、適切な行動ができるよう啓発活動に取り

組みます。 

さらに、暴力行為等の問題行動を初期段階で確実に捉え、解決に向けた取

組を徹底できるよう、核となる職員を育成し、学校における組織的対応を充

実させるとともに、薬物乱用防止教育研修会を開催し、教員の指導力向上を

図ります。 

 

イ 地域における非行の未然防止等のための支援 

県警察と県教育委員会、各市町村教育委員会の間で、児童生徒の非行や犯

罪被害の未然防止に係る情報の共有を図るとともに、学校内外の連携支援を

促進させるため、スクールソーシャルワーカー等を配置します。 

また、非行等を理由とする児童生徒の修学の中断を防ぐため、少年の居場

所づくり、悩みを抱える子どもや保護者に対する電話相談、家庭教育支援チ

ームによる家庭訪問等の実施、高等学校卒業程度資格の取得を目指す者に対

する教員ＯＢ等による学習相談など、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します。 

岡山県青少年総合相談センターや県の子ども・若者支援地域協議会である

「おかやま子ども・若者サポートネット」において、青少年に関する様々な
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相談に対して、関係機関が協力して重層的な支援を行います。また、市町村

の子ども・若者支援地域協議会設置を促進します。 

 

ウ 警察における非行少年に対する支援 

ボランティアや地域住民、関係機関等と連携した修学・就労支援、社会奉

仕体験活動への参加機会の確保等、個々の少年の状況に応じた立ち直り支援

活動に取り組みます。 

 

② 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 

矯正施設に入所する者が、通信制高等学校への入学を希望する場合や通信制

高等学校に通う生徒が、矯正施設に入所した場合は、矯正施設と連携し、適切

な支援を行います。 

 

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 

矯正施設、保護観察所と連携し、矯正施設からの高等学校等入学者選抜・

編入学等において、必要な配慮を行います。 

 

イ 高等学校中退者等に対する地域社会における支援 

県内すべての高等学校において、新たな進路に繋がる情報を提供するとと

もに、支援希望者に対しては専任コーディネーターによる支援を通じ、中退

者の早期ケアを実施します。 

また、高等学校卒業程度資格の取得を目指す者への学習相談等については、

学習に関する総合的な相談窓口として教員ＯＢ等を配置し、電話等による相

談に応じます。  
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第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のための取組 

 

１ 特性に応じた効果的な指導の実施等 

（１）現状 

・再犯防止のための取組を効果的に行うためには、犯罪や非行の内容はもとより、

対象者一人ひとりの経歴、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かけることが重要です。 

 

（２）今後取り組んでいく施策 

① 非行少年に対する社会奉仕体験活動等への参加の促進 

非行少年と地域社会とのきずなを構築するため、ボランティアや地域住民、

関係機関等と連携した修学・就労支援、社会奉仕体験活動への参加機会の確保

等、個々の少年の状況に応じた立ち直り支援活動の推進に取り組みます。 

 

② 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 

ストーカー行為等により受刑後仮釈放となった者及び保護観察付執行猶

予となった者については、被害者への接触防止のための指導を徹底するとと

もに、保護観察所との緊密かつ継続的な連携によって、特異動向等を迅速に

把握して必要な措置を講じます。 

 

イ ストーカー加害者に対するカウンセリング等 

ストーカー加害者への対応を担当する警察職員は、県内の医療機関と連携

し、地域精神科医等にストーカー加害者への対応方法や治療・カウンセリン

グについて助言を受けるとともに、加害者に受診を勧めるなどの必要な対応

を行います。 

 

③ 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 

暴力団からの離脱の意思を有する者に対する援助や暴力団関係者に対す

る離脱に向けた働きかけなどの充実を図るため、岡山県暴力追放運動推進セ

ンター、矯正施設、保護観察所等との適切な情報共有を行うなどして、暴力

団からの離脱を支援する体制の強化を図ります。 
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イ 暴力団員の社会復帰対策の推進 

暴力団からの離脱及び暴力団離脱者の社会への復帰・定着を促進するため、

岡山県暴力追放運動推進センターが実施する暴力団離脱者受入事業者に対

する損害補償事業を活用して、離脱者を雇用する意思のある事業者を拡充す

るなど、離脱者の雇用機会の確保に関する施策の推進に取り組みます。 

 

④ 子どもを対象とする暴力的性犯罪をした者の再犯防止 

子ども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、その者の面談を実施し、必要に応じて、関係機関・

団体等との連携に努めるなど、再犯の防止に向けて取り組みます。 

 

⑤ 女性の抱える問題に応じた支援 

女性相談所において様々な問題を抱える女性の相談に応じ、一時保護を含め

た適切な支援を実施します。 
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第５ 民間協力者の活動促進と広報・啓発活動の推進のための取組 

 

１ 民間協力者の活動促進 

（１）現状 

・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改善更生

を助ける保護司（950人）、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連盟（2,381人）、ＢＢＳ（Big Brothers and Sisters 

Movement）会（59人）等の更生保護ボランティアや、非行少年等の居場所づく

り・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います。 

・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

帰に向けた支援活動が行われており、現在、県内には、自立準備ホームが９施

設、更生保護施設が２施設、更生保護サポートセンターが９施設あります。 

 

（２）今後取り組んでいく施策 

① 民間ボランティアの活動に関する広報の充実 

地域住民等に立ち直り支援活動等に協力する気持ちの醸成を図るため、少年

警察ボランティアや保護司、更生保護女性連盟等更生保護ボランティアの活動

に関する広報の充実に取り組みます。 

 

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の活動に対する支援の充実 

少年警察ボランティアの活動の促進を図るため、ボランティアに関する研

修を行うなど、支援の充実を図ります。 

 

イ 更生保護ボランティアの活動に対する支援の充実 

“社会を明るくする運動”及び再犯防止の広報・啓発活動を通じて、犯罪

をした者等の立ち直りを支える更生保護ボランティアの犯罪や非行のない

安全で安心して暮らせる地域社会を築くための活動を支援します。 

 

ウ 更生保護サポートセンターの設置への協力 

更生保護サポートセンターの設置のための県有施設・設備の提供について

は、施設の使用状況等を勘案しつつ、可能な限り協力します。 
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２ 広報・啓発活動の推進 

（１）現状 

・犯罪をした者等の社会復帰のためには、自らの努力を促すだけでなく、社会に

おいて孤立することのないよう、県民の理解と協力を得て、犯罪をした者等が

立ち直り、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り、

本県においても、 “社会を明るくする運動”を推進するとともに、再犯防止に

ついても広報・啓発活動を行っています。 

 

（２）今後取り組んでいく施策 

① 再犯防止に関する広報・啓発活動の推進 

ア 広報・啓発の実施 

再犯防止啓発月間である７月が、“社会を明るくする運動”強調月間でもあ

ることから、広く県民に再犯の防止と立ち直り支援に対する理解を深め、関

心を持ってもらうきっかけとするため、併せて広報・啓発を行います。 

 

イ 法教育の充実 

高等学校において、現代社会の科目等で、「法や規範の意義及び役割」など、

法に関する基本的な見方や考え方を身に付けさせる学習の推進を図ります。 

 

② 民間協力者に対する表彰 

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、民間の再

犯の防止等に関する活動を促進するため、社会奉仕の精神をもって更生保護の

推進などに貢献した保護司に対して感謝状を授与します。 
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Ⅳ 推進体制 

１ 関係機関・関係者との連携・協力 

  計画の推進にあたっては、国、市町村、民間団体等と連携・協力しながら再犯の

防止等に関する施策を推進します。 

 

２ 庁内の実施体制 

  知事部局、教育庁、警察本部の関係部局で構成する「再犯防止推進連絡会議」を

開催して、情報の共有等を図りながら、庁内各部局が相互に連携して施策に取り組

み、全庁一丸となって計画を推進します。 

 

３ 取組状況の確認と諸情勢の変化への対応 

計画に記載した各施策の取組状況については、毎年度、「再犯防止推進連絡会議」

を開催して確認するとともに、より効果的な施策の在り方について検討する等必要

な見直しを行います。 

また、再犯防止の取組については、今後、様々な社会情勢の変化や国の政策の展

開等も見込まれることから、適切な情報収集を図り、変化に対応できるよう、関連

施策等について適時適切に見直すこととします。 

 

 

 

  



【資料】 
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１７ 

１ 担当部局、関係団体及び市町村担当課一覧 

（１）担当部局一覧（平成31年１月１日時点） 

施    策 担当部局 

第１ 就労・住居の確保のための取組 

 １ 就労の確保 総 務 部

県民生活部

保健福祉部

産業労働部

土 木 部

出 納 局

警 察 本 部

２ 住居の確保 土 木 部

第２ 保健医療・福祉サービスの利用促進等のための取組 

 １ 高齢者又は障害のある者への支援等 保健福祉部

２ 薬物依存を有する者への支援等 保健福祉部

警 察 本 部

第３ 学校等と連携した修学支援の実施等のための取組 

 １ 学校等と連携した修学支援の実施等 総 務 部

県民生活部

保健福祉部

教 育 庁

警 察 本 部

第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のための取組

 １ 特性に応じた効果的な指導の実施等 保健福祉部

警 察 本 部

第５ 民間協力者の活動促進と広報・啓発活動の推進のための取組 

 １ 民間協力者の活動促進 県民生活部

警 察 本 部

２ 広報・啓発活動の推進 県民生活部

教 育 庁
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（２）関係団体一覧（平成31年１月１日時点） 

団体名 電話番号 

岡山保護観察所 086-224-5661 

岡山刑務所 086-229-2531 

岡山少年鑑別所（おかやま法務少年支援センター） 086-281-1171 

岡山少年院 086-282-1128 

岡山地方検察庁 086-224-5651 

岡山労働局 086-801-5108 

岡山県地域生活定着支援センター 086-226-2840 

（福）岡山県社会福祉協議会 086-226-2822 

（地独）岡山県精神科医療センター 086-225-3821 

ＮＰＯ法人岡山ダルク 0869-24-7522 

岡山県保護司会連合会 086-226-2460 

更生保護法人岡山県更生保護協会 086-223-3455 

更生保護法人備作恵済会古松園 086-225-2475 

更生保護法人美作自修会 0868-22-2087 

岡山県更生保護女性連盟 080-6319-1200

岡山県ＢＢＳ連盟 086-224-5661 

ＮＰＯ法人岡山県就労支援事業者機構 086-801-0608 
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（３）市町村担当課一覧（平成31年１月１日時点） 

市町村 担当課 電話番号 

岡山市 保健福祉局保健福祉部福祉援護課 086-803-1216 

倉敷市 保健福祉局社会福祉部福祉援護課 086-426-3321 

津山市 環境福祉部環境生活課 0868-32-2056 

玉野市 健康福祉部福祉政策課 0863-32-5555 

笠岡市 健康福祉部地域福祉課 0865-69-2133 

井原市 健康福祉部福祉課 0866-62-9516 

総社市 市民生活部交通政策課 0866-92-8249 

高梁市 健康福祉部福祉課 0866-21-0265 

新見市 総務部総務課 0867-72-6204 

備前市 総務部総務課 0869-64-1807 

瀬戸内市 保健福祉部福祉課 0869-26-5941 

赤磐市 市民生活部協働推進課 086-955-1114 

真庭市 健康福祉部福祉課 0867-42-1581 

美作市 保健福祉部社会福祉課 0868-75-3913 

浅口市 企画財政部総務課 0865-44-7000 

和気町 総務部危機管理室 0869-93-1123 

早島町 総務課 086-482-0611 

里庄町 総務課 0865-64-3111 

矢掛町 町民課 0866-82-1011 

新庄村 総務企画課 0867-56-2647 

鏡野町 保健福祉課 0868-54-2986 

勝央町 総務部 0868-38-3111 

奈義町 総務課 0868-36-4111 

西粟倉村 総務企画課 0868-79-2111 

久米南町 税務住民課 086-728-2115 

美咲町 住民課 0868-66-1114 

吉備中央町 住民課 0866-54-1316 
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２ 再犯者に関する統計データ 

 

〇 刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率（平成29年） 

 検挙人員 再犯者数 再犯者率 出典 

全 国 215,003人 104,774人 48.7％ 警察庁犯罪統計資料 

岡山県 3,285人 1,744人 53.1％ 岡山県警察本部調査 

 

〇 少年犯罪の検挙人数、再犯者数及び再犯者率（平成29年） 

 検挙人員 再非行少年数 再非行少年率 出典 

全 国 26,797人 9,510人 35.5％ 犯罪白書（平成30年版）

岡山県 507人 191人 37.7％ 岡山県警察本部調査 

 

３ 就労・住居の確保関係の統計データ 

 

（１）就労の確保関係 

 

〇 刑務所に入所した再犯者のうち、再犯時に無職であった者の割合（平成29年） 

 再入所者 無職者 割合 出典 

全 国 11,461人 8,295人 72.4％ 犯罪白書（平成30年版）

岡山県 171人 99人 57.9％ 岡山刑務所調査 

 

○ 仕事に就いていない者の再犯率 

 再犯率 出典 

全 国 25.9％ 保護統計年報（H24～H28累計） 

岡山県 23.5％ 岡山保護観察所調査 

 

○ 仕事に就いている者の再犯率 

 再犯率 出典 

全 国 7.9％ 保護統計年報（H24～H28累計） 

岡山県 6.0％ 岡山保護観察所調査 

 

〇 保護観察終了時に無職である者の数及びその割合（平成29年） 

 終了者 無職者 割合 出典 

全 国 28,976人 6,360人 21.9％ 保護統計年報 

岡山県 581人 113人 19.4％ 岡山保護観察所調査
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〇 協力雇用主数（Ａ）、実際に雇用している協力雇用主数（Ｂ）及び協力雇用主に

雇用されている刑務所出所者等数（Ｃ）（平成30年４月１日時点） 

 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 出典 

全 国 20,704社 887社 1,465人 法務省調査 

岡山県 334社 12社 14人 岡山保護観察所調査

 

〇 協力雇用主の内訳 

 上段：協力雇用主数（社）、下段：構成比率（％）（平成30年４月１日時点） 

 建設業 サービス業 製造業 卸小売業 運送業 電気・ガス・水道工事 農林漁業 鉱 業 その他

全 国 
10,704 2,791 2,323 1,044 787 644 382 20 2,009

51.7 13.5 11.2 5.0 3.8 3.1 1.8 0.1 9.7

岡山県 
153 51 45 12 19 7 10 3 34

45.8 15.3 13.5 3.6 5.7 2.0 3.0 0.9 10.2

 出典：再犯防止推進白書（平成30年版）、岡山保護観察所調査 

 

（２）住居の確保関係 

 

〇 刑務所満期出所者のうち、帰住先がない者の数及び割合（平成29年） 

 満期出所者 帰住先無 割合 出典 

全 国 9,159人 3,890人 42.5％ 矯正統計年報 

岡山県 29人 5人 17.2％ 岡山刑務所調査 

 

○ 刑務所出所者の帰住先（人）（平成29年） 

 総計 父母 配偶者 兄弟

姉妹

その他

親族

知人 雇主 社会福

祉施設

更生保護 

施設等 

左記に含まれ

ない自宅

その他

全 国 22,025 6,244 2,018 1,057 831 1,705 345 541 4,519 557 4,208

岡山県 41 8 0 5 0 2 1 5 13 0 7

出典：矯正統計年報、岡山刑務所調査 
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４ 保健医療・福祉サービスの利用促進等関係の統計データ 

 

（１）高齢者又は障害のある者への支援等関係 

 

○ 出所者が出所後２年以内に刑務所に再入所する割合（平成27年出所（全国）） 

 出 所 者 ２年以内再入者人員 ２年以内再入者比率 出典 

29歳以下 2,439人 270人 11.1％ 犯罪白書 

（平成29年版） 30～39歳 5,589人 850人 15.5％ 

40～49歳 6,679人 1,213人 18.2％ 

50～59歳 4,305人 851人 19.8％ 

60～64歳 1,633人 372人 22.8％ 

65歳以上 2,881人 669人 23.2％ 

 

○ 出所後５年以内に再び刑務所に入所した者のうち、出所後６ヶ月未満で再犯に

至った割合（平成23年出所（全国）） 

 出 所 者 ６月未満再入者人員 ６月未満再入者比率 出典 

29歳以下 1,158人 253人 21.8％ 犯罪白書 

（平成28年版） 30～39歳 2,830人 711人 25.1％ 

40～49歳 3,139人 834人 26.6％ 

50～59歳 1,977人 664人 33.6％ 

60～64歳 991人 379人 38.2％ 

65歳以上 991人 398人 40.2％ 

 

〇 刑法犯として検挙された者のうち高齢者の割合（平成29年） 

 検挙人員 高齢者数 割合 出典 

全 国 215,003人 46,264人 21.5％ 犯罪白書（平成30年版）

岡山県 3,285人 724人 22.0％ 岡山県警察本部調査 
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○ 知的障害のある受刑者が再犯に至るまでの期間とそれ以外の受刑者が再犯に

至るまでの期間の比較（％） 

 ３月未満 ６月未満 １年未満 ２年未満 ３年未満 ４年未満 ５年未満 ５年以上 出典 

知的障害の 

ある受刑者 
19.6 13.8 18.8 16.7 11.1 5.9 4.7 9.4 

法務省研究部 

報告 ５２ 

入所受刑者 

総  数 
11.7 10.1 17.4 20.7 12.3 8.2 5.6 14.0 

 

（２）薬物依存を有する者への支援等関係 

 

○ 覚せい剤取締法違反による成人検挙人員中の同一罪名再犯者の数及び割合（平成29年） 

 検挙人員 同一罪名再犯者 割合 出典 

全 国 10,022人 6,632人 66.2％ 犯罪白書（平成30年版）

岡山県 113人 74人 65.5％ 岡山県警察本部調査 

 

５ 学校等と連携した修学支援の実施等関係の統計データ 

 

〇 高等学校進学率（平成30年度） 

 進学率 出典 

全 国 98.8％ 学校基本調査 

岡山県 98.7％ 学校基本調査 

 

○ 少年院入院者中の高等学校に進学していない者の割合（平成29年） 

 未進学率 出典 

全 国 28.8％ 犯罪白書（平成30年版）

岡山県 38.2％ 岡山少年院調査 

 

○ 刑務所入所受刑者中の高等学校に進学していない者の割合（平成29年） 

 未進学率 出典 

全 国 37.0％ 矯正統計年報 

岡山県 29.5％ 岡山刑務所調査 
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２４ 

○ 少年院入院者中の高等学校中退率（平成29年） 

 中退率 出典 

全 国 37.4％ 犯罪白書（平成30年版）

岡山県 41.8％ 岡山少年院調査 

 

○ 刑務所入所受刑者中の高等学校中退率（平成29年） 

 中退率 出典 

全 国 25.4％ 矯正統計年報 

岡山県 20.6％ 岡山刑務所調査 

 

６ 民間協力者の活動促進と広報・啓発活動の推進関係の統計データ 

 

（１）民間協力者の活動促進関係 

 

〇 保護司数及び保護司充足率（平成30年１月１日時点） 

 定数 保護司数 充足率 出典 

全 国 52,500人 47,641人 90.7％ 法務省調査 

岡山県 1,042人 950人 91.2％ 岡山保護観察所調査 

 

〇 更生保護女性連盟の会員数（平成30年４月１日時点） 

 会員数 出典 

全 国 157,658人 犯罪白書（平成30年版）

岡山県 2,381人 岡山保護観察所調査 

 

〇 ＢＢＳ会の会員数（平成30年４月１日時点） 

 会員数 出典 

全 国 4,459人 犯罪白書（平成30年版）

岡山県 59人 岡山保護観察所調査 

 

〇 自立準備ホームの数（平成30年４月１日時点） 

 施設数 出典 

全 国 395施設 犯罪白書（平成30年版）

岡山県 9施設 岡山保護観察所調査 
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２５ 

〇 更生保護施設の数（平成30年４月１日時点） 

 施設数 出典 

全 国 103施設 犯罪白書（平成30年版）

岡山県 2施設 岡山保護観察所調査 

 

〇 更生保護サポートセンターの数（平成30年３月３１日時点） 

 施設数 出典 

全 国 501施設 再犯防止推進白書（平成30年版）

岡山県 9施設 岡山保護観察所調査 

 

（２）広報・啓発活動の推進 

 

〇 “社会を明るくする運動”行事参加人数（平成29年） 

 参加者 出典 

全 国 2,769,306人 法務省調査 

岡山県 30,336人 岡山保護観察所調査 
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７ 岡山県の基礎データ 

 

（１）成人 

① 検挙者数（平成29年）（※１） 

・刑 法 犯：2,778人（うち再犯者：1,553人 再犯者率：55.9％） 

・特別法犯：  896人（うち再犯者：  438人 再犯者率：48.9％） 

② 起訴猶予者数（平成29年）（自動車による過失致死傷等及び道路交通法等被疑事件を除く） （※２） 

・刑 法 犯：1,076人 

・特別法犯：  469人 

③ 執行猶予者数（平成29年）：570人（※２） 

④ 罰金・科料者数（平成29年）（※２） 

・罰金：4,205人 

・科料：   87人 

⑤ 岡山刑務所出所者数（平成29年）（※３） 

・満期釈放：29人 

・仮 釈 放：12人 

 

（２）少年 

① 検挙者数（平成29年）（※１） 

・刑 法 犯： 507人（うち再犯者： 191人 再犯者率：37.7％） 

② 少年事件において家庭裁判所の審判を受けた者の内訳（平成29年）（※４） 

・検 察 官 送 致： 61人 

・少 年 院 送 致： 45人 

・保 護 観 察 決 定：381人 

・児童自立支援施設等送致：  5人 

・県知事・児童相談所送致：  2人 

・不 処 分 決 定：334人 

 

出典 

※１：岡山県警察本部調査 

※２：検察統計年報（平成29年）（法務省） 

※３：岡山刑務所調査 

※４：司法統計年報（少年事件編）（平成29年度）（最高裁判所事務総局） 
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再犯の防止等の推進に関する法律 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第10条）  

第２章 基本的施策  

第１節 国の施策（第11条―第23条）  

第２節 地方公共団体の施策（第24条）  

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１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２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３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



28

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４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５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６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。 

２ 再犯防止啓発月間は、７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７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。 
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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８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９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10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２章 基本的施策 

第１節 国の施策 

（特性に応じた指導及び支援等） 

第11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
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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12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13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。 

（就業の機会の確保等） 

第14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15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26年法律第193号）

第２条第２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16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。 
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（保健医療サービス及び福祉サービスの提供） 

第17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18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19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20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21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22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。 

（民間の団体等に対する援助） 

第23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２節 地方公共団体の施策 
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第24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。 

 

 

再犯の防止等の推進に関する法律案に対する付帯決議 

 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

 

一 本法における「犯罪をした者等」の認定に当たっては、有罪判決の言渡し若しくは

保護処分の審判を受けた者又は犯罪の嫌疑がないという以外の理由により公訴の提起

を受けなかった者に限定するなど、本法の基本理念を踏まえ、かつ、その罪質、犯罪

のなされた時期を考慮し、不当に拡大した適用をすることがないようにすること。 

 

二 本法における指導及び支援は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、対象者の

意思に反して行ってはならないものであることに鑑み、その旨並びに指導及び支援を

受けるように説得する場合には執劫に行ってはならないことを周知徹底させること。 

 

  右決議する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


