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　近年我が国においては、刑法犯の認知件数は

減少を続ける一方で、検挙者のうち約半数が再

犯者であることが課題となっています。

　再犯を防ぐためには、犯罪をした者等が、犯

罪を繰り返すことがないよう、更生し地域社会

で孤立することなく、自分らしく生活できるこ

とが重要です。

　こうした中で、平成28（2016）年12月に施行

された「再犯の防止等の推進に関する法律」で

は、地方自治体にも再犯の防止等に関し、施策

を実施する責務があることが明記されました。

　そこで、本市においても、法の趣旨や国の再

犯防止推進計画等を踏まえ、「さいたま市再犯防止推進計画」を策定いたしました。再犯

の防止等を推進するための基本となる方向性等を定めるとともに、更生支援等の推進を図

るため、本市において実施している施策をとりまとめました。

　この計画に基づき、関係行政機関や更生保護関係団体等と連携・協力しながら、犯罪を

発生させない安全で安心して暮らせる社会の実現を目指してまいりますので、引き続き、

市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。

　最後に、計画の策定にあたり、さいたま市再犯防止推進計画協議会の委員の皆様をはじ

め、貴重な御意見や御提言をいただいた関係各位並びに市民の皆様に、心より感謝申し上

げます。

　令和３年３月
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▶ １ 計画の趣旨
　全国の刑法犯の認知件数は年々減少傾向にあります。平成14（2002）年には285万4,061

件にまで達しましたが、平成15（2003）年に減少に転じて以降、17年連続で減少しており、令

和元（2019）年は74万8,559件と戦後最少を更新しました。

　一方で、刑法犯により検挙された再犯者については、平成18（2006）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数も減少し続けていること

から、平成30（2018）年の検挙者に占める再犯者の割合は48.8％と、昭和47（1972）年以降

最も高くなり、令和元（2019）年も同じ割合となりました。

　犯罪をした者等の中には、安定した仕事や住居が確保できずに矯正施設を出所する者、

薬物等への依存のある者、高齢者や障害者等、様々な課題を抱える場合が多くあります。

こうした人達が再び犯罪をするのを防ぐためには、社会に復帰した後、地域で孤立させない

「息の長い」支援を、国、地方公共団体、民間の団体等が緊密に連携協力して行うことが重

要となります。

　平成28（2016）年12月、再犯の防止等の推進に関する法律（平成28（2016）年法律第104

号）（以下、「再犯防止推進法」という。）が制定、施行され、再犯の防止等に関する施策を実

施等する責務が国だけでなく、地方公共団体にもあることが明記されるとともに、地方公共団

体は、国の再犯防止推進計画を勘案して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。

　そこで、本市においても、再犯防止推進法の趣旨等を踏まえ、国や民間団体等と連携して

必要な取組を推進することで、犯罪をした者等が地域社会の一員として円滑に社会復帰し、

また、市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を実現する

ため、「さいたま市再犯防止推進計画」を策定します。

注　１　警察庁の統計による。
　　２　「再犯者」は，刑法犯により検挙された者のうち，前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

をいう。
　　３　「再犯者率」は，刑法犯検挙人員に占める再犯者の人員の比率をいう。
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▶ ２ 国や埼玉県のこれまでの状況
　全国の刑法犯の認知件数は、平成８（1996）年以降増加し続け、平成14（2002）年に最多

となりました。これを受け、国は平成15（2003）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結果、平成15（2003）年以降の刑法犯認知件

数は毎年減少しています。

　一方で、刑法犯により検挙された再犯者については、平成18（2006）年に最多となりまし

た。また、平成19（2007）年版犯罪白書では、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等が示され、国民が安心・安全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が指摘されました。

　国においては、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（2012）年７月に、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」を犯罪対策閣僚会議で決定し、平成25（2013）年12月には、2020年のオリンピック・パラ

リンピック東京大会開催に向け、犯罪の繰り返しを食い止める再犯防止対策の推進を盛り込

んだ「「世界一安全な日本」創造戦略」を閣議決定しました。

　また、平成26（2014）年12月には、「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～」を犯罪対策閣僚会議で決定し、さらに、平成28（2016）年７月に

は、「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

につなげるネットワーク構築～」を決定しました。

　こうした取組に基づき、刑法犯認知件数、再犯者数はともに減少してきましたが、初犯者

の減少と比べて再犯者の減少が緩やかであることから、検挙者に占める再犯者の割合は一

貫して上昇し続け、平成30（2018）年に、統計を取り始めた昭和47（1972）年以降最も高い

48.8％となりました。

　このような中、平成28（2016）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、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ていく基

本事項を示した「再犯防止推進法」を制定、施行しました。また、平成29（2017）年12月に、

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、国の再犯防止推進計画

を策定しました。

　さらに、令和元（2019）年12月には「再犯防止推進計画加速化プラン」を犯罪対策閣僚会

議で決定し、満期釈放者対策の充実強化や地方公共団体との連携強化等、より重点的に取

り組むべき課題に対応した取組をより一層推進することとしました。

　埼玉県においては、平成22（2010）年５月に「埼玉県地域生活定着支援センター」を設置

し、刑務所等の出所後も帰住先のない高齢者や障害者等の福祉の支援を必要とする者に対

して、出所後の円滑な社会復帰を果たすための調整等を行っています。
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▶ ３ 定義
　再犯防止推進法では、「犯罪をした者等」とは、犯罪をした者又は非行少年若しくは非行

少年であった者と規定されています。これには、矯正施設を退所した者だけではなく、警察で

微罪処分になった者や検察で不起訴処分（起訴猶予）となった者、裁判所で刑の執行を猶

予された者、保護観察に付された者等も含みます。

　犯罪をした者等の多くは、矯正施設に入所することなく地域社会に戻ることとなりますが、

そうした人達の中にも、社会復帰に向けて支援を必要とする人がいます。

　また、「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。）と規

定されています。

刑事司法手続きと地域社会へ戻るイメージ

保護観察所

地域社会（さいたま市）
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▶ ４ 計画の位置づけ
　本計画は、再犯防止推進法第８条第１項に規定する「地方再犯防止推進計画」として策定

します。

　また、本市の市政運営の最も基本的かつ総合的な指針である「さいたま市総合振興計画」

のもと、「さいたま市保健福祉総合計画」をはじめ、関連する行政計画とも連携しながら、再

犯防止推進法や国等の再犯防止推進計画を踏まえ、再犯の防止等に関する施策の推進を図

ります。

　そこで、本計画における施策では、再犯の防止等を目的としている取組のほか、犯罪をした

者等か否かに関わらず、従前から市民に提供している各種サービスや事業等で、再犯の防止

等に資する取組や、副次的な効果として再犯の防止等につながる可能性がある取組について

も、推進を図ります。

　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、再び地域社会

の一員として生活を送れるよう更生支援を推進することで、市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指

します。

▶ ５ 計画の基本目標

総合振興計画

 保健福祉総合計画【地域福祉計画】

再犯防止推進計画

国等再犯防止推進計画
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▶ ６ 計画の基本方針、重点項目
　基本目標の実現に向け、本市は市民に身近な行政機関として、再犯の防止等に関する取組

を推進するため、次の５つを基本方針とします。なお、国等と連携した施策の推進を図るた

め、国の再犯防止推進計画に掲げられている基本方針を踏まえたものとします。

　また、これらの基本方針を踏まえて、次の重点項目に取り組みます。

▶ ７ 計画の期間
　本計画の期間は、令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までの５年間とします。

＜基本方針＞

＜重点項目＞

１　�国等の関係機関や民間の団体等との緊密な連携協力を確保し、あらゆる者と

共に歩む「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて取り組みます。

２　�国等との適切な役割分担を踏まえて、必要な支援を切れ目なく実施することに

より、再犯の防止につなげます。

３　�再犯の防止等に関する取組は、犯罪被害者等の存在を十分に認識して行うと

ともに、犯罪をした者等が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います。

４　�犯罪等の実態を踏まえ、民間の団体その他の関係者から意見聴取をする等し

て、社会情勢等に応じた取組を実施します。

５　�再犯の防止等に関する取組を広報すること等により、広く市民の関心と理解を

醸成します。

■　就労・住居の確保等のための取組

■　保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組

■　非行の防止・学校と連携した修学支援等のための取組

■　犯罪をした者等の特性に応じた支援等のための取組

■　民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等のための取組

第２章　関連する施策の展開
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▶ １ 就労・住居の確保等のための取組
（１）就労の確保等

❖ 現状と本市における取組の方向性

　全国で、刑務所等に再び入所した者（再入者）のうち約７割が、再犯時に無職であった者

であり、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倍と高いことが明らかとなっています。このように、不安定な就労状況が再犯リスクに結び

付きやすいことから、就労を確保し、生活基盤を安定させることが重要です。

　犯罪をした者等の求職活動は、前科等があることや必要な知識・資格等を有してないこと

から困難が大きく、また就職しても基本的なマナーを有していないことや人間関係を構築でき

ない等の理由により、早期に離職してしまうことも少なくありません。

　国においては、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（通称：コレワーク）の設置をはじめとする矯正施設・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、保護観察対象者の直接雇用等、様々な施策が実施されていま

す。

　本市においても、安定的な就労や継続した就労状況を確保するため、就職に向けた相談

体制や支援策を充実するとともに、協力雇用主の増加を促進するための取組等を進めていき

ます。

※資料：犯罪白書に基づくさいたま市作成資料

全国における再入者のうち無職であった者の割合
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注 １ 犯行時の就労状況による。 ２ 「無職」は，定収入のある無職者を含む。

３ 学生･生徒，家事従事者及び就労状況が不詳の者を除く。

（人）

第２章　関連する施策の展開
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❖ 再犯の防止等に関連する本市の取組

① 就職に向けた相談・支援等の充実

・ ワークステーションさいたまにおける取組

　�　「ワークステーションさいたま」において、働く意欲を持つあらゆる世代を対象に、国が

行う職業相談・紹介と連携したキャリアコンサルティングや子育て世代の再就職を支援す

るセミナー等、就職に至るまでのワンストップ就労支援を実施します。

（経済局　商工観光部　労働政策課）

・ 地域若者サポートステーションさいたまにおける取組

　�　国と協働で運営する「地域若者サポートステーションさいたま」において、15歳～49歳

の就労を目指している方を対象に、１人ひとりの課題に合わせ、カウンセリング・セミナー

等の各種職業的自立支援事業を実施します。

（経済局　商工観光部　労働政策課）

・ さいたま市若者自立支援ルームにおける取組

　�　「さいたま市若者自立支援ルーム」において、社会生活を営むうえで困難を有する若者

を対象に、その個人の状態に合わせた自立支援プログラムを段階的に実施し、就労や復

学へ向けて円滑な自立が果たせるよう継続的な支援を実施します。

（子ども未来局　子ども育成部　青少年育成課）

・ さいたま市生活自立・仕事相談センターにおける取組

　�　各区役所福祉課内に「生活自立・仕事相談センター」を設置し、生活に困窮している方

に対し、生活困窮者自立支援法に基づき住居確保給付金の支給、就労支援、家計改善

支援等、自立に向けた歩みを進めていけるよう関係機関と連携した包括的な支援を実施

します。

　�　就労支援としては、就労に必要な基礎能力向上のための就労準備支援や、就労体験

や支援付きの雇用を提供する就労訓練事業を実施します。

（保健福祉局　福祉部　生活福祉課）

・ ジョブスポットにおける取組

　�　各区役所内にハローワークの職業相談員が常駐する「ジョブスポット」を設置し、福祉

事務所と連携しながら、職業相談、職業紹介等の就労支援を実施します。

（保健福祉局　福祉部　生活福祉課）
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・ さいたま市セカンドライフ支援センターにおける取組

　�　「セカンドライフ支援センター」において、おおむね50歳以上の中高年齢層の方に、ボ

ランティア、就労、地域活動等に関する相談・情報提供を行い、地域社会への参加促進

を支援します。

（保健福祉局　長寿応援部　高齢福祉課）

・ 障害者への就労支援に関する取組

　�　障害者が地域で安心して自立した生活を送ることができるようにするため、職業訓練、

各種講座等の実施、ハローワーク等の関係機関との調整のほか、就職後のジョブコーチ

による定着支援等を実施します。

（保健福祉局　福祉部　障害者総合支援センター）

② 犯罪をした者等を雇用する企業等の開拓、社会的評価の向上

・ 協力雇用主への競争入札参加資格審査における加点の取組

　�　建設工事に係る競争入札参加資格審査において、犯罪や非行をした人を雇用し、立ち

直りを助ける「協力雇用主」へ加点を行うことで、再犯の防止等の取組を促進します。

（財政局　契約管理部　契約課）

・ 協力雇用主について企業等に周知する取組

　�　市ホームページへの掲載や広報用チラシ等を設置する等、協力雇用主への支援制度

等の広報を実施します。

（経済局　商工観光部　労働政策課）

・ 市内企業におけるＣＳＲ・ＳＤＧｓ活動の促進に関する取組

　�　自らの事業活動の維持・拡大を図りつつ、社会的健全性を両立させる企業経営の推

進を図ろうとする意欲のある市内企業の支援を行っています。

　�　ＣＳＲ・ＳＤＧｓ活動には、刑余者等の社会参画を促進し、ダイバーシティ（多様性）を

実現する取組が含まれます。多くの事業者におけるＣＳＲ・ＳＤＧｓ経営の促進を図ると

ともに、事業者の活動に対する市民理解を促します。

（経済局　商工観光部　経済政策課）
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【国の取組】 コレワーク（矯正就労支援情報センター）の取組

　刑務所出所者等の再犯防止に向けた就労支援の一環として、コレワークでは、
事業主の方が刑務所出所者等を雇用するための各種サポートを行っています。
　まず、刑務所出所者等の雇用を検討されている事業主の方に対して、雇用ニー
ズにマッチする者を収容する刑事施設、少年院をデータベースから検索し、御紹
介します。この情報をもとに、事業主の方がハローワークにて「受刑者等専用求
人」（一般の方は見ることのできない非公開の求人）を申し込んでいただくこと
で、指定の刑事施設等で求人が展開されることになります。
　また、事業主の方に刑務所出所者等の雇用について関心を持っていただくこと
等を目的に、雇用に関する支援制度や手続きを分かりやすく紹介する「雇用支援
セミナー」、出所者等の雇用経験豊富なアドバイザーが事業主の方に助言等を行
う「個別相談会」を開催しています。
　なお、平成30（2018）年には、さいたま市ＣＳＲ活動促進事業と連携した事業
主向けセミナーを開催しました。
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【民間の取組】 私が思う協力雇用主の役目
（白石工業株式会社　代表取締役　白石宏行）

　私が白石工業に入社して40年目になります。入社した時には、父親である先代の

社長は既にいろいろな所から頼まれ、犯罪をした人を数人雇っていました。その後、

私が社長となり、現在も更生保護施設・保護観察所・ハローワークを通して、矯正施

設の出所者を受け入れています。

　採用する際は、出所者が社会に復帰し、その後の方向性が決まるまでの間、一時

的に生活をする場所と考えています。短い時間の面接を経て採用するかを決めてい

るため、働き始めた後、お互いに会社の事や対象者の性格が分かってきます。対象

者としては、長く働くのかお金を貯めて出て行くのか、会社としては、正社員として採

用するのか、決めるまでには少し時間が必要となります。

　平成17（2005）年から現在までに、143人の出所者を受け入れました。今年で15年

目になる人をはじめ、32人が現在も頑張って働いています。犯罪をした人を雇用する

と、再犯をするのではという不安が尽きません。また、職場内での喧嘩、物が無くな

る、近隣から苦情が来るといった問題が起きることがあります。会社の寮に住所を移

したことで、未納の税金や借金返済の通知等が届くこともあります。こうした問題を

一緒に少しずつ解決し、乗り越えていく事で、信頼関係が生まれていきます。

　協力雇用主として受け入れた人の中には、現在、職場のリーダーとなっている人も

います。また、最近採用した若者も、とても育て甲斐があると考えています。協力雇用

主として、採用すれば終わりということではなく、様々な苦労がありますが、その分楽

しみも多いと感じています。
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（2）住居の確保等

❖ 現状と本市における取組の方向性

　全国で、刑事施設を満期で出所した者のうち、約４割が適当な住居が確保されないまま刑

務所を出所していること、そして、これらの者の再犯に至るまでの期間が、出所後の住居が確

保されている者と比較して短いことが明らかとなっています。

　適切な住居の確保は、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

の防止等を図る上でも非常に重要となります。

　国においては、受刑者等の釈放後における生活環境の調整の充実、更生保護施設の受入

れ機能の強化や自立準備ホームの確保等、矯正施設出所後の帰住先の確保に向けた取組

を進めてきました。

　しかしながら、更生保護施設等は一時的な居場所であり、退所後は地域に生活基盤を確

保する必要がありますが、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

間家賃保証会社の利用ができず賃貸借契約を締結できないといった問題も生じています。

　そのような中、「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（2007）年法律第102号）」が改正され、住宅確保要配慮者を支援するための新たな住宅

セーフティネット制度が創設されました。

　本市においても、この制度の運用や低所得者への市営住宅の提供等、地域で適切な住居

を確保するための取組を進めていきます。

全国における刑事施設を満期で出所した者のうち、帰住先がない者の割合　

※資料：矯正統計年報に基づくさいたま市作成資料
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注 １ 「帰住先」は、刑事施設を出所後に住む場所である。
２ 「帰住先がない者」は、健全な社会生活を営む上で適切な帰住先を確保できないまま刑期が 

    終了した満期釈放者をいい、帰住先が不明の者や暴力団関係者のもとである者などを含む。 
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❖ 再犯の防止等に関連する本市の取組

・ 市営住宅への入居に関する取組

　�　現に住宅に困窮していることが明らかな低所得者に、低廉な家賃で住宅を提供しま

す。

（建設局　建築部　住宅政策課）

・ 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給の促進に関する取組

　�　保護観察対象者等を含めた住宅確保要配慮者が円滑に賃貸住宅に入居できるよう、

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度について、普及や利用促進を

図ります。

（建設局　建築部　住宅政策課）

・ 障害者の居住場所の確保に関する取組

　�　障害者が自ら選択した地域で生活するための住まいの場として、グループホームの整

備を促進します。

（保健福祉局　福祉部　障害政策課）

・ さいたま市生活自立・仕事相談センターにおける取組  （再掲） 

　�　各区役所福祉課内に「生活自立・仕事相談センター」を設置し、生活に困窮している方

に対し、生活困窮者自立支援法に基づき住居確保給付金の支給、就労支援、家計改善

支援等、自立に向けた歩みを進めていけるよう関係機関と連携した包括的な支援を実施

します。

　�　住居確保給付金は、離職等により経済的に困窮し、住居を喪失又はそのおそれの高

い方に、求職活動等を行うことを条件に、一定期間家賃相当額を支給します。

（保健福祉局　福祉部　生活福祉課）
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【民間の取組】 更生保護施設の役割や処遇プログラムについて
（更生保護法人清心寮）

１　福祉移行支援指定施設

　�　高齢者や障害者にとって、どのような福祉サービスを必要としているか、本人に

ついて詳しい情報を得て、退所後の移行先へつないでいます。

２　薬物依存回復支援拠点事業

　�　薬物依存者で国の委託により更生保護施設を経て退所した者、保護観察期間が

満了した者等が地域で孤立した生活となって再犯に至るのを防ぐためには、いつで

も相談できる場が必要です。そのための拠点機能を民間の地域連携支援として清心

寮内に構築し、関係機関・団体のサポートも得て運営しています。

３　埼玉社会復帰支援ネットワーク協議会の推進

　�　生活困窮者等の生活支援に関わる地域の関係機関・団体の緊密な関係づくり

を進め、構成メンバーによる協議の場を設けて定期的かつ必要に応じて随時の意

見交換、情報共有と連携構築を行います。

４　就労支援フォローアップの実施 ― 埼玉県就労支援事業者機構との協働事業

　�　社会復帰支援としての国の就労支援事業は保護観察期間や更生緊急保護期間

の満了とともに終了しますが、その後も多くは安定するまでにさまざまな相談助言

を必要としており、それがないことが就労定着の進まない要因の一つです。そこ

で、当事者の心情や意欲の安定を図り、雇用事業者側の悩み等に応じるフォロー

アップ事業を構築し、地域に密着して継続的な支援を行っています。

５　SST（ソーシャルスキルトレーニング）

　�　新しい生活の歩みを支援する方法の一つとして、SSTに基づく「はなまる会」の

活動を、毎月夜間に２回実施しています。生活する力をつけるのが目的で、それぞ

れの苦手とする具体的な対人行動のとり方等を学べる場としています。
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▶ ２ 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組
（１）高齢者又は障害者等への支援等

❖ 現状と本市における取組の方向性

　全国で刑法犯の検挙人員に占める高齢者（65歳以上の者）の割合は２割を超えています。

加えて、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く、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か月未満で再犯に至っ

ています。

　また、犯罪時の居住地が埼玉県で、令和元（2019）年に新受刑者として刑事施設に入所し

た者のうち、１割半ばの者が精神障害や知的障害があると診断されています。

　国においては、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を

設置するとともに、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福祉関係

機関が連携して必要な調整（特別調整）を行う取組（出口支援）等を実施してきました。

　さらに、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

とする起訴猶予者等について、弁護士や福祉専門職、保護観察所等の関係機関・団体と連

携し、身柄釈放時に福祉サービスに橋渡しをする等の取組（入口支援）を実施してきまし

た。

　本市においても、市民に身近な行政機関として、支援を必要とする方が、適切な保健医療・

福祉サービスを利用し、地域で自分らしく安心して生活が送れるよう、支援等を進めていきま

す。

全国における出所受刑者の２年以内再入率の推移（年齢層別）

※出典：令和２年版犯罪白書に基づきさいたま市加筆

①

① ②
③ ④

②

③

④
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❖ 再犯の防止等に関連する本市の取組

① 保健医療・福祉サービスの提供に関する取組

・ 包括的な支援体制の構築に関する取組

　�　複合化・複雑化する市民の地域生活課題の解決に向け、各相談支援機関の連携を強

化するため、協働の中核機能を果たす役割を担う相談支援包括化推進員を配置し、各相

談支援機関への適切なつなぎや把握した地域生活課題の解決策を検討する場の調整を

行う等、包括的な支援体制の構築を図ります。

（保健福祉局　福祉部　福祉総務課）

・ さいたま市セカンドライフ支援センターにおける取組  （再掲） 

　�　「セカンドライフ支援センター」において、おおむね50歳以上の中高年齢層の方に、ボ

ランティア、就労、地域活動等に関する相談・情報提供を行い、地域社会への参加促進

を支援します。

（保健福祉局　長寿応援部　高齢福祉課）

・ シニアサポートセンター（地域包括支援センター）における取組

　�　「シニアサポートセンター（地域包括支援センター）」において、高齢者が住み慣れた

地域でいきいきと安心した生活ができるよう、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー

等が中心となり、総合相談や介護予防ケアマネジメント、権利擁護事業等を実施しま

す。

（保健福祉局　長寿応援部　いきいき長寿推進課）

・ 認知症高齢者等の支援に関する取組

　�　認知症の方の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮

らし続けることができるよう、認知症を正しく理解する認知症サポーターや地域でボラン

ティア活動を行うおれんじパートナーの養成、早期診断・早期対応を行うもの忘れ検診、

認知症初期集中支援チームによる支援等を行い、認知症の予防から、重度の方への対

応、その介護者への対応まで切れ目ない支援に取り組みます。

（保健福祉局　長寿応援部　いきいき長寿推進課）
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・ 介護予防に関する取組

　�　ますます元気教室等の介護予防教室を開催するとともに、高齢者自身が身近な場所

で継続して運動できるよう、いきいき百歳体操の自主グループ等が活動する住民主体の

通いの場の拡充に努めます。

　�　また、リハビリテーション専門職等を地域の高齢者サロン等へ派遣することにより、地

域の介護予防の機能強化に取り組みます。

（保健福祉局　長寿応援部　いきいき長寿推進課）

・ 障害者の権利の擁護に関する取組

　�　障害者や障害に対する偏見や差別をなくすため、「誰もが共に暮らすための障害者の権

利の擁護等に関する条例」（ノーマライゼーション条例）の理念や、障害者に対する理解を

深めるための各種啓発活動を実施し、障害のあるなしに関わらず、誰もが権利の主体として

互いに尊重し、安心して共に生活を送ることができる地域社会をつくることを目指します。

（保健福祉局　福祉部　障害政策課）

・ 障害者の社会参加の促進

　�　就労移行支援や就労継続支援Ａ型・Ｂ型等の障害福祉サービスの利用を通じて、就

労に向けた訓練の機会を提供します。また、地域活動支援センターの利用を通じて創作

的活動や生産活動の機会を提供する等、施設・サービスの利用につなげることで、障害

のある方の社会参加の促進を図ります。

（保健福祉局　福祉部　障害支援課）

・ 障害者生活支援センターにおける取組

　�　障害者生活支援センターにおいて、住まいや日常生活等暮らしに関する相談支援を実施し

ます。また、差別や虐待等権利侵害の通報や相談受付、教育や就労に関する相談や情報の

提供等、障害者が抱える課題について、１人ひとりに応じたサービス利用援助を実施します。

（保健福祉局　福祉部　障害支援課）

・ 障害者への就労支援に関する取組  （再掲） 

　�　障害者が地域で安心して自立した生活を送ることができるようにするため、職業訓練、

各種講座等の実施、ハローワーク等の関係機関との調整のほか、就職後のジョブコーチ

による定着支援等を実施します。

（保健福祉局　福祉部　障害者総合支援センター）
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・ 障害者の居住場所の確保に関する取組  （再掲） 

　�　障害者が自ら選択した地域で生活するための住まいの場として、グループホームの整

備を促進します。

（保健福祉局　福祉部　障害政策課）

・ 生活保護制度における取組

　�　生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じた必要な保護を行うことにより、生

活を安定させるとともに、その方の状態に応じた自立を目指し支援を実施します。

（保健福祉局　福祉部　生活福祉課）

・ 生活困窮者自立支援制度における取組

　�　各区役所福祉課内に「生活自立・仕事相談センター」を設置し、生活に困窮している方

に対し、生活困窮者自立支援法に基づき住居確保給付金の支給、就労支援、家計改善

支援等、自立に向けた歩みを進めていけるよう関係機関と連携した包括的な支援を実施

します。

（保健福祉局　福祉部　生活福祉課）

・ 心神喪失者等医療観察法に基づく地域処遇に関する対応

　�　さいたま保護観察所と情報交換等を行いながら、心神喪失者等医療保護観察法の対

象者への処遇実施計画に基づき、地域での相談支援やケア会議への参加を通じて関係

機関と連携して、対象者への支援を行います。

（保健福祉局　保健所　精神保健課）

・ 医療分野におけるさいたま保護観察所等との連携

　�　埼玉県医療観察制度運営連絡協議会への参画やさいたま保護観察所と情報交換等

を行い、医療観察制度が適切に運用されるよう取り組みます。

（保健福祉局　保健部　健康増進課）

② 関係機関・団体との連携の強化

・ さいたま市社会福祉協議会との連携

　�　本市における地域福祉推進の要であるさいたま市社会福祉協議会と連携し、協働で

事業を実施することで、地域社会の福祉課題解決に取り組むことにより、誰もが身近な

地域で安心して暮らせるよう、地域福祉の機能充実を図ります。

（保健福祉局　福祉部　福祉総務課）
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・ さいたま市民生委員児童委員協議会との連携

　�　地域住民が抱える問題について相談に応じるとともに、個々の福祉需要に応じた福祉

サービスを受けられるよう、関係行政機関、施設、団体との連絡調整等を担う民生委員・児

童委員と連携し、その活動を支援することで、地域住民の福祉向上を図ります。

（保健福祉局　福祉部　福祉総務課）

・ 埼玉社会復帰支援ネットワーク協議会に関する取組

　�　更生保護関係機関、地方公共団体、司法関係機関、医療・福祉関係機関等で構成さ

れる埼玉社会復帰支援ネットワーク協議会に参画し、社会復帰支援の取組状況や課題

等を構成員間で共有することにより連携を図ります。

（保健福祉局　福祉部　生活福祉課）

・  高齢又は障害により自立が困難な矯正施設出所者等の地域生活定着支援に係る連絡協

議会に関する取組

　�　刑事施設、保護観察所、更生保護施設、地方公共団体、地域生活定着支援センター等で

構成される高齢又は障害により自立が困難な矯正施設出所者等の地域生活定着支援に係

る連絡協議会に参画し、情報交換等を行うことにより、自立困難な矯正施設出所者等が必

要な福祉サービスを受けられるよう、相互の連携を確保します。

（保健福祉局　福祉部　生活福祉課）

【国の取組】 さいたま地方検察庁における再犯防止の取組
　　　　　　（刑事政策総合支援室の紹介）

　検察官は、警察等から事件が送検された後、捜査をして真実を解明し、起訴か不起

訴かを判断します。犯罪を行ったことが明らかであっても、犯罪の軽重を考えた上、被

害回復の有無や本人の反省の程度等様 な々事情を考慮して、裁判にかける必要までは

ないと判断した場合には、不起訴処分にすることができます（起訴猶予処分）。犯罪を

した者が、高齢、障害、生活困窮等の事情により自立して社会復帰が困難な場合につ

いては、医療的・福祉的な支援等の道筋が具体的に示され、その結果再犯防止につな

がるという事情も重要な判断材料となります。

　そこで、さいたま地方検察庁では、「刑事政策総合支援室」（以下「支援室」と言

います。）を設置し、事件を担当する検察官から相談があった場合に、犯罪をした者

が抱える様々な問題を把握し、その支援策を助言するとともに、関係機関との調整・

橋渡しを行っています。例えば、ホームレスによる万引きの現行犯逮捕事案について、
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【埼玉県の取組】 埼玉県地域生活定着支援センターの取組

１　施策・取組の経緯

　地域生活定着促進事業ができるまでは、司法関係者は犯罪者の福祉ニーズに

は関心が低く、とにかく就労自立を促す処遇になり、就職できそうにない人は更生

保護施設の入所は不可としてきました。

　一方、福祉関係者は犯罪者の処遇は司法関係者の仕事で、住民票のない人、障

害者手帳のない人への支援はできない、犯罪をする人への対処方法がわからない

等、罪を犯した高齢・障害者を、福祉支援の対象者としてみることはほとんどあり

ませんでした。

　平成18（2006）年度から平成20（2008）年度にかけて実施された厚生労働科学研

究「罪を犯した障害者の地域生活に関する研究」や各種調査研究において、矯正施

設の中に身寄りがなく帰る場所もなく、出所しても福祉の支援を受けられず孤立し、

万引き等の罪を繰り返す「累犯高齢・障害者」がたくさんいることがわかりました。

　そこで特別調整（福祉支援が必要と思われる高齢・障害者の選定）の仕組み

を制定するとともに、特別調整対象者を福祉サービスにつなげるための地域生活

定着支援センターを設置しました。

検察官の意向を受けて、保護観察所が行う更生緊急保護の事前調整を行い、釈放と

同時に、保護観察所の実施する手続にスムーズに移行できるようにしています。

　支援室では、犯罪をした者に対する社会復帰支援のほかにも、犯罪被害者の支

援や児童虐待事案における児童相談所・警察との三者連携も行っており、刑事政策

的観点から総合的な取組を行うことも可能です。また、検察庁は、本来的な業務を通

じて、犯罪の特性や犯罪に陥る原因等について基本的な知見を有していますので、

社会復帰支援策の作成や関係機関との連携に際して、このような知見に基づいた再

犯防止のための提案を行っていくことも必要であると考えています。そして、より適切

な支援を検討するためには、検察官が、福祉の専門的知識とネットワークを有する社

会福祉士から助言を受けること等も必要であると考えています。

　さいたま地方検察庁では、引き続き、支援室を中心に、官民の医療・福祉関係機

関等と良好な関係を構築し、犯罪をした者にとって最も有効・適切な支援がなされ

るよう努めていきたいと考えています。また、起訴猶予者や執行猶予者の弁護人とも

社会復帰支援・再犯防止の観点では協力していきたいと考えています。
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　埼玉県地域生活定着支援センターは「出所後すぐに福祉サービスにつなげられ

るよう、矯正施設・保護観察所・福祉関係者と協働して調整する」機関として、平

成22（2010）年５月10日に開所し業務を始めました。300人以上の調整を行い、約

９割の人が刑務所に戻ることなく地域で生活しています。福祉施設は、更生プロ

グラム等のスキルは持ち合わせていません。それなのになぜ、約９割の人が刑務

所に戻ることなく地域生活を継続しているのでしょうか。

　その要因は、受け入れてくれた多くの福祉施設等が持つ福祉的生活環境にありま

す。「支援対象者のありのまま」が受け入れられ、人として認められ、役割が持て、

分からないこと・できないこと・不安なことに応答してもらえ、一貫した支援がなされ

る安全で安心できる生活の場です。誰もが地域で自立した生活を送れるよう支援し

ています。

２　業務の流れと概要
≪主な⽀援対象となる要件≫
○⾼齢(概ね65歳以上)、⼜は障害を有すると認められること。
○矯正施設出所後の適当な住居がないこと。
○矯正施設出所後に福祉サービスを受けることが必要と認められること。
○円滑な社会復帰のために、⽀援の対象とすることが相当と認められること。
○⽀援の対象となることを希望していること。
○⽀援の実施に必要な範囲内で個⼈情報を公共の保健福祉に関する機関等への提供に同意していること。
＊特別調整対象者は、上記を満たす必要があります。

コーディネート業務
保護観察所からの依頼に基づき、⼊所者等を対象と

して、福祉サービス等に係るニーズの内容の確認等を
⾏い、受け⼊れ先施設等のあっせん⼜は福祉サービス
等に係る申請⽀援などを⾏います。

その他
地域福祉⽀援検討会業務、福祉事業者巡回開拓業務、

地域福祉研修業務、その他必要な業務を⾏います。

フォローアップ業務

コーディネート業務により、矯正施設から退所した
後、社会で⽣活している⽅や受け⼊れた施設等に対し
て必要な助⾔などを⾏います。

相談⽀援業務

懲役もしくは禁錮の刑の執⾏を受け、⼜は保護処分
を受けた後、矯正施設から退所した⽅及びその関係者
からの相談に応じています。

・障害者相談⽀援事業所
・地域包括⽀援センター
・その他事業所
・関係機関

埼⽟県地域⽣活
定着⽀援センター

連絡・調整

連絡・調整

フォローアップ

・養護⽼⼈ホーム
・⾼齢者福祉施設
・⾼齢者向け住宅
・救護施設
・障害者施設

埼⽟県内の
矯正施設

⽀援対象者の
選定・認定

連絡・調整

フォローアップ

連
絡
・
調
整

依
頼

さいたま
保護観察所

⽀援対象者の
選定・認定

⾯
談
・
調
整

依
頼

矯正施設 保護観察所

他都道府県

地域⽣活定着⽀援センター

⾯
談
・
調
整

依
頼

・市区町村
・福祉事務所
・社会福祉協議会

・グループホーム
・公営住宅
・アパート
・その他
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３　今後の方向性や課題

・�医療と福祉の協働

　�　精神障害等の治療と同時に、福祉関係者による「寄り添い型支援」を実施す

ることで、支援対象者の孤立や貧困、再犯等を防止していきます。

・�二次障害の早期発見、早期支援

　�　地域生活定着支援センターで支援をした方の多くが、養育環境（マルトリート

メント、いじめ等）によって深刻なトラウマを抱えており、虐待等による二次障害

があると感じています。そうした方に、安心できる環境、場所を提供できる体制

を整えていきます。

・矯正施設入所前からの支援（入口支援）

　�　埼玉県では法務省の地域再犯防止推進モデル事業として、矯正施設入所前

の方（執行猶予者等）に対する支援（入口支援）を実施してきました。従来は、

矯正施設出所後から支援（出口支援）をスタートしていましたが、早い段階で福

祉的な支援を行うことで、より一層効果的な再犯防止につながることを期待して

います。

【民間の取組】 埼玉弁護士会の取組
　　　　　　　（社会復帰支援委託援助制度の紹介）

（取組の経緯）

　経済的困窮から居所を失い事件に至る事例が多発していた社会情勢から、刑事手

続き終了後の社会復帰環境調整のための弁護人活動の必要が高まる中で、当事者の

自立支援による早期・安定した社会復帰に取り組む弁護人活動をサポートする制度と

して平成21（2009）年７月より実施しています。

（取組の主な内容）

　帰住先のない被疑者・被告人を対象に、釈放後の一時的な居所（１～数か月）を

提供し、入所中に社会福祉士等の専門職と弁護人の協働によって、当事者の自立の

意思を尊重した、安定した生活場所、必要に応じた福祉的支援の連携を確保するこ

とで、当事者の社会復帰を支援します。

（具体的な制度概要）

１��　弁護士会が、①非営利目的で運営、②健康で文化的な最低限度の生活を営め

る個室、③利用費の相当性・透明性、④転居先確保ほか、自立支援の援助が可能
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な専門職を施設運営団体に常置、の４つを要件として、予め制度の対象となる施設

（シェルター）を施設毎に指定しています。

２����　弁護人が、当事者の意思確認の上で、制度利用を申請します。指定施設運営団

体の福祉専門職が当事者と面会（アセスメント）し、釈放前に利用の可否を書面で

明示します。

３�　弁護人が、帰住先確保を前提に釈放に向けた弁護活動を実施します。釈放時

に、弁護人・施設運営者専門職と協働で生活保護申請等を援助し、入所後も自立

生活に向けた支援を継続します。

（取組の実績）

　制度発足時から施設指定を受けている団体（ＮＰＯ法人ほっとポット）、現在県

西部を中心に活動している団体（ＮＰＯ法人サマリア）の２団体を運営者とする10室

をシェルターとして指定しています。

　さいたま市内では主に前者の施設利用が中心であり、同団体への申請数は制度

発足以来で600件を超えます。なお、現在、同団体は自立準備ホームとしても登録さ

れているため、釈放前の調整を本制度で行った方について、さいたま保護観察所の

理解の下、釈放時に更生緊急保護を受けて、自立準備ホームとしての入所に繋げて

いる場合が多い状況です。

（取組の要点・特徴）

１　�早期からの調整

　�　被疑者・被告人に早期に接する担当弁護人が制度利用の窓口になるため、刑事手

続きの早期の段階から調整を開始できる点が特徴です。

　�　釈放前から、当事者の意思や生活状況（支援ニーズ）を把握し、住所地の調査・

再設定や生活保護申請の準備等の調整を、弁護人と福祉専門職の協働で実施し

ています。

２　�福祉専門職と法律職（弁護士）の協働

　�　施設入所後も、自立生活に向けた福祉専門職と弁護人の協働での支援が可能です。

　�　福祉専門職からの日常生活に関する相談援助、転居先の確保のための情報提供

や援助、福祉的支援の情報提供や利用のための調整を実施しています。弁護士（弁

護人）による法律問題の相談・受任対応（債務整理、家事事件等）も事例に応じて

行われています。

（今後の方向性等）

　制度発足以来既に10年を経過しましたが、依然として、年間数十件程度の制度利用

の申請が継続しており、今後も拡充を含めて検討しています。
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（2）薬物依存を有する者への支援等

❖ 現状と本市における取組の方向性

　全国の覚せい剤取締法違反による検挙者数は、毎年１万人程度となっています。また、新

たに刑務所に入所する者の罪名の２割半ばが、覚せい剤取締法違反となっています。

　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多く、回

復に向けて地域社会による継続的な支援が必要となります。

　国においては、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、

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を行ってきました。また、平成

28（2016）年６月に刑の一部執行猶予制度が導入されたことにより、今後は地域社会におい

て、薬物依存の改善を目指す人が増加していくことが見込まれます。

　本市においても、関係機関・団体と連携を図りながら、薬物依存症を抱える本人やその家

族に対する支援を進めていきます。併せて、薬物乱用を防止するための啓発活動を実施して

いきます。

全国における覚せい剤取締法違反 入所受刑者人員の推移

※出典：令和２年版犯罪白書に基づきさいたま市加筆

注　矯正統計年報による。
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❖ 再犯の防止等に関連する本市の取組

① 薬物依存症者に対する支援等に関する取組

・ 薬物依存症者本人及び家族等への支援

　�　薬物依存者本人及び家族等からの相談に対し、電話や面接等による相談支援や保健

医療・福祉サービスの利用促進を図ります。

（保健福祉局　保健部　こころの健康センター）

（保健福祉局　保健所　精神保健課）

　�　また、依存症関連の問題を持つ方の家族に対し、依存症家族教室を実施し、依存症に

ついての正しい知識や適切な対応方法を知り、本人及び家族が回復に向かうことが出来

るよう支援します。

（保健福祉局　保健部　こころの健康センター）

・ 薬物を含む依存症に対する相談支援のネットワーク構築と人材育成に関する取組

　�　地域における相談支援のネットワーク構築及び人材育成を目的に、依存症に関わる支

援者向けの研修会を開催します。また、依頼に応じて、さいたま保護観察所、埼玉ダルク

等の依存症関連団体への技術支援を実施します。

（保健福祉局　保健部　こころの健康センター）

② 薬物依存に関する適切な広報・啓発

・ 薬物乱用防止啓発用ビデオ・ＤＶＤ・薬物標本の貸し出し

　�　主に薬物乱用防止指導員が市立学校において、健康教育の推進を目的として行う薬

物乱用防止教室で使用する教材として、ＤＶＤや薬物標本の貸し出しを実施します。

（保健福祉局　保健所　環境薬事課）

（教育委員会事務局　学校教育部　健康教育課）

・ 薬物乱用防止啓発パンフレットの配布

　�　薬物乱用問題に対する意識を高め、また正しく認識してもらうため、啓発用パンフレッ

トを作成し、イベント等において市民に配布するとともに、小学校、中学校及び高等学校

で行う薬物乱用防止教室等で教材として交付します。

（保健福祉局　保健部　食品・医薬品安全課）

（保健福祉局　保健所　環境薬事課）
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・ 薬物を含む依存症に関する普及啓発

　�　依存症者本人及び家族等が治療や支援につながるよう、リーフレット等を使用し、依

存症に関する正しい知識や情報の周知を図ります。

（保健福祉局　保健部　こころの健康センター）

・ 「薬物乱用防止キャンペーン」活動の支援

　�　薬物乱用の防止及び医薬品の正しい使用を啓発する活動等に対する支援を実施しま

す。

（保健福祉局　保健部　食品・医薬品安全課）

・ 薬物乱用防止啓発ＣＭ上映

　�　15秒の薬物乱用防止啓発ＣＭを、公共施設に設置しているモニター等において、毎年

一定期間上映します。

（保健福祉局　保健所　環境薬事課）

【民間の取組】 埼玉ダルクの薬物回復支援への取組

　ダルク（ドラッグ/アディクション/リハビリテーション/センター）は薬物をやめたい

仲間を手助けする目的のため設立しました。埼玉ダルクは平成16（2004）年に開設し

ました。現在では全国に100か所近くの施設があります。どのダルクも取り組み方は同

じという訳ではなく、それぞれ独自のプログラムを展開しており、共通している部分と

しては、自助グループ（NA）の12ステップミーティングを行っております。

　埼玉ダルク独自の取組として利用者に対して、病院や専門家の先生方と連携しな

がら、生活指導、金銭管理、就労援助、健康管理、個別面談を行っています。他にも

スポーツ、レクレーション等の様々なイベントに参加して、仲間と交流することを目的

としたプログラムも行っています。ダルクプログラムが終了し、社会復帰をした後のア

フターサポート（個別相談）もしています。

25 2526



　薬物依存症からの回復というのは薬をやめることがゴールなのではありません。

薬をやめることは回復していくためのスタートなのです。「回復」の状態とは、人生

の問題がなくなることではなく人生の問題に正面から向き合えるようになることで

す。薬物を使わないで、社会できちんと生活をしていくための基礎を身に付けられる

ようにサポートするのがダルクの役割です。そのためにも、関係機関と連携しながら

一人一人真摯に向き合って回復支援を続けていきます。
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▶ ３ 非行の防止・学校と連携した修学支援等のための取組

❖ 現状と本市における取組の方向性

　国内のほとんどの生徒が高等学校等に進学する状況にありますが、その一方で、令和元

（2019）年の少年院入院者の約25％、入所受刑者の約35％が中学校卒業後に高等学校に

進学していません。

　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生徒も多く、令

和元（2019）年の少年院入院者の約40％、入所受刑者の約25％が高等学校を中退している

状況にあります。

　国においては、高等学校の中退防止のための取組や、高等学校等へ進学しない者や中退

する者に対する就労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や少年院出院後の修学に向けた相談支援・情報提

供、ＢＢＳ会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ました。

　将来を担う少年たちの健全育成を図るため、学校や地域において非行や犯罪の未然防止

や早期の対応を行うとともに、非行を繰り返さないよう、必要な支援へ繋いでいくことが重要

となります。

　このため、本市においても、関係機関と連携を図りながら、非行の未然防止に向けた取組

を推進するとともに、非行や犯罪をした少年が社会へ復帰し自立するために、進学・復学支

援、就労に向けた支援、地域における居場所づくり等の取組を進めていきます。

❖ 再犯の防止等に関連する本市の取組

① 修学支援等に関する取組

・ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置

　�　全市立学校にスクールカウンセラーを、全市立小学校にスクールソーシャルワーカーを

配置し、児童生徒及び保護者に対して学校の教員とともに教育相談を実施します。また、

児童生徒が少年院や少年鑑別所を出院・退所して学校に復学する際等、必要に応じて

関係機関と連携して支援することにより、児童生徒や保護者の不安や悩みの早期解消を

図ります。

（教育委員会事務局　学校教育部　総合教育相談室）
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・ さいたま市若者自立支援ルームにおける取組  （再掲） 

　�　「さいたま市若者自立支援ルーム」において、社会生活を営むうえで困難を有する若者

を対象に、その個人の状態に合わせた自立支援プログラムを段階的に実施し、就労や復

学へ向けて円滑な自立が果たせるよう継続的な支援を実施します。

（子ども未来局　子ども育成部　青少年育成課）

・ 子どもケアホームにおける取組

　�　「子どもケアホーム」において、家庭環境や学校での交友関係等様々な理由により心

理的な問題を抱え、社会生活への適応が困難となり、生きづらさを感じている子どもに、

生活支援を基盤とした心理治療を中心に、就学・就労準備等、自立に向けた総合的な支

援を実施します。

（子ども未来局　子ども家庭総合センター　子ども家庭支援課）

・ 生活困窮世帯の子どもの学習支援における取組

　�　世代間の貧困の連鎖を防止するため、子どもの学習支援をはじめ、他の利用者や学習

支援員らと交流できる居場所づくり、進学に関する支援、高校生の中退防止に関する支

援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を実施します。

（保健福祉局　福祉部　生活福祉課）

・ 美園中学校分教室（国立武蔵野学院）における取組

　�　生徒の基礎学力の向上を図るとともに、生徒１人ひとりの個性の伸長と望ましい人格

の完成を目指し、学院職員と連携・協力して支援を実施します。

（教育委員会事務局　学校教育部　指導１課）

② 非行防止に関する取組

・ 薬物乱用防止に関する指導の実施

　�　全ての市立小・中・高等・中等教育学校において、警察職員、学校薬剤師等の関係機

関と連携して「薬物乱用防止教室」を実施し、児童生徒が様々な薬物とその乱用による

健康への害や、薬物に手を出さないと決意をすることの大切さについて理解する機会を

設けます。

（教育委員会事務局　学校教育部　指導１課）

（教育委員会事務局　学校教育部　健康教育課）
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・ 非行防止教室の開催

　�　児童生徒の非行・問題行動の抑止を目的として、学校が保護者、地域、警察、少年鑑

別所等の関係機関等と連携した「非行防止教室」を開催します。児童生徒の規範意識の

醸成、他者を思いやる等の豊かな心の育成、安全な生活を営もうとする態度や習慣の形

成、判断力の育成をもって、児童生徒の健全育成を図ります。

（教育委員会事務局　学校教育部　指導２課）

・ 学校と保護司の連携した取組

　�　「社会を明るくする運動」の一環として、保護司による青少年の健全育成や非行予防

に向けた講演会の開催支援や、地区担当保護司と学校との情報交換を行います。また、

保護司会が児童生徒に標語入りポスターや作文コンクールの作品募集を行う支援をしま

す。

（教育委員会事務局　学校教育部　指導２課）

・ ＳＮＳを活用した相談窓口における取組

　�　市立中・高等・中等教育学校の生徒を対象に、悩みや全般の相談をＳＮＳで受け付

け、悩みの深刻化を未然に防ぎ、必要に応じて、市の相談窓口等を紹介することにより、

継続的な相談につなげます。

（教育委員会事務局　学校教育部　総合教育相談室）

・ さいたま市24時間子どもＳＯＳ窓口における取組

　�　悩みや不安を抱える児童生徒や、子どもに関する悩みを抱える保護者のＳＯＳを受け

止めるため、24時間フリーダイヤルで電話相談を実施します。

（教育委員会事務局　学校教育部　総合教育相談室）

・ いじめ防止対策推進条例に基づく取組

　�　「さいたま市いじめのないまちづくりネットワーク」を設置し、いじめ防止に向け、関係

団体等との連携を図り、市が実施するいじめ防止等の取組を推進します。また、啓発品を

作成し、広く周知活動を実施します。

（子ども未来局　子ども育成部　青少年育成課）
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・ 市内学校におけるいじめ防止対策に関する取組

　�　市立各学校において、「学校いじめ防止基本方針」を作成し、いじめの未然防止や早

期発見、早期対応について組織的な取組を実施します。

　�　また、スクールロイヤーを活用し、児童生徒向けに、いじめについての理解を深め、法

的な側面からいじめを未然防止することを目的とした授業を実施するとともに、学校や教

職員向けに、いじめの問題への教職員の対応や学校の法的責任等について学ぶための

研修会を実施します。

　�　さらに、保護者を対象に、いじめの問題についての知識を深め、学校と協力したいじめ

の早期発見・早期対応につなげるため、「いじめノックアウトセミナー」を開催します。

（教育委員会事務局　学校教育部　指導２課）

・ 青少年の健全育成・非行防止のための意識啓発に関する取組

　�　青少年の健全育成と非行防止について市民への啓発を図るため、青少年の健全育

成・非行防止を目的とした事業を実施するとともに、地域の関係団体等と連携し、非行の

ない社会環境を創るため意識啓発活動を実施します。

（子ども未来局　子ども育成部　青少年育成課）

・ 暴力団排除リーフレットの配布

　�　青少年の暴力団への加入防止及び暴力団による犯罪の被害防止のため、市立の中学

校、高等学校等の生徒に対し暴力団排除に関するリーフレット等の配布等により、暴力

団排除の重要性を認識させるための啓発を実施します。

（市民局　市民生活部　市民生活安全課）

・ 万引き防止対策の取組

　�　万引きは犯罪であることを啓発し、誰もが万引きに手を染めることがないよう、埼玉県

警察等と連携して、万引き防止対策に取り組みます。

（市民局　市民生活部　市民生活安全課）
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【国の取組】  さいたま少年鑑別所（さいたま法務少年支援センター
「非行防止相談室ひいらぎ」）の取組

　さいたま少年鑑別所は『さいたま法務少年支援センター「非行防止相談室ひいら

ぎ」』として、非行・犯罪に関する問題や、思春期の子どもたちの行動理解等に関す

る知識・ノウハウを活用して、児童福祉機関、学校・教育関係機関、ＮＰＯ等の民間

団体等、青少年の健全育成に携わる関係機関・団体の皆さまと連携を図りながら、

地域における非行・犯罪の防止に関する活動や、健全育成に関する活動の支援等

に取り組んでいます。相談等の依頼は、子どもから大人まで幅広くお受けしていま

す。

１��　能力・性格の調査

　��　関係機関・団体、御本人、御家族からの依頼を受けて心理検査や適性検査を

行います。また、依頼があれば、御本人や御家族、支援者の方にも、結果を分かり

やすく説明します。

２　問題行動の分析や指導方法等の提案

　��　問題行動等でお困りのことについて、面接や心理検査等を行った上で、どうして

問題行動が生じているのか、どのように指導・支援に当たればよいのか等につい

て提案します。

３　御本人や御家族に対する心理相談

　��　関係機関・団体、御本人、御家族からの依頼を受けて、御本人や御家族の方と

の心理相談を行います。

４　事例検討会（ケース会議）等への参加

　��　関係機関・団体からの依頼に応じて、問題行動等のある方の支援に関する事例

検討会（ケース会議）等に参加し、見立てや指導方法に関する助言・提案を行い

ます。

５　研修・講演

　��　地方公共団体、学校、福祉、更生保護等の関係機関・団体の皆さまが主宰する

研修会・講演会等で、非行・犯罪、子育ての問題、思春期の子どもの行動理解と

教育方法や指導方法等について分かりやすく説明します。

６　法教育授業等

　��　児童生徒等を対象として、非行少年に対する司法手続や処分の種類・内容等

について、法教育授業（いわゆる「出前授業」）を行うほか、教員の方への研修も

お受けしています。
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　当センターでは、地域の非行・犯罪防止に向けて心理職や教育職が支援を行って

います。当センターの支援の大きな特徴は、

①�長年、非行少年や犯罪者の心理分析、教育等に携わる中で培った問題行動の理

解と対応に関する専門性を生かしたものであること

②�対象者の年齢や立場（法的地位）を問わないこと（小学生の家庭や学校でのトラ

ブルから，刑事施設を出所した高齢者・障害者等まで幅広く対応）

③無料で利用できること

の３つです。

　当センターの相談室は、さいたま少年鑑

別所に併設されているほか、サテライト（さ

いたま新都心合同庁舎２号館１階）も御利

用いただけます。

　当センターの「非行防止相談室ひいらぎ」

という名前には、寒い冬を耐え抜く柊（ひい

らぎ）から「柊のようにたくましく生きていけ

るよう支援したい」との願いが込められてい

ます。

〇さいたま法務少年支援センター「非行防止相談室ひいらぎ」
　所在地：さいたま市浦和区高砂３-16 -36（さいたま少年鑑別所に併設）

　受　付：月曜日から金曜日（祝休日を除く）

� 午前９時00分～11時45分　午後１時00分～４時30分

　電　話：04 8 - 8 6 2 - 2 0 51（相談室直通）

〇さいたま法務少年支援センター「非行防止相談室ひいらぎ」サテライト
　所在地：さいたま市中央区新都心２-１（さいたま新都心合同庁舎２号館１階）
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▶ ４ 犯罪をした者等の特性に応じた支援等のための取組

❖ 現状と本市における取組の方向性

　再犯の防止等に資する支援を効果的に行うためには、犯罪や非行の内容に加えて経歴、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、１人ひとりの特性を適

切に把握した上で、その者にとって適切な支援を継続的に実施することが重要です。

　国においては、性犯罪者、暴力団関係者、少年・若年者、被虐待体験や摂食障害等の問題

を抱える女性等、それぞれの対象者の特性に応じた指導・支援の充実や、犯罪被害者の視

点を取り入れた指導・支援等の実施を図っています。

　本市においても、国や埼玉県等と連携を図りながら、少年・若年者に対する支援、女性の

抱える問題に応じた支援、発達上の課題を有する者に対する支援等、対象者の特性に応じ

た支援を進めていきます。

❖ 再犯の防止等に関連する本市の取組

① 少年・若年者に対する支援等に関する取組

・ なんでも子ども相談窓口における取組

　�　子ども家庭総合センターにおいて、おおむね15歳までの子どもとその保護者及び関係

者を対象に、子どもや家庭に関するあらゆることについて相談できる窓口として「総合相

談員」を配置し、電話や来所による相談にワンストップで対応します。

（子ども未来局　子ども家庭総合センター　総務課）

・ なんでも若者相談窓口における取組

　�　子ども家庭総合センターにおいて、主に中高生から30代までの方及びその家族・関係

者を対象に、学校、仕事、生活上の悩みや困りごとについて相談できる窓口として相談員

を配置し、電話や来所による相談にワンストップで対応します。

（子ども未来局　子ども家庭総合センター　総務課）

・ ＳＮＳを活用した相談窓口における取組  （再掲） 

　�　市立中・高等・中等教育学校の生徒を対象に、悩みや全般の相談をＳＮＳで受け付

け、悩みの深刻化を未然に防ぎ、必要に応じて、市の相談窓口等を紹介することにより、

継続的な相談につなげます。

（教育委員会事務局　学校教育部　総合教育相談室）
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・ さいたま市24時間子どもＳＯＳ窓口における取組  （再掲） 

　�　悩みや不安を抱える児童生徒や、子どもに関する悩みを抱える保護者のＳＯＳを受け

止めるため、24時間フリーダイヤルで電話相談を実施します。

（教育委員会事務局　学校教育部　総合教育相談室）

・ 児童相談所における取組

　�　児童相談所において、児童に関する様 な々問題について相談に応じ、また警察や学校等

の関係機関との十分な連携のもとに、児童が抱える問題あるいは真のニーズ、置かれた環

境等を的確に捉え、個々の児童や家庭に効果的な支援を実施します。

（子ども未来局　子ども家庭総合センター　北部・南部児童相談所）

・ さいたま市若者自立支援ルームにおける取組  （再掲） 

　�　「さいたま市若者自立支援ルーム」において、社会生活を営むうえで困難を有する若者

を対象に、その個人の状態に合わせた自立支援プログラムを段階的に実施し、就労や復

学へ向けて円滑な自立が果たせるよう継続的な支援を実施します。

（子ども未来局　子ども育成部　青少年育成課）

・ 子どもケアホームにおける取組  （再掲） 

　�　「子どもケアホーム」において、家庭環境や学校での交友関係等様々な理由により心

理的な問題を抱え、社会生活への適応が困難となり、生きづらさを感じている子どもに、

生活支援を基盤とした心理治療を中心に、就学・就労準備等、自立に向けた総合的な支

援を実施します。

（子ども未来局　子ども家庭総合センター　子ども家庭支援課）

・ 生活困窮世帯の子どもの学習支援における取組  （再掲） 

　�　世代間の貧困の連鎖を防止するため、子どもの学習支援をはじめ、他の利用者や学習

支援員らと交流できる居場所づくり、進学に関する支援、高校生の中退防止に関する支

援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を実施します。

（保健福祉局　福祉部　生活福祉課）
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② 女性の抱える問題に応じた支援等に関する取組

・ さいたま市ＤＶ相談センターにおける取組

　�　配偶者等からの暴力を受けた被害者に対し、その支援に関する基本的な情報を提供

するとともに、一時保護等の後に地域での生活を始めた被害者に対し、事案に応じて適

切な支援を行うため、関係機関等の連絡調整を行う等、身近な相談窓口として継続的な

支援を実施します。

（市民局　市民生活部　人権政策・男女共同参画課）

③ 発達上の課題を有する犯罪をした者等に対する支援等に関する取組

・ 発達障害者支援センターにおける取組

　�　発達障害がある方が自分らしさを発揮し、充実した生活を送れるよう、関係機関と連

携しながら、相談支援、社会参加支援等を行うとともに、地域の支援体制の充実を図り

ます。

（保健福祉局　福祉部　障害者総合支援センター）
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▶ ５  民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等のための取組
（１）民間協力者の活動の促進

❖ 現状と本市における取組の方向性

　地域における再犯の防止等に関する施策の実施は、保護司、更生保護女性会、ＢＢＳ会

等、多くの更生保護ボランティアによって支えられています。また、更生保護法人をはじめとす

る様々な民間団体による支援活動も行われており、こうした活動によって、地域社会における

「息の長い」支援が形作られてきました。

　これらの更生保護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

を推進する上で欠かせない存在となっています。

　このため、本市においても、民間協力者との連携をこれまで以上に深めるとともに、再犯の

防止等の活動を促進するための取組を進めていきます。

❖ 再犯の防止等に関連する本市の取組

① 民間団体等に対する支援

・ 更生保護関係団体への支援

　�　更生保護事業の円滑な実施と同事業に対する市民の理解と協力を促進するため、保

護司会、更生保護女性会等に対する補助を行うことにより、健全な運営及び更生を助長

する地域活動の振興を図ります。

（保健福祉局　福祉部　福祉総務課）

・ 青少年関係団体への支援

　�　青少年関係団体に対する補助を行うことにより、健全な運営及び青少年の健全育成を

助長する地域活動の振興を図ります。

（子ども未来局　子ども育成部　青少年育成課）

・ 埼玉社会復帰支援ネットワーク協議会に関する取組  （再掲） 

　�　更生保護関係機関、地方公共団体、司法関係機関、医療・福祉関係機関等で構成さ

れる埼玉社会復帰支援ネットワーク協議会に参画し、社会復帰支援の取組状況や課題

等を構成員間で共有することにより連携を図ります。

（保健福祉局　福祉部　生活福祉課）
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【民間の取組】  更生保護ボランティアについて

● 更生保護とは
　��　更生保護は、犯罪をした人や非行のある少年を社会の中で適切に処遇すること
により、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちが自立し改善更生すること
を助けることで、社会を保護し、個人と公共の福祉を増進しようとする活動です。
更生保護行政は法務省の保護局が所管し、更生保護の事務をつかさどる地方支
分部局として地方更生保護委員会（全国８か所）と保護観察所（全国50か所）が
設けられています。　
　��　更生保護の活動は、国の機関だけでは十分な効果を上げることが難しく、保護
司を始めとした更生保護ボランティアの協力を得て行われています。
　
● 保護司
　��　保護司は、国家公務員である保護観察官と協働して犯罪や非行をした人の立ち直
りを地域で支えるボランティアです。それぞれの地域にあって、地域の事情等をよく
理解しているという特性を生かし、保護観察を受けている人と面接して助言や指導
をしたり、刑事施設や少年院に入っている人の帰住先の生活環境の調整を行ったり
するほか、地域の犯罪予防活動にも取り組んでいます。保護司は、非常勤の国家公
務員の身分を有していますが、給与は支給されていません。全国で約4万7,000人、さ
いたま市内で約210人の保護司が活動しています。

● 更生保護女性会
　��　更生保護女性会は、女性としての立場から、地域の犯罪予防活動や更生支援
を行うボランティア団体です。家庭や非行問題を考えるミニ集会のほか、子育て
支援の活動等、多様な活動を展開しています。全国に約1,300の地区会があり、会
員数は約15万3,000人です。さいたま市内には、４つの地区会があり、約350人が
活動しています。

● ＢＢＳ会
　��　ＢＢＳ（Big�Brothers�and�Sisters�Movementの略）は、非行等の様々な問題
を抱える少年に、兄や姉のような身近な存在として接し、相談相手となって、少年
の自立を支援する「ともだち活動」等の非行防止活動を行う青年ボランティア団
体です。全国に約500のBBS会があり、会員数は約4,500人です。さいたま市内に
は２つのBBS会があり、約45人が活動しています。
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● 協力雇用主
　��　犯罪や非行をした人の立ち直りには、就労先の確保が必要です。協力雇用主
は、犯罪をした人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
人等を雇用し、又は雇用しようとする事業主です。
　��　全国で約2万2,000の事業主、さいたま市内では約130の事業主が協力雇用主
となっています。
　��　また、特定非営利活動法人埼玉県就労支援事業者機構が、協力雇用主への支
援事業等を実施しています。

地域の関係機関・関係団体の代表者を招いて更
生保護サポートセンターにおいて更生保護に関す
る連絡協議会を開催する保護司の方々

更生保護施設でのレクリエーション
の際に食事作りのボランティアをす
る更生保護女性会員
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（2）広報・啓発活動の推進等

❖ 現状と本市における取組の方向性

　犯罪をした者等の社会復帰のためには、社会において孤立することのないよう、市民の理

解と協力を得ながら、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

が重要です。

　国においては、保護観察所が中心となり、すべての国民が犯罪や非行の防止と、犯罪をし

た者等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「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・啓発活動等を実施しています。埼玉県における参加者は、年々増加傾向にあり、本市に

おいても市内でのキャンペーンに参画する等、この運動に協力しています。

　引き続き、社会を明るくする運動や犯罪予防に関する啓発活動等、再犯の防止等に係る広

報・啓発活動を推進していきます。

❖ 再犯の防止等に関連する本市の取組

① 再犯の防止等に関する広報・啓発活動の推進

・ 社会を明るくする運動に関する取組

　�　「社会を明るくする運動」に協力し、市内でのキャンペーン等に参画する等、犯罪や非

行の防止と、犯罪をした者等の更生について理解を深める取組を推進します。

（保健福祉局　福祉部　福祉総務課）

（子ども未来局　子ども育成部　青少年育成課）

・ 青少年の健全育成・非行防止のための意識啓発に関する取組  （再掲） 

　�　青少年の健全育成と非行防止について市民への啓発を図るため、青少年の健全育

成・非行防止を目的とした事業を実施するとともに、地域の関係団体等と連携し、非行の

ない社会環境を創るため意識啓発活動を実施します。

（子ども未来局　子ども育成部　青少年育成課）

・ 「薬物乱用防止キャンペーン」活動の支援  （再掲） 

　�　薬物乱用の防止及び医薬品の正しい使用を啓発する活動等に対する支援を実施しま

す。

（保健福祉局　保健部　食品・医薬品安全課）
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・ 刑を終えて出所してきた人の人権問題の啓発

　�　人権教育及び人権啓発推進さいたま市基本計画に基づき、人権教育や啓発等の各種

施策を推進し、刑を終えて出所した人の人権に関する普及啓発を実施します。

（市民局　市民生活部　人権政策・男女共同参画課）

・ 協力雇用主について企業等に周知する取組  （再掲） 

　�　市ホームページへの掲載や広報用チラシ等を設置する等、協力雇用主への支援制度

等の広報を実施します。

（経済局　商工観光部　労働政策課）

② 民間協力者に対する表彰

・ 保護司の表彰

　�　さいたま市社会福祉大会において、長年にわたり犯罪や非行のない明るい地域社会

の実現に貢献し、その功績が顕著な保護司を表彰することにより、意欲、やりがいの向上

を図ります。

（保健福祉局　福祉部　福祉総務課）
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▶ １ 犯罪者処遇の概要

注　１　警察庁の統計，検察統計年報，矯正統計年報，保護統計年報及び法務省保護局の資料による。
　　２　各人員は令和元年の人員であり，少年を含む。
　　３　「微罪処分」は，刑事訴訟法246条ただし書に基づき，検察官があらかじめ指定した犯情の特に軽微な窃盗，暴行，横領（遺失物等

横領を含む。）等の成人による事件について，司法警察員が，検察官に送致しない手続を執ることをいう。
　　４　「検察庁」の人員は，事件単位の延べ人員である。例えば，１人が２回送致された場合には，２人として計上している。
　　５　「出所受刑者」の人員は，出所事由が仮釈放，一部執行猶予の実刑部分の刑期終了又は満期釈放の者に限る。
　　６　「一部執行猶予の実刑部分の刑期終了」の人員は，仮釈放中に余罪を理由に仮釈放を取り消され，その後刑事施設に収容される前に

一部執行猶予の実刑部分の刑期を終了した者１人（なお，その者は，保護観察付一部執行猶予者である。）を含まない。
　　７　「保護観察開始」の人員は，仮釈放者，保護観察付一部執行猶予者，保護観察付全部執行猶予者及び婦人補導院仮退院者に限り，事

件単位の延べ人員である。そのため，各類型の合計人員とは必ずしも一致しない。
　　８　「裁判確定」の「その他」は，免訴，公訴棄却，管轄違い及び刑の免除である。

警　察　等
微罪処分
５万5,764人交通反則金

入所受刑者 １万7,464人　
（うち一部執行猶予 1,414人）
出所受刑者 １万9,953人　
（うち一部執行猶予 1,493人）

保護観察開始　１万5,307人

新規受理　90万 752人 刑法犯　　　　　　20万2,099人
終局処理　90万7,273人 過失運転致死傷等　37万 600人

特別法犯　　　　　32万8,053人（うち道交違反を除く　８万7,868人）
起訴　28万2,844人

公判請求
８万1,186人

略式請求
20万1,658人

不起訴　57万6,677人
うち起訴猶予
51万3,757人

検察庁

裁判確定　24万5,537人

死刑
５人

懲役・禁錮

罰金
19万4,404人

科料
1,556人

実刑
１万8,097人無期

16人

拘留
３人

無罪
96人

全部執行猶予
３万1,065人

検察官認知等

仮出場

労役場
留置

取消し等

うち有期　４万9,162人

期間満了等

（少年）

2,248人

うち保護観察付
2,248人

うち一部執行猶予
1,452人

検

　
　
察

裁

　
　
判

所
判
裁
庭
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▶ ２ さいたま市における犯罪の発生状況

（１）刑法犯認知件数の推移

　本市の刑法犯認知件数は、平成16(2004)年をピークに減少傾向が続いています。令和元

（2019）年は、ピーク時の約３分の１以下の水準まで減少しています。

（2）不良行為少年補導件数の推移

　本市（蓮田市を含む）の不良行為少年補導件数は、平成20（2008）年から平成21（2009）

年にかけて増加しましたが、以後は減少傾向にあります。
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▶ ３ さいたま市を取り巻く再犯に関する状況

（１）埼玉県における刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率
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（2）埼玉県における新受刑者中の再入者数及び再入者率
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（3）埼玉県における新受刑者の年齢構成（令和元（2019）年）

（4）埼玉県における新受刑者の刑事施設入所時における精神診断の結果
　　（令和元（2019）年）
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（5）全国における刑務所出所時に帰住先がない者の数及びその割合

（6） 埼玉県内の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
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刑務所出所人員（全国）

うち刑務所出所時に帰住先がない者の数（全国）

刑務所出所時に帰住先がない者の割合（全国）
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（8） 埼玉県における協力雇用主数、協力雇用主に雇用されている刑務所出
所者等数の状況（各年４月１日現在）
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（9）埼玉県における保護司数及び保護司充足率（各年１月１日現在）

（10）埼玉県における“社会を明るくする運動”行事参加人数
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　本計画に掲げた取組を効果的・効率的に推進するため、再犯の防止等に関わる学識経験

者、刑事司法関係機関、更生保護関係団体、社会福祉関係団体、雇用関係機関、民間団体

等で構成する「（仮称）さいたま市再犯防止推進協議会」を設置し、計画の進捗状況につい

て意見を聴取しながら定期的に点検・評価し、必要に応じて内容の見直しを行います。

　また、「（仮称）さいたま市再犯防止推進協議会」を活用して、委員相互の情報共有や意見

交換等を行い、これまで以上に連携を強化することにより、地域における再犯の防止等に関

する取組を協働して推進していきます。

第４章　計画の推進体制
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▶ １  再犯の防止等の推進に関する法律（平成28（2016）年法律第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。

資料
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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。

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。
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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。
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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。

（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。
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（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。
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（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。

（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。

53 5354



▶ ２ 再犯防止推進計画（平成29（2017）年12月閣議決定）[概要]

⑦ 関係機関の人的・物的体制の整備

安全・安心な社会を実現するためには、
再犯防止対策が必要不可欠

① 「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、国・地方公共団体・民間の緊密な連携協力を確保して再犯防
止施策を総合的に推進

② 刑事司法手続のあらゆる段階で切れ目のない指導及び支援を実施

③ 犯罪被害者等の存在を十分に認識し、犯罪をした者等に犯罪の責任や犯罪被害者の心情等を理解させ、
社会復帰のために自ら努力させることの重要性を踏まえて実施

④ 犯罪等の実態、効果検証・調査研究の成果等を踏まえ、社会情勢等に応じた効果的な施策を実施

⑤ 再犯防止の取組を広報するなどにより、広く国民の関心と理解を醸成

再 犯 防 止 推 進 計 画
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を図るため、
今後５年間で政府が取り組む再犯防止に関する施策を盛り込んだ初めての計画。

５つの基本方針

計画期間 平成30年度から令和4年度末までの５年間

・ 刑事司法関係機関と保健医療・福祉関係機関の
連携の強化

・ 薬物依存症の治療・支援機関の整備、自助グ
ループを含む民間団体への支援

・ 薬物指導体制の整備、海外における拘禁刑に代
わる措置も参考にした再犯防止方策の検討 等

・ 矯正施設内での学びの継続に向けた取組の充実

・ 矯正施設からの進学・復学の支援 等

・ アセスメント機能の強化

・ 特性に応じた効果的指導の充実

・ 効果検証・調査研究の実施 等

・ 更生保護サポートセンターの設置の推進
・ 更生保護事業の在り方の見直し 等

・ 地域のネットワークにおける取組の支援
・ 地方再犯防止推進計画の策定等の促進 等

政府目標（令和3年までに２年以内再入率を16％以下にする等）を確実に達成し、
国民が安全で安心して暮らせる「世界一安全な日本」の実現へ

・ 職業訓練、就労に向けた相談・支援の充実

・ 協力雇用主の活動に対する支援の充実

・ 住居提供者に対する支援、公営住宅への入居に
おける特別の配慮、賃貸住宅の供給の促進 等

再犯防止推進計画策定の経緯

① 就労・住居の確保

③ 学校等と連携した修学支援

⑤ 民間協力者の活動促進、広報・啓発活動の推進 ⑥ 地方公共団体との連携強化

④ 特性に応じた効果的な指導

② 保健医療・福祉サービスの利用の促進

７つの重点課題と主な施策

平成28年12月、再犯防止推進法が全会一致で成立
外部有識者を含む検討会において検討

再犯防止推進計画（案）を取りまとめ

〔再犯防止に向けた取組の課題〕
刑事司法関係機関だけでの取組には、限界がある

刑事司法関係機関による取組 地域社会での継続的支援 再犯防止

国・地方公共団体・民間が一丸となった取組が重要
超党派の国会議員による法案の検討

検挙者に占める再犯者の割合
48.7％

〔再犯の現状〕
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▶ ３ さいたま市再犯防止推進計画協議会
　本計画を策定するにあたり、再犯の防止等に係る専門的かつ多様な意見を聴取するため、

さいたま市再犯防止推進計画協議会を設置しました。

＜開催状況＞
　第１回　令和２（2020）年�７月１日　　計画素案（案）について

　第２回　令和２（2020）年12月22日　　計画案（案）について

＜さいたま市再犯防止推進計画協議会　委員構成＞
（敬称略：五十音順）

氏 名 所 属　 職 名 等

青柳　勝久 さいたま市社会福祉協議会　事務局長

岡田　修一 浦和公共職業安定所　専門援助部門　統括職業指導官

梶原　明日香 さいたま地方検察庁　総務部　検事

木内　英雄 埼玉県地域生活定着支援センター　センター長

岸　和矢 川越少年刑務所　総務部　調査官

小林　昇 さいたま大宮地区保護司会　前会長

沢崎　俊之 埼玉大学　教授

柴﨑　八重 さいたま浦和地区更生保護女性会　会長

清水　義悳 更生保護法人清心寮　理事長

白石　宏行 白石工業株式会社　代表取締役

滝浦　将士 東京矯正管区　更生支援企画課　課長

玉井　清一 さいたま少年鑑別所　次長

辻󠄀本　俊之 NPO法人埼玉ダルク　施設長

角田　亮 さいたま保護観察所　次長

利根川　善次 青少年育成さいたま市民会議　補導委員会　副委員長

並木　惠美子 さいたま市民生委員児童委員協議会　理事

東　秀憲 埼玉県警察　さいたま市警察部　総務課　企画補佐官

平原　興 埼玉弁護士会　弁護士
令和２年12月22日現在
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▶ ４ 用語集

【あ行】 …………………………………………………………………………………………………………………………

　・新たな住宅セーフティネット制度

　　�　平成29（2017）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

法律の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い開始され、住宅確保要配慮者に

対して、空き家・空き室を活用し住宅セーフティネット機能を強化する制度で、「住宅確保

要配慮者向け賃貸住宅の登録制度」「登録住宅の改修・入居者への経済的支援」「住宅

確保要配慮者の居住支援」の３本の柱から成り立つ。

【か行】 …………………………………………………………………………………………………………………………

　・仮釈放

　　�　懲役又は禁錮の受刑者に「改悛の状」があり、有期刑については刑期の３分の１、無

期刑については10年の法定期間を経過している場合に、刑期満了前に仮に釈放し、残

刑期間が満了するまで保護観察に付することにより、再犯を防止し、その改善更生と円

滑な社会復帰を促進するもの。仮釈放を許す基準となる「改悛の状」があると認めら

れるためには、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、か

つ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認められることが必要であ

る。

　・起訴猶予
　　�　被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情

状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないもの。起訴猶予を理由とした不起訴

処分を起訴猶予処分という。

　・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の総称。

　・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民間の事業主。

　・刑の一部執行猶予
　　�　裁判所が３年以下の懲役刑又は禁錮刑を言い渡す場合に、犯情の軽重及び犯人の
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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であり、かつ、相当

であると認められるときは、その刑の一部について、１年から５年の範囲で執行を猶予す

ることができるとする制度。

　・刑の全部執行猶予
　　�　裁判所が３年以下の懲役刑又は禁錮刑等を言い渡す場合に、情状により、その刑の

全部の執行を１年から５年の範囲で猶予することができるとする制度。

　・刑事施設
　　�　刑務所、少年刑務所及び拘置所の総称。

　・刑法犯（警察庁の統計による場合）
　　�　道路上の交通事故に係る危険運転致死傷、業務上（重）過失致死傷及び自動車運転

過失致死傷を除いた「刑法」に規定する罪並びに「爆発物取締罰則」、「決闘罪ニ関ス

ル件」、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」、「航

空機の強取等の処罰に関する法律」、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」、「航

空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」、「人質による強要行為等の処罰に

関する法律」、「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」、「サリン

等による人身被害の防止に関する法律」、「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」、「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」及び「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」

に規定する罪をいう。

　

　・刑務所出所者等就労奨励金制度
　　�　保護観察の対象となった者等を雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言等を行う

事業主に対して奨励金を支払う国の制度。

　・更生緊急保護
　　�　刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた者が、親族からの援助や公

共の衛生福祉に関する機関等から保護を受けることができない場合又はこれらの援助

や保護のみによっては改善更生することができないと認められる場合に、その者の申出

に基づき、保護観察所において、緊急に、金品の給与・貸与、宿泊場所の供与、就労支

援、生活指導等の措置を行うもの。
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　・更生保護
　　�　犯罪をした者等に対して社会内において適切な処遇を行うことにより、その再犯を防

ぎ、又は非行をなくし、これらの者が自立し改善更生することを助けることで、犯罪の危

険から社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とする活動。

　・更生保護施設
　　�　矯正施設から釈放された者や保護観察中の者で、身寄りがないことや現在住んでい

るところでは更生が妨げられるおそれがある等の理由により、直ちに自立更生すること

が困難な者に対して、一定期間、宿泊場所や食事を提供するとともに、生活指導や職業

補導等を行い、自立を援助する民間の施設。法務大臣の認可を受けた更生保護法人等

によって運営されている。

　・更生保護女性会
　　�　地域社会の犯罪・非行の未然防止のための啓発活動を行うとともに、青少年の健全

な育成を助け、犯罪をした者や非行のある少年の改善更生に協力することを目的とする

女性のボランティア団体。

　・国立武蔵野学院
　　�　不良行為をなし又はなすおそれのある児童及び家庭環境等の理由により生活指導等

を要する児童に対し、生活指導や学習指導等の必要な指導を行い、その自立を支援す

ることを目的とした児童福祉施設。本市では、美園中学校分教室を学院内に設置し、教

員と学院職員によるチームティーチング方式で学習指導を行っている。

【さ行】 …………………………………………………………………………………………………………………………

　・再入者
　　�　受刑のため刑事施設に入所するのが２度以上の者。

　・再犯者
　　�　過去に罪を犯し検挙されたことがあり、再び検挙された者。

　・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犯罪をした者等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、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を

築くための全国的な運動。
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　・住宅確保要配慮者
　　�　低所得者・高齢者・障害者・子ども（高校生相当の年齢以下）を養育している者・外

国人等、住宅の確保に特に配慮を要する方。

　・初犯者
　　　初めて罪を犯し、検挙された者。

　・自立準備ホーム
　　�　保護観察所が、あらかじめ登録されたＮＰＯ法人等の事業者に対して、矯正施設出

所者等への宿泊場所や食事の提供、毎日の生活指導等を委託する事業を実施してお

り、この宿泊場所を自立準備ホームと呼ぶ。

【た行】 …………………………………………………………………………………………………………………………

　・地域生活定着支援センター
　　�　高齢又は障害を有することにより、福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者に対

し、①入所中から帰住地調整を行うコーディネート業務、②福祉施設等へ入所した後も

継続的に支援するフォローアップ業務、③地域に暮らす矯正施設退所者に対して福祉

サービスの利用等に関する相談支援業務等を行う、都道府県に設置されている支援機

関。

【な行】 …………………………………………………………………………………………………………………………

　・入所受刑者（新受刑者）
　　�　裁判が確定し、その執行を受けるため、新たに入所する等した受刑者。

【は行】 …………………………………………………………………………………………………………………………

　・非行少年
　　�　少年法により家庭裁判所の審判に付すべきとされる犯罪少年（罪を犯した少年（犯

行時に14�歳以上であった少年））、触法少年（14�歳に満たないで刑罰法令に触れる行

為をした少年）、ぐ犯少年（保護者の正当な監督に服しない性癖等の事由があり、少年

の性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれ

のある少年）の総称。
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　・微罪処分
　　�　刑事訴訟法第246条ただし書に基づき、検察官があらかじめ指定した犯情の特に軽

微な成人による事件について、司法警察員が検察官に送致しない手続きを執ること。

　・ＢＢＳ会
　　�　ＢＢＳ（Big�Brothers�and�Sisters�Movementの略）は、様々な問題を抱える少年と、

兄や姉のような身近な存在として接しながら、少年が自分自身で問題を解決したり、健

全に成長していくのを支援するとともに、犯罪や非行のない地域社会の実現を目指す青

年ボランティア団体。

　・不起訴処分
　　�　検察官の行う終局処分のうち、公訴を提起しない処分。

　

　・保護観察
　　�　犯罪をした者又は非行のある少年が、社会の中で更生するように、保護観察官及び保

護司による指導と支援を行うこと。

　・保護司
　　�　犯罪をした者等の立ち直りを地域で支える民間のボランティアで、法務大臣から委嘱

された非常勤の国家公務員。保護観察官と協働して保護観察を実施するほか、犯罪をし

た者等が刑事施設等から社会へ復帰したとき、スムーズに社会生活を営めるよう、住居

や就業先等の帰住環境の調整や相談等を行う。

【ま行】 …………………………………………………………………………………………………………………………

　・満期釈放等
　　�　出所受刑者の出所事由のうち、満期釈放及び一部執行猶予の実刑部分の刑期終了

をいう。
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この冊子は700部作成し、1部あたりの印刷経費は605円です。

さいたま市

すべての市民が安全で安心して
暮らせる社会を目指して

すべての市民が安全で安心して
暮らせる社会を目指して

発行： さいたま市 保健福祉局 福祉部 福祉総務課
 〒330-9588  さいたま市浦和区常盤6-4-4
 電話：048-829-1253　FAX：048-829-1961

さいたま市再犯防止推進計画
令和3（2021）年3月

令
和
３
年
３
月
　
　
さ 

い 

た 

ま 

市

さ
い
た
ま
市
再
犯
防
止
推
進
計
画

束幅 3mm


