
第１回さいたま市再犯防止推進計画協議会 

次   第 

日時：令和２年７月１日（水）午後３時００分～ 

会場：さいたま市役所 ときわ会館５階小ホール 

１ 開 会 

２ 委員の御紹介 

３ さいたま市再犯防止推進計画協議会について 

４ 会長の選出 

５ 議題 

（１）計画素案について 

６ その他 

７ 閉 会 



さいたま市における附属機関等の会議の公開について 

＜さいたま市情報公開条例＞ 

（会議の公開） 

第２３条 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定により設

置する附属機関その他市民、専門的知識を有する者等の意見を聴取し、市政に反

映することを目的として設置される協議会、懇談会、懇話会、研究会等は、その

会議を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

（１）他の法令等により公開しないこととされている場合 

（２）不開示情報に該当する事項について審議し、又は意見を聴取する場合 

（３）会議を公開することにより、当該会議の適切な運営に著しい支障が生ずる

と認められる場合 

＜さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱＞ 

（会議の非公開） 

第４条 附属機関等の長は、情報公開条例第２３条第２号又は第３号の規定に

該当し、又は該当するおそれがあると判断し、当該附属機関等の会議の全部又

は一部を公開しないこととする場合は、当該会議に諮るものとする。 

２ 附属機関等の長は、前項の規定により会議の全部又は一部を公開しないこ

ととした場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。 

３ 附属機関等の長は、前項の規定により会議の全部又は一部を公開しないこ

ととした場合は、その理由を明らかにしなければならない。 

（会議の公開方法等） 

第５条 ［略］ 

２～４ ［略］ 

５ 附属機関等の長は、報道機関の取材活動について十分配慮するものとする。 

６ ［略］ 
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埼玉大学
教授　沢崎 俊之様

さいたま市社会福祉協議会
事務局長　青柳 勝久様

埼玉弁護士会
弁護士　平原 興様

さいたま市民生委員児童委員協議会
理事　並木 惠美子様

さいたま大宮地区保護司会
前会長　小林 昇様

さいたま地方検察庁　総務部
検事　梶原 明日香様

さいたま浦和地区更生保護女性会
会長　柴﨑 八重様

さいたま保護観察所
次長　角田 亮様

白石工業株式会社
代表取締役　白石 宏行様

川越少年刑務所　総務部
調査官　岸 和矢様

更生保護法人清心寮
理事長　清水 義悳様

さいたま少年鑑別所
次長　玉井 清一様

NPO法人埼玉ダルク
施設長　 本 俊之様

東京矯正管区　更生支援企画課
課長　滝浦 将士様

埼玉県地域生活定着支援センター
センター長　木内 英雄様

浦和公共職業安定所　専門援助部門
統括職業指導官　岡田 修一様

青少年育成さいたま市民会議
補導委員会 副委員長

利根川 善次様

埼玉県警察　さいたま市警察部 
総務課　企画補佐官　東 秀憲様

出入口

事務局

第１回さいたま市再犯防止推進計画協議会　席次表

　　　　　会場：さいたま市役所 ときわ会館５階小ホール

　　　　　日時：令和２年７月１日（水）午後３時～
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令和２年７月１日現在
所属 役職等 氏名

1 埼玉大学 教授 沢崎 俊之

2 埼玉弁護士会 弁護士 平原 興

3 さいたま大宮地区保護司会 小林 昇

4 さいたま浦和地区更生保護女性会 柴﨑 八重

5 白石工業株式会社 代表取締役 白石 宏行

6 更生保護法人清心寮 清水 義悳

7 NPO法人埼玉ダルク  俊之

8 埼玉県地域生活定着支援センター 木内 英雄

9 利根川 善次

10 さいたま市社会福祉協議会

11 理事 並木 惠美子

12 さいたま地方検察庁 総務部 検事 梶原 明日香

13 さいたま保護観察所 角田 亮

14 川越少年刑務所 総務部 調査官 岸 和矢

15 さいたま少年鑑別所 玉井 清一

16 東京矯正管区 滝浦 将士

17 浦和公共職業安定所
専門援助部門
統括職業指導官

岡田 修一

18 埼玉県警察
さいたま市警察部
総務課 企画補佐官

東 秀憲

さいたま市再犯防止推進計画協議会 委員名簿
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さいたま市再犯防止推進計画協議会の概要

１ 目的

  本市再犯防止推進計画を策定するにあたり、学識経験者や更生保護に取り組む組

織・団体の方々で構成する懇談会形式の協議会を開催し、計画の方向性や各種施策

の実施等について意見を拝聴する。

２ 任期

  令和２年６月１日から推進計画の策定日まで

３ 設置根拠

  さいたま市再犯防止推進計画協議会設置要綱（裏面参照）

４ 委員構成（資料３ 委員名簿参照）

 〇学識経験者

大学教授、弁護士

 〇民間団体

   保護司会、更生保護女性会、協力雇用主事業者、

更生保護法人清心寮、NPO法人埼玉ダルク、
埼玉県地域生活定着支援センター、青少年育成さいたま市民会議、

さいたま市社会福祉協議会、さいたま市民生委員児童委員協議会

〇行政関係機関

   さいたま地方検察庁、さいたま保護観察所、川越少年刑務所、

さいたま少年鑑別所、東京矯正管区、浦和公共職業安定所、

埼玉県警察

５ 協議内容、スケジュール

【第１回協議会】

 令和２年７月１日（水）

  ・計画素案についての意見聴取

【第２回協議会】

 令和２年１２月（予定）

 ・計画案についての意見聴取 など
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さいたま市再犯防止推進計画協議会設置要綱

（設置）

第１条 再犯の防止等の推進に関する法律（平成２８年法律第１０４号）第８条第１

項に規定する地方再犯防止推進計画（以下「推進計画」という。）を策定するにあ

たり、再犯防止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（以下「協議会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 協議会は、次に掲げる事項について意見交換を行うものとする。

（１）さいたま市における再犯防止推進計画の策定に関すること

（２）前号に掲げるもののほか、再犯防止の推進に関し必要な事項

（組織等）

第３条 協議会は、２０人以内の委員をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

（１）学識経験者

（２）関係機関職員

（３）関係団体の構成員

（４）前３号に掲げるもののほか市長が適当と認める者 

３ 委員の任期は、推進計画が策定されるまでとする。

（会長）

第４条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじ

め指定したものがその職務を代理する。

４ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に協議会への出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。

（庶務）

第５条 協議会の庶務は、保健福祉局福祉部福祉総務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、協議会の運営に関する事項は、別に定める。

 附 則

この要綱は、令和２年４月３日から施行し、推進計画の策定をもって廃止する。



「さいたま市再犯防止推進計画」
計画素案について

令和２年７月１日

さいたま市 保健福祉局
福祉部 福祉総務課
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就労、住居の確保
保健医療・福祉サービスの提供
修学の支援 等

１．再犯防止推進計画策定の経緯（事前送付資料より）

平成28年12月 再犯防止推進法 施行 平成29年12月 国の再犯防止推進計画 閣議決定

地方公共団体は、再犯の防止等に関し、地域の実情に応じた施策を策定・実施する責務
市町村は、国の再犯防止推進計画を勘案して、地方再犯防止推進計画を定める努力義務

全国の刑法犯検挙者は、初犯者数、再犯者数ともに減少傾向。

一方で、再犯者率は上昇し続けている状況。【平成30年全国：48.8％ 埼玉県：50％】

「住民に身近な行政」として、再犯防止の観点
を踏まえ、国と連携・協力した事業実施が求
められている。

地方公共団体

行政サービスの提供

連携・協力

再犯の防止等に関する施策を総合的に
策定・実施する責務がある。

作業・職業訓練
性犯罪、薬物などの指導
福祉等へつなぐための支援 等

刑務所等での指導・支援

国

さいたま市再犯防止推進計画の策定

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
再犯者率（全国） 47.1％ 48.0％ 48.7％ 48.7％ 48.8％

再犯者率（埼玉県） 47.6％ 50.2％ 51.3％ 49.7％ 50.0％



２．本市の計画策定の基本的な考え方

国等と連携した施策の推進を図るため、国計画に掲げられている基本方針や

重点課題に沿った計画とする。

本市が実施する更生支援や再犯防止に資する取組の他、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きた各サービス（事業）などで、更生支

援や再犯防止につながる可能性がある取組も計画に記載する。

これまで明確に再犯防止と関連付けられてこなかった取組に対し、再犯防止の

観点が反映される契機とする。

さいたま市再犯防止推進計画については、目指すべき方向性を示すものとして

定める。

計画策定の基本的な考え方



３．計画素案の構成

計画の概要第１章

再犯防止を取り巻く環境第２章

関連する施策の展開第３章

計画の推進体制第４章

法律・計画 用語集

さいたま市再犯防止推進計画協議会 等
資料



４－１．計画素案 【第１章 計画の概要】
１．計画の趣旨

全国の刑法犯人認知件数は、年々減少傾向にある。一方、初犯者と比べて再犯者の減少が緩やかであるため、再犯者率は上
昇を続けている状況。

犯罪をした者等は、様々な課題を抱える場合が多く、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・民間団体等が連携協力することが重要。

H28年に再犯防止推進法が施行、H29年に国再犯防止推進計画が策定された。本市においても、これらの趣旨を踏まえ、再
犯防止推進計画を策定する。

２．国や埼玉県のこれまでの状況

全国の刑法犯認知件数が増加し続けていることを受け、国は
H15に犯罪対策閣僚会議を設置し、様々な取組を推進。以降、
刑法犯認知件数は毎年減少。

国は再犯防止対策として、H24「再犯防止に向けた総合対策」、
H25「「世界一安全な日本」創造戦略」、H28「薬物依存者・
高齢犯罪者の再犯防止緊急対策」、H28「再犯防止推進法」、
H29「国再犯防止推進計画」 等を策定。

埼玉県では、H22年に「埼玉県地域生活定着支援センター」を
設置。令和２年度には、「埼玉県再犯防止推進計画」の策定を
予定。

４．計画の位置づけ

再犯防止推進法第８条第１項に基づく「地方再犯防止推進計
画」として策定する。

「だれもが住んで良かった、住み続けたいと思える都市」の実
現を目指す「市総合振興計画」のもと、市保健福祉総合計画や
関連行政計画とも連携し、国・県の再犯防止推進計画を踏まえ
た計画とする。

犯罪をした者等…犯罪をした人又は非行少年若しく

は非行少年であったもの。

矯正施設を退所した人だけではなく、警察で微罪処
分になった人、検察で不起訴処分（起訴猶予）と
なった人、裁判所で刑の執行を猶予された人、保護
観察所に付された人等も含まれる。

３．定義

刑事司法手続きと地域社会へ戻るイメージ



４－２．計画素案 【第１章 計画の概要】

７．計画の期間

令和３年度から令和７年度までの５年間

５．計画の基本目標

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す。

６．基本方針と重点項目

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、切れ目なく、再犯を防止
するために必要な支援を実施します。

3. 再犯の防止等に関する施策は、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
取をするなどして、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などにより、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効果的

な指導・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

≪ 基本方針 ≫ ≪ 重点項目≫



５－１．計画素案 【第２章 再犯防止を取り巻く環境】

（１）さいたま市における刑法犯認知件数の推移
（２）埼玉県における新受刑者中の再入者数及び再入者率の
推移

平成16年をピークに減少が続く。
平成30年は、10,560件でピーク時の1/3以下。

過去5年間は、50％前後を推移。

（主なデータを抜粋）
（Ｐ７）
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（再入所に係る犯行時の居住地が埼玉県であった者）

（人）

（Ｐ８）



５－２．計画素案 【第２章 再犯防止を取り巻く環境】

（３）全国における刑事施設出所時に帰住先がない者の数
及びその割合

（４）埼玉県における保護観察終了時に無職である者の状況
（仮釈放者及び保護観察付全部執行猶予者）

全国における刑事施設出所時に帰住先がない者は
２割前後
過去５年間を見ると、減少傾向にある

（さいたま保護観察所における保護観察終了者）

過去５年間を見ると、減少傾向にある
H30の保護観察修了者のうち、約４人に１人が無職
の状況

（主なデータを抜粋）

24,684 
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（Ｐ10） （Ｐ11）
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（埼玉県における保護司定数 1,644人）

５－３．計画素案 【第２章 再犯防止を取り巻く環境】

（５）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数の状況（各年４月１日現在）

（６）埼玉県における保護司数及び保護司充足率
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６－１．計画素案 【第３章 関連する施策の展開】

• 全国で、刑務所に入所した者のうち、約７割
が再犯時に無職であった者

• 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

再犯防止に関する現状

１ 就労・住居の確保等のための取組
（１）就労の確保（P13）

• 矯正施設におけるニーズに合った職業訓練
• 矯正施設・保護観察所・ハローワークが連携
した求人・求職のマッチング強化（コレワーク
の設置、刑務所出所者等総合的就労支援、
更生保護就労支援事業 等）

• 協力雇用主の開拓・確保（刑務所出所者等
就労奨励金制度 等）

国における主な取組

◆取組の方向性◆

• 就職に向けた相談体制や支援を充実させる
• 協力雇用主による雇用を促進するための支
援を進める

◆主な関連する施策◆

• 「ワークステーションさいたま（埼玉労働
局と協働運営）」による就労支援

• 「ジョブスポット（区役所にハローワーク
職員が常駐）」による就労支援

• 生活困窮者自立支援法に基づく就労支援
• 協力雇用主への競争入札参加資格審査にお
ける加点制度

本市の関連する施策



６－２．計画素案 【第３章 関連する施策の展開】

• 刑事施設を満期で出所した者のうち、約４割
が適当な住居が無いまま出所している

• これらの者の再犯に至るまでの期間は、出
所後の住居が確保されている者と比較して
短い

再犯防止に関する現状

１ 就労・住居の確保等のための取組
（２）住居の確保（P18）

• 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強化、自立準備ホーム
の確保

• 住宅セーフティネット法を改正し、住宅確保
要配慮者を支援する新たな制度を創設

国における主な取組

◆取組の方向性◆

• 地域で適切な住宅を確保できるよう、住宅
確保要配慮者に対する支援を進める

◆主な関連する施策◆

• 低所得者への市営住宅の提供

• 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住
宅の普及、利用促進

• 生活困窮者自立支援法に基づく住宅確保支
援

• 障害者の住まいの場となるグループホーム
の整備

本市の関連する施策



６－３．計画素案 【第３章 関連する施策の展開】
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（P21）

• 全国で刑法犯の検挙人員に占める高齢者の
割合は２割を超えている

• 出所後、２年以内に刑務所に再入所する高
齢者の割合は、全世代の中で最も高い

• 刑事施設に入所した者（犯罪時の居住地が
埼玉県、H30年）のうち、約１割が精神障害や
知的障害がある

再犯防止に関する現状

• 帰住先がない高齢者や障害者が円滑に福
祉サービスを利用するため、地域生活定着
支援センターを配置、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）

• 検察庁において、弁護士・保護観察所等と連
携し、身柄釈放時に福祉サービスに橋渡しす
る取組（入口支援）

国における主な取組

◆取組の方向性◆

• 住民に身近な自治体として、高齢者や障害
者を適切な保健医療・福祉サービスに結び
付けるとともに、継続した支援を実施する

◆主な関連する施策◆

• 複合的な課題を抱える市民に対応するた
め、包括的な支援体制の構築

• 地域包括支援センターによる高齢者の支
援、介護予防や認知症の方への支援

• 障害者の権利擁護の取組や社会参加の促進
支援

• 生活困窮者自立支援法に基づく、住宅確保
支援、就労支援、家計改善支援

本市の関連する施策



６－４．計画素案 【第３章 関連する施策の展開】

• 全国の覚せい剤取締法違反による検挙者数
は毎年１万人を超えている

• 新たに刑務所に入所する者の約３割が、覚
せい剤取締法違反

再犯防止に関する現状

２ 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組
（２）薬物依存を有する者への支援（P29）

• 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

• 刑の一部執行猶予制度の導入【H28.6～】

国における主な取組

◆取組の方向性◆

• 関係機関・団体と連携し、薬物依存症を抱
える本人及びその家族への支援を進める

• 薬物乱用防止の啓発活動を実施する

◆主な関連する施策◆

• 薬物依存症本人及び家族等への支援（相談
支援、保健医療・福祉サービス利用促進、
依存症家族教室）

• 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

• 薬物乱用防止啓発パンフレット等の配布

本市の関連する施策



６－５．計画素案 【第３章 関連する施策の展開】

• 少年院入院者の約25％、入所受刑者の約
35％が高等学校に進学していない（H30）

• 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(H30)

再犯防止に関する現状

３ 非行の防止・学校と連携した修学支援等のための取組（P32）

• 高等学校の中退防止のための取組、高等学
校へ進学しない者・中退する者に対する就労
支援

• 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、出所後の修学に
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

国・県等における取組

◆取組の方向性◆

• 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

• 少年が社会復帰し自立するため、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る

◆主な関連する施策◆

• 全市立学校にスクールカウンセラー（心理
面のサポート）、スクールソーシャルワー
カー（環境面のサポート）を配置

• 子どもケアホーム（児童心理治療施設）に
おける支援

• 生活困窮世帯の子どもの学習支援教室

• 学校において薬物乱用防止教室、非行防止
教室の開催

本市の関連する施策



６－６．計画素案 【第３章 関連する施策の展開】

• 再犯防止の支援を効果的に行うためには、
経歴・性別・性格・年齢・心身の状況・家庭環
境・友好関係・経済的な状況等、一人一人の
特性に応じた支援を継続的に実施することが
必要

再犯防止に関する現状

４ 犯罪をした者等の特性に応じた支援等のための取組（P38）

• 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、特性に応じた指導・支援

• 犯罪被害者の視点を取り入れた指導・支援

国・県等における取組

◆取組の方向性◆

• 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、特性に応じた支援を進める

◆主な関連する施策◆

• なんでも子ども相談窓口、なんでも若者相
談窓口による支援

• SNSを活用した生徒からの相談受付、２４
時間子どもSOS窓口による相談受付

• さいたま市DV相談センターにおける支援

• 発達障害者支援センターにおける支援

本市の関連する施策



６－７．計画素案 【第３章 関連する施策の展開】

• 地域における再犯の防止等に関する施策
は、多くの更生保護ボランティアや様々な民
間団体の活動によって支えられている

• 埼玉県における「社会を明るくする運動」の参
加者は、年々増加傾向

再犯防止に関する現状

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（P41）

• 再犯の防止等に関する施策や効果を広報・
啓発

• 社会を明るくする運動の推進

国における取組

◆取組の方向性◆

• 民間協力者との連携をこれまで以上に深
め、再犯防止等の活動を促進する

• 社会を明るくする運動や犯罪予防に関する
啓発活動、再犯の防止等に係る広報活動等
を推進する

◆主な関連する施策◆

• 更生保護関係団体への支援

• 社会を明るくする運動への参画、支援

• 協力雇用主について、企業等への周知

• 功績が顕著な保護司の表彰

本市の関連する施策



７．計画素案 【第４章 計画の推進体制】

さいたま市再犯防止推進計画協議会

（令和２年６月～令和３年３月まで）

（仮称）さいたま市再犯防止推進協議会

（令和３年４月以降に設置予定）

●計画策定にあたり、計画の方向性や各種施策の実施等について、
意見を拝聴するために設置。

●計画に掲げた取組を効果的・効率的に推進するため、進捗状況
の点検・評価

●委員相互の情報共有や意見交換等を行い、地域の再犯防止の
取組において協働体制を構築



８．御意見や御議論いただきたいポイント

近年の再犯防止に係る動向や傾向等、計画策定に際して

注視すべき事柄があれば、お教えいただきたい。

各機関・団体と本市が連携して実施している取組等で、

計画に掲載するべきものがあるか、御確認いただきた

い。

今後、各機関・団体と本市が連携して再犯防止に関する

取組を推進する上で、課題や御意見等をお聞かせいただ

きたい。



９．今後のスケジュール
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計
画
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定

R2.3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R3.1月 2月 3月

■素案策定準備 ■計画案の策定
（11月～１月）

・庁内検討会

・第２回計画協議会
⇒計画案への意見聴取

・市長へ計画案の報告

■計画素案の策定
（５月～８月）

・庁内検討会

・第１回計画協議会
⇒素案への意見聴取

・市長へ素案の報告

第２回協議会は、１２月頃を予定しています。


