
再犯防止対策推進会議（第５回）

議事次第

日時：令和２年12月23日（水）

10時30分～10時50分

場所：総理官邸２階小ホール

１．開会

２．上川法務大臣（議長）挨拶

３．議事

（１）再犯の防止等に関する施策の年次報告（再犯防止推進白書）

について

（２）少年院在院者に対する修学支援について

（３）保護司の適任者確保について

４．岡田内閣官房副長官（副議長）挨拶

５．閉会

【配布資料】

資料１ 令和２年版「再犯防止推進白書」について

資料２ 令和２年版再犯防止推進白書（概要）

資料３ 少年院における修学支援の充実化

資料４ 少年院在院者に対する高等学校教育機会の提供に関する検討会報告書

（概要）

資料５ 保護司の適任者確保について

資料６ 法務省保護局ＳＮＳの紹介

資料７ 法務省保護局動画の紹介



令和２年版「再犯防止推進白書」について

○ 「再犯防止推進白書」は、平成28年12月に成立・施行された
「再犯防止推進法」に基づき、国会に提出する年次報告

○ 平成29年12月に閣議決定した「再犯防止推進計画」に掲げられた
115の施策について、令和元年度の取組を中心にこれまでに政府が
講じた取組を掲載

○ 民間協力者の活動を紹介する「コラム」、地方公共団体の取組を
紹介する「特集」も掲載し、表紙・中扉には、少年院在院者等の
絵画・書道作品を起用

第１章 再犯防止をめぐる近年の動向
近年の動向・再犯の防止等に関する施策の指標

第２章 就労・住居の確保等のための取組
ー第１節 就労の確保等
ー第２節 住居の確保等

第３章 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組
ー第１節 高齢者又は障害のある者等への支援等
ー第２節 薬物依存を有する者への支援等

第４章 学校等と連携した修学支援の実施等のための取組
第５章 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
第６章 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
ー第１節 民間協力者の活動の促進等
ー第２節 広報・啓発活動の推進等

第７章 地方公共団体との連携強化等のための取組
第８章 関係機関の人的・物的体制の整備等のための取組

特 集 地方に広がる再犯防止施策

推進計画に掲げられた115の施策の実施状況等

特 集

令和２年版「再犯防止推進白書」の構成

Administrator
テキストボックス
資料１



令和２年版
再犯防止推進白書

（概要）

令和２年11月

法 務 省

※令和２年版再犯防止推進白書の表紙及び中扉には、刑務所在所者又は少年院在院者の絵画作品等を起用しています。

Administrator
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第1章 再犯防止をめぐる近年の動向

再犯の防止等に関する施策の成果指標
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

再犯防止に向けた政府の取組

(※)２年以内再入率：出所年を含む２年間で受刑のために刑事施設に再入所した者の割合

→再犯防止関連のデータについて経年比較等

平成29年12月 再犯防止推進計画策定

より重点的に取り組むべき３つの課題に対応する取組の加速

平成28年12月 再犯防止推進法成立

令和元年12月 再犯防止推進計画加速化プラン策定

主な罪名別の２年以内再入率の推移

令和２年６月 性犯罪・性暴力対策の強化の方針策定

１ 満期釈放者対策の充実強化

２ 地方公共団体との連携強化の推進

３ 民間協力者の活動の促進

出所事由別２年以内再入率（２年以内再入者数）

出所年次（平成 年）

２１．８

１６．７

１６．０

８．４

出所受刑者の２年以内再入率の推移

「再犯防止に向けた総合対策」
（平成24年７月20日犯罪対策閣僚会議決定）

数値目標「２年以内再入率（※）を
令和３年までに16％以下にする」

出所年次
（平成 年）

満期釈放等

出所受刑者

仮釈放

出所受刑者

H26 　27.3 (2,928) 　　11.8 (1,641)

H27 　27.2 (2,709) 　　11.2 (1,516)

H28 　25.6 (2,470) 　　11.3 (1,501)

H29 　25.4 (2,348) 　　10.7 (1,364)

H30 　24.2 (2,114) 　　10.4 (1,282)

出

所

年

次

最新の数値は
16.1%と減少傾向
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覚醒剤取締法

性犯罪

傷害・暴行

窃盗



第２章 就労・住居の確保等のための取組

就労の確保等

● 就職に向けた相談・支援等の充実

→総合的就労支援対策の実施、
コレワーク（※）の活用

● 協力雇用主の活動に対する支援の充実

→協力雇用主の不安・負担の軽減

コラム：民間協力者等と連携したコレワークの取組

コレワークによる雇用支援
セミナーの様子

● 一般就労と福祉的支援の狭間にある者の就労の確保

→農福連携による就農に向けた取組

住居の確保等

● 更生保護施設等の一時的な居場所の充実

→更生保護施設における受入れ・処遇機能の充実

→満期釈放者に対する受入れや相談支援等

● 地域社会における定住先の確保

→満期釈放者への支援情報や宿泊場所の提供等

コラム：更生保護施設における処遇やフォローアップ事業の充実について

更生保護施設の処遇の様子

15庁の矯正施設に就労支援専門官を配置

更生保護就労支援事業を22庁の保護観察所に拡大

「農福連携等推進ビジョン」の決定

「これからの更生保護事業に関する提言」を踏まえた検討

トピック

コレワークを全国８か所に設置拡大トピック

トピック

トピック

トピック

（※）コレワーク：矯正就労支援情報センター室の通称



第３章 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組

高齢者又は障害のある者等への支援等

薬物依存を有する者への支援等

高齢者又は障害を有する者の特性に配慮した処遇を実施
する指定更生保護施設を74施設に拡大

● 関係機関における福祉的支援の実施体制等の充実

→高齢者又は障害を有する者等に対する指導の充実

→多機関連携による釈放後の福祉支援につなげる取組の実施

● 治療・支援等を提供する保健・医療機関等の充実

→薬物依存症治療の専門医療機関の拡大

→自助グループを含めた民間団体の活動の促進

コラム：薬物依存症者をもつ家族に対する相談支援

高齢受刑者に対する理学療法士による
歩行訓練の様子

コラム：女子施設地域連携事業による高齢受刑者を
対象とした「いきいき体操（ロコモ体操）」の実施

● 刑事司法関係機関等における効果的な指導の実施等

→矯正施設、保護観察所における薬物事犯者に対する指導等

薬物依存症者をもつ
家族支援のワークブック

● 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

→刑事施設入所に至らなかった犯罪をした者等を福祉的支援
につなげるため、刑事司法関係機関の体制整備等

更生保護施設における薬物中間処遇を試行的に開始

刑事施設における女子依存症回復支援モデル事業を開始

トピック

トピック

トピック



摂食障害女子受刑者への処遇・治療体制の整備

コラム：被虐待経験等を有する少年院在院者の処遇の充実に向けた取組
コラム：性的問題行動を示す知的障害・発達障害を有する保護観察対象者等に対する支援

（性的問題行動のある知的・発達障害者向け問題修復プログラム）の取組

● 適切なアセスメントの実施

→再犯リスク等を踏まえた的確な処遇方針の策定

第５章 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

特定非営利活動法人による
社会内問題回復プログラム

実施の様子

保護観察所における暴力防止プログラム（児童虐待版）
の試行的実施

「効果検証センター」の新設

コラム：鳥取地区ＢＢＳ会における修学支援

● 非行等による学校教育の中断の防止等

→矯正施設における高等学校卒業程度認定試験
の実施、指導体制の充実

● 学校や地域社会において再び学ぶための支援

→保護観察対象者等に対するＢＢＳ会等の民間協力者
による学習相談・学習支援の実施

第４章 学校等と連携した修学支援の実施等のための取組

BBS会員と法務少年支援センターの
連携による学習支援の様子

● 児童生徒の非行の未然防止等

→少年鑑別所における心理相談等の実施

矯正施設における復学手続等の円滑化等のため学校と
矯正施設等との連携事例を学校関係者等に周知

● 特性に応じた効果的な指導等の充実

→性犯罪者等に対する専門的処遇の一層の充実
のための検討

→発達上の課題を有する者、少年・若年者、
女性等の抱える問題に着目した支援の充実

● 犯罪被害者等の視点を取り入れた指導等

トピック

トピック

トピック

トピック

● 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



成果連動型民間委託契約方式の
活用等のための調査研究を実施

コラム：再犯防止を支える民間協力者の方々
コラム：トップアスリートたちが少年院に訪問！

～HEROs更生支援プロジェクト～
コラム：歴史ある“社会を明るくする運動”

・・・これからも地域社会とともに・・・

● 民間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や更生保護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

→”社会を明るくする運動”や再犯防止シンポジウム等の実施

トップアスリートによる少年院訪問の様子

第６章 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

● 再犯防止活動への民間資金の活用の検討

● 地方公共団体との連携の強化

→矯正施設の所在自治体や都道府県・市町村ごとの会議を開催

● 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

→地域の実情等を踏まえた地方公共団体によるモデルとなる
再犯防止の取組を支援し、そこで得られた知見を全国に展開

第７章 地方公共団体との連携強化等のための取組

● 地方再犯防止推進計画策定等の促進

「地方再犯防止推進計画策定の手引き」を作成・配布

更生保護関係団体のためのクラウドファンディング
実践マニュアルを作成 再犯防止シンポジウムの様子

トピック

トピック

トピック

全国の保護司会に更生保護サポートセンターを整備トピック



第８章 関係機関の人的･物的体制の整備等のための取組

● 関係機関における人的体制の整備

● 関係機関の職員等に対する研修の充実等

● 矯正施設の環境整備 老朽化した刑事施設の外観の様子

特集 地方に広がる再犯防止施策

● 地方再犯防止推進計画の策定とそれに基づく取組

● 地域再犯防止推進モデル事業の取組

● 地域ごとの課題に対して地方公共団体が独自に
行っている再犯防止施策

「鳥取県社会生活自立支援センター」の設置による
入口支援の実施

「福岡県再犯防止推進市町村連絡会議」の開催等
による市町村の体制構築の促進

「「リ・スタート」サポート協議会」における具体的取組等
の検討

高齢・障害、薬物依存のある犯罪をした者等の
再犯防止に関する取組等

満期釈放者等の社会復帰支援

「息の長い就労支援」の仕組み作り
社会復帰支援ネットワークの構築

少年等に対する学習支援及び就労支援

条例に基づく再犯防止施策の実施

市町村主導による矯正施設所在自治体会議の活動

地域の困りごとを解決する、少年院在院者と職員による
ボランティア団体の活動

長崎ダルクへの訪問の様子

鳥取県

福岡県

石川県
小松市

長崎県

山形県

愛媛県

鹿児島県
奄美市

兵庫県
明石市

奈良県

大阪府
阪南市

その他
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2４.４
40.１

6.7 

民間企業に委託して希望する
学校情報の提供

113人 (5.5 %)

出院者の修学・就労状況

進学を希望したが，
未定

希望するが，進学できず
出院する者が一定数存在

803人 (38.9%)

(※)少年院仮退院者で保護観察期間中に再非行
により新たな保護処分等を受けた者の比率

（平成30年）

仮退院者の再処分率(※)

修学支援の重要性は非常に高い

高校卒業程度認定試験
全科目合格者数の推移

高等学校卒業程度認定試験の
受験機会の付与

修学支援ハンドブックによる
修学への動機付け

高等学校卒業認定試験受験
コース指定（１３庁）

高校卒業程度認定試験
の指導体制強化のため
集中的受験指導を展開

自己の学力水準を確認
するための民間学力試験
の実施対象者拡大

民間学力試験の実施

少年院における修学支援の充実化

現 状

（総数２，０６５人（令和元年））

課 題

○

○

○

○

○

新収容少年の教育程度

（令和元年） 学徒・生徒の再処分率は低い。

復学・進学が決定

271人 (13.1%)

就職が決定

学びの継続や修学支援
に資する学校関係者との
更なる連携の強化

中学卒業

高校中退

98

169 158

187 178
191

240
202
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H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01
合格者数

中卒者と高校中退者の合計に占める合格者

の比率

（％）

増加傾向

対 策

13.1
%

17.0
%

41.2
%

0% 20% 40% 60%

学徒・生徒

有職

無職

○ 高等学校教育機会の提供に
向けた検討

Administrator
テキストボックス
資料３



高等学校での学習を希望する少年院在院者に対して，高等学校教育の機会を在院中に提供し，出院後も学校に在籍して学びを継続す
るための方策を，法務省において文部科学省や通信制高校などとともに検討を行った。（第１回検討会：令和２年６月２５日）

 在院者の自律的な学習姿勢を育てるため，学習計画作成等への本人による積極的な関与，少年院職員による指導・支援
 通信制高校の課題等に取り組む学習時間の確保（個別の学習時間の設定等）
 高等学校によるスクーリングやインターネット等を活用した学習のための環境整備等

少年院在院中に通信制高校での学習を実施

少年院在院中に通信制高校への入学を可能に

 少年院及び通信制高校との間で，本人の学習状況等について積極的な情報共有
 少年院と通信制高校が連携した進路指導や学校見学等の実施
 保護者，更生保護官署，関係者間で情報交換の場を設け，在院中から出院後の切れ目のない支援体制を構築
 「出院者等からの相談」制度の活用による少年院職員の支援の継続

 少年院在院者と保護者への入院当初からの情報提供，入学に向けた支援（説明会，四者面談の実施等）
 少年院在院者の入院時期の不定期性を踏まえ，通信制高校による高校入学時期の柔軟な対応の検討

少年院と通信制高校との連携方策

検討会の概要

（令和２年１２月）

 効果的な実施に向けた環境作り（法務省と文部科学省との連携）
 地理的に近く，連携関係の築きやすい少年院・通信制高校の間での実施
 少年院と通信制高校の間で，具体的な取組に向けた協議の実施
 少年院の矯正教育の単位認定を行うに当たってのガイドラインの整備

令和３年度，複数のモデル施設において
実施予定

今後の施策の方向性

⇒

少年院在院者に対する高等学校教育機会の提供に関する検討会報告書（概要）

出院後の学びと高校卒業に向けての支援

少年院の矯正教育が高等学校の単位に

在院者の現状と課題

少年院における支援 在院者の６割余りが中学卒業又は高校中退（右図参照）

【参考】日本の高校進学率：約９９％（令和元年度）

 出院者の１割余りが，希望するものの進学先が未決定
 高等学校卒業程度認定試験受験者への指導体制強化
 修学先の情報収集支援 ～ 修学支援デスク

新収容少年の教育程度

7.0 
18.0 

2４.４
40.１

6.7 

中学卒業高校中退

（単位：％）
（令和元年）

通信教育ならではの特長を生かして，
少年院と通信制高校の連携を図ることが重要

高等学校教育機会の提供の必要性 ＝

 少年院の矯正教育の通信制高校での単位認定に向けた措置
 高等学校で上記単位認定をするために必要な矯正教育の実施状況についての共有の在り方を検討
 同学年での（編・転）入学に向け，入学年次に関する考え方の整理
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保護司の適任者確保について
〇 保護司は，法務大臣から委嘱される非常勤の国家公務員だが，給与は支給されず，民間ボランティアと
して活動
〇 保護司は，犯罪や非行をした人の立ち直りを支援するなど，地域の安全・安心の構築や再犯防止を推進す
る上で，欠かすことのできない重要な存在
〇 しかし，近年，保護司数は減少傾向にあり，保護司適任者の確保が喫緊の課題

○ 保護司が地域で活動しやすくなるよう，地域の活動拠
点となる「更生保護サポートセンター」を全国に整備

〇 保護司活動インターンシップや保護司候補者検討協
議会等の取組の推進

〇 自治体，経済・宗教・士業団体等の関係団体等に対
する働き掛けの強化〇 約４０年ぶりに４万７千人を下回る

〇 保護司適任者確保のため保護司の負担軽減等が課題

48,664 

47,939 

46,763 

H23 24 25 26 27 28 29 30 31 R2

（各年１月１日現在）

保護司数

（人）

関係省庁の皆様へのお願い

① 保護司の適任者確保に関する各種取組について協力いただきたいこと。

② 各省庁が所管等する業界団体の会合や，各省庁の退職予定者を対象としたセミナー等で，法務省職員が
出向いて講演等を行うなど，保護司に関して周知をさせてほしいこと。

③ 各省庁のＳＮＳアカウントで，法務省保護局のSNSをフォローし，リツイート等していただくなど，広報活動に
協力いただきたいこと。

現 状 対 策
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ＳＮＳを

フォローしませんか？

法務省保護局公式ツイッター ＠ＭＯＪ＿ＨＯＧＯ

◇ 更生保護ボランティアの活動紹介
（保護司，更女，ＢＢＳ等）

◇ “社会を明るくする運動”などの
各種行事・イベント等の紹介

◇ 更生ペンギンのホゴちゃんの活躍

など、更生保護の最新情報を配信しています！

法務省保護局公式インスタグラム＠moj_kouseihogo

◇ “更生保護ボランティアメッセージ
プロジェクト”を掲載中！

写真を通じて、更生保護ボランティアの素顔や、
やりがい等を紹介しています。谷村新司さんや吉本
興業所属芸人さんなど、“社会を明るくする運動”
にゆかりのある方々も登場中♪

その他にも、更生保護にまつわる写真や動画を掲
載予定です！

保護局公式Twitter 保護局公式Instagram
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YouTube法務省チャンネル (MOJ channel)にて動画を公開中！

漫画「大家さんと僕」が大ヒット中の矢部太郎さんが，実際に保護司さんに会って話をし，そこで感じたことを表現
したCM動画です。

矢部太郎「保護司さんと僕」３０秒編

「よしもと社明アンバサダー」の木村祐一さん，バッドボーイズさん，横澤
夏子さんが更生保護ボランティア役となり，保護観察対象者の立ち直りを
支援する本格ショートムービーです。

「あなたは，ひとりじゃない。」本編ショートムービー

「保護司」という人との出会いをきっかけに，前を向いて歩き始め，立ち直っていく様子を描いた動画です。

最初に私に寄り添ってくれた人－保護司－

更生保護ボランティアの皆様が，活動のやりがいなどについて語り合った座談会の動画です。

立ち直りを支えるボランティアを知っていますか？

支えてくれた人との出会い～ある少年院出院者の思い～

ある少年院出院者が，彼の立ち直りを支えた保護司を始めとする人たちとの出会いなどについて語った動画です。
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