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平成 29 年度第４回滋賀県協働プラットフォーム 議事要旨 

 

１ 日時 

平成 29年 7月 11日（火） 9時 30分から 12時 00分まで 

２ 場所 

滋賀県大津合同庁舎 7－D会議室（大津市松本一丁目 2番 1号） 

３ テーマ名 

再犯防止の推進～再犯防止のためのネットワーク構築等について～ 

４ 参加者 

(1) NPO・関係団体等関係者 

大津公共職業安定所 

大津少年鑑別所 

大津地方検察庁 

大津保護観察所 

大津保護区保護司会 

滋賀刑務所 

更生保護法人滋賀好喜会光風寮 

社会福祉法人グロー（地域生活定着支援センター） 

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 

NPO法人滋賀県就労支援事業者機構 

認定NPO法人おうみ犯罪被害者支援機構 

(2) テーマの提案者 

滋賀県 健康医療福祉部 健康福祉政策課 

(3) 県関係各課 

滋賀県 県民生活部 県民活動生活課 

滋賀県 健康医療福祉部 障害福祉課 

滋賀県 健康医療福祉部 子ども・青少年局 

滋賀県 商工観光労働部 労働雇用政策課 

滋賀県 土木交通部 住宅課 

滋賀県 会計管理局 管理課 

滋賀県 警察本部 

(4) 事務局 

滋賀県県民生活部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 

 

５ 協議内容 

(1) テーマ提案者（健康福祉政策課）からのテーマ提出の理由・趣旨を説明 

○再犯防止に関する法律が昨年施行された。法律の趣旨は、国民が犯罪による被害を受ける
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ことを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現が目的。その中で地方公共団体は、国

との適切な役割分担をふまえ、地域の実情に応じた施策を講じるよう努力義務が定められ

た。これを受け、地方での取り組み、国とどの様に連携するか考えなければならない。ま

ず、再犯防止の推進ということで、既にこれまでからある取り組みの経過、皆様の立場、

取り組みの内容をお話頂きたい。そして、今後さらに皆様と連携するには、どの様なネッ

トワーク、どの様な連携が今後必要になるのかを検討したい。 

まず 1 点目に皆様の再犯防止に関する取り組み内容を教えていただきたい。2 点目に皆

様の取り組みでの課題を教えていただきたい。その課題は、地方でできること、やはり国

と連携しないとできないこと等、整理ができると思う。最後 3 点目に、ネットワークにつ

いて、既存のものを含めて地域ネットワークの必要性はあると思う。今までの連携もしく

はネットワークに不足する点、今後求められているのはどこなのかを教えていただきたい。 

会議を第 2回、第 3回と開催し、最終的にはネットワークの構築をしたい。来年度には、

さらに地方の計画も視野に入れながら推進していきたいと思っている。今日の会議をもっ

て、方針の決定や協議をするということではなく、次回に繋げる会議にしたい。 

横の連携が重要であるが、まずは縦割りの自らしている仕事をお互い理解し信頼関係を

築き、そして横の連携ができると考えている。つまり、皆様の立場や取り組みをしっかり

尊重した上で、横の関係を無理なくできるようにするのが第 1番だと思っている。 

再犯防止の支援を必要としている人を中心として、国、県、それからこの場にはおられ

ないが市町、そして今までから取り組んで頂いている民間団体も含め、しっかりとした再

犯の取り組みができると考えている。 

再犯率について、高齢者の入所者の割合がかなり増えている。高齢者の 4 割が再犯まで

半年未満である。理由として、入所者の中には、やはり高齢・障害によって、福祉的支援

が届かない人がたくさんいる。また、薬物依存の方もいる。そのあたりも踏まえて、今後

の新しい連携について、具体的な支援につながるような施策にしたいと思っている。 

これまでの再犯防止施策は民間の力を取り入れながら国が中心となって推進してきた。

しかし、今後は国民の理解を土台として国、地方、民間が、これまで以上に連携しながら

総合的に施策を推進していくこととなっている（説明資料 p16、スライド 24）。このイメ

ージ図にぴったり沿えるように、今後施策を検討したい。 

 

(2) 対話・協議の内容 

○県の障害福祉課の精神保健福祉係では、医療観察法の事務と、精神の分野では措置の関係

の事務がある。警察官、検察官からの通報であるとか、矯正施設の調査の方の通報、最終

的に刑務所からの通報といった、通報事務を行っている。特に措置の部分については、昨

年の相模原の事件（相模原障害者施設殺傷事件）をうけて、精神保健福祉法の改正がある。

措置の対応は、今までは県知事の命令、政令市町の命令で入院の手続きをして、自傷他害

という要件がなくなればすみやかに消退をするといった手続きになっていた。あくまで入

口（＝検挙から刑の確定まで）の部分だけの対応になっており、自傷他害の要件で入る入

院患者を再度、在宅に帰るまでフォローする制度を持っていなかったという課題が浮き彫
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りになっていた。そこの課題について措置入院者のフォローアップという事業が、この通

常国会で審議されていた。平成 30年 4月からの施行が予定されていたが、若干そのスケジ

ュール感は変わってくるかもしれない。 

○大津保護区保護司会は大津全域で、100名を上限として、今現在 93名で保護司会活動民間

ボランティアをしている。私たちの職務には、三本の柱がある。一つ目は刑務所に入った

人が出てくる希望先の環境を調整する役目、二つ目は、その後、その人がその環境の中で

改善更生をしていけるという目安を立て、保護観察、満期までの間の保護観察を担当して

いる。3つ目は、犯罪予防活動。7月を強調月間として犯罪予防活動をしている。それ以外

では大津市の北から南までの保護司が地域活動の中に、昔のように閉鎖的にではなくて、

罪を犯した人が社会の中でもう一度出番を見つけ居場所を見つけて、やり直していこうと

いう活動を日々支援している。 

○滋賀好善会は、更生保護法人であり更生保護という制度上に位置づけられている。保護観

察所は、刑務所をでた人、あるいは少年院をでた人、あるいは執行猶予がついた人、こう

いう保護観察がついた人を対象に活動しているのはもちろん、それ以外にも、刑務所を満

期ででた人、起訴猶予、罰金刑となった人を対象に活動している。これは更生緊急保護と

いう。こういう人たちは身柄を釈放されてもお金がないから再犯してしまう。そういう人

たちを犯罪者予防更生法という制度のなかで再犯させない、そういう仕事が保護観察所の

中心になっている。犯罪に陥った人達の自立更生支援のため、私たちの施設が受け入れて、

私たちの施設が受け入れて、食事を提供し、就寝場所を供与している。 

在留させている間に、我々職員、保護司も関与して、労働できる人たちに対しては就労

斡旋、就職斡旋する。その人たちは働いてお金を貯めて、更生をしていく。ただ、今超高

齢化社会を迎えている。社会的弱者である高齢者であるとか、心身障害者であるとかそう

いう人たちの再犯率が非常に上がってきている。そういう事情で、平成 21年に高齢者およ

び心身障害者を、更生保護施設が中心になって、援助していく制度ができた。いま更生保

護施設は 103あるが、そのうち約半分が指定された。滋賀好善会も幸いにして指定された。

心身障害者、認知症であるとか、あるいは統合失調症であるとか、アスペルガー系である

とか、社会に適応しにくい、あるいは対人関係が取りにくい人たちがいる。犯罪者のなか

でそういう人たちを受け入れて再犯させない、そういう事をわれわれ施設はしている。ざ

っと言うと、一人 1 日預かると 6,000 円、30 日で 18 万円くらいの収入になる。それでも

って施設を運営している。 

課題として、仕事という課題もあるが、例えばお金が貯まったので自己資金を持って社

会に出ようとした場合に、一番困るのは住居である。保証人が必要でも保証人になる人が

ほとんどないという人がいる。保証協会もあてにならない。我々は住居という面で非常に

苦労しており、県の住宅が空いていたら、安く貸して欲しいという思いはある。 

○大津少年鑑別所では、家庭裁判所の決定で送致された少年を約 4 週間収容している。心理

学を中心にして少年のことを詳しく調べる資質の鑑別を行っている。また、十分に広報さ

れていないので、知らない方も多いと思うが、地域の方々あるいは地域の関係機関からの

相談に応じるという「地域援助」をしている。これは、地方公共団体の方とも連携してい
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く大きな力になると思う。鑑別所では、アセスメントとして、面接や心理テストをして、

対象者のことを詳しく理解しており、これがうちの強みである。 

地域の非行、犯罪防止に向けた活動を、地域援助として実施している。地域の方々、関

係機関の方々からも心理相談、各種検査の実施に動いたり、研修会や講演会で職員を派遣

したり、あるいは学校の生徒に法教育を実施する、あるいは、地域のネットワークへの参

画をするといった活動をしている。 

少年院を仮退院して、保護観察になった少年に対して、うちが得意としている職業適性

検査を実施し、また定期的なカウンセリングに通ってもらったという実例がある。問題行

動への対応に苦慮している学校とか自立施設の職員に対して、出向いてアドバイスをして

いる。問題の子どもに会いテストもしている。また、大津少年鑑別所では実施していない

が、覚醒剤を使用して、執行猶予となった人たちに対して継続的に薬物調査をしていると

ころもある。 

また、刑事司法の入口の対象者に対して、民事司法の検査、いろんな心理テストを実施

している。以上のように、地域援助というのは、間口が広くて、対象者の年齢も広く、大

人に対してもできるので、活用してもらいやすいと思う。 

○滋賀刑務所の教育統括は、主に受刑者の指導をしている。改善指導といい、刑務所のなか

で、一般常識を教え、それぞれの問題を持った収容者に対して指導している。特別改善指

導というのは、薬物依存の指導であるとか、性犯罪、再犯防止であるとかそういったもの

の指導をするポジションである。再犯防止に関わる取り組みでは、高齢受刑者指導である

とか就労支援指導をしている。就労支援での関わりが多い。 

既決の受刑者が 360名くらいいるが、40名近くが 65歳以上の高齢者である。約 15%が

高齢の受刑者。したがって、昨年 11月から高齢受刑者指導を始めている。そして軽度発達

障害が疑われるケースもあるので、個別に関わっていかなければならない。事例としては

増えてきていると思う。あとは、就労である。入口と出番ということで、住むところも当

然だが、仕事がないと再犯率が高い。仕事をするためのスキル、いわゆる社会人としての

基本的なスキルに欠けた者が多いので、そういう所を重点に今年は取り組んでいる。 

企業担当者講話とか職業紹介講話を、大津の保護司会にご協力いただき、雇用主の方に

実際にお話に来ていただく取り組みをしている。一昨年くらいから取り組んでいるが、今

年はその回数を増やすことを考えている。そういう形で、できるだけ、帰ったときにスム

ーズに仕事ができるスキルを身につけさせたいと思っているが、なかなか身につけさせら

れてないのが現状である。したがって、刑務所でどのような教育をすればよいのかご意見

を頂きたい。出てから後のこと、フォローアップというのは、今まであまりできていなか

ったと思う。こういうことを県レベルで連携してできればよいと思う。そういう意味では

保護司の方とも情報連携ということで、刑務所で行った教育の内容を伝えることになって

いる。これまで、刑務所でどんな事をしているのかを伝えていなかった。ご興味があれば

刑務所に見学に来ていただいても結構ですし、お話もさせていただく。 

○大津地方検察庁においても再犯防止に対する取り組みは、全国の地方検察庁の重要な課題

の一つになっている。検察庁では入口支援ということで、犯罪者、事件を取り扱っている。
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そのうち軽微な事件、不起訴処分になる事件とか罰金刑で終わる事件、執行猶予となって

釈放され事件処理したときに、再犯防止対策として今進めているのは、住所のない人に居

住支援、無職の人で働きたいという人に就労支援を国の機関と連携して取り組んでいる。

また、滋賀県だけの取り組みで他府県ではしていないが、認知症の疑いのある人について、

地域定着センターと共同で司法と福祉と医療が連携して、その障害者、高齢者の方の再犯

防止の取り組みを行っている。事案を見ると、支援すればうまく生活できる人の中で、支

援されていない人がまだいる。今後も幅広く、検察庁としても地方公共団体と連携して再

犯防止に取り組んでいきたい。 

○県の労働雇用政策課では、月に 2 回、内職の求人情報を関係機関に情報提供しており、刑

務所と更生保護施設にも情報提供している。それと、年に 4回、「滋賀労働」という広報誌

を発行しており、そちらで、刑務所出所者等の協力雇用主の募集記事を掲載している。一

回あたり 5,300部を各事業主に配布している。 

○会計管理局管理課では、社会的要請に応じた調達もしくは提案、制度を再犯防止の分野に

おいても、具体的な形にできないかと考えている。 

○滋賀県警察本部は、検挙活動が通常メインとなる。しかし、子どもを対象とした暴力的性

犯罪の出所者に対して、再犯防止制度がある。その犯罪歴をもとに、任意にはなるが、面

談等をして、再度犯罪を起こさせないという取り組みもある。少年の非行防止部分では、

立ち直り支援がある。少年補導職員が警察におり、そこが招致補導等をし、今後の仕事の

こととか家庭のことなどを含めて話を聞いて支援をする。 

橋渡しという役割も担っているが、就労や住宅といった問題については、県の他の部局

とも連携しないと、橋渡しするにもできない部分がある。各支援センターには保護司の方

がおられるが、なかなかお知り合いになる機会もない。こういう機会をとらえて、今後の

関係性を作りたいと思う。 

○地域生活定着支援定着支援センターは、刑務所、あるいは少年院の出所者の中の、ほんの

一握りであるが、高齢または障害のある人の帰住先の調整と福祉サービスをつなぐ仕事を

している。関係機関はたくさんあるが、出所者に関しては刑務所の方で、いろいろご苦労

されている。保護観察所のほうでも環境調整をされている。平成 21年から滋賀県から委託

を受け事業を実施しているが、やはりもう少し手前のところから、犯罪を予防することが

必要だという気づきがあった。もっと地域のなかにいる時からの福祉の支援が必要だとい

う気づきを促していこうとしている。入口支援として取り組みがあるが、検察庁や少年鑑

別所といったところも新たに協力していただきながら、これまでから連携している保護観

察所も含めて、支援が必要な人の気づきを促す取り組みを平成 28年度から県の事業とて実

施している。 

こういう支援をするなかでの苦労するのは、アパート探しや保証人問題である。いろん

な方策を考えているが、なかなかこれといった解決方法がないのか現状である。生活保護

の方でも保証人は必要である。行政的には縦割りで動いて、生活保護の申請をした後、そ

の方の所得保証だけではなく、福祉のサービスが必要となる。手帳を取得し、認定調査を

してもらうこともある。生活保護の担当課と福祉の担当課をつなぐ組織としての他市事例
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は参考になると思う。 

刑務所はいろんな所に点在しており、性別や犯罪傾向などにより他府県のあっちこっち

へ移送されている間に住民票がなくなり、出所を控えて相談にいくと「うちの住民ではな

い。」とか「居住実績がない。」とかたらい回しにされるという状況が今もある。対応とし

て、明石市の取り組みが参考になるのではないか。 

18 歳の壁というのもある。少年院から出てくる人が少年院にいる間に 18 歳になると、

今まで児童相談所とかが親身に関わっていたが、出てきたとたんに児童相談所では相談で

きなくなり、一気に大人扱いされる。20歳前後で厳しい状況におかれる。しかも受け皿が

ないという状況である。こういうことが全国的な傾向としてある。青少年の健全育成とい

う点でこのことは喫緊の課題であると認識して頂きたい。最後に支援を拒否する人、支援

を辞退する人が結構多い。そちらのほうの対策についても考えて行きたいと思っている。 

○職業安定所では、再犯防止のためには就労は大事だということで、保護観察所や滋賀県等

と連携し、お手伝をさせてもらっているのが現状である。就職支援ナビゲーターとして、

私自身も、隔週で、仮出所前の職業講話をだいたい 1 時間半している。就職前の心構えと

か準備とか事業所との面接の仕方とか、そういった事前の面接にあたっての予備能力訓練

のようなことも含めて実施している。もう一つは刑務所内での職業相談も今年から若干始

めた。保護観察所から、光風寮から「鑑別所で職業相談して下さい。」という斡旋がある。 

高齢者の再犯問題とか犯罪問題をよく聞く。年金だけで食べていけず、生活保護者とか、

国民年金だけの人は大変だということで、安定所には高齢者の方が結構来られる。昨年度

でも、現実に 82歳の人も来られる。高齢者の場合就職率が悪い。それには原因があり、ど

この企業でも 60歳定年を就業規則にしている。60歳から 65歳までは再勤務とか雇用延長

とかそういう制度的なものの整備が進んできているが、ただそれだけでは、就職に結びつ

かない。 

○滋賀県就労支援事業者機構について、平成 21年に全国就労支援事業者機構というのができ

た。経団連の企業が中心となって設立された団体である。その翌年の平成 22年に各都道府

県単位に、滋賀県では、NPO法人滋賀県就労支援事業者機構というのが立ち上がった。こ

れは商工会議所、商工会関係の企業が中心として設立した団体である。 

いわゆる「協力雇用主」という保護観察所が掌握している事業主がおられる。いわゆる

退所者の犯罪歴を知ったうえで、立ち直りを支援していこうという企業がある。しかし、

実際のところ以前は、全くのボランティアというか誠意でしてもらっていたというのが実

情である。統計的な部分では再犯の防止には雇用が最大の効果があるということが周知さ

れてきた。したがって、そういった協力雇用主を支援していく取り組みとして、直接雇用

はできないけれど、直接雇用なさる企業を支援していくため、大きな企業が会費を出し合

って、中小企業を支援していくシステムを作り上げた段階である。この 8 年間を通して、

各中小企業の支援を含め、個別の企業、対象者に寄り添いながら、いわゆる軟着陸の生活

が整うように就職と住むところをコーディネートしている。 

我々の課題は、やはり、こういう民間のボランティアとか会員であるので、情報が入っ

てこない。県市の動きも含めてそういった情報が入ってこない。大切なことをさせて頂い
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ていると思っているが、我々の活動を皆さんに知って頂いていないという事情もある。こ

れを機会に協力雇用主という立場の存在とそういう定着、見守りという仕事の存在を知っ

て頂ければと思う。 

○大津保護観察所では保護観察をつけている人、もう少し詳しく言うと、家庭裁判所で保護

観察の処分を受けた少年とか、少年院を仮退院した少年、刑務所を仮釈放になった人、保

護観察付き執行猶予の処分を受けた人、こういう方々の処遇、指導をしている。具体的に

は再犯をさせないための指導監督と、補導援護に取り組んでいる。補導援護は保護観察を

受けている人たちが一般社会の一員として、普通の生活に戻っていけるように、関わり続

けることを言う。また、保護観察を受けていない人でも、刑務所を満期で出所した人とか、

検察庁で起訴猶予の処分を受けて、身柄を釈放された人とか、保護観察のつかない一般の

執行猶予の判決を受けた人とか、こういった人達で帰る場所がない、住む場所がない人に

対して、金銭的な援助をしたり、住居を確保したりという、これを更生緊急保護と言うが、

こういう取り組みもしている。これは、保護観察所だけで、取り組んでいるということで

はなく、保護司会とか、更生保護施設とか、先ほどの就労支援事業者機構とか、さまざま

な、民間の方々と協働しながら取り組みを展開している。 

特に最近は、対象者の多様な問題とか、犯罪の特性とか、そういうものに合わせて、例

えば、犯罪の特性に合わせたプログラムであるとか、就労支援であるとか、社会貢献活動、

一部執行猶予者への対応であるとか、薬物依存対象者に対する対応であるとか、事案に応

じたきめ細かな取り組みを展開している。 

課題は、マンパワーの制約がある。保護観察所は職員が十数名であるが、この人員で滋

賀県全体を担当している。役所ですので予算の制約も当然にある。何よりもこの点につき

るが、犯罪をした人、更生をした人たちが地域に戻って、普通の生活を送って行くために

は地域住民の理解であるとか、協力が欠かせない。 

したがって、課題としては、これまで、保護司会、更生保護施設、就労支援事業者機構

とか、そういう民間の方と連携して仕事をしてきた。このネットワークをより一層充実し

ていく必要がある。例えば県であるとか地方公共団体であるとか、そのほかにもいろいろ

な分野の方々がおられる。そういった方々とのネットワークを充実、強化していく必要が

あると感じている。 

我々の事業は再犯防止そのものである。対象が限定されており、一つは保護観察になっ

た人であり、保護観察期間が定まっている。保護観察期間が終わると、一般の国民になる。

もう一つは更生緊急保護といい、悪いことをして身柄を拘束されたときに、保護観察にな

らなかった人については、本人の申し出があって、保護して欲しいという意思表示を確認

して、更生緊急保護をする。住むところが無い人は、光風寮等に委託して、そこにいる間、

衣食住は国が支給する。そこにいる間に一生懸命働いて、懐を暖かくして自立していくと

いう仕組みが用意されている。しかし、これはあくまでも本人が保護して欲しいという意

思を示すことが前提である。これも半年間という期間が限定されている。しかも、予算措

置も限定されており、全ての人に行き渡るという訳ではない。 

担い手にも制限がある。担い手は保護観察所の職員が 15名、滋賀県内におります連携で
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きる保護司が 490名、さらに更生施設の光風寮が一カ所である。こういう条件のなかで精

一杯のことをしているという状況である。 

課題としてお願いしたいのは、薬物依存のある人たちへの支援である。刑務所の人口を

見ると、女子刑務所の半分が覚醒剤取締法違反で受刑している。男子刑務所も、じつは 4

分の 1 が覚醒剤取締法違反である。そういう意味において、刑務所から出てきた人のかな

りの人が薬物依存の状態にある。依存の程度には個人差があるが、薬物依存の人をなんと

か立ち直らせるということが刑務所人口を減らすと意味では、相当な意味がある。 

大事なのは出所した後である。実際出所すると薬をやろうと思えばできる。刑務所の中

にいる時は薬をやめたのではなくて、できないだけ。実際、出所してからどうやって立ち

直って行くのかということについては、本人の意思だけではなくて、周りの支援、さらに

は依存の程度が進んだ人については、医療機関との連携が非常に大事である。滋賀県にお

いては、滋賀県精神医療センターが薬物依存に積極的に取り組んで頂いている。そことの

連携を今、非常にうまく回しているが、そうはいってもやはり、マンパワーの問題や予算

措置の問題がある。私どもとしてはそこでのパイプを是非太くしたい。そうすれば、それ

によって救われる人がかなり多いし、刑事政策的にいうと、刑務所の人口を減らすという

意味においては、薬物依存対策は非常に大きな意味がある。 

○滋賀県社会福祉協議会では、市町社会福祉協議会と連携して地域福祉の推進に取り組んで

いる。住民に身近な市町社会福祉協議会では、地域の方や関係機関と連携して様々な事業

を展開している。社会福祉協議会が実施している事業の中に地域福祉権利擁護事業がある。

この事業は、判断能力が不十分な高齢者や障害者の方に、福祉サービスの利用援助や日常

的な金銭管理のお手伝いをする事業であり、出所した人の中で、本事業の対象者として支

援が必要であるのなら、本人との契約になるが一つの支援策として考えられる。 

○今日は加害者、罪を犯した人への支援ということだが、滋賀県県民活動生活課は、被害に

遭われた方の支援をしている。被害者支援というと、平成 17年に犯罪被害者基本法ができ

た。加害者、罪を犯した人への支援からいうと遅れていると思う。私どもは被害を受けた

方、直接的な被害もあり、二次的被害、経済的な負担であるとか精神的負担が大きいので、

そういったところの負担を軽減していくため、犯罪被害者総合窓口を設けている。認定

NPO法人おうみ犯罪被害者支援センターと一緒になって、関係機関とともに、途切れのな

い支援をしている。最近で言うと、性暴力の被害に遭われた方を支援するワンスストップ

の支援センター、「SATOCO」を設置し、いろいろな支援を実施している。 

犯罪にも色々あり、財産を奪われるところから命を奪われるところまで、いろいろと罪

種はある。やはり大切な人を急に亡くされた被害者というのは、罪を犯した人の顔も見た

くないと思うし、しいて言えば極刑を望む方もおられる。罪の重さを認識して頂くことや、

被害者への謝罪、損害賠償の意識、そういった所が被害者の思うところとかけ離れたとこ

ろがあると思う。更生にあたっては、被害者への意識をとりこんでもらいたいと思う。 

○認定 NPO 法人おうみ犯罪被害者支援センターは犯罪被害者の支援をしている団体である

ので、今日この集まりに参加していると少し視点が違う話になると思う。この協働プラッ

トフォームから、今後取り組まれる事業について、犯罪の被害に遭った人を意識しての事
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業になるとありがたい。事件が起こって、そこに加害者がいるということは、必ず被害者

がいるということ。私たちの感覚では、加害者の人権というのは今までいろいろなところ

で、いろいろな人権が言われてきて、いろんな施策があったと思っているが、被害者にと

っては、犯罪被害者等基本法ができるまでは全てのことにおいて、被害者は蚊帳の外にお

かれている、それが被害者の置かれている立場だったと思う。 

被害者にも福祉的な施策が必要であり、もしかすると、福祉の窓口で加害者が住宅のこ

とを相談しているその横に被害者が来られる可能性がある。加害者の再犯防止のために一

生懸命している、その横には今まで、ほったらかしにされていた被害者が、被害によって

家を失い、収入を失い、家族を失った被害者が相談されているということもあるというこ

とを意識して頂ければありがたい。 

私たちの支援センターでは被害者の心情を伝えるという活動をしている。例えば、被害

に遭われた方の心情を朗読している。これを直接刑務所にいる人に伝えるということはで

きないので、保護司の方等、加害者に関わっておられる方に聞いて頂いて、今度接触する

ときには、そういうことも意識して欲しいと思って実施している。私たちの感覚としては、

性犯罪の加害者は、再犯に再犯を重ねるそういう感覚がある。捕まってしまうまでに何回

再犯をして、やっと捕まったのかという感覚がある。そういう再犯を重ねてきた性犯罪の

加害者にも公費で教育プログラムがしてもらえるというようなことがあったりすると、被

害者と一緒に裁判所でそれを聞いているといたたまれない気持ちになって、あの人たちは

公費で再犯の教育プログラムを受けるのかという気持ちにもなる。再犯がなくなって、犯

罪がなくなり被害者がいなくなることが実現して欲しいと思うけれど、被害者がいるとい

うことをどうか意識していて欲しい。 

○独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、高齢者と障害者の雇用支援をしてい

る。高齢者については、65歳までの雇用確保というのが、いま事業主に課されており、困

っている事業主のところへアドバイザーを派遣して、相談にのるといった事業をしている。

基本的には対事業主の事業が多くなっている。 

○皆さんの現在の取り組みを課題も含めてお話いただいた。住宅の問題とか就労の問題、こ

れを中心に医療などの対策が必要ではないかというような話がでていた。 

 

【10分休憩】 

 

○後半はもう少し提案的なことも、自由に意見を出して頂きながら、発言頂きたい。 

○例えば居場所と出番ということで、就労支援であったり家であったり、福祉サービスが充

実したとしても、就労支援されている協力雇用主が言われていたこととして、家があって

仕事があっても心に空虚感があって、希望を見失って自殺してしまう人もいるということ

で、物理的なものだけでなくて精神的な支えであるとか、将来を見通した希望みたいなも

のが無いと、人が「生きる」という事にはならないと言っておられたのが印象的だった。

先ほど、被害者の方に支援をされている方のお話も聞いて思ったが、それは片側だけでな

くて、被害者の方の支援も同じように連動してできるような仕組みを滋賀県としては作っ
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ていかなければならないと感じた。 

○滋賀好善会においてもフォローアップ事業をしている。今言われたように、例えば生活保

護で生活基盤はある程度できるが、再犯する人が非常に多い。ということは、やはり地域

での人間関係がなかなかできない。そういう人はどうするかというと朝から酒を飲む、あ

るいは最後には覚醒剤に手をだす。好善会から円満退会し、ある程度生活基盤を作ったと

してもまた再犯する可能性が非常に高い。そのときに初めて、今度は更生保護施設におい

ても継続保護事業を、これまでも継続保護事業はしていたが、今度は地方事業として、相

談事業をしようという方向性がある。ただ残念ながら、限定されており、期間が「ここま

で」となっている。我々が思っているのは、例えば我々の更正保護施設を退会して、最低

3年くらいは相談事業をするとか。 

更生保護施設はたくさんあるが、私たちの施設ほど周りの職員と寮生の関係が円満なと

ころはない。ただ、施設を円満退会した人でも、やはり、一人生活のなかでの孤独感があ

る。不安感がある。そうなれば、仕方なしにまた酒を飲んでしまう。それを防ぐためにや

はり、更生保護施設だけではなく、そういう人たちが相談できる事業所を作って行く必要

がある。 

○再犯防止を考えたときに、これまで、刑事司法の領域で一方的に国がしていた。なぜかと

いうと、ある意味一方的に塀の中に入れて、塀の中から出すときも一方的に出して、保護

観察も一方的に行う。そうしたときに、そこで彼らは立ち直りに向けて、再犯防止に向け

てというのは、ある意味、やや渋々みたいなことがあって、これをしないとまた刑務所に

戻されるという外圧的な動機付けがある。そのなかから、本当に立ち直ろうという内圧的

な動機付けに切り替わる瞬間を大切にしたい。本当に立ち直ろうとする内圧的な動機付け

に変わった人に対してどうやって救いの手を差し伸べるのか。我々は制度の中で彼らに対

して一方的に働きかけているが、その中の何割かの人が、本当に立ち直ろうと切り替わっ

たときにそれぞれの地域の中で、救いの手を差し伸べる。はっきり言って、再犯防止とい

う事にあたるときに、全ての人を救うことはできない。最初から悪いことをしようという

人も残念ながら現実的にいるわけで、その中でも自分を見失わず、本当に立ち直っていき

たいという人も現実にいる。その人に時機を逸することなく救いの手を差し伸べるか。こ

こが、縦糸を大事にしながら横の連携をうまく、リレーでいうところのバトンを渡してい

く。この連携が大事だと思う。この集まりには非常に大きな意味があると思う。 

○法律とか制度の枠組みの中での支援体制は整っている。そこからはみ出ている部分につい

てどうしていくかというのが、この問題だけでなく、他のテーマにも関わってくる。 

○今後、こういうネットワーク会議のようなものが続くことを願う。私たちは、国の支援も

あるが、保護司の中の浄財を基金として、更生保護の拠点として、サポートセンターが全

県で 7 箇所ある。サポートセンターは、更生保護に関するつながりを地域のなかで作って

いこうという拠点で、大津では平成 24年、その前年の 6月に草津で立ち上げた。大津では、

滋賀好善会光風寮の離れ家に一室借りている。色々な悩み相談なり精神障害の人なり、色々

な部分で悩みのある人は、少し密室のようになっているため来やすい。悩みを小さなうち

に、解決する拠点というのが、今後はもう少し開設されて行くのではないかと思う。加害
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者も被害者もやはり悲しみから抜けることを支援するソフト面を共有理解しないといけな

いと思う。 

○NHKでも取り上げられた問題で「老後貧困」がある。今までだと、お爺さん、お婆さんは、

タンス預金とか、お金を持っているというのが常識的な見方だった。だが、NHKの放送を

見ると、誰でもが老後貧困になる可能性があるとのこと。高齢者の犯罪が増えているのは、

どこにも相談できず、地域同士での連帯感が希薄になっているのが大きいと思う。昔なら、

みんな横並びの貧乏だった。今の地域というのは非常に個人主義であり、自分のところさ

え良ければいいという思いがあると思う。自治会の組織にも入っていない、そういう人が

今増えてきていると思う。そういう中で、やはり老人が今、どういう人がいて、その人が

今どういう不安があって生活に困っているかとか、誰も知らない。そうすると、その人は

相談するところも知らないから、結局は最終的には刑務所がセーフティーネットになって

いる面が多い。刑務所に入ったら三度三度の飯を食べさせてくれ食事のことは心配しなく

ていい。そういうことで罪を犯している人が非常に増えてきていると思う。そういう面で、

今更、地域との連帯だのと言っても、今すぐできるものではない。やはり、みんなが地域

の中で関心を持つことが大事。もう一つは困った人がどうしたら助けてもらえるかという

ことを、もっと広くアピールすること。例えば、家の玄関の前に黄色い旗とか白い旗とか

を揚げたら誰かが助けてくれるだろうという、そういう幅広い活動をしていくことで犯罪

を減らしていけると私は思っている。 

○個別に専門で取り組むところと中間的に支援するところがしっかり連携できてこそ初めて、

本当に誰もが住みやすくて、「ここでもう少し頑張ってみよう。」という自らの気持ちがで

きると思う。ただ、これまでも課題があり、一気にしようとすると、やはり難しい部分も

あると思う。今後について、皆さんの声を聞きながら着実に進めて行きたいと思う。ただ、

色々な課題について、全体で個別の話をすると効率があがらないので、少しテーマに分け

て話し合い、その結果を共有させていただくのが良いと思う。 

○この議論が今、地域でどうするかとか、地域の連帯という方向になってきていると思う。

今、一体化というキーワードも出ていたが、この場には市町の関係の方がおられない。市

町に出てきて頂いて取り組んで行くのが、地域の連帯、一体化のところで必要だと思う。

県のほうで旗振り役になっていただいて、市町の関係者に加わっていただき、取り組みを

促していただけるようなことをお願いしたい。 

○就労支援ではないが、刑務所を出てスムーズに帰らせるというところで、就業体験である

とかが必要である。昨年は施設外教育ということで、協力雇用主の会社へ行って、お話を

聞き、その後ハローワークで情報端末等に触れるという体験を何度かした。それと、外部

通勤作業があり、教育とは違うが、受刑者を外部の事業所に通勤させて、何箇月か就業体

験をさせて、そのままスムーズに就労に繋げたいという活動もしている。滋賀刑務所では

まだその実績がない。しかし、そういうことも積極的にしていく必要があるので、我々も

動いている。例えば市レベルや県レベルで、協力していただけたらと思う。今日お話を聞

いて、こういったネットワークのなかでご協力いただける可能性を感じた。 

刑務所が、刑務所で何をしているのかを発信することはあまりない。この前、雇用主会
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の総会に出席する機会があり、そこで雇用主の話をきいていると、刑務所であるとか少年

院から出た人を積極的に採用していただいているが、ある一定の時期がきたら、結局「飛

んで」しまう。例えば保護観察が終わったら飛んでしまい、就労しても刑務所の中でして

いる作業と、外の、例えば建築業の仕事は結びつかないので、しんどいからとすぐ辞めて

しまったりする。ではどのように、我々が対応すればよいのかという点について、刑務作

業の中身を変えるのは難しい。できるだけニーズに合った指導をしていかなければならな

い。いろいろな所の忌憚のない意見を伺って教育の内容を変えていかなければならないと

思っている。 

あとはフォローアップ。奈良少年刑務所（平成 28年度末閉鎖）では奈良県と連携し、奈

良少年刑務所の職員が雇用アドバイザーのような肩書きで刑務所から出所して奈良県で就

労した者に対して、就労でつまずいたときのアドバイスをしていた。滋賀刑務所の教育と

して、そういった形の関わり方ができるのではないかと考えている。実は県の担当部署に

接触していこうとしていたときに、この会議の話があったので願ったり叶ったりだった。

今日いろいろお話いただいたことを持ち帰って、どんなことができるか検討したい。 

○私が一番心配しているのは、病的な犯罪と病的な放火、こういう人たちが刑務所に入って

いる場合であるその人たちは満期で出てくる。その人たちはどうなるのか。誰の助けもな

ければ再犯する。このあたりの矛盾が課題になっている。 

○これだけ多くの関係者が一堂に会して、ひとつのテーマで話し合うことができたのは、ま

さに協働プラットフォームの大きな成果だと思う。協働プラットフォームで大事なのはや

はりネットワークをつくること。それぞれ目的を持って取り組んでいても、横のつながり

がなくて、進んで行かないということもある。是非こういった場での人と人とのつながり

を活用しながら、進めていければと思う。提案者の方で、本日の議論を整理していただい

て、今後の進め方を検討してほしい。 

 

（終了） 


