
千葉県再犯防止推進計画（案）に対する意見と県の考え方について 

 

千葉県健康福祉部健康福祉指導課 

地域福祉推進班 

 

１ パブリックコメント実施期間 ：令和３年１１月２３日（火） ～ １２月１３日（月） 

２ 意見提出者数（意見の延べ件数）：１５人（２４件） 

３ 提出された意見の概要と県の考え方 

※ 提出された意見について、趣旨を損なわない範囲で要約いたしました。 

また、同内容の意見についてはまとめて記載しています。 

№ 意見の概要 県の考え方 

１  本計画に掲げられた重点課題や施策の推進には、就労・住居

の確保や保健医療・福祉サービスの利用の促進など、基礎的自

治体（市町村）との連携が不可欠であるところ、市町村には規

模の大小、活用できる社会資源の偏在等の理由により、各市町

村独自に再犯防止推進計画を策定・推進していくことが難し

い面もあると考えられることから、県による支援が必要と思

料する。 

ご意見を踏まえ、３３ページの

【本県における取組の方向性と概

要】に記載のある、市町村におけ

る計画策定の支援について、記載

内容を修正しました。 

２ 千葉県の保護司会、更生保護女性会、ＢＢＳ会などの民間団

体による更生保護活動が、本計画により一層推進されること

を期待する。 

保護司会やボランティア団体を

所管する保護観察所と連携して、

再犯防止推進施策を進めていきた

いと考えます。 

３ 犯罪をした人等の特性に応じた効果的な指導の実施は必要

だと考えるが、課題として指導内容が必ずしも地域の支援機

関と情報が共有されていないことが挙げられている。 

 そこで、必要になってくるのが情報を交換する機会を設け

ることだと考える。具体的には医師のカンファレンスのよう

に、関係機関の代表等を集め、指導内容についての意見交換会

等を定期的に行うことが求められると考える。 

犯罪をした人等に対する切れ目

のない生活支援のコーディネート

の段階において、各種福祉サービ

スの実施者・提供者等によるチー

ム支援を行います。 

４ 被害者への接触防止のための指導や、暴力団からの離脱支

援や社会復帰のための就労支援は再犯防止に資するものであ

るが、犯罪をした人がまた同じ地域に戻ってくれば、被害者の

ことを想起させたり、再度暴力団や薬物の売人と接触する機

会が高まるから、別の地域で支援や指導を受けられる施設を

設け、そこで十分支援や指導ができたと判断できるまで生活

させるべきである。 

支援対象者との面談等におい

て、本人の帰住希望地に本人の犯

罪による被害者が居住している場

合等には、他の帰住先を提案する

等、代替案の提示も検討します。 

５ 支援対象者は東京矯正管区の矯正施設を出所・出院して、千

葉県に帰住を希望する者となっているが、矯正施設の福祉専

門官によるスクリーニングの段階では、千葉県に帰住するか、

帰住できるか未定の人が多いのではないかと危惧される。未

定の人が出所・出院までに決められないことからこの計画に

乗り遅れることがないようにしてほしい。 

支援対象者は、高齢や障害に限

らず、何らかの支援を受けること

が望ましいと思われる人であるこ

とから、対象者の特性や障害の程

度に応じた適切な説明を行うとと

もに、繰り返しの説明を行います。 

６ 犯罪をした人等に対する切れ目のない生活支援の推進にお

けるスクリーニングは、矯正施設の職員、つまり国の管轄する

スクリーニングでは、面談等の

特別な状況下での対象者の主訴や



職務となるが、スクリーニングされた人はいずれ千葉県の管

轄する支援対象者になる可能性があることを鑑みれば、国と

県が連携してスクリーニング作業を行えるようにするべき。

国の専門職者のみならず、県の専門職者もスクリーニング作

業に参加して、少しでも長い時間、専門職者が支援対象者と接

することができるようにすべきと考える。 

また、民間ボランティア（保護司を含む）もチームとしては

参加した方がよいのではないか。 

状況だけではなく、作業や余暇時

等、日常生活上でのつまずきも考

慮に入れることが重要なことか

ら、日頃から対象者と接している

施設職員が担当することとしてい

ます。 

民間ボランティア等の参加につ

いては、所管している保護観察所

と、アセスメントやコーディネー

トへの積極的な参加について検討

していきます。 

７ コーディネートの段階では千葉県就労支援事業者機構など

と共に民間の協力雇用主の面談参加も社会復帰のためには出

所者の希望につながるのではないか。 

 ご意見があったことを千葉県就

労支援事業者機構等に伝え、今後

の支援における協力について検討

していきます。 

８ 出所者特に高齢者の帰住先の確保について、他県等では、公

営住宅への入居要件緩和の動きがある一方で、千葉県には、

国・公団・県・市町村営の公営住宅で数多くの部屋が空室で埋

まらない事実もあることから、民間法人を中間に事業主とし

て介在させ、地域生活支援センターと共同して帰住先の決ま

らない人や数人のグループに利用させるような制度が構築で

きないかと思う。 

 県営住宅については、所管して

いる関係部署と、ご意見にあるよ

うな制度の構築等について検討し

ていきます。 

９ 協力雇用主制度に関する世間の周知状況はあまり進んでい

ないと感じる。雇用主に対するメリットは何があるのか詳し

く知らない事業主が多いのでは。犯罪や非行の前歴者を雇用

することには、経営者にそれなりの覚悟が必要だからこれら

の経営者に対する啓蒙がもっと必要ではないか。実情に対す

る世間への周知の機会を増やすべきだと思う。 

 協力雇用主制度を所管している

保護観察所と、同制度の周知広報、

雇用主の増加等に向けた取組につ

いて検討していきます。 

10 この計画が手厚く対象者に周知されることが極めて重要な

視点と考える。この対象者の人たちにどのような方法で接触

するのかが必要になるものと思う。 

 本計画の県ホームページへの掲

載や、関係機関に冊子として配付

する等に加え、多くの対象者に周

知される方策の検討を継続してい

きます。 

11 対象者が保護観察対象者等であれば、観察所、保護司等の助

言により、対象者に対して支援関係団体に直接出向いて支援

を要請することはある程度可能と思うが、満期釈放者等に対

する支援要請は極めて困難と思う。これらの対象者が関係機

関に出向いて相談するための具体的方法が必要と思われる。 

 千葉県独自の施策である「犯罪

をした人等に対する切れ目のない

生活支援の推進」において、満期

釈放者等に対する支援を強化して

いきます。 

12 再犯防止推進法等の最終的な目的は、「その人が社会で孤立

することなく県民の協力を得て地域で支えられながら円滑に

社会復帰すること」及び「安全で安心して暮らせる社会の実

現」とあるように極めて重要な施策であると考える。 

 さらに、彼らが「納税者」になるための支援であることが不

可欠で、働ける人は働いてもらい、様々な事情で働けない人た

ちに対する「支援者」にもなって貰うことが求められる。 

 犯罪をした人等の就労支援は再

犯防止施策でも特に重要であると

考えますので、本計画でも、他の

項目に比べて多くの機関や県の担

当部署との連携による取組を推進

することとしています。 

13 対象者に対する最初の支援である「社会資源の活用」や「他

法他施策の教示」をどのようにするかの具体的な方法が問わ

れている。例えば、矯正施設に入っている人たちの国民年金の

減免申請、収容されている障がい者の福祉年金等の申請手続

等、これらの申請は釈放されてからの社会生活をする上で大

「犯罪をした人等に対する切れ

目のない生活支援の推進」におい

て、出所後の生活支援につながる

コーディネートを充実させていき

ます。 



いにプラスになる。 

 さらには、満期で釈放された対象者等に対し書面で当該自

治体のコールセンター(各自治体の相談窓口)、法テラス等の

相談窓口の電話番号の教示が必要。 

14 多くの法律により対象者が社会復帰するための制度・施策

が整備されているのにも関わらず、保護観察対象者の一部の

人(反社会的集団に所属していた者等)の金融口座が凍結され

て、口座開設が拒否されている事例もある。保護観察期間が終

了して社会復帰後のスタートの段階で口座開設が拒否されて

は何のための「社会復帰の支援」なのか疑問。 

 対象となる法律を主に所管する

法務省にもご意見をお伝えしま

す。 

15  他県等では地方自治体が保護観察対象者を臨時職員として

雇用するといった支援がある中で、千葉市役所においては、以

前より犯罪経験者を職員として採用した実績があり、全国的

にも珍しいケースとして評価されていることから、県でも検

討してほしい。 

ご意見を踏まえ、９４ページの

「今後の展開」について、記載内

容を修正し、今後、職員採用を所

管している関係部署と協議してい

きます。 

16  更生保護施設の運営を充実させることは、再犯・再非行の減

少につながることを県としてもっと内外に広報することが重

要だと考える。県行政が率先して更生保護施設の充実と発展

にご尽力いただくことを期待する。 

 更生保護施設を所管する法務省

に対し、更生保護施設の充実及び

弾力的な運用について、継続して

働きかけを行います。 

17  近年保護司のなり手が減少している状況で、県として具体

的に保護司に対する支援強化について計画に記載してほし

い。 

 保護司の適任者や更生保護ボラ

ンティア参加者の確保等について

は、計画８７ページに記載の取組

を実施していきます。 

18 出所後に矯正施設入所者らが医療サービスを受けられるよ

う、医療施設との連携強化や提言等により環境を整えたとし

ても、本人が受診の意思を持たなければ各施策の実効性を充

分なものとすることは難しいのではないか。 

そこで、矯正施設内の医療サービスを充実させるとともに、

施設内での矯正教育の一環として刑務官らによる働きかけが

必要と考える。医師は外部の病院に嘱託する等して人員を確

保するほか、様々な疾患の確定診断まではできなくとも、その

可能性を見出せる程度の設備を揃え、病気の疑いがあれば早

期に医療設備の充実した施設へ移送することを徹底すべき。 

 出所後、安定して健康的な社会

生活を送ることによる再犯防止に

資するよう、矯正施設内での医療

サービスの充実について、国に働

きかけを行います。 

19 出所者が生活する場所は、結局基礎自治体の中である以上、

基礎自治体の協力は、支援において非常に大きな役割を果た

すはず。出所者の抱える問題や地域住民との軋轢、地域企業と

の連携といった問題に迅速に対応できる基礎自治体の協力

は、出所者を的確に支援し、再犯を防ぐ上で重要だと考える。 

国、県が主体となる場合でも、市町村に支援事務を委託する

等により、国、県の負担は減らすべき。今後、支援対象者が増

えたり、新たな対応が必要になった場合に、国や県に過負荷が

かかっていると、支援事業自体に停滞が生じてしまう恐れが

あると思う。 

 今後、県の再犯防止推進計画を

踏まえた市町村の計画が策定され

ると思われるので、ご意見の件に

ついても市町村と協議を行ってい

きます。 

20 国の再犯防止推進白書では、地方公共団体による協力雇用

主支援等の現状として、入札参加資格審査における優遇措置

が１５０団体、総合評価落札方式における優遇措置が５８団

体実施となっているが、千葉県の計画には記載がない。千葉県

としてこの制度は導入しないのか。 

ご意見を踏まえ、９４ページの

「今後の展開」について、記載内

容を修正し、今後、協力雇用主支

援の入札参加資格を所管している

関係部署と、協議していきます。 

21 ７５ページ（５）犯罪をした人等の特性に応じた効果的な指

導の実施について、①～④まですべて「～支援等」で結ばれて

ご意見を踏まえ、項目名を「犯罪

をした人等の特性に応じた効果的



 

いることから、「指導」を「支援」とするか「等」を付ける方

がよい。 

な支援等の実施」に修正しました。 

22 民間協力者の活動の促進、広報啓発活動の推進に関して、幅

広い世代に対する広報啓発活動は支援への理解や協力を得る

ために必要であるが、保護司の高齢化等を考慮すると、特に若

年層への広報啓発が重要であるように思う。若年層への広報

啓発は、多くの人が利用しているＳＮＳ等を通じて行うのが

効果的であると考えられる。 

他方、ＳＮＳ等の普及は、発生した犯罪の詳細が不特定多数

人に広まることにつながり、その情報を得て、加害者に対し厳

しい目を向ける人が存在することが考えられる。 

そこで、ＳＮＳ等を通じて広報啓発活動を行う際には、加害

者支援が再犯を減らすことにつながるという点を強調し、犯

罪をした人等への支援がより身近なものと感じられるように

情報を発信することが必要ではないかと思う。 

若年層へのＳＮＳを通じた広報

啓発については、保護司のなり手

不足の解消の取組としても有効だ

と考えるので、不特定多数の目に

触れることも十分に考慮の上、積

極的に検討していきます。 

23 全体課題として、社会復帰に向けた包括的支援の中で、当事

者である犯罪をした人等だけでなく、それを支えている周囲

の人々にも聞き込みを行って今後の再犯防止に活かすべきで

ある。再犯防止は周囲の人々の支えがあってできるものであ

るから、その支援者が抱える悩みも積極的に聞き出し、支援者

にも犯罪をした人にもより良い再犯防止に係る取組にしてい

くべきである。 

当事者に加え、支えている周囲

の方々のご意見等を施策に反映す

る方策を検討していきます。 

24 民間協力者の活動の促進について、保護司の適任者やボラ

ンティア参加者の確保において、定年退職者の県職員を主な

対象として保護司等の紹介を行い、理解の促進や関心のある

職員の掘り起こしを行うのは、保護司の高齢化を加速させる

もののように感じる。 

若い世代の保護司が不足していることの対策として、若い

世代に対して保護司等の理解の促進や保護司になってもらえ

るような働きかけもすべきであると考える。 

若い世代の適任者（保護司とし

ての職責を担うことができる方）

をどのように確保するか、保護司

を管轄する保護観察所等と協議し

ていきます。 


