
意見応募用紙について
次の窓口等で意見応募用紙を配布しています。
また、静岡市再犯防止推進計画の素案を御覧いただけます。

（１）静岡市役所 福祉総務課（静岡市役所 静岡庁舎 新館１４階）
（２）各区役所の市政情報コーナー
（３）井川支所、長田支所、蒲原支所
（４）各区の地域福祉推進センター
（５）市ホームページ

御意見の提出方法について
期間内に次のいずれかの方法で御提出ください。

（１）郵 送 ４２０－８６０２ 静岡市葵区追手町５番１号 福祉総務課宛て
（２）Ｆ Ａ Ｘ ＦＡＸ番号：０５４－２２１－１０９１（福祉総務課宛て）
（３）持 参 静岡市役所 静岡庁舎 新館１４階 福祉総務課
（４）電子申請 市ホームページから専用フォームにて御提出ください。

問合せ先
４２０－８６０２ 静岡市葵区追手町５番１号
静岡市 保健福祉長寿局 健康福祉部 福祉総務課 地域福祉・人権擁護係宛て
ＴＥＬ：０５４－２２１－１３６６ ／ ＦＡＸ：０５４－２２１－１０９１

静岡市再犯防止推進計画（仮称）（令和３・４年版）（案）
について、あなたの御意見をお寄せください

就労・住居の
確保等

計画策定の趣旨

近年、全国的に犯罪の発生件数は減少していますが、警察等に検挙された人のうち
再び犯罪をしてしまった人の割合（再犯者率）は上昇を続けています。
このことを受け、平成２８年に「再犯の防止等の推進に関する法律」が施行され、

翌２９年には国による再犯防止推進計画が策定され、様々な対応が進められています。
全国の再犯者率は、令和元年に５０.５％となり、実に犯罪をした人の２人に１人

は再犯者という状況で、犯罪を減らすには再犯者への対応が重要となっています。
静岡市における再犯者率も４６.８％（令和元年）と高い数字になっていますので、

本市としても再犯防止に関する事業を総合的に推進していくための計画を策定し、
市民が犯罪による被害を受けることを防ぎ、全ての人が安全で安心して暮らすことの
できる地域社会の実現を目指します。

右のＱＲコードからアクセスしてください⇒

③関連施策の体系（案）

重点課題
（国の重点課題と整合）

犯罪をした者等
の特性に応じた
効果的な指導

保健医療・
福祉サービスの
利用促進等

学校等と連携した
修学支援

民間協力者の
活動促進等
広報・啓発活動

国・民間団体等
との連携強化

各区の更生保護サポートセンターを市の再犯防止推進のためのセンターとしても位置付け、
①更生保護の経験が豊富な市民の方に支援が必要な相談者の行政の手続や支援窓口への相
談に付き添っていただくほか（謝礼あり）、②対面せずに相談できる体制の整備も検討し
ています。また、犯罪をした者等も利用可能な支援制度について、周知していきます。

・仮釈放予定受刑者による社会貢献活動
・市町村再犯防止等推進会議等の再犯防
止関係会議への参加
・社会を明るくする運動の推進
・依存症対策事業（再掲）

更生ペンギンのサラちゃん、ホゴちゃん

【就労の確保】
・入札参加資格認定時協力雇用主に加点
・高齢者就労促進事業
・生活保護受給者等就労体験・職業訓練
・就労自立促進事業
【住居の確保】
・生活困窮者住居確保給付金事業
・生活困窮者一時生活支援事業
・養護老人ホームの設置・管理
・セーフティネット住宅登録制度

・生活困窮者自立相談支援事業
・生活保護制度
・成年後見制度利用促進事業
・高齢者実態調査
・依存症対策事業
・障害者相談支援事業

・スクールカウンセリング事業
・スクールソーシャルワーカー事業
・少年補導の実施
・生活困窮者子どもの学習意欲向上事業

・配偶者暴力相談支援センター事業
・触法少年・ぐ犯少年の少年鑑別所見学
・依存症対策事業（再掲）
・障害者相談支援事業（再掲）
・こころの健康支援センター相談事業

・協力雇用主に加点（再掲）
・保護司会連絡協議会への補助金の交付
・更生保護サポートセンターへの支援
・補導委員を長期務めた方に感謝状贈呈
・人権啓発活動

国の支援は原則として刑事司

法手続の期間に限定

刑事司法手続を離れた者に対

する支援は地方公共団体が民

間等と連携して実施

現状（全国の状況）

・刑務所に再び入所する者の

７割以上は再犯時に無職

・保護観察終了時に仕事に就

いていない人の再犯率は仕事

に就いている人と比べて約３

倍

・刑務所満期出所者の約４割

が適当な住居が確保されない

まま出所

・高齢者や障がい等を有する

人で犯罪をしてしまった者は

短期間で再犯の傾向がある。

・薬物事犯者は、同時に薬物

依存症という病気でもある。

各々の特性を理解した上での

継続的な支援が必要

犯罪をした者等が被害者の心

情を理解し、自らの責任を自

覚して努力させることが必要

民間ボランティアが減少傾向、

地域社会の人間関係希薄化

再犯防止施策は市民に身近で

なく、理解・協力を得にくい

・少年院入院者の３割近く、

刑務所入所者の４割近くが高

校に進学しない。経済的事情

で高校に進学できない場合も。

※掲載事業については、予算措置の状況により変更が生じる可能性があります。

新
規

関連施策は犯罪や非行をした人に限
らず、誰もが利用できるものです。

【期間】令和２年12月18日（金）から令和３年１月17日（日）まで（必着）

次のページから計画の詳細を是非ご覧ください

１４

全ての市民に寄り添い、必要な支援につなげていくことで再犯を減らし、

互いに地域社会の一員として支え合いながら誰もが安心して暮らすことのできる

安全な社会の実現を目指して

市の関連施策の例



①静岡市再犯防止推進計画（令和３・４年度）について ②計画（案）の概要

基
本
理
念

全ての市民に寄り添い、必要な支援につなげていくことで再犯を減らし、
互いに地域社会の一員として支え合いながら

誰もが安心して暮らすことのできる安全な社会の実現を目指す

（
静
岡
市
ら
し
さ
）

計
画
の
特
徴

○市民が市民に寄り添う支援
更生保護に理解のある市民の方に、犯罪をした者等の
行政機関への手続や就労等の相談窓口に付き添っていただき、
福祉等の必要な支援に結び付けることを考えています。
ＳＤＧｓ未来都市として、市民と協働して
「誰一人取り残さない」地域社会を実現していきます。

○３矯正施設（刑務所・少年院・少年鑑別所）等との連携
静岡市には、市内に静岡刑務所、駿府学園（少年院）、静岡少年鑑別所の３つの矯正
施設があるという、珍しい特徴があります。しかし、市民意識調査の結果から、必ずし
も市民の再犯防止の意識の向上にはつながっていません。
これらの施設のほか、保護観察所等との国の機関や、民間団体等と互いの事業や取組
について定期的に情報提供し合い、広報に関する協力や事業の連携を図っていきます。

基
本
方
針

市民の暮らしに最も近い基礎的自治体として、

①「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、関係行政機関が連携し、
関係者とも緊密に連携協力しながら再犯防止施策を総合的に推進します。
②犯罪をした者等の特性に応じた、切れ目のない、再犯防止に必要な指導
及び支援の実施します。
③犯罪被害者の存在を十分に認識し、犯罪をした者等が犯罪の責任等を自覚
し、被害者の心情等を理解し、社会復帰に向け自ら努力させることの重要
性を踏まえて再犯防止施策を実施します。
④再犯防止施策は、社会情勢等に応じた効果的なものにします。
⑤市民にとって再犯防止施策は身近なものでないため、再犯の防止に関する
取組を分かりやすく効果的に広報し、広く市民の関心と理解を得ます。

背
景

平成28年12月「再犯の防止等の推進に関する法律」 施行
・地方公共団体は再犯の防止等に関し、国との役割分担を踏まえ、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ことが規定（第４条第２項）。
・都道府県や市町村に、国の定める再犯防止推進計画を勘案して地域における再犯の
防止等に関する施策の推進に関する計画を定める努力義務が規定（第８条第１項）

平成29年12月 国の「再犯防止推進計画」策定
令和２年３月「静岡県再犯防止推進計画」策定

静
岡
市
の
現
状

静
岡
市
の
課
題

○静岡市の再犯者率（静岡市内の３警察署で検挙された者のうちの再犯者の割合）も、
全国平均の50.5％よりは低いものの、46.8％に上っている。

⇒ 本市においても再犯防止施策の推進が必要

○静岡市の保護司の充足率（81.6％）は、全国（89.1％）、静岡県（88.6％）と比較
して低い数字になっている。
⇒ 更生保護の担い手である民間協力者への支援が必要

○令和元年度静岡市市民意識調査では、矯正施設での地域のイベントに行ったことの
ある市民は6.7％にとどまりイベント自体を知らなかった人が相当数いた。再犯防止
に関する運動の認知度も高いとはいえない。 ⇒ 市も広報に協力する必要
また、犯罪をした人の立ち直りに協力したいと思わない理由は「どのように接すれ
ばよいかわからない」が１番多く、58.9％に ⇒ 市民の理解や関心を高める必要

国・県の計画、市の他の
計画と整合を図って策定

概
要

・対象者：再犯防止推進法第２条第１項の「犯罪をした者等」
※有罪となって刑務所に入所した者だけでなく、罰金刑になったり、
起訴猶予になったりした者等も含みます。

・計画期間：総合計画に合わせて更新（Ｒ３・４、Ｒ５～８以降４年ごと）
・数値目標（関係指標）：静岡市における再犯者率の低下、協力雇用主数の増加、

保護司数及び保護司充足率の増加 等
⇒再犯防止の推進の目安となる指標をできるだけ多く設定
Ｒ３・４の２年間で情報収集、Ｒ５～８はバックキャストで成果指標設定

・推進体制・進行管理 ：庁内の関係部局会議や国、県、民間等と連携して施策推進
常設の附属機関を設置し、ＰＤＣＡで事業の進行を管理

①再犯者率（平成31年・令和元年データ） ※法務省東京矯正管区提供

全国

初犯者

49.5%
再犯者

50.5%

初犯者85,245人／再犯者86,952人

静岡県

初犯者

53.8%

再犯者

46.2%

初犯者2,875人／再犯者2,468人

静岡市

再犯者

46.8%

初犯者

53.2%

初犯者595人／再犯者524人

②保護司の数及び充足率 ※静岡保護観察所提供

令和２年
保護司数

定数 充足率

全国 ４６，７６３人 ５２，５００人 ８９．１％

静岡県 １，３２４人 １，４９５人 ８８．６％

静岡市 ２５３人 ３１０人 ８１．６％

※国及び県に比べ保護司の充足率が低くなっている。

③令和元年度静岡市市民意識調査結果

全国より低く、
静岡県平均より高い

○ 刑務所等の矯正施設で行われている、
地域に開かれたイベントに行ったことの
ある市民は6.7％にとどまる。

○ 再犯防止に関する広報・啓発活動
（「社会を明るくする運動」「再犯防止
啓発月間」を知らない市民は60.2%

○ 犯罪をした人の立ち直りに協力したいと
「思う」市民は17.8%

「思わない」市民は32.3%
「わからない」市民は45.0％

※母数は全ての検挙者
ではなく、一般の刑法
犯と覚醒剤取締法、麻
薬等取締法違反、大麻
取締法違反の検挙者。
その他の法令違反の
検挙者は含まれない。

２ 3


