
 

 

          

（令和３年４月１２日発表） 

『静岡市再犯防止推進計画（令和 3・4年度）』を策定しました！ 

 

◆ ア ピ ー ル ポ イ ン ト 

●本市の再犯防止に関する事業を総合的に推進するための計画（再

犯防止推進法第８条の「地方再犯防止推進計画」）を策定しまし

た。 

●地方再犯防止推進計画を人権や福祉等の計画から独立した形で

策定するのは、令和３年３月策定の本市と御殿場市が、県内市町

で初となります。 

◆ 計画期間 令和３年度から令和４年度までの２年間 

◆ 計画概要 

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。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。 

【静岡市役所ホームページ内静岡市再犯防止推進計画（令和３・４年度）URL】 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/074_000207.html 

 

計画に基づき、「再犯防止相談支援事業」がスタートします！ 

〇再犯防止推進員の設置 

支援が必要な相談者に対し、更生保護に理解のある市民ボラン 

ティアが役所での手続や相談機関への付添い支援を行います。 

〇再犯防止推進センターの設置 

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ます。 

〇再犯防止伴走型支援の実施 

静岡市暮らし・しごと相談支援センターに再犯の防止をするた 

めの専門の相談員を配置し、息の長い伴走型の支援を行います。 

〇その他に、社会復帰を支援するサービスを整理したハンドブッ 

 クの作成等に取り組みます。 

別紙資料 有 

 

 

【問合せ】 

福祉総務課 地域福祉・人権擁護係 

（静岡庁舎１４階）  

担当 加藤、宮﨑 

電話 ０５４－２２１－１３６６ 

報道資料 

ぜひ取材をお願いします  

更生ペンギンのホゴちゃん、サラちゃん （法務省） 

 



犯罪をした者等の社会復帰のため、行政の窓口等への付添い支援や、 伴走型の支援を実施します。
また、再犯防止に関する、 講演会や職員に対する研修のほか、社会復帰に活用できる制度を
ニーズごとに整理した、ハンドブックの 作成等を行い、再犯防止を推進します。

計
画
策
定
の
趣
旨

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

基本
理念

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

・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、 ）
・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、
バックキャストで成果指標を設定する予定

・推進体制・進行管理
常設の附属機関を設置し、ＰＤＣＡで事業の進行を管理

概
要

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、
「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

これらの施設のほか、
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。

（
静
岡
市
ら
し
さ
）

計
画
の
特
徴

、
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。

効果的に広報し、広く を得ます。

基
本
方
針

就労・住居の
確保等

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

活動促進等
広報・啓発活動

の連携強化

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 援は地 公共団体が 

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

 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 施策は市 に 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。

新
規

市の関連施策の例

・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）

【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
・重層的支援体制移行準備事業
・高齢者実態調査
・地域移行支援事業
・地域定着支援事業
・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

・人権啓発活動

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。

更生ペンギンのホゴちゃん、サラちゃん



「誰一人取り残さない」地域社会の実現に向け、犯罪をした者等の社会復帰のため切れ目のない支援を行う。
（仮称）再犯防止推進員の付添い支援により既存の福祉サービスにつなぎ、（仮称）再犯防止伴走支援員

再犯防止相談支援事業

概
要

現況

検挙者の約半数が再犯者
令和元年の再犯者率
国 ５０．５％

市 ４６．８％

（検挙者1,119人中524人が再犯）

H28.12月
「再犯防止推進法」施行
Ｈ29.12月
「再犯防止推進計画」策定

◎地方公共団体の再犯防止に
関する責務を明示
◎地方における「再犯防止推
進計画」の策定が努力義務に

２ 法整備の進展

３ 現場の声

負の
ｽﾊﾟｲﾗﾙを
止める 

警察／逮捕

検察／起訴

裁判所／判決刑務所／出所

再犯防止伴走支援員の伴走支援

再犯防止推進員の付添い支援

更生保護に理解のある保護司の方に、
保護司の業務外の業務として、
役所での手続や相談機関への付添いを依頼

既存の福祉サービスに確実につなげ、困った時に相談
できる道筋を作る。再犯防止推進員とのつながりも期待

再犯防止推進センターの設置

既存の「更生保護サポートセンター」を
市の再犯防止推進センターとしても位置付け。
派遣する推進員のコーディネートを保護司会に委託

１ 再犯者率の高さ

・出所後に行政での手続ができ
ず、福祉につながらない人がい
る（静岡刑務所）。
・保護司がつかない満期出所者
（静岡刑務所で年間１３２人）
や不起訴の方等の支援が必要
（静岡保護観察所、静岡地方
検察庁）
・再犯防止に最も重要なのは
強力な伴走支援（学識経験者）

既存の福祉サービスの活用

暮らし・しごと相談支援センターに配置（１名・週２日勤務）
・生活困窮自立相談支援事業でも伴走支援を行うが
再犯防止の観点からは期間が短い

・再犯者のうち、出所日から１年未満で再犯⇒３７．５％

２年未満で再犯⇒５８．６％ ５年未満で再犯⇒８５．５％

・生活保護

・生活困窮者自立相談支援事業
⇒居住支援、就労支援等よろず相談
暮らし・しごと相談支援センター
（市社協への委託で実施）

安定した住居も仕事も見つかった！
何か困ったことがあれば、市や
お世話になった方々に相談できる！

再犯防止推進センターに連絡して
再犯防止推進員の付添い支援を依頼しよう！

再犯防止支援ハンドブックの作成

・社会復帰を支援するサービスを、住居の確保、就労支援等の
ニーズごとに見やすく整理したハンドブックを作成

⇒当事者、支援者、矯正施設等に配布・配架

再犯防止推進員・市職員研修

⇒

再犯防止推進員、市職員（区役所、福祉事務所等の職員等）
それぞれに必要な研修を実施

STEP３

STEP２

STEP１


