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愛知県再犯防止推進計画に基づく2021年度中の取組【国・民間団体】

愛知県再犯防止推進計画に基づく2021年度中の取組【国・民間団体】

（Ⅰ1）国・民間団体等との連携強化
・名古屋保護観察所と、円滑な更生緊急保護支援に向けて、連携体制や支援内容の確認に関する意見交換
会等を開催した。
・地方公共団体と「再犯防止推進計画」策定に関する意見交換会を開催した。

（Ⅳ2）広報・啓発活動の推進
・愛知県地域生活定着支援センターと、司法・福祉の連携強化を目的として、刑事司法手続の流れを説明した
動画、検察庁の業務説明が収録された動画を同センターへ提供した。

（Ⅰ１）県内自治体等から依頼を受けて、再犯防止施策等に関する講演を実施したほか、地方再犯防止推進計
画の策定に向けたヒアリング等にも協力するなど、関係団体との連携強化を図った。
（Ⅱ１）当管区矯正就労支援情報センター（通称「コレワーク」）による協力事業主の確保、出所者と当該事業主
とのマッチングの推進により、当管区管内矯正施設において５０件を超える内定が得られたほか、事業主を対
象とした個別相談会を管内矯正施設で開催し、出所者雇用に係るノウハウを伝えることで、再犯防止につなが
る就労安定化のための連携に取り組んだ。
（Ⅲ２）薬物依存症回復支援に係る関係機関等の連携強化を図るべく、愛知県精神保健福祉センター及び名
古屋市保健福祉センターが主催する「薬物関連問題関係機関連絡会議」に出席したほか、管内矯正施設の福
祉専門官等が出席する研修会において、依存症治療に係る医療機関職員による講義を実施いただくなど、県
内医療機関との連携強化を図った。
（Ⅵ１）地方公共団体、大学教授及び民間団体等からの依頼に基づき、管内矯正施設への参観を計７回実施し
た。
（Ⅵ２）再犯防止推進月間を含む令和３年７月１日から同年８月３１日までの期間で、博物館明治村にて再犯防
止広報企画展「再犯防止ってなに？」を実施し、令和４年３月１７日から同年４月１３日までの期間で、愛知県図
書館にて再犯防止施策企画展「塀の中の図書館」を開催しているほか、社会福祉協議会等の民間支援者に対
する再犯防止施策に係る講演等を計２回実施するなど、再犯防止に係る広報・啓発活動を実施した。

（Ⅱ２）
　矯正施設入所後の早い段階から調査調整を行い、矯正施設と連携して、入所者に対し帰住予定地の設定に
向けた助言指導を実施した。

（Ⅲ１）
　特別調整を必要とする高齢の短期入所者が特別調整の候補者となるよう矯正施設等と連携を図った。

【愛知県再犯防止推進計画における６つの重点課題】
Ⅰ　国・民間団体等との連携強化
　１　国・民間団体等との連携強化

Ⅱ　就労・住居の確保
　１　就労の確保等
　２　住居の確保等
　
Ⅲ　保健医療・福祉サービスの利用の促進等
　１　高齢者又は障害のある者等への支援
　２　薬物依存を有する者への支援

Ⅳ　非行の防止及び学校等と連携した修学支援等
　１　非行の防止及び学校等と連携した修学支援等

Ⅴ　犯罪をした者等の特性に応じた効果的な支援等
　１　犯罪をした者等の特性に応じた効果的な支援等

Ⅵ　民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等
　１　民間協力者の活動の促進等
　２　広報・啓発活動の推進
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関係機関・団体名 愛知県再犯防止推進計画に基づく2021年度中の取組【国・民間団体】

（Ⅰ１）
・　多くの市に対し統計や更生保護における取組等の情報提供や助言を行い、地方再犯防止推進計画の策定
に向けた協力や働きかけを行った。
（Ⅱ１）
・　民間団体と連携し、刑務所出所者等に対する求職支援及び職場定着支援を実施し、さらに保護観察及び
更生緊急保護の期間が終了した者に対して、本年度から開始された愛知県の職場定着支援につなげることに
努め、“息の長い”支援の取組を進めた。
（Ⅱ２）
・　令和２年度末現在から登録事業者が２者、自立準備ホームが３か所増え、令和４年３月２２日現在で１４事業
者、４３か所となった。
（Ⅲ１）
・　特別調整対象者の認定及び円滑な社会復帰のための会議を１０回開催した。
・　名古屋地方検察庁から重点実施の依頼があった対象者１６名に対し全て事前調整を実施し、うち、帰住先
調整や福祉的支援の調整が必要な者については、更生緊急保護の申出後、愛知県地域生活定着支援セン
ターとの連携による支援（いわゆる入口支援）を実施した。
・　令和３年度の心神喪失者等医療観察法による愛知県内の受理件数は１５件であり、現在２５名が同法の処
遇下で地域生活を営んでいる。
対象者の地域処遇に際して、当庁は定期的にケア会議を実施しており、このケア会議には、対象者本人を始
め、本法の通院医療を行う指定入院医療機関、対象者に係る行政機関、支援を実施する福祉サービス事業所
等に出席を依頼し、対象者の処遇実施計画の立案及び改正を実施している。また、本制度の理解と関係機関
との連携強化を目的として制度説明会等を実施しており、医療機関を始め、行政機関及び福祉サービス事業
所を対象に５回実施した。
（Ⅲ２）
・　県内の薬物問題支援機関担当者の協力を得ながら、集団処遇による薬物再乱用防止プログラムを２４６回
実施した。
・　令和３年８月から、集団処遇による薬物依存症治療プログラムを開始した医療機関に見学などを行い、これ
までに、同医療機関に３名の保護観察対象者を通院等指示によりつなぎ、現在も利用中である。そのほか、今
年度、他の医療機関、行政機関などに８名の保護観察対象者を通院等指示によりつなぎ、任意で県内の医療
機関などに通院、通所している者も増えるなど、保護観察期間満了後も依存からの回復のために関係機関を
利用する者も増えつつある。
・　薬物依存症回復ネットワーク「リボーン」と共催で、引受人・家族会を７回開催し、薬物依存症を専門とする医
師、公認心理師などの専門職種のほか、当事者、当事者家族などを講師に招き、薬物事犯者の引受人や家族
に対し、薬物依存に対する解説や県内の利用可能な社会資源の情報提供を行った。

（Ⅳ１）
・　愛知県教育委員会において行っている、「若者・外国人未来応援事業」と連携し、「若者未来応援協議会合
同協議会」にオブザーバー参加し、同事業の委託先等に、保護観察所の取組について説明や協力を依頼す
るなどして連携を深め、高卒認定試験合格などを目指す保護観察対象者６名が、「若者・外国人未来塾」に参
加した。

（Ⅴ１）
・　集団処遇による性犯罪者処遇プログラムを３６回実施し、愛知県内における性依存症を治療する医療機関
のほか、自助グループなどの情報提供を行っており、プログラム終了後も医療機関に通院してプログラムに継
続参加する保護観察対象者も増えつつある。
・　引き続き、非行少年の親子関係改善のため、定期的に外部講師による支援を行っており、今年度は９回実
施した。

（Ⅵ１）
・　保護司適任者確保のため、以下の取組を実施し、又は支援した。
　　保護司候補者検討協議会が６保護区で設置され、延べ８回開催された。
　　保護司適任者確保愛知県推進本部会議を３回開催した
　　保護司活動インターンシップが６保護区で開催された。
　　保護司会と更生保護女性会の連携強化のため、合同研修を開催した。
　　県下５ブロックで開催された保護司会長等協議会において、取組について協議された。
　　機関紙「あいち更生保護」（年４回発行）で取組について情報提供を行った。
　　令和３年度の地域別定例研修のテーマとして取り上げ、取組の必要性について、保護司会に周知した。
・　コロナ禍における更生保護サポートセンターの円滑な運営について、保護司会に随時助言した。
・　更生保護女性会の新会員に対し、更生保護への理解を深めるため研修を実施した。
・　保護司を始め更生保護関係者が一堂に会し、更生保護大会を開催した。
・　愛知県や同県から委託を受けた民間団体と連携し、協力雇用主等を対象にした情報交換会議を３回実施し
た。

（Ⅵ２）
・“社会を明るくする運動”県推進委員会の取組として、以下を実施した。
　　デジタルサイネージを利用して、県推進委員会委員長である県知事による本運動メッセージ動画（１回３０
秒）を延べ約６，８００回放映した。
　　名古屋矯正管区主催の博物館明治村「岩倉変電所」における再犯防止広報に協力した。
　　西区推進委員会と共催し、大型ショッピングセンター「ｍｏｚｏワンダーシティ」で１日広報活動を実施した。
　　「ＷＥＢで西区おまつり広場」の公式ホームページ開設期間中、行政機関広報ページにおいて本運動メッ
セージ動画を公開した。
　　愛知県内の小・中学校を対象に本運動作文コンテストを実施し、応募作品は合計１３，９１６作品にのぼっ
た。
・　強調月間期間中の取組として、以下を実施した。
　　愛知県庁、名古屋市役所、名古屋法務合同庁舎に本運動を記した看板を掲出した。
　　名古屋市営地下鉄、金融機関、公共施設等に本運動ポスターを掲出した。
　　名古屋市内のデパート「三越名古屋栄店」、「大丸松坂屋名古屋店」に懸垂幕を掲出した。
　　愛知県体育館で行われた大相撲名古屋場所において、本運動に係る懸垂幕を掲出した。
　　バンテリンドームナゴヤで行われた中日ドラゴンズ公式試合開始前に、電光掲示板を用いて本運動に係る
広報を実施した。
　　金山総合駅連絡通路橋に設置の「金山ナイス」において、本運動に係るショートアニメを放映した。
　　２大学において、更生保護出張講座を実施した。

名古屋保護観察所
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愛知労働局

名古屋刑務所

豊橋刑務支所

岡崎医療刑務所

名古屋拘置所

1　刑務所出所者等就労支援事業
　　コロナ禍における巡回相談及び駐在支援実施状況（令和３年度２月末現在）
（１） 巡回相談
原則、毎月第３水曜日 13：00～15：00に名古屋保護観察所庁舎内面接室にて実施
本年度は、４回実施
（２） 駐在支援
原則、毎週水・木曜日 9：30～16：00 に名古屋刑務所分類審議室にて実施
本年度は、62回実施
愛知少年院からの要請により、４回巡回相談を実施

２　名古屋刑務所就労支援フェスタ
　　連携を図っている、名古屋刑務所が令和３年11月22日（月）に実施したフェスタに、関係職員を見学のため
派遣。
参加企業４社、参加受刑者54名、派遣職員３名

（Ⅰ）　愛知県防災安全局長の視察を受け、矯正施設の現状と再犯防止施策について意見交換を行った。ま
た、愛知県、名古屋市等において開催された再犯防止に係る協議会に参加するとともに、いわゆる「農福連携」
の推進に向けて、関係機関との協議会を開催した。
（Ⅱ１）愛知県就労支援事業者機構との連携として、就労支援員による包括的就労支援対象者との面接を実施
した。また、ハローワーク等との連携により、受刑中の就職内定者が２２名に上った。さらには、協力雇用主を招
き、感染症対策を施した上で、受刑者５４名を対象に、対面形式で就労支援フェスタ（合同企業説明会）を開催
した。
（Ⅱ２）帰住地がなく自立の困難な受刑者に関し、特別調整により１８名、独自調整により３４名について、支援
団体提供賃貸住宅、障害者施設、高齢者施設、自立準備ホーム等の帰住先を確保した。
（Ⅲ１）人工透析等の専門的医療措置を要し、特別調整の対象とならない出所者５名について、独自調整により
医療機関へと引き継いだ。
（Ⅲ２）違法薬物等の使用が問題となっている受刑者に対し、薬物依存離脱指導を実施している。
（Ⅴ１）財産管理の困難な高齢受刑者等が、刑務所出所後、必要な支援を受けることができるよう、愛知県社会
復帰支援事業である寄り添い弁護士制度と連携し、福祉支援等２件を依頼した。
（Ⅵ１）愛知県弁護士会におけるよりそい弁護士制度と連携し、高齢受刑者の生活環境の調整に係る支援１件
を依頼した。
（Ⅵ２）コロナ禍の中で制約はあったが、教育機関からの依頼による実習・講義等について、ネットワーク配信の
活用など工夫しながら可能な範囲で実施し、広報と啓発活動に努めた。
　なお、上記数値については、令和４年２月末時点のものである。

（Ⅰ１）コロナ禍によって、対面形式の再犯防止に係る催事が中止となったものの、当該関係機関との連携関係
の維持に努めたほか、名古屋刑務所主催の農福連携意見交換会を通じて、関係機関等との連携強化を図りま
した。
（Ⅱ１）コロナ禍においても矯正就労支援情報センターと連携し、テレビ会議システムを利用して、令和３年度は
採用面接を５回実施し、就労先を確保しました。
（Ⅱ２）福祉的支援が必要な者を早期に掘り起こすため、毎月、現場職員との意見交換会を実施しています。
（Ⅲ１）高齢者や障害がある者で、福祉的支援が必要と思われる者に対し、愛知県地域生活定着支援センター
と連携して、円滑な社会復帰に資する支援を実施しています。
（Ⅵ１）協力雇用主会をはじめとする更生保護関係団体と連携して、被収容者の出所後の住まいや就労先の確
保に努めたほか、ダルク等民間協力者と連携して改善指導を実施するなど、民間協力者との連携強化を図りま
した。
（Ⅵ２）民間協力者等からの依頼に応じて講演を実施したほか、当所の篤志面接委員が法務大臣表彰を受賞し
たこと等を広報し、もって広報啓発活動に努めました。

（Ⅰ１）　民間のグループホームに、触法障害者の福祉支援についての講義依頼を受け、岡崎医療刑務所の取
組について意見交換を実施し連携強化を図った。
（Ⅱ１）　ハローワーク等と連携し、３件の就労先を確保した。
（Ⅱ２）　精神障害を有し、福祉施設の入所を拒む者に対して、地元の生活保護課や困窮関係の福祉関係機関
と連携し、帰住地調整とあわせて地域の支援体制の構築に努めた。
（Ⅲ１）　障害者手帳の申請や再交付手続きを１２件実施し、地元に戻ることが難しい者について、他所の福祉
関係機関と連携し、福祉施設の入所の調整を実施したりするなど、対象者の特性や状況に基づく福祉支援を
実施した。また対象者の医療・福祉支援体制の構築のため、関係機関と意見交換会を３回開催した。
（Ⅲ２）　薬物事犯の者で、精神疾患や知的障害を有する者に対して、臨床心理によるカウンセリングを主体とし
た個別指導を実施した。
（Ⅴ１）　疾病や障害特性に応じた作業療法を継続した。福祉担当者と刑務官が共同して、「生活技能訓練」を
実施し、社会復帰に向けた支援の更なる充実に努めた。
（Ⅵ１）　ダルク等の民間協力者と連携した改善指導を行い、再犯防止に向けた取組みを実施した。
（Ⅵ２）　就労支援フェスタや各種協議会の機会を活用し、再犯防止に向けた取組の広報活動を実施した。

（Ⅰ１）　協力雇用主等の関係機関と連携をとり、就労先や帰住先を確保することができた。
（Ⅱ１）　就労の確保を推進するため、ハローワークと連携して職業相談、職業紹介等の就労支援活動を行い、
就労先を確保することができた。
（Ⅱ２）　住居の確保を推進するため、保護官署と連携をとり、更生保護施設を帰住地とするための調整を図っ
たほか、社員寮等に住み込み就労が可能な事業所への就労を調整した。
（Ⅲ１）　高齢又は障害のある者等への支援について、当所に保護上移送された者の釈放に当たり、愛知県地
域生活定着支援センターと移送元施設との連携を密にし、両者の橋渡しを行った結果、支障なく支援に引き継
ぐことができた。
（Ⅲ２）　薬物依存を有する者への支援について、自助グループ等と連携をとり、薬物事犯者に対する指導を行
い、切れ目のない支援に努めた。
（Ⅴ１）　犯罪をした者等の特性に応じた効果的な支援について、専門家の知見を活用して、指導の精度を高
め、充実化を図っている。



関係機関・団体名 愛知県再犯防止推進計画に基づく2021年度中の取組【国・民間団体】

瀬戸少年院

豊ヶ丘学園

（Ⅰ１）所在自治体のふるさと納税返礼品に継続して登録した。
（Ⅰ１）近隣自治会との合同防災訓練を実施した。

（Ⅱ１）在院期間中に、在院者と雇用主又は雇用予定事業者との面接・面会の機会を設けた。
（Ⅱ１）保護観察所の協力を得て、雇用予定事業者と保護者との面談の機会を設けた。
（Ⅱ１）関係機関と連携強化のため、処遇ケース検討会を１回開催した。
（Ⅱ２）帰住予定地が変更されたケースについて、円滑に手続きが進むよう、関係機関に早期に情報提供し、連
携の強化を図った。
（Ⅲ１）寄り添い弁護士事業において、担当弁護士と連携し、情報共有を積極的に行った。

（Ⅲ２）「退院者等からの相談」について、在院者及び保護者等に周知し、相談内容について、保護観察所への
情報提供を確実に行った。

（Ⅳ１）通信制高校在学中の在院者に対し、レポートの提出や学習時間の確保等、個別の事情に応じた支援を
実施した。

（Ⅴ１）処遇技法に関する職員研修を３回実施した。
（Ⅴ１）円滑な社会復帰のため、保護者と情報共有しながら児童精神科の受診につなげた。
（Ⅵ１）地域社会への貢献として近隣歩道の清掃を社会貢献活動に盛り込み、内容の充実を図った。

（Ⅵ２）近隣自治体で開催された民間協力者の美術作品展への在院者の作品の出展等、広報・啓発活動を
行った。
（Ⅵ２）地域社会への貢献として、近隣小学校の登校見守り活動に職員が継続的に参加した。

（Ⅰ１）当院の所在自治体である瀬戸市に対し、今後の当院における職業指導製品に係る販売や新設種目に
おける職員研修等、改正少年法後に連携していきたい事項について意見交換会の実施を提案し、瀬戸市長
及び当院院長を交えたリモートでの会議を実施した。
（Ⅱ１）改正少年法施行後の新たな職業指導として、プログラミング等の指導内容を設定したＩＣＴに関する指導
を充実させるため、瀬戸市デジタルリサーチパークセンターとの協議を行い、指導を実施する予定。
また、在院者の幅広い職業選択を可能とするため新たに設ける資格取得科目について、（一社）愛知ビルメン
テナンス協会の協力を得るべく協議を行った。
（Ⅱ２）福祉専門官や社会福祉士の知見を活用し、関係機関との連携を強化して帰住先の確保に努めた。
（Ⅲ１）福祉専門官や社会福祉士を中心に、各種手帳の取得や関係機関への引継ぎを行った。
（Ⅲ２）自助グループに協力いただきながら、指導の充実強化を図り、出院後も自助グループ等の社会資源に
円滑につながるよう支援した。
（Ⅳ１）修学を望む者に対し、通信制高校への修学のための支援を実施し、在院期間中に学校関係者との連携
を図り、修学に係る円滑な社会復帰支援を実施した。
（Ⅴ１）引き続き呼吸セルフコントロールプログラムを実施しているほか、外国籍在院者に対する指導について
は、民間有識者から意見聴取を行い、充実を図った。
（Ⅵ１）社会福祉協議会における民生児童委員向けの研修において、当院の取組を紹介し、再犯防止に資する
情報の共有を図った。
（Ⅵ２）県内公立高校における教員向け研修において、当院の取組を紹介し、再犯防止施策の理解促進を図っ
た。

（Ⅰ１）
・豊田市協力雇用主会の会員による就労支援講座を年７回実施した。
・東海財務局による職業生活における金銭管理等講座を年１回実施した。
・ハローワーク（豊田公共職業安定所）による職業生活講座を年１回実施した。
・日本年金機構　豊田年金事務所による国民年金制度講座を年１回実施した。
・愛知県社会保険労務士会による労働保険・社会保険講座を年１回実施した。
・ＮＰＯ法人による安定した生活のための基礎講座を年１回実施した。
（Ⅱ１）
就労支援を希望する在院者１０人について、ハローワークとの連携を通じて求人・雇用情報を提供するととも
に、採用に向けた調整を行ったところ、４人は在院中に面接を受け、うち３人は内定を得ることができた。
（Ⅱ２）
保護者の下への帰住が困難な在院者について、保護関係機関、更生保護施設、地域生活定着支援セン
ター、福祉関係機関、雇用主等と多数回にわたってケース会議を実施してきた結果、更生保護施設に１人、特
別調整によるグループホーム等に３人、在院中内定した雇用主の下に１人帰住させることができた。
（Ⅲ１）
障害を有していて適当な帰住予定地のない在院者については保護関係機関、地域生活定着支援センターと
の連携に基づいて特別調整対象者に指定、上記（Ⅱ２）に記したとおり本年度はグループホーム等に３人帰住
させたほか、保護者の下に帰住する在院者で社会復帰後の支援が必要と思われる在院者について、４人は地
域生活定着支援センターによる支援体制を、２人は地域生活定着支援センター以外の相談センターによる支
援体制を、５人は民間団体による支援体制を構築した。
（Ⅲ２）
　　薬物非行防止活動の充実を図るため、自助グループのダルクを招へいし、当院教官と連携しながら、薬物
依存離脱指導を対象少年に実施した。
（Ⅳ１）
・民間学力テストを年２回実施した。
・学習用タブレット端末の貸与を延べ５名の在院者に実施した。
・外部講師による学習支援（高等学校卒業程度認定試験）を年８回実施した。
・大学等受験希望の在院者に対して，年11件，民間業者を通して入手した資料を基に指導を実施した。
（Ⅴ）
　　特定生活指導等、少年の非行の特徴に応じた内容に応じて、民間団体等から外部講師を招へいし、専門
家の知見を活用した指導を実施した。
（Ⅵ１）
　　在院者の希望に応じ、篤志面接委員との個別に面接や教誨師による個人教誨を実施している。クリスマス
会や花祭り等の宗教上の行事も開催し、民間協力者との連携強化に努めている。
（Ⅵ２）
これまで継続した形で各協力団体に新型コロナウイルス感染対
策を講じた中で協力をいただき、広報等の機会を頂戴した際、
積極的に情報を発信した。

愛知少年院



関係機関・団体名 愛知県再犯防止推進計画に基づく2021年度中の取組【国・民間団体】

名古屋少年鑑別所

愛知県弁護士会

愛知県医師会

愛知県社会福祉協議会

愛知県社会福祉士会

愛知県更生保護協会

愛知県保護司会連合会

愛知県更生保護事業連盟

愛知県更生保護女性連盟

愛知県ＢＢＳ連盟

愛知県就労支援事業者機構

(Ⅱ１)(Ⅲ１)
年間を通じて、原則毎週水曜日に開設している「生活相談支援ほっとセンター」において、就労や高齢者・障
害者に関する各種の相談に対応した。
２０２１年度の直接の来所による相談受理件数は６件。なお、内訳として再犯防止に関係のある案件は０であっ
た。

（Ⅴ１）教育・福祉機関を中心とした関係機関との事例検討会について、延べ１６回出席・実施した。
（Ⅵ２）大学や関係機関主催の講演会での講義等延べ１８回を通じ、当所の取組や矯正施設の実情等につい
て広報を行った。

特になし

特になし

（Ⅵ２）機関紙を年４回発行し、更生保護についての広報活動を行った。

(Ⅰ１) 会議や研修等を通じて、機会あるごとに関係機関・団体と
の連携強化を推進した。

（Ⅵ１）関係機関・団体等と連携を密にし、保護司活動について複数回広報した。また、保護司候補者検討協
議会を設置する複数の保護司会に助成した。

（Ⅵ２）社会を明るくする運動の行事に複数回参加した。

（Ⅱ2）コロナ感染症のため開催はできませんでした。
（Ⅳ１）愛知県内の6か所にあります更生支援保護施設への食事作りは控え、下着、靴下、防寒着、日用品など
の支援を続けています。退所者は着替えもないため、保護観察所より依頼があれば新品ではないが役員が持
ち寄り支援しています。

（Ⅳ１）
・役員研修会２回。
・地区会長研修会１回。「子どもたちと向き合う本気とは」中部大学春日丘高等学校ラグビー部監督　宮地　真
氏
寝食を共にして若い学生の指導の苦労、喜びの講演をいただきました。姫野和樹選手、彦坂匡克選手の活躍
等、スポーツの世界を知ることができました。

・日本ＢＢＳ連盟、中部地方ＢＢＳ連盟が開催した研修会に参加した。
・「再犯防止ＰＲ」ウェットティッシュ配布（岡崎保護区BBS会）
・夏休み学習フリースペース事業（豊橋市ＢＢＳ会）
・「社会を明るくする運動ポスター」募集事業（常滑市ＢＢＳ会）

Ⅱ１）就労の確保等
・　保護観察及び更生緊急保護の期間を経過して国による支援が及ばなくなった者に対し、国の職場定着支
援を引き継ぎ実施する「刑務所出所者等職場定着支援事業」が令和３年度から愛知県によって新たに始めら
れ、これを愛知県から受託して、協力雇用主のもとで就労する刑務所出所者等４０人の職場定着支援を行っ
た。その結果、短期離職者の割合が過去の実態に比べて大幅に減少する効果が認められた。このほか、本事
業により年度内に３回、協力雇用主等に対する情報交換会議を開催し５６人の参加を得て、刑務所出所者等の
雇用に係る工夫や課題の情報を交換した。
・・　協力雇用主の雇用活動のインセンティブ向上を図るため、公契約における社会的取組の評価において、
協力雇用主登録及び雇用実績が新たに設けられることとなり、協力雇用主の研修等の場において、これを周知
する等して啓発した。

（Ⅱ２）住居の確保
・　保護観察所等と連携を図りながら、住居付き雇い入れが可能な協力雇用主の拡充に取り組み、更生保護施
設在所中の者等に就労支援を行った結果、１６人を住居付き雇い入れが可能な協力雇用主へ住込就職させ
た。

（Ⅴ　１）犯罪をした者等の特性に応じた支援
・　犯罪をした者の特性に応じた効果的な就労支援ができるよう協力雇用主の拡充を図り、建設業以外の２２事
業者が新たに協力雇用主に登録した。

（Ⅵ　１）民間協力者の活動の促進等
・　２３地区協力雇用主会に対し、講師派遣、啓発資材の配布等により研修を支援したほか、組織活動に対し１
２地区協力雇用主会に活動資金の支援をした。

よりそい弁護士制度を継続実施している。



関係機関・団体名 愛知県再犯防止推進計画に基づく2021年度中の取組【国・民間団体】

愛知県地域生活定着支援センター

（Ⅰ１）法務省主催の「地方公共団体における再犯防止の取組を促進するための協議会（愛知県地域連携協
議会）」に出席し、第2回において、名古屋地方検察庁、名古屋保護観察所、名古屋市とともに、国・都道府県・
市町村の連携について取組報告を行った。
（Ⅰ１）福祉の立場から、愛知県内の司法関係者と福祉関係者の連携強化を目的として、名古屋地方検察庁、
名古屋矯正管区、名古屋保護観察所と研修動画を作成し、研修会「司法と福祉の情報交換会」をオンラインで
開催した。
（Ⅰ１）（特非）くらし応援ネットワークとして、地域再犯防止推進モデル事業終了後も、名古屋地方検察庁と連
携し、釈放予定の被疑者を必要な福祉的支援につなぐ協力体制を維持し、名古屋地方検察庁主催の勉強会
にて講師を務めた。
（Ⅰ１）県内の矯正施設、保護観察所が開催する連絡協議会や処遇ケース検討会、研究授業等に出席し、関
係機関との連携を深めた。
（Ⅰ１）愛知県防災安全局県民安全課主催の「愛知県再犯防止連絡協議会」及び「寄り添い弁護士制度による
社会復帰支援事業検討委員会」に、「構成員」及び「委員」として出席し、関係機関と連携を深めた。
（Ⅰ１）愛知県防災安全局県民安全課主催の「愛知県再犯防止市町村担当課長連絡会議」において、県内54
市町村の再犯防止担当者に向けて活動紹介を行った。
（Ⅰ１）「名古屋市再犯防止推進会議構成員」として「名古屋市再犯防止推進会議」に出席し、「名古屋市再犯
防止推進計画～一人ひとりに寄り添う立ち直り支援～」の策定に協力した。
（Ⅰ１）「『（仮）豊田市再犯防止推進計画』策定委員」として「『（仮）豊田市再犯防止推進計画』策定委員会」に
出席し、「豊田市再犯防止推進計画～あなたの再出発を応援します～」の策定に協力した。

（Ⅱ１）ハローワークや（特非）愛知県就労支援事業者機構等の関係機関と連携して、就労へのつなぎを行って
いるほか、協力雇用主として、2021年度は、8名雇用し、2021年度末現在で、うち5名の雇用を継続している。

（Ⅱ２）（特非）くらし応援ネットワークとして、（一社）生活困窮者自立支援全国ネットワーク主催「第8回生活困窮
者自立支援全国研究交流大会」において、「伴走型支援の視点を考える～愛知の実践を通じて～」をテーマ
に、NPO法人抱樸奥田知志理事長、日本福祉大学原田正樹教授等とともに登壇し、パネラーを務めた（約
1,800名の申込、オンタイムで約5,000名の視聴）。
（Ⅱ２）「愛知県住宅確保要配慮者居住支援法人」（指定番号：愛知第21号）として、2021年度は、国土交通省
「令和3年度 共生社会実現に向けた住宅セーフティネット機能強化・推進事業（居住支援法人活動支援事
業）」の補助金交付を受けて、「保護観察対象者等」を含む「住宅確保要配慮者」の居住支援に取り組み、入居
相談の受付件数35件、うち入居契約の成約件数8件だった。
（Ⅱ２）（一社）全国居住支援法人協議会「令和3年度 居住支援法人設立・運営支援アドバイス事業」の「アドバ
イザー」として、更生保護施設に派遣され、更生保護施設にアドバイスを行った。
（Ⅱ２）「愛知県住宅確保要配慮者居住支援法人」（指定番号：愛知第21号）及び自立準備ホーム登録事業者
として、日本更生保護協会発行の『更生保護』2021年5月号（特集：住居支援）に活動が掲載された。

（Ⅲ１）（特非）くらし応援ネットワークとして、地域再犯防止推進モデル事業終了後も、名古屋地方検察庁と連
携し、釈放予定の被疑者を必要な福祉的支援につなぐ協力体制を維持し、2021年度は、社会的に孤立した被
疑者の支援を4件実施したほか、名古屋地方検察庁主催の勉強会にて講師を務めた。
（Ⅲ１）愛知県地域生活定着支援センターとして、2021年度は、　関係機関と連携して、特別調整71件、一般調
整5件、フォローアップ業務694件、被疑者等支援業務12件、相談支援業務98件実施したほか、一宮市自立支
援協議会に設置されている「触法障害者支援連絡会議」に出席するなど、「圏域ごとのネットワーク作り」に努め
た。
（Ⅲ１）愛知県地域生活定着支援センターとして、厚生労働省「令和3年度 地域生活定着支援人材養成研修
テーマ別研修（入口支援）」において、大分県地域生活定着支援センター、大阪府地域生活定着支援セン
ターとともに、実践報告を行った。
（Ⅲ１）愛知県地域生活定着支援センターとして、（一社）全国地域生活定着支援センター協議会主催「令和3
年度 全国地域生活定着支援センター協議会 東海・北陸ブロック事例検討及び専門研修会」において、福井
県地域生活定着支援センターとともに、事例発表を行った。
（Ⅲ１）愛知県地域生活定着支援センターとして、愛知県弁護士会と独自に作成した様式「相談依頼書」を活用
した入口支援（刑事弁護人からの相談依頼）に、2021年度は、40件取り組んだほか、愛知県弁護士会6委員長
宛研修会「障がい被疑者等支援研修～罪に問われた人に対する切れ目のない支援に関する研修～」にて講
師を務めた。
（Ⅲ１）愛知県地域生活定着支援センターとして、日本弁護士会連合会主催のシンポジウム「罪に問われた障
がい者等への弁護士による切れ目のない支援とは～地域生活定着支援センターとの連携できること～」におい
て、愛知県弁護士会、山梨県弁護士会、福岡県地域生活定着支援センターとともに、事例報告を行った。

（Ⅲ２）（特非）くらし応援ネットワークが、厚生労働科学研究「再犯防止推進計画における薬物依存症者の地域
支援を推進するための政策研究」（研究代表：松本俊彦）に、「研究協力者」として協力し、研究成果は厚生労
働省から高い評価を得た。
（Ⅲ２）愛知県地域生活定着支援センターとして、大学が主催する薬物依存症からの回復支援に関する懇談会
に2回出席し、県精神保健福祉センターや保護観察所、民間支援団体等との連携強化を図った。

（Ⅳ１）（特非）くらし応援ネットワークが、法務省矯正局のモデル事業として、愛知少年院の在院少年への学習
支援を実施した。

（Ⅴ１）愛知県地域生活定着支援センターが、「特別調整対象者の支援等の福祉事業のほか、一般改善指導
『社会復帰支援指導』の講師派遣などに貢献」したとして、名古屋刑務所長から感謝状をいただいた。
（Ⅴ１）特別調整対象者等について、愛知県地域生活定着支援センターが、愛知法務少年支援センターの「地
域援助」や、名古屋保護観察所の「専門的処遇プログラム」に確実に繋がるよう、同行支援を行った。

（Ⅵ２）（特非）くらし応援ネットワークが、これまでの福祉の活動、愛知県地域生活定着支援センターの運営、名
古屋市再犯防止推進モデル事業の実施、同モデル事業終了後も名古屋地方検察庁と協力体制を維持してい
ること等が評価され、名古屋地方検察庁からの推薦で、「福祉関係分野から再犯防止分野にも活動領域を広
げ、両分野の橋渡しをして、先進的な取組を行うなど、安全安心なまちづくりの推進に寄与」したとして、「令和3
年安全安心なまちづくり関係功労者内閣総理大臣表彰」を受賞した。
（Ⅵ２）厚生労働省の広報誌『厚生労働』2021年12月号において、地域生活定着支援センターの特集が組ま
れ、厚生労働省、群馬県地域生活定着支援センター、岩手県地域生活定着支援センター、埼玉県地域生活
定着支援センターとともに、愛知県地域生活定着支援センターの活動が紹介された。
（Ⅵ２）中日新聞の連載「罪人の肖像」において、支援事例が紹介された。



関係機関・団体名 愛知県再犯防止推進計画に基づく2021年度中の取組【国・民間団体】

愛知県内地区協力雇用主会

愛知県社会保険労務士会

再非行防止サポートセンター愛知

（Ⅰ１）
・法務省保護局更生保護振興課との連携強化のための意見交換会を、４回開催した。
・自立準備ホーム間の連携強化のための地方自立準備ホーム勉強会を、４回開催した。（開催地は、近畿（３４
人、１７団体）、中国（３５人、１５団体）、関東（３４人、１９団体）、北海道（１５人９団体））
・一般社団法人日本自立準備ホーム協議会設立の記念シンポジウムを開催。

（Ⅱ１）
・名古屋保護観察所と再非行防止サポートセンター愛知において、月に１回、会議を開催。名古屋保護観察
所、愛知県就労支援事業者機構と連携をおこないながら、協力雇用主等で就労継続をおこなえるように支援体
制を構築している。

豊川市更生保護女性会に県事業等の取組を踏まえた講演を行った。（４月２１日（水））
知多５町更生保護女性会に県事業等の取組を踏まえた講演を行った。（１０月１４日（木））

再犯防止連絡協議会に会長が参加していることと協議会の内容について、社会保険労務士会の会員に対して
周知共有をしていますが、社会保険労務士会として特別な活動はしていません。


