香川県再犯防止推進計画（素案）について提出されたご意見と
それに対する県の考え方
問い合わせ先
子ども政策課
〒760-8570

青少年育成グループ
高松市番町四丁目１番 10 号

電話:087-832-3207/FAX:087-806-0207
E-mail:kosodate@pref.kagawa.lg.jp
令和２年 12 月 14 日から令和３年１月 14 日までの１カ月間、香川県再犯防止推進計画
（素案）について実施したパブリック・コメント（意見公募）では、５人から 17 件のご意
見が寄せられました。ご意見をいただきありがとうございました。
これらのご意見について、適宜要約・集約して整理し、それらに対する県の考え方とあ
わせて以下に示します。
なお、賛否の結論だけを示したご意見や案と直接関係のないと考えられるご意見につい
ては、公表していません。
〈ご意見の提出者数〉
個人
５件
企業
―件
団体
―件
合計
５件

〈提出されたご意見の数〉
計画の推進に関すること
合
計

ご意見（要約）

17 件
17 件

ご意見に対する県の考え方

計画の推進に関すること
（「はじめに」について）
就労支援や住まいといった、生きていく上
での実際のパーツを整えていくことが更生
や再犯防止に大きな役割を果たすと考える。
一方で、様々な背景をもつ本人たちが、本
来の自分に向き合い、人として尊厳ある日々
を取り戻すことで、初めて本当の意味で自分
の犯した罪を知り償いに至ることができる、
ということを支援できる体制作りをいきな
り作ることは難しい。
そのような体制作りを目指し、まずは研究
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高松保護観察所をはじめとする国の機
関や、香川県保護司会連合会などの民間の
関係機関が参加する「香川県再犯防止推進
連絡協議会」において、関係機関の情報共
有や課題の検討をするなど連携を図り、再
犯防止の取組みを進めることとしており、
ご意見の内容については、31 頁に記載の
ある「第４章 計画の推進体制」の趣旨に
含むものと考えております。
いただいたご意見については、施策を推

ご意見（要約）

ご意見に対する県の考え方

を始めるといった内容を「はじめに」などで 進する上での参考とさせていただきます。
記載してはどうか。
（就労・住居の確保について）
３頁の「協力雇用主数」と「実際に雇用し
ている雇用主数」の数値に乖離がある。どの
ような理由で雇用まで行き届いていないの
か分析し、機関ごとに改善していくことが必
要である。（同趣旨のご意見２件）

就職は、本人と雇用主の双方の希望や条
件が合致して雇用契約に至るもので、数多
くの求人の中から選択することとなり、施
設入所前の元の職場へ戻るほか、前歴を秘
匿して自ら求職活動をするなどして、協力
雇用主でない雇用主の下での就労も多い
実情にあります。
そのため、協力雇用主の下に一旦就職し
ても続かず、離職や転職に至ることもあ
り、これらの課題の解決に向け、関係機関
と連携を図りながら、就労支援に取り組ん
でいることから、ご意見を踏まえ、次のと
おり修正します。
修正箇所 ６頁 第３章１(１)②ア
高松保護観察所の記載
「高松保護観察所は、協力雇用主への刑務
所出所者等就労奨励金を給付しているほ
か、雇用を依頼した協力雇用主に対し保護
観察官が相談に対応するとともに、必要が
あれば職場等に出向いて、雇用主や対象者
本人と面談するなどフォローアップを行
い、雇用の拡大に取り組みます。」

（就労・住居の確保について）
６頁から始まる就労や住居の確保につい
て、県も人材育成センターなどで、幅広い職
種で活躍できるよう、セミナーや個別カウン
セリングなどを行い、農業系の部署であれば
農業事業者と情報交換などをし、施設外就労
を促すということも考えられる。
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個々の特性に応じた就労支援が行える
よう、障害者支援や生活困窮者支援、長期
無業者支援などの分野ごとに、専門的な知
識やノウハウを持つ民間事業者に委託す
るなどして、セミナーやカウンセリング、
就労訓練などの支援を実施しているとこ
ろです。
引き続き、各支援機関の取組みを情報共
有しながら、一層の連携強化を図り、適切
な就労支援につながるよう、取り組んでま
いります。

ご意見（要約）

ご意見に対する県の考え方

（就労・住居の確保について）
6 頁の「１ 就労・住居の確保のための取
組」について、就労・帰住先の確保だけでな
く、矯正施設や更生保護施設から出た後、困
っていることはないか、生活はどんな感じか
など、地域社会で継続して暮らしていけるよ
うに見守る体制を充実させることも必要で
あり、９頁の「②具体的な取組」における「ウ
関係機関・団体との連携強化」の箇所に、上
記のような観点からの支援について記載を
検討いただきたい。
（就労・住居の確保について）
9 頁からの住居の問題について、県で
も、素案のような、定着支援センターとの協
力により、障害を抱えている人や高齢者等の
矯正施設出所後の支援が必要な人に対して
社会福祉施設の入居やアパートの入居調整
など、帰住先の確保を行うということを徹底
して実施する必要がある。

（就労・住居の確保について）
10 頁の香川県保護司会連合会に関する記
述について、「又、出所した人が何らかの原
因で帰住先(住居等)から緊急避難しなくて
はならなくなった場合の避難先についても
入所支援を行います。」という文言も付け加
えてはどうか。

3

出所者が地域社会で継続して暮らして
いけるような体制として、地域生活定着支
援センターでは、各関係機関と連携し、地
域生活へ移行した方に対して、その後の状
況を把握し、場合によっては助言や相談な
どの支援や関係機関への情報提供を行っ
ており、ご意見の内容については、９頁に
記載のある「ウ関係機関・団体との連携強
化」の趣旨に含むものと考えております。
いただいたご意見については、施策を推
進する上での参考とさせていただきます。
第３章１（１）②イに記載のとおり、居
住支援協議会を設置し、構成員である不動
産関係団体や居住支援法人などと連携し、
住宅確保要配慮者に対する入居支援体制
の整備を図っています。
また、地域生活定着支援センターにおい
て、支援対象者が出所後新しい場所へ移行
できるよう、出所前から福祉施設等と連絡
調整を行っています。
引き続き、出所後の帰住先を確保できる
よう関係機関との情報共有を通じ連携を
図ってまいります。

保護観察中の者や出所した人のうち更
生緊急保護の対象となる者に対する緊急
避難先への入所支援については、高松保護
観察所が、更生保護施設や自立準備ホー
ム、香川県社会福祉協議会などと連携して
行っており、ご指摘の箇所については、９
頁の高松保護観察所の取組みに含むもの
と考えております。
いただいたご意見については、施策を推
進する上での参考とさせていただきます。

ご意見（要約）

ご意見に対する県の考え方

（保健医療・福祉サービスについて）
12 頁からの保健医療や福祉サービスの利
用の問題について、医療や福祉を必要として
いる高齢者などが出所した場合、サービス等
について十分な情報を持っていないために、
十分な支援が行き届かず、再犯につながるケ
ースもあることから、関係機関の相互連携が
必要であると考える。
素案に、高齢や障害を持つ人に関して、支
援が必要な場合には、要介護認定や障害者手
帳の交付や施設の入所などを進めることで、
医療や福祉のサービスが円滑に利用できる
ように支援を行うという文言を加えるとよ
り具体的になると思われる。

（保健医療・福祉サービスについて）
12 頁の「(1)高齢者又は障害のある者への
支援」の①現状と課題において、「福祉的支
援が必要であるにもかかわらず、本人が希望
しないなどの理由から特別調整等の対象と
ならない場合があること」が課題として挙げ
られているが、②具体的な取組では、上記課
題に対する取組の記載が希薄である。福祉的
支援の必要性に本人が気づいていないなら
必要性について伝えるなど、特別調整に該当
しない者に対する福祉的な支援も必要なの
ではないかと考える。
12 頁以降の「具体的な取組」において、上
記課題に対する対応を追加することで、より
計画が充実するのではないか。
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福祉サービスを提供するためには、市町
との連携が不可欠であることから、県は、
再犯防止の重要性に関する認識を共有し、
より円滑にサービスを提供するため、研修
会等を開催し、連携体制の構築を図ってい
ます。
また、各市町では、地域包括支援センタ
ーを設置し、保健師・主任ケアマネジャー・
社会福祉士などの専門職が連携して地域
の高齢者の総合的な支援を行っており、ご
意見の内容については、13 頁【県の取組】
に含むものと考えております。
いただいたご意見については、施策を推
進する上での参考とさせていただきます。

特別調整だけでなく、福祉的支援を受け
るためには、本人の同意が必要ですが、支
援に伴う不自由さに目が向き、支援を受け
ることに消極的な者が少なくない実態が
あります。
そのため、高松刑務所をはじめとする矯
正施設や、香川県社会福祉協議会、香川県
地域定着支援センターなどの関係機関で
は、自身の生活力や心身の状況について説
明を粘り強く続け、理解を促すよう取り組
んでいます。
また、矯正施設では、本人が特別調整対
象者とならなくとも、必要に応じて療育手
帳等を取得するなど、本人の特性に応じた
福祉的支援を行っており、ご意見の内容に
ついては、12 頁以降の高松刑務所や四国
少年院、丸亀少女の家などの取組みに含む
ものと考えております。
いただいたご意見については、施策を推
進する上での参考とさせていただきます。

ご意見（要約）

ご意見に対する県の考え方

（保健医療・福祉サービスについて）
覚醒剤取締法で刑務所を出所した者の２
年以内再入率は、窃盗、詐欺、傷害・暴行、
強盗、強制性交等罪、殺人、放火、覚醒剤取
締法の中で唯一上昇している、というような
文言を 14 頁の「①現状と課題」に盛り込め
ば、覚醒剤取締法違反による検挙者数が多い
ので、再犯防止施策の必要性がより強調され
るのではないか。

（非行の防止及び学校等と連携した修学支
援について）
18 頁からの非行の防止に関して、小中学
校にスクールカウンセラーを配置するだけ
でなく、各学校において、スクールカウンセ
ラーの役割やどういう存在なのかのしっか
りとした説明をする必要がある。
（非行の防止及び学校等と連携した修学支
援について）
20 頁 の「ウ 学校や地域社会において再
び学ぶための支援」において、高等学校を中
途退学した非行のある少年が学び直しを希
望する場合、高等学校授業料支援だけではな
く、編入を受け入れてくれる高等学校の紹介
も支援の一つとして明記するのはどうか。
（非行の防止及び学校等と連携した修学支
援について）
再非行防止に関して、少年院を出た後、学
校や家庭で継続して生活できるよう学校や
県、少年院などの国の機関での連携を充実さ
せる必要がある。
22 頁の「②具体的な取組」の「ア 少年・
若者に対する支援【国及び関係機関・団体の
取組】」の一つ目にもあるように、少年院か
ら自宅へ帰住する際、親子関係を見極め、調
整を行うことはもちろんだが、出院後、生活
環境が悪化した時の対応も大切であり、その
ような場合の対応についても検討が必要で
はないか。
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令和２年版再犯防止推進白書によると、
覚醒剤取締法で刑務所を出所した者の２
年以内再入率は、平成 30 年は 16.0%で、平
成 29 年の 17.3%から 1.3％減少しており
ますが、依然として高い状態にあります。
覚醒剤事犯については、適切な治療・支
援による薬物依存症からの回復に向けた
働きかけが重要であると考えており、引き
続き、薬物依存に関する治療や支援などを
行う関係機関と連携しながら取組みを進
めます。

児童生徒に対するスクールカウンセラ
ーの役割の周知は重要であると考えてお
り、各種会合等を通じて、より一層市町教
育委員会と連携し、広報に努めてまいりま
す。

高等学校への編入学は、試験等による選
考手続きを経て、各校の校長が許可するこ
ととなっており、県教育委員会が編入を受
け入れる高等学校を紹介することは難し
いと考えていますので、ご理解ください。

高松保護観察所は保護観察を行う際に、
修学支援を視野に入れ、学校等教育機関、
少年院、県等との連携を進めています。
また、四国少年院や丸亀少女の家、高松
少年鑑別所（法務少年支援センター高松）
では、矯正施設を出た後も、本人や保護者
などの関係者から相談を受け付けており、
必要に応じて保護観察所と連携しながら、
助言指導を行っています。
今後、香川県再犯防止推進連絡協議会に
おいて、高松保護観察所や四国少年院など
の関係機関と連携を図り、再犯防止の取組
みを進めてまいります。

ご意見（要約）

ご意見に対する県の考え方

（民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動
の促進について）
26 頁について、保護司の人材確保を支援
するため、保護観察所と連携し、退職者関係
団体等を通じて保護司に関する周知などの
取組や、民間ボランティアや民間団体におけ
る再犯の防止等に関する取組みを広く県民
に理解してもらい、活動を促進していくため
の広報・啓発活動に取り組むということが考
えられる。
また、少年補導員や、大学生等で構成する
学生サポーターなどの少年警察ボランティ
アに対して協働での街頭活動、情報提供等の
支援を行うことも効果的と考える。

（民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動
の促進について）
28 頁の「②具体的な取組」に、更生保護
の役割を周知し、出所後の社会復帰に理解を
深めてもらうため、施設見学会の実施を加え
ることを検討してはどうか。
協力雇用主や更生保護ボランティア、地元
大学生などを対象に行うことで、手続きの仕
組みや少年院、保護観察所等の機関が再犯防
止に関する施策を行っているかの周知がで
き、学生団体や民間団体の活動の促進につな
がると考える。
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これまで、青少年の犯罪や非行の防止を
図るため、高松保護観察所をはじめとする
関係機関と連携して“社会を明るくする運
動”に取り組んでいます。引き続き、県民
の再犯防止に対する理解や関心が深まる
取組みを進めてまいります。
また、少年警察ボランティア活動につい
ては、一般の方や大学生ボランティアで構
成された少年警察補導員が中心となって
行っており、こうしたボランティアの方に
対する情報提供を始めとする活動支援や、
協働街頭補導等に取り組んできたところ
です。今後も、少年警察ボランティアと一
層連携を深めながら少年の非行防止活動
に取り組んでまいります。

犯罪をした者の社会復帰にあたっては、
更生保護や再犯防止について、民間協力者
や地域の理解を深めていくことが重要で
あると考えております。
保護観察所や矯正施設では、近隣大学の
学生や地域住民などを対象とした施設参
観を受け入れているほか、高松保護観察所
では、保護司や協力雇用主などを対象とし
た研修会を開催するなど、再犯防止に関す
る取組みについて周知を行っています。
引き続き、香川県再犯防止推進連絡協議
会において関係機関と連携の強化を図り
ながら、再犯防止の広報・啓発に取り組ん
でまいります。

ご意見（要約）

ご意見に対する県の考え方

（国・市町・民間団体との連携強化について）
第３章に関係機関の様々な取組が記載さ
れているが，関係機関が情報交換や連携・協
同などを行うことで、取組がより有効に機能
するものと考える。全体を俯瞰し、連携や共
有を働きかける存在があると、より取組が推
進されるのではないか。また、その存在が連
絡協議会もコーディネートしていけば有機
的に機能するのではないか。
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高松保護観察所をはじめとする国の機
関や、香川県保護司会連合会などの民間の
関係機関が参加する「香川県再犯防止推進
連絡協議会」において、関係機関との情報
共有や課題の検討をするなど連携を図り、
再犯防止の取組みを進めることとしてお
り、ご意見の内容については、31 頁に記載
のある「第４章 計画の推進体制」の趣旨
に含むものと考えております。
いただいたご意見については、施策を推
進する上での参考とさせていただきます。

