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「自立更生の 夢を育む あったかとちぎ」の実現のために 
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 はじめに 
 

近年、刑法犯の検挙者の約半数が再犯者となっており、本人や社

会にとって不幸な循環を断ち切り、犯罪を減らすため、再犯を防

止することが重要な課題となっております。 

平成２８年１２月に施行された「再犯の防止等の推進に関する

法律」においては、再犯の防止等に関する施策を推進する責務が

国だけでなく、地方自治体にもあることが明記されるとともに、

地方自治体に対しても地方再犯防止推進計画を策定する努力義務

が課されました。 

また、令和元年６月には、矯正施設が所在する自治体間のネットワ

ークを形成し、地域における再犯防止施策等を推進するため、「矯正施設所在自治体会議」

が設立されました。 

本市には、「栃木刑務所」や「更生保護法人栃木明徳会」があり、明治の時代から現在ま

で、社会に無くてはならない施設として、犯罪をした人たちの更生や再犯防止など、犯罪被

害に遭う人の減少と、立ち直ろうとする人を受け入れる「共生社会」の実現に大きな役割を

担ってまいりました。 

本市は、矯正施設が所在する市であることから、再犯防止に関する取組みを更に推進する

ため、「矯正施設所在自治体会議」の設立発起人にも名を連ねたところであります。 

犯罪をした人たちの中には、社会生活における様々な生きづらさを抱え、再び犯罪に手を

染めてしまう人たちもおり、こうした人たちに手を差し伸べ、寄り添いながら更生の道を示

していく必要があります。 

そのため、人権の視点も踏まえ、犯罪をした人たちが、自分らしく健やかに暮らすための

支援のあり方を明らかにすることで、「共生社会」の実現につなげるべく、その指針となる

「栃木市再犯防止推進計画」を策定し、犯罪や非行が起きにくい社会の推進、誰もが安心し

て暮らすことのできるまち「自立更生の 夢を育む あったかとちぎ」の実現を目指すこと

としました。 

今後、本計画に基づき、国、県、関係機関等と連携を図り、また、矯正施設所在自治体会

議などでの議論や意見交換等を通じ、効果的な取組みを施策に取り入れながら、再犯防止の

取組みを推進してまいりますので、皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

最後に、本計画の策定にあたりまして、多くの皆様から貴重なご意見をいただきましたこ

とに対し、心からお礼申し上げます。 

 

令和３年１月  

栃木市長 大川 秀子  

１ 

１ はじめに 
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栃木市の再犯防止を取り巻く状況 
 

 （１）刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率 

 

  国における刑法犯検挙者中の再犯者数は、平成 19 年以降、毎年減少しており、平成 30

年は100,601人でしたが、再犯者率は、初犯者数が大幅に減少していることもあり、近年

上昇傾向にあり、平成30年は48.8%と、調査の開始（昭和47年）以降、過去最高となっ

ています。 

  また、栃木県における過去5年間（平成26年から平成30年）の刑法犯検挙者中の再犯

者数は毎年減少しており、平成 30 年は 1,213 人でした。平成 26 年と平成 30 年の検挙

数を比較すると、380人の減少となっています。 

  一方、再犯者率は、国における状況と同じような高い水準にあり、特に平成 28 年～平成

30年の3か年は、47％～48％台で推移しています。 

 

◇国における刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率◇ 

 （提供：再犯防止推進白書 2019） 
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 刑法犯検挙者数 再犯者数 再犯者率 

H26 251,115人 118,381人 47.1% 

H27 239,355人 114,944人 48.0% 

H28 226,376人 110,306人 48.7% 

H29 215,003人 104,774人 48.7% 

H30 206,094人 100,601人 48.8% 
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◇栃木県における刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率◇ 

（提供：法務省大臣官房秘書課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】栃木警察署管内の状況 

平成 30年 初犯者・再犯者別 検挙人員（少年を除く） 

    総数 初犯者 再犯者 

刑法犯総数 168人  84人 84人 

  うち）凶悪犯 23人 11人 12人 

  うち）粗暴犯 31人 16人 15人 

  うち）窃盗犯 83人 45人 38人 

  うち）知能犯 6人 2人 4人 

  うち）風俗犯 5人 3人 2人 

覚せい剤取締法 6人 1人 5人 

麻薬等取締法 0人 0人 0人 

大麻取締法 1人 1人 0人 

（提供：東京矯正管区）  

 刑法犯検挙者数 再犯者数 再犯者率 

H26 3,594人 1,593人 44.3% 

H27 3,102人 1,417人 45.7% 

H28 2,841人 1,370人 48.2% 

H29 2,673人 1,308人 48.9% 

H30 2,551人 1,213人 47.5% 

42.0%

43.0%

44.0%

45.0%

46.0%

47.0%

48.0%

49.0%

50.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H26 H27 H28 H29 H30

再
犯
者
率
（
％
）

検
挙
者
数
・
再
犯
者
数
（
人
）

栃木県における刑法犯検挙者中の

再犯者数及び再犯者率

刑法犯検挙者数 再犯者数 再犯者率

検
挙
者
数
・
再
犯
者
数
（
人
） 

再
犯
者
率
（
％
） 

２ 栃木市の再犯防止を取り巻く状況 



 

- 4 - 
 

 （2）出所受刑者の 2 年以内再入者数及び 2 年以内再入率 

 

  国における、出所受刑者の 2年以内再入者数は、平成 20年以降毎年減少しており、

平成 29年は 3,712人と、平成 25年と比べて 1,000人以上減少しています。また、

2年以内再入率は、近年着実に低下しており、平成 29年は 16.9%と、調査の開始

（昭和 34年）以降、過去最低でした。 

  栃木刑務所出所受刑者の、平成26年から平成29年の2年以内再入者数及び 2年以

内再入率は減少傾向にあり、平成 29年の 2年以内再入者数は 39人、2年以内再入率

は 10.3%でした。 

  平成26年と平成29年を比較すると、2年以内再入者数は 20人の減少、2年以内再

入率は 5.0％の減少となっています。 

 

◇国における出所受刑者の 2年以内再入者数及び 2年以内再入率◇ 

年次 

（出所年） 

出所 

受刑者数 

 
２年以内 

再入者数 

 

うち満期釈放 

等出所受刑者 

うち仮釈放 

出所受刑者 

うち満期釈放 

等出所受刑者 

うち仮釈放 

出所受刑者 

H25 26,510 人 11,887 人 14,623 人 4,804 人（18.1％） 3,173 人（26.7％） 1,631 人（11.2％） 

H26 24,651 人 10,726 人 13,925 人 4,569 人（18.5％） 2,928 人（27.3％） 1,641 人（11.8％） 

H27 23,523 人 9,953 人 13,570 人 4,225 人（18.0％） 2,709 人（27.2％） 1,516 人（11.2％） 

H28 22,909 人 9,649 人 13,260 人 3,971 人（17.3％） 2,470 人（25.6％） 1,501 人（11.3％） 

H29 21,998 人 9,238 人 12,760 人 3,712 人（16.9％） 2,348 人（25.4％） 1,364 人（10.7％） 

（提供：再犯防止推進白書 2019） 

 

 

 

 

 

 

 

  

※前刑出所後の犯罪により再入所した人で、かつ前刑出所事由が満期釈放等または仮釈放の人を計上しています。 

なお、「満期釈放等」は、出所受刑者の出所事由のうち、満期釈放及び一部執行猶予の実刑部分の刑期終了をいいます。 

※「2年以内再入者数」は、各年の出所受刑者のうち、出所年を 1年目として、2年目（翌年）の年末までに再入所した

人の人員をいいます。 

※（ ）内は、各年の出所受刑者数に占める 2 年以内再入者数の割合です。 
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◇栃木刑務所出所受刑者の 2年以内再入者数及び 2年以内再入率◇ 

年次 

（出所年） 

出所 

受刑者数 

 2 年以内 

再入者数 

 
うち満期釈放 

等出所受刑者 

うち仮釈放 

出所受刑者 

うち満期釈放 

等出所受刑者 

うち仮釈放 

出所受刑者 

H26 385 人 143 人 242 人 59 人（15.3％） 31 人（21.7％） 28 人（11.6％） 

H27 382 人 117 人 265 人 44 人（11.5％） 23 人（19.7％） 21 人（7.9％） 

H28 380 人 108 人 272 人 46 人（12.1％） 23 人（21.3％） 23 人（8.5％） 

H29 379 人 121 人 258 人 39 人（10.3％） 21 人（17.4％） 18 人（7.0％） 

（提供：栃木刑務所） 
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※2年以内再入者とは、出所した年を 1 年目として、2 年目（翌年）の年末までに再入所した人です。例えば、「平成 26

年出所者の 2 年以内再入者」とは「平成 26 年中に出所し、平成 27年 12月 31 日までに、どこかの刑務所に再入所

した人」のことです。 

※平成 29 年出所者に係る満期釈放等出所受刑者には、出所受刑者の出所事由のうち、満期釈放の他、一部執行猶予の実

刑部分の刑期終了者も含みます。 

※（ ）内は、各年の出所受刑者数に占める 2 年以内再入者数の割合です。 

２ 栃木市の再犯防止を取り巻く状況 
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栃木市再犯防止推進計画 

 

 栃木市マスコットキャラクターとち介 更生保護のマスコットキャラクター 

更生ペンギンのホゴちゃん 

※ホゴちゃんが持っている羽根は、社会を

明るくする運動のシンボルマークです。 

「幸福（しあわせ）の黄色い羽根」 
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 （１）計画の位置づけ 

  この計画は、再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年法律第104号。以下｢再犯防止推

進法｣という。）第8条第1項  に定める計画として策定します。 

  なお、本計画については、誰もが安心して暮らすことのできるまちを目指すための基本的な取

組みを定める包括的な指針とします。 

 

 （２）目標 

  犯罪や非行が起きにくい社会づくりを推進し、誰もが安心して暮らすことのできる「共

生社会」の実現を目指します。 

 

 （３）計画期間 

  令和２年度から６年度までの５年間とします。 

 

 （４）計画の対象者 

  再犯防止推進法第２条第１項で定める「犯罪をした者又は非行少年（非行のある少年）

若しくは非行少年であった者」（以下「犯罪をした人等」という。）を本計画の対象者と

します。 

 

 （５）基本理念 

  「自立更生の 夢を育む あったかとちぎ」 

  福祉の最上位計画である栃木市地域福祉計画に掲げた「あたたかい栃木市を育むとい

う思い」と、「自立更生への夢」を込めて基本理念とします。 

 

 （６）取組みの展開 

  ① 就労の確保 

  ② 住居の確保 

  ③ 保健医療・福祉サービスの利用促進 

  ④ 学校等と連携した修学支援・非行防止 

  ⑤ 民間協力者や関係機関等の活動促進、広報・啓発活動の推進 

  ⑥ 栃木刑務所の取組み 

  ⑦ 更生保護法人栃木明徳会の取組み 

  ⑧ 国・県・関係機関等との連携強化 

３再犯防止推進計画 

３ 再犯防止推進計画 
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取組みの展開 
  

 （１）就労の確保 

 

  刑務所に再び入所した人のうち、約７割が再犯時に無職であり、また、無職者の再犯率

は有職者に比べ約３倍と高くなっています。 

  犯罪をした人等への就労支援は、第一義的には国・県の役割であり、市で取り組めるも

のは少ない現状にあります。 

  そのような中でも、生活の安定のための就労の確保は、再犯防止に向けた重要な課題で

ありますので、市で取り組める事業に着実に取り組みます。 

    

   【県の方針・取組み】 

    宇都宮保護観察所、栃木労働局、ハローワーク及び栃木県就労支援事業者機構など

で構築されている自立更生者に対する就労支援体制をサポートする施策に取り組ん

でいます。 

 

【市の取組みの方向性】 

協力団体や関係機関等と連携のうえ、利用可能な既存の制度等を活用（今後立上げ

を検討していくものについては制度確立後に活用）し、一人ひとりの状況に応じた就

労支援を行います。 

 

 

取組み No．０１ 

 市での雇用を通じた就労支援 

担当：職員課（市）、福祉総務課（市） 

 

宇都宮保護観察所及び栃木保護区保護司会と連携し、市役所においても保護観察対象

者を短期的に雇用するなど、就労に向けた支援を行います。 

保護観察対象者を雇用することは、雇用された人にとって大きな自信となり、就労習慣

の習得に寄与するだけでなく、雇用を通じて、犯罪をした人等の社会復帰を支援すること

の意義や必要性を、地域に対して強くアピールすることにも繋がります。 

 

 

４ 

！重点施策！ 

 

栃木市再犯防止推進計画 
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取組み No．０２ 

 高齢者・障がい者の就労支援 

担当：地域包括ケア推進課（市）、

障がい福祉課（市） 

 

犯罪をした人等のうち高齢者又は障がい

者については、その適性・能力等に配慮し、

宇都宮保護観察所、ハローワーク等の就労

支援関係機関及び保健福祉機関等と連携し

ながら、必要に応じてシルバー人材センタ

ーへの登録、農業とのマッチング等を活用

するなどして、就労支援の充実強化に努め

ます。 

 

取組み No．０３ 

 農業への就労支援の実施 

担当：農業振興課（市） 

 

農業就労を希望する人に対し、「とちぎ農

業未来塾」などの農業に関する研修先を紹

介し、就農相談に応じています。 

基礎的な農業経営の知識や作物の栽培技

術の習得を支援することにより、就労支援

（就農支援）を図っています。 

 

取組み No．０４ 

 母子・父子自立支援事業の実施 

担当：子育て支援課（市） 

 

母子家庭等の生活の安定とその児童の健

全な育成を促すとともにその自立を図るこ

とを目的として、母子・父子自立支援プログ

ラムの策定や、就労相談および就労、修学支

援のための給付金、貸付申請を実施するこ

とにより、就労確保の効果が期待できます。 

 

取組み No．０５ 

 とちぎジョブモール巡回相談会・巡

回セミナーの実施 

担当：商工振興課（市） 

 

県内各地において、キャリアカウンセラ

ーによる巡回相談会・巡回セミナーを行っ

ています。 

キャリアカウンセリング、適性職業診断、

就職相談などを行い、求職者や就活で悩ん

でいる人に対してアドバイス等をすること

で、求職者の悩みの解決、就業に結びつけ、

無職者の減少を図ることに繋げます。 

 

取組み No．０６ 

 栃木市・壬生町合同就職面接会 

担当：商工振興課（市） 

 

栃木地区中小企業と求職者のマッチング

を図ることを目的に、壬生町と合同で原則

年に２回、就職面接会を開催しています。 

求職者と地元企業とのマッチング機会を

作ることにより、就労を支援し、無職者の減

少を図ることに繋げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 取組みの展開 （１）就労の確保 
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取組み No．０７ 

 栃木市勤労青少年ホーム就労相

談事業の実施 

担当：商工振興課（市） 

 

栃木勤労青少年ホーム及び大平勤労青少

年ホームにおいて、キャリアカウンセラー

による求職者への就労相談や勤労者への仕

事の悩み相談を実施しています。 

ハローワーク等に相談に行きにくい求職

者の受け皿となっており、勤労者や若い人

の仕事の悩みを聴き、求職者の相談に乗る

などの就労支援を行うことで、無職者の減

少に繋げています。 

 

取組み No．０８ 

 いつここ就活講座の実施 

担当：商工振興課（市） 

 

２日間の短期集中型就活講座を開催する

ことで、求職者の就労に向けての実践的な

スキルや知識を磨く機会を設けています。 

「就職に向けて自己理解を深め、職業適

性を見極める講座」「就活に必要な、応募書

類作成や面接対策に関する講座」「キャリア

カウンセラーによる就労相談」などを開催

しており、適正職業を見つけ、就業に向けた

スキルアップをすることで、離職率の低い

就業に結びつけ、無職者の減少を図ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

取組み No．０９ 

 人権相談事業 

担当：人権・男女共同参画課（市） 

 

人権に関する相談を受け、問題解決に向

け適切な助言・指導を行うことを目的に、

以下の取組みを行っています。 

・地域住民の福祉の向上のための人権及

び生活上の相談の受付 

・人権及び生活上の相談業務を行う隣保

館生活指導員の設置 

・問題解決に必要な関係機関との連携・

調整 

刑を終えて出所した人やその家族等に対

する偏見差別に悩む相談者に対し、関係機

関と連携・調整を図りながら助言・指導を

行うことにより、適切な対応が実施できま

す。 

また、相談をきっかけに、就労支援や住

居確保の支援に繋げることも可能となり、

将来的な再犯防止に繋がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木市再犯防止推進計画 

東武百貨店栃木市役所店 

刑務作業製品即売会の様子 
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取組み No．１４（関連・再掲） 

 生活困窮者自立支援事業の実施 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P１５ 参照） 

 

取組み No．３２（関連・再掲） 

 更生保護法人栃木明徳会への支援 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P２４ 参照） 

 

取組み No．３３（関連・再掲） 

 協力雇用主の開拓 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P２４ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み No．３４（関連・再掲） 

 協力雇用主会への支援 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P２４ 参照） 

 

取組み No．３９（関連・再掲） 

 刑務所への再入所者を減らす取組み 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P２６ 参照） 

 

取組み No．４０（関連・再掲） 

 更生保護法人栃木明徳会におけ

る自立更生の促進に関する取組み 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P２８ 参照）

４ 取組みの展開 （１）就労の確保 

  栃木明徳会における農作業の様子 栃木明徳会における法話の様子 
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  刑務所を満期で出所した人のうち、約５割が適当な帰住先が確保されないまま刑務所

を出所しています。再犯に至るまでの期間は、帰住先が確保さている人よりもそうでない

人の方が短くなっていることが明らかになっており、また、帰住先が決まらない場合、行

政サービスの提供などの支援が途切れてしまうといった課題もあります。適切な帰住先

の確保は、再犯防止に向けた重要な課題であると捉えています。 

 

   【県の方針・取組み】 

    帰住先の確保の支援など、地域社会における安定した生活を送るための環境を整

える施策に取り組んでいます。 

 

【市の取組みの方向性】 

協力団体や関係機関等と連携のうえ、利用可能な既存の制度等を活用し、的確な住

居確保支援を行います。 

 

取組み No．１０ 

 市営住宅提供事業の実施 

担当：住宅課（市） 

 

『「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づく犯罪を犯した者等への公営住宅への入居

について』（平成 29年 12月 15日付国住備第 120号住宅局長通知）に基づき、居住の

安定確保が必要な人に対して優先入居の取扱いを実施することが可能となっています。 

この取扱いは、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することに

より、市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的としており、これにより、安定し

た状況で生活することによる再犯防止の効果が期待できます。 

 

取組み No．１１ 

 高齢者自立生活支援事業の実施 

担当：地域包括ケア推進課（市） 

 

低所得・低資産である高齢者等に対して、住まいの確保に係る相談や日常生活上の支援等

を行っています。 

関係機関等と連携・協力して、家賃が低廉な空き家情報の収集、入居支援事業、居住継続

支援事業などを行うことにより、様々な課題を抱えた相談者に対して居住の場を確保して

います。その地域で安定的かつ継続的に生活できる支援体制・環境を整備することで、再犯

防止や犯罪抑止につなげています。

！重点施策！ 

 

！重点施策！ 

 

（２）住居の確保 

 

栃木市再犯防止推進計画 
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取組み No．１２ 

 民間賃貸住宅家賃補助事業の実施 

担当：住宅課（市） 

 

市営住宅の入居要件を満たしている人が、市内に存する県に登録された認定賃貸住宅に

居住した場合、家賃の一部を補助します。 

帰住先がない人に対して低廉で住宅を提供することにより、安定した状況での生活が可

能となり、再犯防止の効果が期待できます。

 

 

取組み No．０９（関連・再掲） 

 人権相談事業 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P１０ 参照） 

 

取組み No．１４（関連・再掲） 

 生活困窮者自立支援事業の実施 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P１５ 参照） 

 

取組み No．３２（関連・再掲） 

 更生保護法人栃木明徳会への支援 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P２４ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み No．３９（関連・再掲） 

 刑務所への再入所者を減らす取組み 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P２６ 参照） 

 

取組み No．４０（関連・再掲） 

 更生保護法人栃木明徳会におけ

る自立更生の促進に関する取組み 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P２８ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 取組みの展開 （２）住居の確保 

 市営住宅外観 
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 （３）保健医療・福祉サービスの利用促進 

 

  矯正施設に入所している人が高齢であったり、障がい者であったりする場合、身体・精

神機能が低下し、出所した後の住居を確保すること等が困難となっています。 

  高齢者（６５歳以上）が、出所後２年以内に刑務所に再び入所する割合は、全世代の中

で最も高くなっており、また、窃盗症などの精神疾患についての専門的対応が必要な人も

います。 

  また、覚醒剤取締法違反による検挙者数は、毎年１万人前後で推移しており、新たな刑

務所入所者の罪名の約３割が覚醒剤取締法違反となっています。 

  このような状況を改善させるため、保健医療・福祉による支援が求められています。 

 

   【県の方針・取組み】 

    県では、平成２１年度から「栃木県地域生活定着支援センター」において、矯正施

設の出所者のうち、高齢（概ね６５歳以上）または障がいにより福祉的な支援が必要

な人への福祉サービス等の利用調整を行っています。 

    また、覚醒剤事犯の初犯者に対して、平成２１年度から認知行動療法を主体とした

薬物再乱用防止教育事業を実施しており、その結果、参加者の再犯率は１割程度で推

移し、再犯防止の効果を上げています。 

 

【市の取組みの方向性】 

    高齢者、障がい者、生活困窮者など、様々な状況に置かれた人がいる中で、一人ひ

とりの状況に応じた、適切な保健医療・福祉サービスへとつなぎ、安心・安定した生

活を送れるよう支援します。 

 

取組み No．１３ 

 ワンストップ相談窓口設置の検討 

担当：福祉総務課（市） 

 

出所した人や過去に犯罪をした人は、どんな支援策があるのか、支援を受けるためにはど

こへ行けばよいのかなどの、支援に関する情報を取得することが困難な状況にあります。 

出所から相談までのプロセスを簡潔・明瞭にし、出所した人等が支援策の情報を取得する

までの道のりを最短化するため、ワンストップ相談窓口の設置を検討してまいります。 

これにより、刑務所入所中の段階から、相談窓口の情報を提供できるようになり、出所後

に迷いなく相談に行くことが可能となります。最短距離で適切な支援へ繋ぐことができ、再

犯防止の効果が期待できます。 

！重点施策！ 

 

栃木市再犯防止推進計画 
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取組み No．１４ 

 生活困窮者自立支援事業の実施 

担当：生活福祉課（市） 

 

生活保護に至る前段階の状況にある生活困窮者を対象に、自立相談支援機関（市 社会福

祉協議会）において、年間を通して、生活自立に向けた様々な相談支援事業を行っています。 

雇用の不安定や病気等により生活困窮の状況にある人に対して、関係機関が連携を図り、

「生活困窮者の自立相談支援」「家計改善相談支援」「子どもに対する学習支援」「住居確

保給付金の支給」「就労準備支援」などの、自立に向けた相談支援を継続的に行うことで、

就労や住居確保に結びつき、将来的に再犯防止に繋がることが期待されます。 

 

取組み No．１５ 

 高齢者への総合相談支援事業の

実施 

担当：地域包括ケア推進課（市） 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心してその

人らしい生活を継続していけるよう、保健

医療・福祉サービスをはじめとする必要な

支援につなぎます。また、更なる問題の発生

を防止するため、地域における関係者との

ネットワークの構築を図ります。 

「相談支援」「相談内容に伴う関係者との

ネットワークの構築」「地域高齢者の実態把

握等」など、関係者と連携調整を図り、問題

を抱えた高齢者へ必要な支援を実施するこ

とにより、犯罪の予防や更生に繋がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み No．１６ 

 障がい者相談支援事業の実施 

担当：障がい福祉課（市） 

 

障がい者相談支援専門員が、障がい者等

からの相談に応じ、ニーズ等を調査した上

で、福祉サービス提供のコーディネートな

どを行い、自立した生活を支援します。 

また、基幹的機能を果たすため専門的職

員を配置し、多様化・複雑化している相談

や虐待・成年後見制度等の専門的な相談に

応じます。 

さらに、市内相談支援事業所の相談支援

専門員のスーパーバイズを行うことで、資

質の向上を図っています。 

障がい者、介護者等の相談支援を行うと

ともに、地域の関係機関の連携強化を図る

ことにより、障がい者等が地域で安心して

生活できる環境を作ります。 

 

 

 

 

 

 

！重点施策！ 

 

４ 取組みの展開 （３）保健医療・福祉サービスの利用促進 
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取組み No．１７ 

 発達障がい者等相談支援事業の

実施 

担当：子育て支援課（市） 

 

支援を必要とする人を中心に、「保健」

「医療」「福祉」「教育」等の部門の別にと

らわれない支援が得られるよう、各支援機

関の横断的な調整を図り、その人のライフ

ステージや特性に合わせ、生涯を通した、一

貫した継続的な支援を行っていきます。 

「専門研修、市民講座、保護者研修の開

催」「関係機関等への講師派遣」「巡回相談、

検査の実施」などを通して、家庭や地域の中

で障がいや年齢に関わらず、その人らしい

生活が送れるようにします。 

また、問題を抱えた児童生徒へ適切な対

応を実施することにより、児童生徒が教育

を受けられる環境を整備することで、非行

の防止や将来の就労に繋がることも期待で

きます。 

 

取組み No．１８ 

 健康相談の実施 

担当：健康増進課（市） 

 

様々なストレスや健康不安に関する個別

健康相談を実施し、健康の維持増進を図っ

ていきます。また、支援を必要とする人の情

報を把握した場合には、必要な医療や支援

が適切に受けられるように、保健所等の関

係機関に繋ぎます。 

 

 

 

 

取組み No．１９ 

 薬物の弊害に関する周知の実施 

担当：健康増進課（市） 

 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動などに協力

し、市民の皆様に対して、薬物乱用による弊

害に関する認識を促し、「薬物は絶対に許さ

ない社会」を構築する機運の醸成を図りま

す。 

 

取組み No．２０ 

 就学前障がい児等発達支援事業

の実施 

担当：子育て支援課（市） 

 

健診や発達相談等、障がい等の発見の段

階から専門職が関わり、発見から早期の対

応を行うことで、就学までの継続的かつ一

貫した支援を行っていきます。 

「未就学児ことばの教室の開催」「発達相

談への専門職員派遣」などによって、健診か

ら就学前の早い段階にその子の特性に応じ

た育ちやすい環境を整備することにより、

社会に適応した生活を送れるようにします。 

また、問題を抱えた児童へ適切な対応を

実施し、児童が教育を受けられる環境を整

備することにより、非行の防止や将来の就

労に繋がることも期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木市再犯防止推進計画 
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取組み No．２１ 

 こどもサポートセンター事業の実施 

担当：子育て支援課（市） 

 

相談支援、発達支援の拠点としてのセン

ターを設置し、発達に課題のある児童・保護

者に対し、以下のような支援等を行うこと

で、問題を抱えた児童生徒への適切な対応

を図っています。 

・発達に課題のある児童・保護者に対す

る相談支援、発達支援。 

・発達障がい児（者）の包括的支援を行う

ことを目的とした、関係課による協力・

連携会議や研修会の実施。 

・幼稚園、保育園、小学校、中学校の職員

に対する巡回相談。 

・障がい児者に対する理解や啓発を図る

ことを目的とした、保護者や指導者、支

援者向けの研修等の実施。 

問題を抱えた児童生徒や保護者へ適切な

対応を実施し、児童生徒が教育を受けられ

る環境を整備することにより、非行の防止

や将来の就労に繋がることも期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み No．２２ 

 子育て支援マイサポートチーム事業

の実施 

担当：子育て支援課（市） 

 

妊娠出産期から 18 歳まで、ライフステ

ージに応じたサポートチーム（専門スタッ

フ）を構成し、サポートプランを作成した上

で、子育てに関する情報等のお知らせ、定期

的な相談面接の実施など、保護者相談やこ

どもの支援を切れ目なく継続していきます。 

また、子育てに悩む保護者同士の繋がり

を作るためのペアレントクラブを実施する

ことにより、定期的に連絡をとりながら状

況を把握し、必要があれば相談に応じるな

ど、安心して子育てができるような関係を

築いていきます。 

マイサポートチームに多くの人が登録し、

子育てに困る前から繋がることで、家庭の

孤立や虐待等、ハイリスク家庭となる前に

発見し、必要な支援を届けられるようにし

ています。 

また、問題を抱えた児童生徒や保護者へ

適切な対応を実施し、児童生徒が教育を受

けられる環境を整備することにより、非行

の防止や将来の就労に繋がることも期待で

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 取組みの展開 （３）保健医療・福祉サービスの利用促進 
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取組み No．２３ 

 家庭児童相談事業の実施 

担当：子育て支援課（市） 

 

家庭における人間関係の健全化や児童養

育の適正化などの家庭福祉の向上を図るこ

とを目的に、家庭児童相談室において、家庭

相談員が子ども（0～17歳）とその家族が

抱える様々な悩みについての相談指導を行

っています。 

複合的な課題を持つ家庭の相談を受ける

ことで、適切な支援や対応ができ、児童虐待

の早期発見や未然防止に繋がります。 

 

 

 

 

 

 

 

取組み No．２４ 

 栃木市地域福祉計画における位

置づけ 

担当：福祉総務課（市） 

 

市では、令和２年度に第２期栃木市地域

福祉計画（計画期間：令和２年度から令和６

年度までの５年間）を策定しました。 

この計画は、「地域における高齢者の福祉、

障がい者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関

し、共通して取り組むべき事項」「地域における

福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項」

「包括的な支援体制の整備に関する事項等」な

どが謳われており、福祉部門を統括する上位計

画であります。 

自立更生を目指す人たちにとっては、福

祉分野の支援が不可欠であることから、再

犯防止関係事業の実施にあたっては、当該

計画との一体的展開・連携を図っていきま

す。 

 

 

取組み No．０９（関連・再掲） 

 人権相談事業 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P１０ 参照） 

 

取組み No．３８（関連・再掲） 

 研修会等の実施による共生社会へ

の理解の促進 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P２５ 参照） 

 

 

 

取組み No．３９（関連・再掲） 

 刑務所への再入所者を減らす取組み 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P２６ 参照） 

 

取組み No．４０（関連・再掲） 

 更生保護法人栃木明徳会におけ

る自立更生の促進に関する取組み 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P２８ 参照）
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 （４）学校等と連携した修学支援・非行防止 

  

  我が国の高等学校進学率は９８．５％であり、ほとんどの人が高等学校に進学する状況

にありますが、その一方で、非行等に至る過程で、または非行等を原因として、高等学校

を中退する人も多く、刑務所に入所する受刑者のうち約６割が高等学校を卒業していな

いという状況にあります。 

  このような状況に鑑み、学校や地域における非行の防止に向けた取組みや、犯罪をした

人等の修学のための支援等が必要となっています。 

 

   【県の方針・取組み】 

    県においては、自立更生者の社会復帰に必要な職業上の資格取得や幅広い知識・教

養を習得し、社会人としての成長を促していくため、基礎となる修学等の支援に取り

組んでいます。 

 

   【市の取組みの方向性】 

    学校を中心とした地域の関係機関等が連携して、児童生徒の見守りや非行の未然

防止のための活動に取り組みます。 

    また、非行や問題行動のある児童生徒に対しても、関係機関等が連携して一貫した

支援や指導を行うことにより、教育を受けられる環境等を整備し、健やかな成長を支

えます。  

 

取組み No．２５ 

 スクールソーシャルワーカー配置事業の実施 

担当：学校教育課（市） 

 

学校内や家庭生活において問題を抱える児童生徒に対して、家庭、学校、地域の関係機関

をつなぎ、問題の解決を図ることを目的として、社会福祉の専門的な知識技術を有するスク

ールソーシャルワーカーを配置し、問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛けや

関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整などを行っています。 

問題を抱えた児童生徒へ適切な対応を実施し、児童生徒が教育を受けられる環境等を整

備することによって、非行の防止や将来の就労に繋がります。

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 取組みの展開 （４）学校等と連携した修学支援・非行防止 



 

- 20 - 
 

取組み No．２６ 

 いじめ防止事業の実施 

担当：学校教育課（市） 

 

いじめの早期発見と早期対処を行うことによって、いじめの件数を減少させ、児童生徒が

快適な学校生活を送ることができるように、いじめ防止の調査研究やいじめ問題に関する

啓発活動を実施しています。 

「いじめ問題対策連絡協議会の開催」「いじめ問題対策専門委員会の開催」「“あったか

栃木”いじめ防止子どもフォーラムの開催」「いじめ実態調査の実施」など、学校と保護者・

地域が密接に連携し、いじめ防止対策を講じることで、児童生徒の安心・安全な生活や修学

環境の整備に繋がります。 

 

取組み No．２７ 

 少年補導活動等の実施 

担当：生涯学習課（市） 

 

青少年の非行防止と健全育成を図ることを目的として、「少年補導員による街頭補導活動

及び有害広告物の除却活動」「青少年相談員いじめ相談等の青少年に関する相談業務」を行

っています。 

青少年に悪影響を及ぼす有害環境の浄化活動を推進し、また、いじめ相談等に対しても真

摯に向き合っていくことにより、青少年の非行防止や犯罪から青少年を守ることに繋がり、

将来的な犯罪抑止効果が期待されます。 

 

取組み No．２８ 

 小・中学校における取組み 

担当：学校教育課（市） 

 

「市内各小・中学校における薬物乱用防止に関する教室や情報モラルに関する研修会な

どの開催」「小・中学校で連携した生徒指導に関わる情報交換」「定期的な教育相談や生活

アンケートの実施」「生徒指導連絡協議会の開催」などを通じ、児童・生徒の非行の未然防

止に努めます。 
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取組み No．０４（関連・再掲） 

 母子・父子自立支援事業の実施 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P９ 参照） 

 

取組み No．１７（関連・再掲） 

 発達障がい者等相談支援事業の

実施 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P１６ 参照） 

 

取組み No．２０（関連・再掲） 

 就学前障がい児等発達支援事業

の実施 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P１６ 参照） 

取組み No．２１（関連・再掲） 

 こどもサポートセンター事業の実施 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P１７ 参照） 

 

取組み No．２２（関連・再掲） 

 子育て支援マイサポートチーム事業

の実施 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P１７ 参照） 

 

取組み No．２３（関連・再掲） 

 家庭児童相談事業の実施 

※詳細は他の分野に掲載しています。 

（P１８ 参照）

 

 

 

４ 取組みの展開 （４）学校等と連携した修学支援・非行防止 

  

  
少年補導員による補導活動の様子 
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 （５）民間協力者や関係機関等の活動促進、広報・啓発活動の推進 

 

  犯罪や非行の防止と犯罪をした人等の更生には、地域の方々の理解と協力が不可欠で

す。犯罪をした人等に対して自らの努力を促すだけでなく、社会からも支えを広げ、犯罪

や非行のない地域社会を築くことが重要です。 

そこで、再犯防止や犯罪をした人等の社会復帰支援の重要性についての理解を促進し、

犯罪をした人等を地域社会で受け入れる土壌を育てるため、刑事司法関係機関だけでな

く、行政と地域の関係団体が主体となった広報・啓発活動を実施し、更生保護活動の活発

化を図ります。 

 

   【県の方針・取組み】 

    県においては、自立更生者に対する息の長い社会復帰支援のため、国、市町及び協

力団体を含む関係団体等の連携・協力や活動を促進し、さらに、協力団体等が各々の

専門性を発揮し、お互いをサポートし合えるネットワーク体制を構築するための施

策に取り組んでいます。 

    また、県民の理解と協力による、社会復帰の見守りが行われる環境が整えられるた

めの施策に取り組んでいます。 

 

【市の取組みの方向性】 

更生保護法人栃木明徳会や協力雇用主会などの民間協力者の方々や、保護司会や

刑務所などの関係機関等の活動を支援し、更生保護活動の活性化を図ります。 

また、市が有する様々な媒体を活用し、社会を明るくする運動等の広報活動を後押

しし、犯罪をした人等を地域社会で受け入れる環境を整え、犯罪をする人を生み出さ

ない地域をつくります。 

 

取組み No．２９ 

 社会を明るくする運動への支援 

担当：福祉総務課（市） 

 

毎年７月は、法務省が主唱する“社会を明るくする運動”の強調月間・再犯防止啓発月間

です。期間中、栃木保護区保護司会を中心に、更生保護団体や地域関係者が実施する、以下

の様々な取組みについて、その周知啓発等を支援します。 

 

①社会を明るくする運動栃木市集会 

犯罪や非行の防止と、過ちを犯した人の立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場

！重点施策！ 
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において力をあわせ、犯罪や非行の無い安全で安心な地域社会を築くため、栃木保護区保

護司会と栃木市更生保護女性会が共催で開催しています。 

当集会では、「内閣総理大臣メッセージ」の伝達、小中学生を対象に実施される「“社

会を明るくする運動”作文コンテスト」の優秀作品発表などを通して、活動に対する市民

の理解と参加促進に取り組んでいます。 

 

②街頭啓発一斉広報活動 

栃木地区・大平地区・藤岡地区・都賀地区・西方地区・岩舟地区の各地区で開催される

祭り会場や駅前などにて、チラシ配布やのぼり旗の掲示などによる広報活動を行ってい

ます。 

 

③ミニ集会活動 

キョクトウとちぎ蔵の街楽習館（栃木市市民交流センター）や各地区の公民館などを

利用して、小中学生などを対象として、「保護司とは」「薬物の危険性」「青少年の非行

防止」などをテーマとした話し合いを行い、更生保護に対する地域での理解促進を図っ

ています。 

  

取組み No．３０ 

 栃木保護区保護司会、栃木市更生保護女性会及び更生保護法人栃木明徳会

等の更生保護民間団体への支援 

担当：福祉総務課（市） 

 

栃木保護区保護司会、栃木市更生保護女性会及び更生保護法人栃木明徳会の活動を支援

するため、以下の取組みを行います。 

・「広報とちぎ」や「市のホームページ」などを利用した、更生保護民間団体の設立の目

的や活動内容などの紹介。 

・「広報とちぎ」や「市のホームページ」などを利用した、再犯の防止等の推進について

の周知・啓発。 

・活動の促進に寄与することを目的とした財政的な支援。 

・保護司の適任者確保のため、市の退職予定職員を対象として実施する、保護司活動の紹

介や就任への働きかけへの協力。 

・民生委員児童委員や自治会の会議等における、保護司活動の紹介や就任への働きかけの

機会を設けることへの協力。 

・栃木保護区保護司会の活動拠点として必要不可欠である「栃木更生保護サポートセンタ

ー」の運営に対する支援。 

 

！重点施策！ 

 

４ 取組みの展開 （５）民間協力者や関係機関等の活動促進、広報・啓発活動の推進 
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取組み No．３１ 

 栃木刑務所による矯正展開催への

支援 

担当：福祉総務課（市） 

 

「再犯防止推進法」を広く周知し、再犯防

止について関心を持っていただくことを目

的として栃木刑務所が開催する矯正展につ

いて、その開催を支援します。 

この矯正展は、東武宇都宮百貨店栃木市

役所店１階フロアー（栃木市役所１階）を会

場に、 

①「再犯の防止等の推進に関する法律」説

明パネルの展示 

②栃木刑務所で行われている刑務作業、

職業訓練等の説明パネルの展示 

③栃木刑務所で受刑者が作成した製品を

中心に、全国の刑務所作業製品の展示・

販売 

などを行っています。 

 

取組み No．３２ 

 更生保護法人栃木明徳会への支援 

担当：更生保護法人栃木明徳会 

 

本市には、刑務所等から出所後に帰る場

所がないなど、すぐに自立更生することが

困難な人たちに対し、住む場所と食事を提

供し、生活指導を行う「更生保護法人栃木明

徳会」があり、就労支援や住居確保支援など

を行っています。 

栃木明徳会退所後の住居の確保は、保証

人の不在等により困難となっているのが現

状であり、更なる支援や処遇機能の充実を

図るためにも、栃木明徳会入所中から密接

に連携をしていきます。 

 

取組み No．３３ 

 協力雇用主の開拓 

担当：宇都宮保護観察所、NPO 法

人栃木県就労支援事業者機

構、栃木保護区保護司会 

 

協力雇用主とは、再犯防止推進法第１４

条により「犯罪をした者等の自立及び社会

復帰に協力することを目的として、犯罪を

した者等を雇用し、又は雇用しようとする

事業主」のことを言います。 

栃木市内では、４４社（令和２年４月１日

現在）の事業主の方に協力雇用主としての

ご登録をいただいており、その半数以上で

雇用の実績があります。 

協力雇用主の登録は、保護司や既存の協

力雇用主からの情報提供、事業所自らの申

し出等に対し、宇都宮保護観察所が窓口と

なり、NPO法人栃木県就労支援事業者機構

が必ず訪問して、疑問点や不安の解消を図

りながら登録に向けた活動を行っています。 

協力雇用主制度に関する説明会を開催す

るなどの広報啓発活動を通して、市内企業

等に対して、制度の理解と協力を進め、新た

な協力雇用主の開拓に積極的に取り組みま

す。 

 

取組み No．３４ 

 協力雇用主会への支援 

担当：協力雇用主会 

 

栃木保護区保護司会を始めとした関係団

体の協力により設立される、協力雇用主会

と連携し、就労先の確保とフォローアップ

に努めます。 
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取組み No．３５ 

 各種メディアを活用した PR 

担当：福祉総務課（市） 

 

「広報とちぎ」「市のホームページ」

「SNS」「FM くらら８５７」などで、栃

木保護区保護司会、栃木市更生保護女性会、

更生保護法人栃木明徳会などを始めとした、

更生保護団体の活動内容などを紹介してい

きます。 

また、再犯の防止等の推進についても、そ

の趣旨や目的、計画の内容などを広く周知

していきます。 

「FMくらら８５７」では、ラジオ放送を通

して、更生保護活動に関係する方々の「生の

声」の配信も企画していきます。 

 

取組み No．３６ 

 生活福祉資金の貸付け 

担当：栃木市社会福祉協議会 

 

栃木市社会福祉協議会が窓口となり、所

得の少ない世帯、障がい者や介護を要する

高齢者等のいる世帯に対して、生活の安定

と経済的自立を図ることを目的として、無

利子または低利子で資金の貸付けを行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み No．３７ 

 市内建設工事入札参加資格審査

における、地域貢献の取組みによる

格付けへの反映 

担当：契約検査課（市） 

 

建設工事入札参加資格審査における格付

けについては、全国統一の基準で定められ

ている経営事項審査の評価点（客観点）と市

が定める発注者別評価点（主観点）を合わせ

た総合点数により決定しています。 

主観点については、地域貢献の度合いに

ついても評価基準の一つとなっており、障

がい者を雇用している業者や、協力雇用主

として宇都宮保護観察所に登録があり、保

護観察対象者等を雇用している業者は、こ

の格付けにおいて点数が加算されます。 

これにより、市内建設業者の地域貢献の

積極的な取組みを推進し、市内建設業者に

よる保護観察対象者等の雇用及び協力雇用

主数の増加が期待できます。 

 

取組み No．３８ 

 研修会等の実施による共生社会へ

の理解の促進 

担当：福祉総務課（市） 

 

犯罪をした人等に対し適切な支援ができ

るよう、介護施設や養護老人ホーム等の福

祉施設や、市の職員に向けた研修会等を実

施し、共生社会や更生保護に関する理解促

進を図ります。 

 

 

 

 

 

４ 取組みの展開 （５）民間協力者や関係機関等の活動促進、広報・啓発活動の推進 

 
社会を明るくする運動 

街頭啓発活動の様子 
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 （６）栃木刑務所の取組み 

 

  令和元年１２月に「再犯防止推進計画加速化プラン」が閣議決定されました。このプラ

ンは、国の再犯防止推進計画の中で、より重点的に取り組むべき３つの課題（①満期釈放

者対策の充実強化、②地方公共団体との連携強化の推進、③民間協力者の活動の促進）に

対応する取組みを加速化させようとするものです。 

  栃木刑務所では、このプランに即した取組みを実施するため、「再犯防止推進加速化プ

ラン推進委員会」を立ち上げるとともに、再入所者数を減らすため、以下の様々な取組み

を行っています。（ここでは、取組みの一部をご紹介します。） 

 

取組み No．３９ 

 刑務所への再入所者を減らす取組み 

担当：栃木刑務所 

 

（ア）福祉的な支援が必要な高齢者・障がい者に対する「特別調整」の実施 

刑務所出所者等の中には、高齢又は障がいにより、自立が困難で身寄りがなく、福祉

的な支援が必要でありながら、適切な支援を得ることができないまま出所している人

が少なからず存在します。 

このため、刑務所等に収容されている人のうち、高齢又は障がい者である、適当な帰

住地がない、などの６つの条件を満たし、保護観察所から特別調整対象者として選定を

受けた人を対象に、釈放後速やかに適切な介護、医療等の福祉サービスを受けることが

できるようにするため、地域生活定着支援センターと連携して支援を行うという「特別

調整」を実施しています。 

     

（イ）刑務所入所中における介護保険申請手続きの実施 

住所が削除された対象者（主に特別調整対象者（上記参照））について、出所後の生

活設計を具体的なものにするため、刑務所入所中に住所設定及び介護保険申請を行っ

ています。 

本人の委任状をもとに、栃木県地域生活定着支援センター職員が帰住希望地に住所

設定（希望地に設定ができない場合は、栃木刑務所所在地である栃木市に設定）を行い、

その後、介護保険の申請を行うことで、本人に必要な介護量を把握するとともに、利用

できる福祉サービスの調整を行っています。適切な福祉サービス等へ繋げることで再

犯防止及び自立更生を図ります。 
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（ウ）ベリープロジェクトの実施 

満期釈放者のうち、栃木県の更生保護施設に一時的にでも帰住を希望した人のうち、

施設の規則を守るなどを誓約する等の条件を満たした人について、宇都宮保護観察所

に情報提供を行い、必要であれば更生保護施設栃木明徳会の面接を受けて、釈放前に受

入れ調整を行っています。 

    

（エ）福祉サービス事前体験の実施 

出所後、必要に応じて福祉的な支援を受けながら、地域社会の一員として健全な社会

生活を送るための動機付けを図り、円滑な社会定着を促すため、特別養護老人ホームの

施設見学やデイサービスセンターの日中活動の見学、施設職員による説明等を実施し

ています。 

 

（オ）福祉講話の実施 

福祉的な支援に対して拒否的な人や福祉的支援を知らない高齢又は障がい者に対し、

福祉に関する正しい知識を付与するための集団講義を実施しています。栃木刑務所職

員、栃木県地域生活定着支援センターの職員などを講師として、主に生活保護や介護保

険サービスについての講義やグループワークを行っており、これにより、福祉サービス

の活用についての動機付けを図り、自ら公的機関等に相談する力を身に付けさせ、円滑

な社会復帰を促します。 

 

  

４ 取組みの展開 （６）栃木刑務所の取組み 

  栃木刑務所外観 栃木刑務所矯正展の様子 
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 （７）更生保護法人栃木明徳会の取組み 

 

  更生保護法人栃木明徳会は、女性専門の更生保護施設です。同会の入所者は、「心身の

不調を訴え、情緒が不安定になりやすい」「場面に応じた現実的な対応力に欠ける」「金

銭管理が甘い」などの様々な問題を抱え、就労が決まらない要因にもなっています。 

  明徳会では、こうした入所者の問題特性に焦点を当て、心身の調和と自己統制力及び適

切な自己表現力を養い、また、社会内での適切な対応力や社会生活における常識的な金銭

感覚を習得するため、明徳会独自のプログラムである「セルフコントロールプログラム」

を始めとする様々な取組みを行っています。（ここでは、取組みの一部をご紹介します。） 

 

取組み No．４０ 

 更生保護法人栃木明徳会における自立更生の促進に関する取組み 

担当：更生保護法人 栃木明徳会 

 

（ア）セルフコントロールプログラム（特別処遇プログラム）の実施 

・コミュニケーションワーク 

周りの人とコミュニケーションを取り、自分を見つめ直すことで、参加者それぞ

れの良いところを分かち合うプログラムです。マロニエ医療福祉専門学校に依頼

し実施しています。 

 

・法話 

健全な価値観や倫理観を醸成するため、近隣の住職を招いて法話を実施してい

ます。 

 

・SST（社会生活技能訓練）   

就労の経験が少ない人が多いため、履歴書の書き方や電話のかけ方等の指導を

行っています。 

 

・金銭管理指導 

金銭管理において不安を抱える人が多くいるため、入所者には、家計簿と日記を

合わせた「私の生活ノート」を提出させています。月毎に支出内容を集計した結果

を本人たちにフィードバックすることで、「自分の収入で生活のやりくりをする」

という、当たり前の考え方を身に付けるよう指導しています。 
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（イ）健全な社会生活を取り戻すための取組み 

様々な罪種の入所者がいるため、窃盗事犯の入所者については、出掛ける時と帰会し

た時の私物のチェックをする、アルコール関係事犯の入所者については、必要に応じて

アルコールチェッカーで検査をするなど、本人の了解を得た上で、適宜、私生活のチェ

ックを行っています。 

 

（ウ）薬物処遇重点実施更生保護施設としての取組み 

薬物事犯者については、薬物専門職員（精神保健福祉士）による「物質使用障害治療

プログラム（SMARPP16）」を実施し、薬物依存からの回復を目指します。 

 

（エ）就労の支援 

公共職業安定所（ハローワーク）・協力雇用主・NPO法人栃木県就労支援事業者機

構の協力を得て、就労の支援に積極的に取り組んでいます。また、就労支援事業者機構

による就労支援セミナーを開催し、仕事をするための心得などを学んでいます。 

 

（オ）フォローアップ事業 

入所者が自立後、相談があった場合は、その都度、職員が相談に応じています。適切

な指導・助言や自立先の訪問をすることで、今後、安定した生活を維持していけるよう、

見守りを行っています。 

 

（カ）農作業を通じた更生支援 

実際に販売することができる農作物を育てる作業を通じて、生きる力の回復と就業

意欲の喚起を図り、自立更生に繋げています。 

この取組みは、実行委員会形式で実施されており、更生保護活動に関わるボランティ

アやNPO法人栃木県就労支援事業者機構などの協力によって支えられています。 

  

４ 取組みの展開 （７）更生保護法人栃木明徳会の取組み 

  栃木明徳会における 

コミュニケーションワークの様子 
栃木明徳会外観 
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 （８）国・県・関係機関等との連携強化 

  

  本市は、栃木刑務所や更生保護法人栃木明徳会が所在する自治体であります。再犯防止

に関する取組みを実施し、共生社会を実現していくためには、こうした関係機関等や国・

県・他市町などとの連携が不可欠であります。 

  取組みの展開のうち、⑥～⑧以外の５つの取組み（以下の①～⑤）及び、その他、共生

社会の実現に係る取組みについて、関係機関等と緊密に連携し、サポート体制の構築を図

ってまいります。 

① 就労の確保 

② 住居の確保 

   ③ 保健医療・福祉サービスの利用促進 

   ④ 学校等と連携した修学支援・非行防止 

   ⑤ 民間協力者や関係機関等の活動促進、広報・啓発活動の推進 

  （⑥ 栃木刑務所の取組み） 

  （⑦ 更生保護法人栃木明徳会の取組み） 

  （⑧ 国・県・関係機関等との連携強化） 

 

  また、必要に応じて、関係機関等の情報共有や定時連絡等を目的とした、「（仮称）栃

木市再犯防止推進ネットワーク」の設置を検討します。    

 

  ※ここでは、主な関係機関等について記載しております。 

 

 

◆関係機関等との連携◆ 

名 称 活動内容・連携内容 主な連携分野 

NPO 法人 栃木

県就労支援事業

者機構 

刑務所出所者等を雇用する事業者に対しての支援や無職の

保護観察対象者等への就労支援を行うことにより、経済界を

中心に社会全体として治安改善に協力する組織です。 

 

①・② 

栃木県地域生活

定着支援センタ

ー 

高齢または障がいを有することにより、福祉の支援が必要

な刑務所等の矯正施設退所予定者を対象に、退所後、円滑に福

祉サービス（社会福祉施設への入所など）を受けられるよう、

地域における社会生活への移行、自立促進を図るための支援

を行う組織です。 

 

①・②・③ 

！重点施策！ 
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名 称 活動内容・連携内容 主な連携分野 

県南圏域障害者

就業・生活支援セ

ンター「めーぷ

る」 

障がい者やその家族からの相談、障がい者を雇用している

事業主からの相談に応じ、障がいのある方の「働く」こと、「暮

らす」ことを一体的にサポートする専門機関です。 

就業面の支援として、「職業訓練などの就職準備支援」、「就

職活動支援」、「職場定着に向けた支援」 

生活面の支援として、「生活習慣の形成、金銭管理等の日常

生活の自己管理に関する助言」や「住居、年金、余暇活動など

の地域生活や生活設計に関する助言」 

などを行っています。 

①・②・③ 

栃木保護区保護

司会 

 

犯罪をした人等の立ち直りを地域で支えるボランティア

で、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員です。保護

観察の実施、犯罪予防活動等の更生保護に関する活動に従事

しています。 

・負担金の交付による活動の支援 

・人材確保への協力 

・市のメディアを利用した PR活動 

などに関する連携を図っていきます。 

①・②・③・④・⑤ 

栃木市更生保護

女性会 

 女性の立場から、地域における犯罪予防の活動や子どもた

ちの健全育成のための子育て支援活動などを行うボランティ

ア団体です。 

・補助金の交付による活動の支援 

・市のメディアを利用した PR活動 

などに関する連携を図っていきます。 

④・⑤ 

更生保護法人栃

木明徳会 

 法務大臣の認可を受けて更生保護事業を営む民間の団体で

す。矯正施設出所者や保護観察中の女性で、頼るべき人がおら

ず、すぐに自立更生することが困難な人たちに対し、一定期

間、宿泊場所や食事を提供し、就労支援や住居確保支援などを

行っています。 

・補助金の交付による活動の支援 

・市のメディアを利用した PR活動 

などに関する連携を図っていきます。 

①・②・③・⑤ 

協力雇用主会 犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが難しい刑務所

出所者などを、その事情を理解したうえで雇用し、改善更生に

協力する民間の事業主で構成する団体です。 

 

① 

４ 取組みの展開 （８）国・県・関係機関等との連携強化 
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名 称 活動内容・連携内容 主な連携分野 

（福）栃木市社会

福祉協議会 

社会福祉法に位置づけられた団体で、様々な方の協力を得

て、地域にお住まいの皆様と福祉のまちづくりを展開してい

く民間の組織です。 

民間組織としての「自主性」と広く住民の皆さんや社会福祉

に関係する方々に支えられた「公共性」という２つの側面を併

せ持つ、営利を目的としない福祉団体です。 

 再犯防止の分野では、主に、生活困窮者自立支援の事業に関

係し、生活困窮者のセーフティネットとしての役割を担い、

様々な局面で市と連携を図っていきます。 

 

①・②・③ 

社会奉仕団体等 青少年非行防止・薬物乱用防止などに関する社会奉仕活動

を行っているロータリークラブやライオンズクラブ、また、女

性の地位や生活の向上に向けた奉仕活動等を行っている国際

ソロプチミスト栃木などとも適宜連携を図っていきます。 

③・④ 

 

◆国・県・他市町との連携◆ 

名 称 活動内容・連携内容 主な連携分野 

東京矯正管区 矯正管区は、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑

別所及び婦人補導院の適切な運営の管理を図ることを目的と

して設置された法務省矯正局の事務を分掌する機関（地方支

分部局）で、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松及

び福岡の全国８か所に設置されています。 

 このうち、東京矯正管区は、関東地方１都６県に新潟県、長

野県、山梨県及び静岡県を加えた地域に所在する、刑務所や少

年院等の合計７０庁を管轄し、これらの施設の運営全般にわ

たって指導監督することを主な業務としています。 

特に矯正行政に関する地方公共団体等との総合窓口として

の機能を担う更生支援企画課は、再犯防止の取組みに関して

は中心的な存在であり、市としても、全重点分野において、緊

密な連携を図ります。 

①・②・③・④・⑤ 

宇都宮保護観察

所 

 法務省の地方支分部局で、保護観察に付された犯罪をした

人等を社会の中で更生するように、保護観察官及び保護司に

よる指導と支援を行う組織です。 

再犯防止の取組みに関しては中心的な存在であり、市とし

ても、全重点分野において、緊密な連携を図ります。 

①・②・③・④・⑤ 
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名 称 活動内容・連携内容 主な連携分野 

栃木刑務所  主として、受刑者を収容し、その改善更生や円滑な社会復帰

に必要な処遇を行う法務省の施設等機関です。 

 女子受刑者を収容し、必要な処遇を行う施設（女子刑事施

設）は、全国で１１庁ありますが、栃木刑務所は、収容規模等

から全国の女子刑事施設を代表する施設に位置付けられてい

ます。 

 市としては、釈放予定の受刑者の福祉的支援への協力、栃木

刑務所や東武宇都宮百貨店栃木市役所店１階フロアー（栃木

市役所１階）で毎年開催されている矯正展の開催への協力な

どを通じて、栃木刑務所と緊密な連携を図り、受刑者の円滑な

社会復帰や地域の安全・安心に向けた刑事施設の取組みへの

理解の促進を図っていきます。 

①・②・⑤ 

栃木公共職業安

定所（ハローワー

ク栃木） 

地域の総合的雇用サービス機関として、職業紹介、雇用保

険、雇用対策などの業務を一体的に実施している組織です。民

間の職業紹介事業等では就職へ結びつけることが難しい就職

困難者を中心に支援する最後のセーフティネットとしての役

割を担っています。 

① 

栃木県（主にくら

し安全・安心課） 

 県が持つ各協力団体との繋がりや、再犯防止事業に係るノ

ウハウを活用するため、再犯防止推進計画の策定や、策定後の

取組みなど、再犯防止事業の全ての局面において連携を図り、

情報の共有化を進め、アドバイスを求めていきます。 

①・②・③・④・⑤ 

栃木県県南児童

相談所 

児童福祉法に基づいて設置される県の機関です。 

市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する

家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子ど

もの真のニーズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉

え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行うことで、子

どもの福祉を図り、その権利を擁護することを主たる目的と

しています。 

③・④ 

他市町 再犯防止に関する施策の実施について、必要に応じて他市

町との連携を図っていきます。 

また、再犯防止に関する活動は栃木市のみで行うものでは

なく、広く日本全国で一斉に取り組むべきものであることを

重視し、他市町から求められた場合、当市の計画の内容や活動

の内容を積極的に公開していきます。 

⑤ 

  

４ 取組みの展開 （８）国・県・関係機関等との連携強化 
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おわりに（市民の皆様へのお願い） 

 

本計画における取組みの展開において、「出所者を地域社会で受け入れる」「出所者の

更生を支援する」という趣旨の言葉が見られます。 

これらの言葉は、市民の皆様に対して、犯罪をした人に対する恐怖、嫌悪、怒りなど

の、負の感情を抱かせるものかもしれません。 

しかし、これらの感情を市民の皆様が抱くのは、自然のことであると思います。通常、

大部分の方々は、正義を愛し悪を憎む方々ですし、だからこそ、犯罪をした人に対して厳

しい目を向けることは、至極当然な流れだからです。 

また、自然に抱く感情だからこそ、その感情はとても根強く、完全に消し去るのは非常

に困難です。犯罪を考えるとき、常に「被害者の人権」と「加害者の人権」が対立し、議

論の的となり、どうしても「加害者の人権」が軽視されがちになるのは、そうした感情が

人の根底にあるからだと思います。 

 

人類は、歴史上、忌まわしい時代を経験しています。それは、国家や大衆という巨大な

力による人権の蹂躙や罪もない人たちへの残虐な行為の歴史です。「犯罪をした人は酷い

目にあってもいいのではないか」「犯罪をした人には人権を認める必要はないのではない

か」などの、大部分の人が抱く素朴で自然な感情は、時に間違った方向へと暴走し、「正

義」や「刑罰の執行」という名のもとに、多くの罪もない人たちが犠牲になってきまし

た。 

 

日本国憲法に謳われている「基本的人権」や「法の下の平等」などを中心とした多くの

人権規定は、単なる机上の空論ではなく、これらの経験への反省のもと、人類が時間をか

けて積みかさねてきた英知の結晶です。そして、それは、犯罪をした人も犯罪をしていな

い人も全部含めた、全ての人たちに認められているものなのです。 

 

犯罪をした人（加害者）の人権軽視に偏った感情は、一般の人たちが自然に抱いてしま

う素朴な気持ちかもしれませんが、過去の忌まわしい時代に戻る可能性があるという観点

から危険であり、その意味で、どうしても「一般の罪のない人たちの人権を蔑ろにする」

という危険もはらんでしまいます。 

また、逆に、「犯罪をした人の人権に配慮する」ということは「一般の人たちの人権に

も配慮する」ということに繋がることになります。 

 

５ 

栃木市再犯防止推進計画 
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「自分は犯罪をしない」と思う人もいるかもしれません。でも、自動車や自転車の事

故、痴漢の冤罪事件など、思いもよらないところで偶然や不運が重なり、犯罪者になった

り、犯罪者ではないかと疑われたりする可能性が潜んでいます。どうか、明日は我が身に

降りかかる可能性がある話なんだという心持ちで、ご自分に関係があることとして捉えて

いただきたいと思います。 

 

犯罪のない、安全・安心な地域づくりは、市民の皆様の念願です。そして、再犯防止の

取組みは、防犯の取組みに必ず繋がります。 

是非とも皆様の寛容な心で温かく見守っていただき、栃木市の再犯防止への取組みに対

し、何卒ご理解をいただければ幸いです。そして、地域共生社会の実現に向けてお力添え

を賜りたく、心からお願いを申し上げます。 

 

 

※ここでは加害者の人権への配慮について論じさせていただいておりますが、被害者の

人権が軽んじられるべきという趣旨ではありません。 

被害者の人権が軽んじられることは、絶対にあってはならないことです。 

何卒、本計画の趣旨をお汲み取りいただき、ご理解ください。 

 

５ おわりに 



再犯の防止等の推進に関する法律 概要 
 

  

国民の理解と協力を得つつ、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進すること等による再犯の防止
等が犯罪対策において重要であることに鑑み、再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、
国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項
を定めることにより、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民が犯罪
による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とす
る 

 １．目的 （第１条） 

１ 犯罪をした者等 犯罪をした者又は非行少年（非行のある少年をいう。）若しくは非行少年であ
った者 

２ 再犯の防止等  犯罪をした者等が犯罪をすることを防ぐこと（非行少年の非行をなくすこと及
び非行少年であった者が再び非行少年となることを防ぐことを含む。） 

 ２．定義 （第２条） 

１ 犯罪をした者等の多くが、定職・住居を確保できない等のため、社会復帰が困難なことを踏ま
え、犯罪をした者等が、社会において孤立することなく、国民の理解と協力を得て再び社会を構
成する一員となることを支援する 

２ 犯罪をした者等が、その特性に応じ、矯正施設に収容されている間のみならず、社会復帰後も
途切れることなく、必要な指導及び支援を受けられるようにする 

３ 犯罪をした者等が、犯罪の責任等を自覚すること及び被害者等の心情を理解すること並びに自
ら社会復帰のために努力することが、再犯の防止等に重要である 

４ 調査研究の成果等を踏まえ、効果的に施策を講ずる 

 ３．基本理念 （第３条） 

１ 国は、再犯の防止等に関する施策を総合的に策定・実施する責務 
２ 地方公共団体は、再犯の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の状況に
応じた施策を策定・実施する責務 

 ４．国等の責務 （第４条） 

１ 国及び地方公共団体の相互の連携 
２ 国及び地方公共団体と民間団体その他の関係者との緊密な連携協力の確保 
３ 国及び地方公共団体から民間団体その他の関係者への情報提供 
４ 民間の団体その他の関係者は、犯罪をした者等の個人情報を適切に取り扱う義務 

 ５．連携、情報の提供等 （第５条） 

国民の関心と理解を深めるため、再犯防止啓発月間（７月）を設ける 

 ６．再犯防止啓発月間 （第６条） 

Administrator
タイプライターテキスト
参考資料

Administrator
長方形

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト



 
１ 政府は、再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(再犯防止推進計画)を策定(閣議決定) 
２ 再犯防止推進計画において定める事項 
 (1) 再犯の防止等に関する施策の推進に関する基本的な事項 
 (2) 再犯の防止等に向けた教育・職業訓練の充実に関する事項 
 (3) 犯罪をした者等の社会における職業・住居の確保、保健医療・福祉サービスの利用に係る支

援に関する事項 
 (4) 矯正施設における収容・処遇、保護観察に関する体制の整備等に関する事項 
 (5) その他再犯の防止等に関する施策の推進に関する重要事項 
３ 法務大臣は、関係大臣と協議して、再犯防止推進計画の案を作成し、閣議請議 
４ 少なくとも５年ごとに、再犯防止推進計画に検討を加え、必要に応じ変更 

 ７．再犯防止推進計画 （第７条） 

都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、地方再犯防止推進計画を定める努力義務 

 ８．地方再犯防止推進計画 （第８条） 

政府は、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずる 

 ９．法制上の措置等 （第９条） 

政府は、毎年、政府が講じた施策について、国会に報告 

 10．年次報告 （第 10 条） 

 

 11．基本的施策 

【国の施策】 
  

【地方公共団体の施策】（第 24条） 
国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じ、上記の施策を講ずる
努力義務 

１ 公布の日から施行 
２ 国は、この法律の施行後５年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その
結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする 

 12．施行期日等 （附則） 

再犯防止に向けた教育・職業訓練の充実等 

１ 特性に応じた指導及び支援等（第 11条） 
２ 就労の支援        （第 12条） 
３ 非行少年等に対する支援  （第 13条） 

社会における職業・住居の確保等 

４ 就業の機会の確保等   （第 14条） 
５ 住居の確保等      （第 15条） 
６ 更生保護施設に対する援助（第 16条） 
７ 保健医療サービス及び福祉サービスの
提供           （第 17条） 

再犯防止推進の人的・物的基盤の整備 

８ 関係機関における体制の整備等 
（第 18条） 

９ 再犯防止関係施設の整備 （第 19条） 

再犯防止施策推進に関する重要事項 

10 情報の共有、検証、調査研究の推進等 
（第 20条） 

11 社会内における適切な指導及び支援 
（第 21条） 

12 国民の理解の増進及び表彰（第 22条） 
13 民間の団体等に対する援助（第 23条） 

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト



 

 

再犯防止に関する用語の解説                  

か行 

仮釈放 

再犯を防止し、改善更生と円滑な社会復帰を促進することを目的とし

て、「改悛の状」があり、改善更生が期待できる懲役又は禁錮の受刑

者を刑期満了前に仮に釈放し、仮釈放の期間（残刑期間）が満了する

まで保護観察に付すること。 

帰住先 矯正施設から出所、出院等した後に居住する予定の住居などのこと。 

矯正管区 

矯正施設の適切な運営の管理を図ることを目的として設置された法

務省矯正局の事務を分掌する機関（地方支分部局）。札幌、仙台、東

京、名古屋、大阪、広島、高松及び福岡の全国８か所に設置されてい

る。 

矯正施設 
刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院の

総称。 

矯正施設所在自治体会議 

矯正施設が所在する自治体間のネットワークを形成し、相互に有益な

情報交換、調査研究、国や都道府県に対する提言や要望を行うことに

より、矯正施設と共に地域における再犯防止策等を推進し、地域の特

性や課題に応じた安全・安心で活力ある地域づくりを積極的に進める

ことを目的として設立された会議。 

共生社会 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超

えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と

人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民

一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会。 

矯正展 

刑務作業の現状と重要性を広く紹介し、矯正行政に対する国民の理解

を得ることを目的として行われる、全国の刑務所で受刑者が作った刑

務所作業製品の展示・販売会。 

協力雇用主 

犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが容易でない刑務所出所者

等に対し、その事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間

の事業主。 

刑事施設 刑務所、少年刑務所、拘置所の総称。 

（刑の）一部執行猶予 

裁判所が、３年以下の刑期の懲役・禁錮を言い渡す場合に、刑期の一

部を実刑とし、残りの部分について、１年間から５年間まで、執行を

猶予することができるとする制度。 



 

 

刑法犯 

刑法に規定する罪（道路上の交通事故に係るものは除く）のほか、爆

発物取締罰則、決闘罪ニ関スル件、暴力行為等処罰ニ関スル法律、盗

犯等ノ防止及処分ニ関スル法律、航空機の強取等の処罰に関する法

律、火炎びんの使用等の処罰に関する法律、航空の危険を生じさせる

行為等の処罰に関する法律及び人質による強要行為等の処罰に関す

る法律に規定する罪を犯した者。 

刑務作業 

改善更生及び円滑な社会復帰を図るための受刑者処遇の一つであり、

刑法に規定された懲役刑を執行する場として、刑事施設に拘置して所

定の作業を行わせるもの。 

刑務所 
主として、罪を犯した者のうち、刑罰に服することとなった者を収容

する刑事施設。 

検挙 
犯罪について被疑者を特定し、検察官への送致・送付又は微罪処分に

必要な捜査を遂げること。 

更生保護活動 

犯罪をした人等を社会の中で適切に処遇することにより、その再犯等

を防ぎ、改善更生することを助けることで、個人と公共の福祉を増進

しようとする活動。 

更生保護サポートセンター 
保護司会が地域の関係機関等と連携しながら、更生保護活動を行うた

めの拠点。 

更生保護施設 
刑務所出所者等のうち頼るべき人がいないなどの理由で、帰るべき場

所がない人たちに対して一定期間、宿泊場所や食事を提供する施設。 

更生保護女性会 
女性の立場から、地域における犯罪予防の活動や子どもたちの健全育

成のための子育て支援活動などを行うボランティア団体。 

 

 更生保護法人 
法務大臣の認可を受けて更生保護事業を営む民間の団体。（市内には、

更生保護法人栃木明徳会がある。） 

拘置所 
主として刑事裁判が確定していない未決拘禁者（被疑者や被告人な

ど）を収容する施設。 

さ行 

再入者 受刑のため刑事施設に入所するのが２度以上の人。 

再犯者 ２度以上の刑法犯により検挙された者。 

再犯者率 
検挙等された者の中に、過去にも検挙等された人がどの程度いるかを

見る指標。 



 

 

再犯の防止等の推進に関す

る法律 

再犯防止施策に関して、その基本理念を定め、国及び地方公共団体の

責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定めることを内容とした

法律。 

再犯率 
犯罪により検挙等された人が、その後の一定期間内に再び犯罪を行う

ことがどの程度あるかを見る指標。 

社会を明るくする運動 
犯罪や非行の防止と罪を犯した人の更生について理解を深め、犯罪の

ない地域社会を築こうとする全国的な運動。 

受刑者 
懲役刑、禁固刑又は拘留刑の執行のため、刑事施設に拘置されている

人。 

少年院 
家庭裁判所から保護処分として送致された少年等に対し、矯正教育、

社会復帰支援等を行う施設。 

少年鑑別所 
主として家庭裁判所から観護措置の決定によって送致された少年を

収容のほか、審判等のため専門的な知識により鑑別を行う施設。 

少年刑務所 主として２６歳未満の受刑者を収容する施設。 

少年補導員 
教育委員会が委嘱し、青少年の非行化防止及び健全育成を図ることを

目的に、補導業務等の活動をする者。 

生活保護 

生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行

い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長

することを目的とした、生活保護法による制度。 

窃盗症 
経済的利得目的以外で、万引きなどの窃盗行為を繰り返してしまう依

存症の一種。クレプトマニアとも呼ばれる。 

た行 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運

動 

国内における薬物乱用防止活動において、官民一体となり、国民一人

一人の薬物乱用問題に関する認識を高めるとともに、国連総会決議に

基づく「６．２６国際麻薬乱用撲滅デー」の周知を図ることにより、

内外における薬物乱用防止に資することを目的とする運動。 

地域生活定着支援センター 

高齢又は障がいを有することにより、福祉の支援が必要な刑務所等の

矯正施設退所予定者を対象に、退所後、円滑に福祉サービス（社会福

祉施設への入所など）を受けられるよう、地域における社会生活への

移行、自立促進を図るための支援を行う施設。 



 

 

栃木県就労支援事業者機構 

平成 21 年１月に設立され、刑務所出所者等を雇用する事業者に対し

ての支援や無職保護観察少年への就労支援を行うことにより、経済界

を中心に社会全体として治安改善に協力する組織。 

は行 

婦人補導院 

売春防止法第５条（勧誘等）の罪を犯して補導処分に付された満２０

歳以上の女子を収容し、社会生活に適応させるために必要な生活指導

等や、更生の妨げとなる心身の障がいに対する医療を行い、社会で自

立して生活できる女性として復帰させることを目的としている施設。 

保護観察 
犯罪をした人等が、社会の中で更生するように、保護観察官及び保護

司による指導と支援を行うもの。 

保護観察所 

法務省の地方支分部局で、保護観察に付された犯罪をした人等を社会

の中で更生するように、保護観察官及び保護司による指導と支援等を

行う機関。 

保護観察対象者 

保護観察少年（家庭裁判所で保護観察に付された少年。20 歳まで又

は２年間の期間。） 

少年院仮釈放者（少年院からの仮退院を許された少年。原則として 20

歳に達するまでの期間。） 

仮釈放者（刑事施設からの仮釈放を許された人。残刑期間。） 

保護観察付執行猶予者（裁判所で刑の全部又は一部の執行を猶予され

保護観察に付された人。執行猶予の期間。） 

保護司 

犯罪をした人等の立ち直りを地域で支えるボランティアで、法務大臣

から委嘱を受けた非常勤の国家公務員。保護観察の実施、犯罪予防活

動等の更生保護に関する活動に従事。 

ま行 

満期釈放 刑期を満了して刑務所から身柄を解放されること。 

民生委員児童委員 

地域において、住民の立場に立って相談に応じ、必要な支援を行うこ

とにより、社会福祉の増進に努めるボランティアであり、厚生労働大

臣から委嘱された非常勤の地方公務員。 

 

（注）記載の取組み・制度の名称及び内容については令和３年１月末時点のものです。 



取組み一覧 

【重点】 No．０１ 市での雇用を通じた就労支援 【P８】 

【重点】 No．０２ 高齢者・障がい者の就労支援 【P９】 

【重点】 No．０３ 農業への就労支援の実施 【P９】 

【重点】 No．０４ 母子・父子自立支援事業の実施 【P９】 

【重点】 No．０５ とちぎジョブモール巡回相談会・巡回セミナーの実施 【P９】 

【重点】 No．０６ 栃木市・壬生町合同就職面接会 【P９】 

【重点】 No．０７ 栃木市勤労青少年ホーム就労相談事業の実施 【P１０】 

【重点】 No．０８ いつここ就活講座の実施 【P１０】 

【重点】 No．０９ 人権相談事業 【P１０】 

【重点】 No．１０ 市営住宅提供事業の実施 【P１２】 

【重点】 No．１１ 高齢者自立生活支援事業の実施 【P１２】 

【重点】 No．１２ 民間賃貸住宅家賃補助事業の実施 【P１３】 

【重点】 No．１３ ワンストップ相談窓口設置の検討 【P１４】 

【重点】 No．１４ 生活困窮者自立支援事業の実施 【P１５】 

【重点】 No．１５ 高齢者への総合相談支援事業の実施 【P１５】 

【重点】 No．１６ 障がい者相談支援事業の実施 【P１５】 

【重点】 No．１７ 発達障がい者等相談支援事業の実施 【P１６】 

【重点】 No．１８ 健康相談の実施 【P１６】 

【重点】 No．１９ 薬物の弊害に関する周知の実施 【P１６】 

【重点】 No．２０ 就学前障がい児等発達支援事業の実施 【P１６】 

【重点】 No．２１ こどもサポートセンター事業の実施 【P１７】 

【重点】 No．２２ 子育て支援マイサポートチーム事業の実施 【P１７】 

【重点】 No．２３ 家庭児童相談事業の実施 【P１８】 

【重点】 No．２４ 栃木市地域福祉計画における位置づけ 【P１８】 

【重点】 No．２５ スクールソーシャルワーカー配置事業の実施 【P１９】 

【重点】 No．２６ いじめ防止事業の実施 【P２０】 

【重点】 No．２７ 少年補導活動等の実施 【P２０】 

【重点】 No．２８ 小・中学校における取組み 【P２０】 

【重点】 No．２９ 社会を明るくする運動への支援 【P２２】 

【重点】 No．３０ 栃木保護区保護司会、栃木市更生保護女性会及び更生保護法人栃木明徳会 

           等の更生保護民間団体への支援 【P２３】 

【重点】 No．３１ 栃木刑務所による矯正展開催への支援 【P２４】 

【重点】 No．３２ 更生保護法人栃木明徳会への支援 【P２４】 

【重点】 No．３３ 協力雇用主の開拓 【P２４】 

【重点】 No．３４ 協力雇用主会への支援 【P２４】 

【重点】 No．３５ 各種メディアを活用した PR 【P２５】 

【重点】 No．３６ 生活福祉資金の貸付け 【P２５】 

【重点】 No．３７ 市内建設工事入札参加資格審査における、地域貢献の取組みによる格付けへの 

           反映 【P２５】 

【重点】 No．３８ 研修会等の実施による共生社会への理解の促進 【P２５】 

【重点】 No．３９ 刑務所への再入所者を減らす取組み 【P２６】 

【重点】 No．４０ 更生保護法人栃木明徳会における自立更生の促進に関する取組み 【P２８】 
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