


令和２年版「再犯防止推進白書」について

○ 「再犯防止推進白書」は、平成28年12月に成立・施行された
「再犯防止推進法」に基づき、国会に提出する年次報告

○ 平成29年12月に閣議決定した「再犯防止推進計画」に掲げられた
115の施策について、令和元年度の取組を中心にこれまでに政府が
講じた取組を掲載

○ 民間協力者の活動を紹介する「コラム」、地方公共団体の取組を
紹介する「特集」も掲載し、表紙・中扉には、少年院在院者等の
絵画・書道作品を起用

第１章 再犯防止をめぐる近年の動向

近年の動向・再犯の防止等に関する施策の指標

第２章 就労・住居の確保等のための取組
ー第１節 就労の確保等
ー第２節 住居の確保等

第３章 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組
ー第１節 高齢者又は障害のある者等への支援等
ー第２節 薬物依存を有する者への支援等

第４章 学校等と連携した修学支援の実施等のための取組

第５章 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施
等のための取組

第６章 民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進
等のための取組

ー第１節 民間協力者の活動の促進等
ー第２節 広報・啓発活動の推進等

第７章 地方公共団体との連携強化等のための取組

第８章 関係機関の人的・物的体制の整備等のための取組

特 集 地方に広がる再犯防止施策

推進計画に掲げられた115の施策の実施状況等

特 集

令和２年版「再犯防止推進白書」の構成



令和２年版
再犯防止推進白書

（概要）

令和２年11月

法 務 省

※令和２年版再犯防止推進白書の表紙及び中扉には、刑務所在所者又は少年院在院者の絵画作品等を起用しています。



第1章 再犯防止をめぐる近年の動向

再犯の防止等に関する施策の成果指標
再犯の防止等に関する施策の動向を把握するための参考指標

再犯防止に向けた政府の取組

(※)２年以内再入率：出所年を含む２年間で受刑のために刑事施設に再入所した者の割合

→再犯防止関連のデータについて経年比較等

平成29年12月 再犯防止推進計画策定

より重点的に取り組むべき３つの課題に対応する取組の加速

平成28年12月 再犯防止推進法成立

令和元年12月 再犯防止推進計画加速化プラン策定

主な罪名別の２年以内再入率の推移

令和２年６月 性犯罪・性暴力対策の強化の方針策定

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

出所事由別２年以内再入率（２年以内再入者数）

出所年次（平成 年）

２１．８

１６．７

１６．０

８．４

出所受刑者の２年以内再入率の推移

「再犯防止に向けた総合対策」
（平成24年７月20日犯罪対策閣僚会議決定）

数値目標「２年以内再入率（※）を
令和３年までに16％以下にする」

出所年次
（平成 年）

満期釈放等

出所受刑者

仮釈放

出所受刑者

H26 　27.3 (2,928) 　　11.8 (1,641)

H27 　27.2 (2,709) 　　11.2 (1,516)

H28 　25.6 (2,470) 　　11.3 (1,501)

H29 　25.4 (2,348) 　　10.7 (1,364)

H30 　24.2 (2,114) 　　10.4 (1,282)

出

所

年

次

最新の数値は
16.1%と減少傾向

30

覚醒剤取締法

性犯罪

傷害・暴行

窃盗



第２章 就労・住居の確保等のための取組

就労の確保等

● 就職に向けた相談・支援等の充実

→総合的就労支援対策の実施、
コレワーク（※）の活用

● 協力雇用主の活動に対する支援の充実

→協力雇用主の不安・負担の軽減

コラム：民間協力者等と連携したコレワークの取組

コレワークによる雇用支援
セミナーの様子

● 一般就労と福祉的支援の狭間にある者の就労の確保

→農福連携による就農に向けた取組

住居の確保等

● 更生保護施設等の一時的な居場所の充実

→更生保護施設における受入れ・処遇機能の充実

→満期釈放者に対する受入れや相談支援等

● 地域社会における定住先の確保

→満期釈放者への支援情報や宿泊場所の提供等

コラム：更生保護施設における処遇やフォローアップ事業の充実について

更生保護施設の処遇の様子

15庁の矯正施設に就労支援専門官を配置

更生保護就労支援事業を22庁の保護観察所に拡大

「農福連携等推進ビジョン」の決定

「これからの更生保護事業に関する提言」を踏まえた検討

トピック

コレワークを全国８か所に設置拡大トピック

トピック

トピック

トピック

（※）コレワーク：矯正就労支援情報センター室の通称



第３章 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組

高齢者又は障害のある者等への支援等

薬物依存を有する者への支援等

高齢者又は障害を有する者の特性に配慮した処遇を実施
する指定更生保護施設を74施設に拡大

● 関係機関における福祉的支援の実施体制等の充実

→高齢者又は障害を有する者等に対する指導の充実

→多機関連携による釈放後の福祉支援につなげる取組の実施

● 治療・支援等を提供する保健・医療機関等の充実

→薬物依存症治療の専門医療機関の拡大

→自助グループを含めた民間団体の活動の促進

コラム：薬物依存症者をもつ家族に対する相談支援

高齢受刑者に対する理学療法士による
歩行訓練の様子

コラム：女子施設地域連携事業による高齢受刑者を
対象とした「いきいき体操（ロコモ体操）」の実施

● 刑事司法関係機関等における効果的な指導の実施等

→矯正施設、保護観察所における薬物事犯者に対する指導等

薬物依存症者をもつ
家族支援のワークブック

● 高齢者又は障害のある者等への効果的な入口支援の実施

→刑事施設入所に至らなかった犯罪をした者等を福祉的支援
につなげるため、刑事司法関係機関の体制整備等

更生保護施設における薬物中間処遇を試行的に開始

刑事施設における女子依存症回復支援モデル事業を開始

トピック

トピック

トピック



摂食障害女子受刑者への処遇・治療体制の整備

コラム：被虐待経験等を有する少年院在院者の処遇の充実に向けた取組
コラム：性的問題行動を示す知的障害・発達障害を有する保護観察対象者等に対する支援

（性的問題行動のある知的・発達障害者向け問題修復プログラム）の取組

● 適切なアセスメントの実施

→再犯リスク等を踏まえた的確な処遇方針の策定

第５章 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等のための取組

特定非営利活動法人による
社会内問題回復プログラム

実施の様子

保護観察所における暴力防止プログラム（児童虐待版）
の試行的実施

「効果検証センター」の新設

コラム：鳥取地区ＢＢＳ会における修学支援

● 非行等による学校教育の中断の防止等

→矯正施設における高等学校卒業程度認定試験
の実施、指導体制の充実

● 学校や地域社会において再び学ぶための支援

→保護観察対象者等に対するＢＢＳ会等の民間協力者
による学習相談・学習支援の実施

第４章 学校等と連携した修学支援の実施等のための取組

BBS会員と法務少年支援センターの
連携による学習支援の様子

● 児童生徒の非行の未然防止等

→少年鑑別所における心理相談等の実施

矯正施設における復学手続等の円滑化等のため学校と
矯正施設等との連携事例を学校関係者等に周知

● 特性に応じた効果的な指導等の充実

→性犯罪者等に対する専門的処遇の一層の充実
のための検討

→発達上の課題を有する者、少年・若年者、
女性等の抱える問題に着目した支援の充実

● 犯罪被害者等の視点を取り入れた指導等

トピック

トピック

トピック

トピック

● 再犯の実態把握や指導等の効果検証及び効果的な処遇の
在り方等に関する調査研究



成果連動型民間委託契約方式の
活用等のための調査研究を実施

コラム：再犯防止を支える民間協力者の方々
コラム：トップアスリートたちが少年院に訪問！

～HEROs更生支援プロジェクト～
コラム：歴史ある“社会を明るくする運動”

・・・これからも地域社会とともに・・・

● 民間ボランティアの活動に対する支援の充実

→少年警察ボランティアや更生保護ボランティアの活動に対する
支援の充実

● 再犯防止に関する広報・啓発活動の推進

→”社会を明るくする運動”や再犯防止シンポジウム等の実施

トップアスリートによる少年院訪問の様子

第６章 民間協力者の活動の促進等、広報･啓発活動の推進等のための取組

● 再犯防止活動への民間資金の活用の検討

● 地方公共団体との連携の強化

→矯正施設の所在自治体や都道府県・市町村ごとの会議を開催

● 地方公共団体による再犯の防止等の推進に向けた取組の支援

→地域の実情等を踏まえた地方公共団体によるモデルとなる
再犯防止の取組を支援し、そこで得られた知見を全国に展開

第７章 地方公共団体との連携強化等のための取組

● 地方再犯防止推進計画策定等の促進

「地方再犯防止推進計画策定の手引き」を作成・配布

更生保護関係団体のためのクラウドファンディング
実践マニュアルを作成 再犯防止シンポジウムの様子

トピック

トピック

トピック

全国の保護司会に更生保護サポートセンターを整備トピック



第８章 関係機関の人的･物的体制の整備等のための取組

● 関係機関における人的体制の整備

● 関係機関の職員等に対する研修の充実等

● 矯正施設の環境整備 老朽化した刑事施設の外観の様子

特集 地方に広がる再犯防止施策

● 地方再犯防止推進計画の策定とそれに基づく取組

● 地域再犯防止推進モデル事業の取組

● 地域ごとの課題に対して地方公共団体が独自に
行っている再犯防止施策

「鳥取県社会生活自立支援センター」の設置による
入口支援の実施

「福岡県再犯防止推進市町村連絡会議」の開催等
による市町村の体制構築の促進

「「リ・スタート」サポート協議会」における具体的取組等
の検討

高齢・障害、薬物依存のある犯罪をした者等の
再犯防止に関する取組等

満期釈放者等の社会復帰支援

「息の長い就労支援」の仕組み作り
社会復帰支援ネットワークの構築

少年等に対する学習支援及び就労支援

条例に基づく再犯防止施策の実施

市町村主導による矯正施設所在自治体会議の活動

地域の困りごとを解決する、少年院在院者と職員による
ボランティア団体の活動

長崎ダルクへの訪問の様子

鳥取県

福岡県

石川県
小松市

長崎県

山形県

愛媛県

鹿児島県
奄美市

兵庫県
明石市

奈良県

大阪府
阪南市

その他
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