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「罪を償った人と人権」
罪を犯し、実刑が確定すると、懲役や禁固などの刑が執行され、
刑務所などの施設に収容されます。出所の要件を満たすと、
出所し、社会復帰することになりますが、これらの人々 が、
罪を償った人、すなわち、刑を終えて出所した人です。
確かにこれらの人々 は、過ちを犯してしまいました。

しかし、その罪ときちんと向き合い、刑務所などで更生
のための処遇を受け、社会で再出発しようとする、
これら罪を償った人は、私たちと同じ社会
の一員であることに何ら変わりは

ないのです。
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特集　罪を償った人と人権
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人権啓発に取り組む団体紹介
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この広報誌が県民の皆さまに愛され、

「こころ」と「こころ」が行き交う「広場」となることを

願っています。

②重要な役割を果たしたキリスト教の宣
教者およびその宣教者の称号。
③ぐずぐず引き延ばして、すぐに決定・
実行しないこと。
④立法府の議員を全員一度に改選する
選挙。
⑤人が乗りやすいように牛・馬などの
背に置く道具。
⑦細く引き伸ばして日に干した麺。茹で
て冷水にさらし、つけ汁で食する。
流し○○。
⑧樹皮が白いことが特徴の落葉樹。
⑩現在の三重県の大半。
⑫魚や獣の肉を塩漬けにし、木くずを
焚いた煙でいぶし、乾燥させた食品。
⑭一時休むこと。動きが止まること。
⑯ホームページの別称。
⑲日本の伝統楽器。指にはめたピック、
あるいは爪で弦を弾いて音を出す。

①種類が異なること。
④品質や出来が悪いこと。○○品。
⑥逃げ去ること。
⑨西洋の神話や民話などに登場する人
間の姿をした精霊。
⑪心身に苦痛などがなく、快く安らかな
こと。
⑬線で囲まれる平面や曲面の広さ。
⑮一年の中で暇な時期。
⑰口汚く罵る声。「○○を浴びせる」
⑱練習の為に前もって行うこと。
⑳細い糸。凧の表面に付けて揚がり具
合を調節する糸。
㉑商業、流通などの発達の結果、限ら
れた地域に人口が集中している領域
を称する言葉。

令和元年４月30日（木）
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次号（第24号）は、令和２年10月頃に発行予定です。
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１ 　罪を償った人と人権

　罪を犯し、警察・検察の捜査の結果、起訴され

ると裁判を受けることになります。実刑が確定す

ると、懲役や禁固などの刑が執行され、刑務所な

どの施設に収容されます。その後、出所の要件を

満たすと、出所し、社会復帰することになります

が、これらの人々が、罪を償った人、すなわち、

刑を終えて出所した人です。

　確かにこれらの人々は、過ちを犯してしまいま

した。しかし、その罪ときちんと向き合い、刑務

所などで更生のための矯正教育を受け、社会で再

出発しようとする、これら罪を償った人（刑を終

えて出所した人）は、私たちと同じ社会の一員で

あることに何ら変わりはないのです。

　社会復帰するための支援をしている公的な機関

が法務省保護局です。

　同局では、刑を終えて出所した人・保護観察付

き執行猶予になった人・保護観察に付された少年

らの保護観察に関する事務等（更生保護）を行っ

ています。また、恩赦や犯罪予防活動、犯罪被害

者等施策に関する事務なども担当しています。

　保護観察などの更生保護は、こうした人々が地

域社会において円滑に立ち直ることを支援するた

めの制度です。

者に職業に関する免許や資格を取得させたり、職

業に必要な知識及び技能を習得させることを目的

に実施しているもので、受刑者の再犯を防止し、

更生を図り、出所後の生活の基盤を築く上で極め

て重要な方策の一つになっています。

注1）生産作業には、木工、印刷、洋裁、金属等の物品製作
作業及び労務提供作業があります。

注2）社会貢献作業とは、公園等の除草作業などボランティ
ア的な労務作業です。

注3）自営作業には、炊事、清掃、介助、設備の修繕等の刑
事施設の運営に必要な作業です。

　罪を償った人などが、仕事を得られるように、

その人の事情を十分理解した上で積極的に雇用

し、その立ち直りに協力する民間の事業者を協力

雇用主といいます。

　2017（平成29）年4月1日現在、協力雇用主は、

個人と法人あわせて18,555であり、協力雇用主

に雇用されている保護観察対象者等は1,204人と

なっています。

　協力雇用主を業種別に見ると、建設業が

50.2%を占めており、次いで、サービス業

（15.1%）、製造業（11.4%）の順になっています。

刑務所を出所した人々が働く場を確保するのは、

容易ではありません。このため、2006（平成

18）年度から法務省が、刑を終えて出所した人々

の生活基盤の整備及び就労支援策を総合的・一元

的に実施しています。国民や今日主の理解と協力

を促進して、かつて罪を犯したことを承知の上で

雇用に協力してもらう仕組みの拡大を図るなど、

官民をあげての取り組みを進めています。（「刑務

所出所者等総合的就労支援対策」）

　たとえ罪を犯した人であっても、罪を償って、

地域社会に戻ってくれば一市民です。

　罪を犯した人が社会復帰するにあたって、何よ

りも重要なのは本人の社会復帰への強い意志であ

ることは言うまでもありませんが、本人の意欲と

努力だけで更生正しようとするのは大変なことで

す。きちんと罪を償って、社会復帰のために努力

している人にとって、周囲の理解・協力は大きな

力となります。しかし、社会復帰をめざす人の中

には、地域社会の偏見から、自分の居場所がなく、

その地域を出ることになったり、保証人になって

くれる人がなかなかいないために住む所が確保で

きないなどといった厳しい現実に直面することも

少なくありません。こうした人たちが、就労した

り住居を確保する際に不利益を受けることがない

よう、社会全体で支援していかなくてはなりませ

ん。

　罪を償った人が社会復帰するにあたっては、官

民を問わず社会全体でさまざまな支援活動が展開

されています。

■社会復帰と更生保護の役割

■保護司による更生保護
■出所後の就労支援

　保護観察は、仮釈放となった人々の更生を支

援するため、国の責任において指導監督したり、

補導援護を行うものです。保護司は、法務大臣

から委嘱を受け、罪を犯した人や少年の立ち直

りを地域で支えるボランティアです。保護観察

を受けている人と直接会って指導や助言をした

り、住む場所が更生に適したものとなるよう準

備するなど、さまざまな支援を行っています。

■刑務所などにおける職業訓練

　罪を償った人の社会復帰には、何よりも安定

した生活を営める職を得ることが大きな要件と

なります。刑務所などで行われる刑務作業は、

単に懲役としての側面だけではなく、社会復帰

に備えて、受刑者の矯正及び職業的な知識や技

能を身に付ける機能を果たしています。

　刑務作業には、①職業訓練、②生産作業注

１）、③社会貢献作業注2）、自営作業注3）、の４つの

形態があります。このうち、職業訓練は、受刑

■出所者数の推移

　刑務所などから出所する人は、1年間にどのく

らいいるのでしょうか？

　法務省の矯正統計「2016年(度)年報」によれ

ば、出所者数は、2016(平成28)年で41,573

人となっています。また、その推移を2011（平

成23）年以降でみると、減少傾向にあります。

■地域生活定着促進事業

　茨城県では、高齢、又は障害により、福祉的

な支援を必要とする矯正施設退所予定者の社会

復帰を支援するために「茨城県地域生活定着支

援センター」を設置し、下記業務を保護観察所、

矯正施設、福祉関係機関、地方公共団体等と連

携して行っています。

①コーディネート業務

　(受入れ先のあっせん、福祉サービス申請支援)

②フォローアップ業務

　(受入れ施設等に対する助言)

③相談支援業務

　(矯正施設退所者に対する福祉サービス利用相談)

④地域ネットワークの構築、連携及び情報発信

■茨城県再犯防止モデル事業

　また、刑を終えて出所した人々が再び罪を犯

すことのないよう、取組の一つとして法務省が

公募した「地域再犯防止推進モデル事業」に応

募し、平成30年度から「茨城県再犯防止モデル

事業」として就労・居住に関する支援策を実施

しています。

　刑を終えて出所した人々は、罪を償った人たち

です。今後も、刑を終えて出所した人に対する偏

見や差別意識を解消し、その社会復帰に資するた

めの啓発活動を積極的に推進してまいります。

■社会を明るくする運動

　「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行を防

止し、罪を犯した人や少年の更生を支えるため、

地域住民の理解を参加を得て、法務省の主唱で実

施しています。ここでは、罪を償った人への社会

復帰を支援するためのさまざまな啓発活動も行わ

れています。

出所者数の推移

（単位：人
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２ お知らせ

　茨城県では７月１日から「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を創設しました。

　この制度は、婚姻関係とは異なり法律上の効果が生じるものではありませんが、パートナーシップ

の関係にあるもの同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。

　

　いばらきパートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の項目を全て満たしている方となります。

①互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した一方又は双方が性的マ

イノリティである２人であること。

②成年に達していること。

③住所について、次のいずれかに該当すること。

　ア　県内に住所を有すること。

　イ　県内への転入を予定していること。

④配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む）がないこと。

⑤宣誓に係る相手方以外にパートナーシップにある者がいないこと。

⑥互いに近親者でないこと。（直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士でないこと。）

　※ 宣誓にあたり必要な書類や提出先等は下記URLをご覧頂くか、下記の問い合わせ先までご連絡下

　　 さい。

　　 http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/jinken/ibarakipartner.html

◆いばらきパートナーシップ宣誓制度について

　今年度は、合計2,718点の応募があり、令和元年

10月に実施いたしました予備審査及び本審査の結果、

入賞作品が決定いたしました。

◆令和元年度人権啓発ポスターコンクール入賞作品の決定について

　県では県内の性的マイノリティの当事者の方や家族、学校および企業等で当事者に接する方など

が抱えている不安や悩みなどの解消等を図るため、「茨城県性的マイノリティに関する相談室」を開

設し、電話とメールで相談を受け付けています。

　【相談専用ダイヤル】０２９-３０１-３２１６

　【受付時間】毎週　午後6時～ 8時まで（12月29日から1月3日を除く）

　【メール相談】県ホームページの入力フォームから（右記QRコード参照）

　　　　　　　  又は以下で検索

　　　　問い合わせ先：茨城県　福祉指導課 人権施策推進室  ☎０２９-３０１-３１３５

◆性的マイノリティに関する相談窓口ついて

❹ ❺

茨城県性的マイノリティに関する相談室入力フォーム 検索

《令和元年度  最優秀グランプリ賞》

《令和元年度  最優秀賞》

【小学校低学年部門】
守谷市立松前台小学校

３年　本池　遼士さん
もといけ はると

【小学校高学年部門】
茨城町葵小学校

４年　阿部　晃大さん
あべ みひろ

【中学校門】
水戸市立緑岡中学校

２年　豊嶋　愛さん
とよしま あい

【高等学校部門】
県立笠間高等学校

２年　柏葉　歩未さん
かしわば あゆみ

【特別支援学校部門】
県立土浦特別支援学校

高等部１年　井上　心暖さん
いのうえ こ のん

３ 行事・イベント紹介
2020年２月～2020年８月に開催される行事・イベント等を紹介します。

◆講座１（13:10 ～ 14:40）
国際感覚で人権を考えよう
～大きな視野で考え学ぶ～

へこたれへん　
～人はきっとつながれる～　

講師　吹浦　忠正　氏

◆講座２（14:55 ～ 16:25）

講師　松村　智広　氏
みえ人権教育・啓発研究会代表

令和２年２月６日（木）13：00～
会　場：茨城県水戸生涯学習センター大会議室（水戸市三の丸1－5－38　茨城県三の丸庁舎3F）

　　　ヒューマンライツ・セミナー

ＮＰＯ法人世界の国旗
研究協会会長
ユーラシア21研究所理事長

受講者募集　参加無料受講者募集　参加無料

◆茨城県が主催する行事・イベントの紹介

【申込み方法】　電話・Ｅメール・ＦＡＸ・ハガキにて申込み願います。
＊郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、電話番号、申込講座番号を明記してください。

【申 込 み 先】　茨城県人権啓発推進センター　029－301－3135
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❻ ❼

特設人権相談

2月13日（木）
13:00 ～ 16:00

※受付は15:30まで

常陸太田市役所
水府支所

人権問題全般に関する相談
※人権擁護委員が相談に応
じます。
※予約不要

常陸太田市保健福祉部
社会福祉課社会福祉係
0294-72-3111
（内線 141・142）

　矯正施設（刑務所・少年院など）の入所者には、福祉的な支援を必要とする障害者や高齢者が大勢います。しかし、
この方々は、退所後に適切な福祉的な支援を受けられなかったことで、困窮や生活苦から再び罪を犯してしまうこと
（再犯・累犯）があります。
　茨城県では、“福祉”と“司法”の連携により、親族等の受入先がない方が、退所後直ちに福祉サービス等が受け
られるよう地域生活定着促進事業を実施しており、社会福祉法人芳香会は、茨城県からの委託を受けて平成22年
11月から「地域生活定着支援センター」を開設して、退所された方の社会復帰及び地域での自立した生活を支援し
ています。
　※「地域生活定着促進事業」は、平成21年から全国で制度化されました。（厚生労働省所管）

人権教育講演会
8月7日（金）
13:00 ～ 15:00

守谷市中央
公民館ホール

人権教育をテーマとし、毎
年様々なジャンルから講師
の先生をお呼びしています。

守谷市役所市民協働課
人権推進室
0297-45-1111
（内線 135・136）

人権啓発講演会
2月1日(土)
10:00 ～ 11:30

那珂市総合センター
らぽーる
多目的ホール
（那珂市古徳 371）

講演会
講師：有賀　絵里　氏
演題：障がい者人権とこころ
　　　 のバリアフリー

那珂市市民相談室
029-298-1111
（内線 117）

人権キャンペーン

令和2年5月のいず
れかの日
11時頃から12時頃
まで

牛久駅周辺

牛久市の人権擁護委員から、
人権啓発物品を市民に配布し、
人権意識の高揚と人権擁護
委員の活動のPRを図る。

牛久市社会福祉課
029-873-2111
（内線 1717）

人権相談

2月6日（木）、
6月4日（木）、
8月6日（木）、
10:00 ～ 15:00

阿見町役場
305会議室

4月9日（木）
10:00 ～ 15:00

阿見町役場
301会議室

人権問題全般に関する相談
阿見町総務課総務係
029-888-1111
（内線 215）

４ 人権啓発に取り組む団体紹介

　地域生活定着支援センターの対象者は、保護観察所（法務省の地方機関）から「特別調整対象者」として認定さ
れた方で、茨城県内に帰住予定の方です。
　「特別調整対象者」の認定の要件としては、
　　〇「高齢（概ね65歳以上）であり、又は障害があると認められること」
　　〇「矯正施設退所後の住居がないこと」等
を満たし、本人が同意した退所予定者及び退所者です。

　地域生活定着支援センターの支援対象者は、様々な事情で罪を犯してしまった障害者や高齢者ですが、その個々
の支援を通じて、対象者を受容できるような地域社会をつくることを目標に、事業活動を行っています。
　2015 年に国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、「誰一人取り残さない」社会の実現を目
指し、経済、社会及び環境をめぐる広範な課題に対して統合的に取り組むこととしています。
　地域生活定着支援センター（社会福祉法人　芳香会）は、過去に罪を犯してしまった障害者や高齢者を、人間と
して平等で価値ある存在として認識し、その人の有する能力を最大限に尊重しながら「個人の自己実現」の達成を
支援しています。県内の市町村や福祉関係機関等のご理解とともに、広く地域社会の一般の方々にも認識していただ
けるよう活動しています。

　問い合わせ先 ： 社会福祉法人  芳香会　〒306-0201 茨城県古河市上大野698　　TEL 0280（97）2100

　保護観察所からの依頼に基づき、矯正施設入所中から、
退所後に必要な福祉サービス等の内容を確認し、利用する
福祉事業所等のあっせん、又は障害者手帳など必要な福祉
サービスが受けられるよう各種申請の支援を行います。

① コーディネート業務

　退所後に受入先となった福祉事業所等への入所後も、
地域での安定した生活を送れるよう、一定期間継続して生
活環境の調整や相談支援（フォローアップ）を行います。

② フォローアップ業務

　支援対象者等の福祉サービスの利用等の相談や、助言その他必要な支援を行います。
③ 相談支援業務

手を取り合って新しい暮らしをサポートしています
　　　　～茨城県地域生活定着支援センター（社会福祉法人　芳香会）～

『地域生活定着支援センターとは』

『地域生活定着支援センターの支援対象者』

『地域生活定着支援センターの業務』

『誰一人取り残さない社会を目指して』
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して平等で価値ある存在として認識し、その人の有する能力を最大限に尊重しながら「個人の自己実現」の達成を
支援しています。県内の市町村や福祉関係機関等のご理解とともに、広く地域社会の一般の方々にも認識していただ
けるよう活動しています。

　問い合わせ先 ： 社会福祉法人  芳香会　〒306-0201 茨城県古河市上大野698　　TEL 0280（97）2100

　保護観察所からの依頼に基づき、矯正施設入所中から、
退所後に必要な福祉サービス等の内容を確認し、利用する
福祉事業所等のあっせん、又は障害者手帳など必要な福祉
サービスが受けられるよう各種申請の支援を行います。

① コーディネート業務

　退所後に受入先となった福祉事業所等への入所後も、
地域での安定した生活を送れるよう、一定期間継続して生
活環境の調整や相談支援（フォローアップ）を行います。

② フォローアップ業務

　支援対象者等の福祉サービスの利用等の相談や、助言その他必要な支援を行います。
③ 相談支援業務

手を取り合って新しい暮らしをサポートしています
　　　　～茨城県地域生活定着支援センター（社会福祉法人　芳香会）～

『地域生活定着支援センターとは』

『地域生活定着支援センターの支援対象者』

『地域生活定着支援センターの業務』

『誰一人取り残さない社会を目指して』
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「ヒューマンライツ・セミナー」を
2/6（木）に開催します。
ぜひご参加ください。

「ヒューマンライツ・セミナー」を
2/6（木）に開催します。
ぜひご参加ください。

「罪を償った人と人権」
罪を犯し、実刑が確定すると、懲役や禁固などの刑が執行され、
刑務所などの施設に収容されます。出所の要件を満たすと、
出所し、社会復帰することになりますが、これらの人々 が、
罪を償った人、すなわち、刑を終えて出所した人です。
確かにこれらの人々 は、過ちを犯してしまいました。

しかし、その罪ときちんと向き合い、刑務所などで更生
のための処遇を受け、社会で再出発しようとする、
これら罪を償った人は、私たちと同じ社会
の一員であることに何ら変わりは

ないのです。

「罪を償った人と人権」
罪を犯し、実刑が確定すると、懲役や禁固などの刑が執行され、
刑務所などの施設に収容されます。出所の要件を満たすと、
出所し、社会復帰することになりますが、これらの人々 が、
罪を償った人、すなわち、刑を終えて出所した人です。
確かにこれらの人々 は、過ちを犯してしまいました。

しかし、その罪ときちんと向き合い、刑務所などで更生
のための処遇を受け、社会で再出発しようとする、
これら罪を償った人は、私たちと同じ社会
の一員であることに何ら変わりは

ないのです。

特集　罪を償った人と人権

お知らせ

行事・イベント紹介

人権啓発に取り組む団体紹介

クロスワードパズルに挑戦！
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この広報誌が県民の皆さまに愛され、

「こころ」と「こころ」が行き交う「広場」となることを

願っています。

②重要な役割を果たしたキリスト教の宣
教者およびその宣教者の称号。
③ぐずぐず引き延ばして、すぐに決定・
実行しないこと。
④立法府の議員を全員一度に改選する
選挙。
⑤人が乗りやすいように牛・馬などの
背に置く道具。
⑦細く引き伸ばして日に干した麺。茹で
て冷水にさらし、つけ汁で食する。
流し○○。
⑧樹皮が白いことが特徴の落葉樹。
⑩現在の三重県の大半。
⑫魚や獣の肉を塩漬けにし、木くずを
焚いた煙でいぶし、乾燥させた食品。
⑭一時休むこと。動きが止まること。
⑯ホームページの別称。
⑲日本の伝統楽器。指にはめたピック、
あるいは爪で弦を弾いて音を出す。

①種類が異なること。
④品質や出来が悪いこと。○○品。
⑥逃げ去ること。
⑨西洋の神話や民話などに登場する人
間の姿をした精霊。
⑪心身に苦痛などがなく、快く安らかな
こと。
⑬線で囲まれる平面や曲面の広さ。
⑮一年の中で暇な時期。
⑰口汚く罵る声。「○○を浴びせる」
⑱練習の為に前もって行うこと。
⑳細い糸。凧の表面に付けて揚がり具
合を調節する糸。
㉑商業、流通などの発達の結果、限ら
れた地域に人口が集中している領域
を称する言葉。

令和元年４月30日（木）

第22号の答え：「こもりうた」

① ②

⑪

⑰ ⑱ ⑲

㉑⑳

⑯

⑫ ⑬ ⑭

⑧ ⑨ ⑩

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

次号（第24号）は、令和２年10月頃に発行予定です。

５ クロスワードパズルに挑戦！
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