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を引き受けており、同プロジェクトの中心的役割を果たしている。また、企業に対

しては、触法者を受け入れる姿勢や向き合い方に関するセミナーを行っている。 

 

（ｅ）特徴 

ヒューマンハーバーとヒューマンハーバーそんとく塾は、触法者の就労、教育、

宿泊の三位一体の事業で自立更生を図ることにより、社会復帰を目指すソーシャル

ビジネスを展開している。 

 

（ｆ）効果 

ヒューマンハーバーおよびヒューマンハーバーそんとく塾は約 10 年間、触法者の

支援を行い、教育支援対象者（他社雇用者で教育支援を受講した者を含む）の５年

以内の再犯率は 10.2％と成果を上げている。ちなみに令和２年版犯罪白書によれば、

刑法犯として検挙された者のうち再犯者は 48.8％である。 

刑務所への収容など、法務省の矯正業務に関する被収容者１人あたりの年間コス

トは約 511 万円である。ヒューマンハーバーそんとく塾の年平均受講生は７人であ

るから、７人全員がそんとく塾の教育プログラムによって再犯を阻止できたとすれ

ば、約 511 万円✕７人＝約 3,577 万円／年の矯正業務コストが削減できたと考えら

れる。犯罪の少ない安心・安全な社会づくりへの貢献も考慮すると、同法人の社会

的価値は大きい。 

 

ｂ．課題 

現在、「心のスポンジづくり」を含む教育支援事業は、ヒューマンハーバーから分

社化したヒューマンハーバーそんとく塾が担当している。財源は教育プログラムの

受講料のほかに、触法者を雇用して実施している清掃事業や、常務理事による教育

採用試験対策講座などで得た収入などの独自財源のみで、同法人の取り組みには自

ずと限界がある。今後、教育事業の拡大を図るためには、行政からの公的資金など

外部資金の調達が求められる。 

 

ｃ．農業分野の触法者雇用の可能性 

触法者の中には農業分野で就労希望する人はいる。理由は、犯罪は都会で起こり

やすいが都会暮らしに疲れてしまったこと、犯罪を起こした悪い仲間との関係を断

ち切りたいことなどが考えられる。ただし、農業分野での就労は触法者にとって憧

れであって、農作業の大変さ、労働の大切さは知らない。農業分野で働くためには、

農業で頑張ることができる心と身体を身に付けなければならない。 

触法者の雇い入れをお願いするだけでは、農業者は受け入れられない。触法者が

再犯をしないための（教育を含めての）仕組みづくりが必要である。 
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（４）一般財団法人かがやきホーム 

 

＜ポイント＞ 

・刑務所の出所者等の更生支援に積極的な奈良県が全額出捐する団体を設立した。 

・事業の特色は、出所者等が企業などに就職した後に離職した場合においても、本

人が希望すれば、再び財団で雇用して支援を行う。 

・刑務所で採用面接を行う前に、応募者が林業の仕事をイメージしやすいように、

林業の仕事を紹介する動画を見てもらった。 

・出所者等の前歴をオープンにしている。職場は研修員の前歴を知ったうえで温か

く接しているので、研修員も居心地が良い。 

 

ａ．かがやきホームの取り組み 

（ａ）設立経緯 

奈良県は、これまでも刑務所の出所者等の更生支援に積極的に取り組んできた。

2018 年 12 月には「奈良県更生支援のあり方検討会」を立ち上げた。司法、福祉等

の有識者が参加して、奈良県の更生支援のあり方を議論した。検討会を重ねた結果、

「出所者等の更生に必要なことは働く場と住まいの確保である」ということを強く

認識した。その具体的な取り組みとして、「出所者等の就労の場づくり」を進めるう

えでの根拠となる条例「奈良県更生支援の推進に関する条例」が制定され、2020年

４月に施行された。更生支援の推進条例は都道府県としては全国初である。この条

例に基づいて、奈良県が基本財産 2,000 万円を全額出捐する形で、一般財団法人か

がやきホーム（以下、財団）（奈良県橿原市）が 2020 年７月に設立された。 

奈良県の取り組みに対して、早い段階で賛同したのが奈良県五條市であった。五

條市は林業が盛んな地域である。林業を就労研修の場として活用することになった。

出所者等の更生支援を進めると同時に、林業の担い手の育成を狙った取り組みとな

っている。 

 

（ｂ）事業内容・特色 

財団の事業内容は、①直接雇用、就労の場を確保・提供、②住居の確保、③職業

訓練・社会的な教育を事業の三本柱としている。 

具体的には、財団に採用された出所者等（以下、研修員）を対象に、職業教育（林

業研修）と社会的教育に取り組んでいる。基本的に週５日のうち１日は、社会的教

育（社会貢献作業、社会教育）を実施している。残り４日は五條市森林組合で就労

研修（今後は派遣就労に切替）という形で、研修員は苗木を植え、育成に必要な下

刈、枝打ち、除伐、間伐等に従事して技能を修得している。社会的教育では、五條

市内の障害者支援施設および公園で、清掃、除草、施設内での補助仕事等を実施し

ている。社会教育は財団の研修室にて、SST、アンガーマネジメント、心理的アプロ
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ーチ、一般教養等の内容で、大阪刑務所、奈良少年院等の矯正職員、地域生活支援

センター、龍谷大学矯正保護センターの職員などによる社会教育を実施している。 

事業の特色は、出所者等が企業などに就職した後に離職した場合においても、本

人が希望すれば、再び財団で雇用して支援を行うことで、社会復帰につなげていく

ことを規定している。このような枠組みは国、自治体を通じて全国初の試みである。 

 

（ｃ）体制 

財団の事務局には、奈良県庁から在職派遣の形で、２人が出向している。その他

に、研修員の教育全般に携わる相談員、および監護員が在籍している。いずれも元

矯正職員である。 

財団の役員は、代表理事の荒井正吾 奈良県知事のほか、五條市長、出所者等の雇

用経験がある企業経営者などが理事に就任している。 

 

（ｄ）雇用 

研修員の雇用期間は最大３年間である。国の林業担い手を育てる制度として、「緑

の雇用」事業がある。これは３年間で林業作業の初任者を育てるプログラムになっ

ている。財団の研修員は林業への就労を目指していることから、「緑の雇用」事業に

準じる形で雇用期間を３年間と定めている。 

研修員は五條市森林組合で林業研修を受けている。雇用期間中の様々な研修の中

で林業従事者としての技能・経験を身に付け、仕事に必要とされる資格の取得を目

図表Ⅲ-10．一般財団法人かがやきホームの事業概要 

資料：一般財団法人かがやきホーム 
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指している。 

 

（ｅ）住居 

五條市内の賃貸アパート２戸を財団が借り上げて、社宅として研修員に提供して

いる。 

社宅の家電製品は財団が準備したほか、当座の衣料品、食料品、日用品などの生

活必需品は五條地区更生保護女性会が支援するなど、出所後に新生活を始めるにあ

たって必要な生活物資の調達を地元の人が支援した。 

 

（ｆ）今後の展開 

2021 年度は出所者２名の採用を内定している。財団は次年度以降も毎年２名程度

の雇用を考えている。 

研修員を受け入れる業種を林業だけでなく、広げる方向で進めている。財団がさ

まざまな企業に事業の説明を行っている段階である。出所者等の受入れについて、

人材不足の企業にとってはチャンスと受け止めているが、人が足りている企業は反

応が悪い。農業関係では農業法人の数社にアプローチしたが、反応は様々である。 

 

ｂ．研修員の採用について 

（ａ）美祢社会復帰促進センターでの林業講習 

研修員２人は美祢社会復帰促進センター（山口県美祢市）の出所者である。同セ

ンターは再犯防止を推進するため、社会貢献作業や就労につながる有用な作業、職

業訓練の拡充の１つとして、2020 年１月に「山守育成プロジェクト」を立ち上げた。 

財団から同センター出所者を林業の担い手として雇用することについての働き掛

けがあり、候補者に対して林業の必要な知識・技能を修得させるため、自伐型林業

推進協会から講師を招へいして３日間の講習を実施し、チェーンソーの実技講習等

を行った。 

 

（ｂ）面接 

林業に従事する職業は、入所者にとって想像しづらい職業である。財団は林業の

働き方が理解できる紹介動画を、美祢社会復帰促進センターの入所者に見てもらっ

た。候補者は林業の実地研修とともに、紹介動画を見ることで林業に関わる仕事を

理解したうえで、財団の研修員に応募した。林業の仕事をイメージしやすくなった

と考えられる。 

財団は 2020 年７月に受刑者等専用求人を通じて募集し、同センターで奈良県職員

と財団理事による採用面接を行った。林業を生業として頑張る自発的意思があるか

どうかを聞くなど、候補者の就労意欲と人柄などを評価したうえで、２名を採用し

た。 
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ｃ．研修員について 

（ａ）出身地 

2020 年９月に採用された研修員は２人とも奈良県出身者ではない。財団は奈良県

に帰住して生計を立てる意欲がある人を採用している。犯罪は人間関係に左右され

るといわれている。研修生はこれまでの悪い人間関係を断ち切るために、住む場所

を変えたい意向もあった。 

 

（ｂ）就労意欲 

研修員２人は林業への就労意欲が高い。財団での雇用が終了しても、林業で生計

を立てていきたい意思はある。五條市森林組合も職員として雇用したい意向をもっ

ている。 

 

（ｃ）職場環境、コミュニケーション 

刑務所の出所者は社会性がない、常識がない、コミュニケーションがとれない傾

向にあるといわれるが、そうしたことに研修生は該当しない。職場でのコミュニケ

ーションはとれており、周りの人は研修員を温かく見守っている。 

職場の人は研修員の前歴を知っている。財団の職員が職場訪問を頻繁にしている

ので、秘密にするよりはオープンにした方がよいと判断した。職場は研修生の前歴

を知ったうえで温かく接しているので、研修員も居心地が良いと感じている。 
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（５）「触法者の受入れについて」聴取結果 

協力雇用主から聴取した内容を整理すると、以下のとおりである。 

 

 
農業以外で触法者就労に取り組んでいる事業者 

協力雇用主 Ｌ社 協力雇用主 Ｍ社 

業種 ・建設業 ・建設業 

協力雇用主に 

なったきっかけ 

・代表者が若い頃に触法者と同じ境遇

を経験した。立ち直りの時にお世話に

なった人がいたので、自らも仕事で独

立した時に触法者を受け入れてみよ

うかと考えていた。 

・地元と関わり合いのある企業であるこ

とから、協力雇用主に登録する前から、

弁護士、地元の交誼のある人を通じて

触法者を雇い入れてきた。 

触法者 

雇用実績 

・これまでに触法者 10 人程度を雇用し

てきた。40歳代までの受刑者を専用求

人で募集している。応募者を面接する

ために刑務所に出向いたり、少年院か

ら来社した人を面接することもある。

保護観察所からの紹介で雇い入れる

ケースもある。同社では初犯・再犯の

区別なく雇い入れている。 

・現在、同社で働いている触法者は３

人。勤務経験は長い人で５年、短い人

で１年である。 

・協力雇用主になってからは触法者５人

を雇い入れた。協力雇用主になる以前

から雇い入れた触法者を含めると、10

人以上を雇用している。雇い入れた触

法者の年齢は 10 歳代から 60 歳代まで

と幅広い。 

・触法者の一部は自社に長年にわたり勤

めているが、自社で働いているうちに

新たにやりたい仕事を見つけて退職し

た人が大半である。 

職種 

・職種は現場作業である。チームを組ん

で作業を行っているが、雇い入れ当初

の触法者は代表者に帯同して仕事を

教えてもらっている。 

・職種は現場作業である。チームで現場作

業を行っているので、独りでコツコツ

とこなす仕事ではない。コミュニケー

ションをとらなければ、割り当てられ

た仕事が進まない。 

触法者の特徴 

・雇い入れた触法者には社交的な性格

の人もいるが、コミュニケーションが

とりづらい人が多い。特に、刑期の長

かった触法者は社会に復帰してカル

チャーショックを受けているし、職場

の人とどのように接すればよいのか

が分からない。触法者は近くに相談で

きる身寄りのない人が多い。職場や社

会に慣れるまでに時間がかかるのは

当然である。 

・初犯と再犯の触法者は更生意欲、就労

意欲が異なる。初犯の人は罪の意識を

感じている人が多く、更生意欲、就労

意欲が高い。再犯の人は仕事を途中で

挫折して、行方不明となることが多

い。薬物でも、窃盗でも、ある種の依

存症が抜けきれてないのかもしれな

い。 

・触法者は当初、社内でコミュニケーショ

ンがうまくとれず、馴染めずにいて、自

分の殻に閉じこもっている。しかし、同

僚と一緒に仕事をしているうちに職場

に溶け込むようになる。同僚は触法者

でなくても同じような境遇の人が多い

ので、なんとなく理解し合えている。 
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農業以外で触法者就労に取り組んでいる事業者 

協力雇用主 Ｌ社 協力雇用主 Ｍ社 

触法者雇用に 

あたっての 

注意点 

・触法者が仕事に打ち込んでいれば、私

生活には干渉しない。ただし、仕事に

影響が出る場合は厳しく指導する。 

・金銭感覚が鈍い触法者もいて、給料が

支給されるとすぐに全部使ってしま

う人がいる。そのような人には生活を

指導すると同時に、アパート家賃、公

共料金などを給料から天引きして残

金を渡している。 

・触法者は感情の浮き沈みが大きな人

が多い傾向にある。感情が高ぶってい

る時に注意しても火に油を注ぐだけ

である。まずは気持ちを落ち着かせる

ように、なだめてあげなければならな

い。 

・触法者雇用の場合、通常の採用者以上

に、雇い入れる前に会社でしてはいけ

ないこと、社会のルールや会社の規則

を事前に教え込むことにしている。例

えば、人に暴力をふるわない、人のもの

は盗らないなど最低限のことは守らせ

る。ルール・規則に従うことに自信がな

い触法者は入社しない。入社してから

も、現場の直属上司が基本的ルール・規

則を徹底的に教えているので、会社内

で問題を起こした触法者はいない。 

今後の 

受入れ意向 

・近いうちに刑務所に面接する予定が

入っている。これからも触法者を雇用

する意向である。触法者の立ち直りを

少しでも応援できればよいと考えて

いる。 

・雇い入れた後で行方不明になった触

法者もいる。そのリスクばかりを考え

ていると、触法者の雇用は進まない。 

・近日中に触法者を１人、雇い入れる予定

である。しかし、触法者を自社の即戦力

として期待しているわけではない。地

域貢献、社会貢献の立場で、雇い入れた

触法者が立ち直って、社会に自信をも

って復帰することができればよい。 

課題 

・触法者への対応は試行錯誤の連続で

ある。その人の性格によっても対応が

異なる。どのようにすれば触法者に上

手く伝わるのかを考えている。どうし

ても分からないときは保護観察官に

相談することもある。 

・刑務所の出所者は所持金が少ない。社

会に出た時に必要であるアパートの

入居費用、携帯電話の購入費用、自動

車運転免許の取得費用等を会社で貸

し付けている。貸付金は給料から返済

させている。代表者はアパート賃貸契

約の保証人になっている。 

・触法者の出所直後は所持金が少ない。家

族と疎遠となっているような触法者は

直ちに生活困窮者になってしまう。仮

住まいとして更生保護施設に入ること

もできるが、仕事用の作業服は持って

いないし、会社まで通勤するお金を持

っていない。会社の自転車を貸し出し

たこともあった。 

必要とされる 

支援 

・仮釈放などの保護観察中の触法者へ

の対応は保護観察所に相談している

が、仮釈放が解かれると相談できる場

がない。触法者全般について、気楽に

相談できる窓口があれば、協力雇用主

は自信をもって対応できるようにな

る。 

・家族、知人に頼れない触法者は刑務所等

を出所した直後は所持金が少ないの

で、生活、就職活動が制約される。触法

者の雇用を考えるならば、少しばかり

でも就職支度金を出してあげることが

触法者の就職活動の支援、生活安定に

つながる。 
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ａ．協力雇用主になったきっかけ 

触法者と同じ境遇を経験した代表者が仕事を通じて触法者の立ち直りを支えるこ

とを考えていたケースや、知人から触法者受入れの要請があって自社で雇用したの

がきっかけとなったケースが聞かれた。 

 

ｂ．触法者の特徴 

コミュニケーションがとりづらい人が多い。特に、刑期の長かった社会に復帰し

てカルチャーショックを受けているし、職場の人とどのように接すればよいのか分

からない。職場や社会に慣れるまでに時間がかかる。 

初犯と再犯の触法者は更生意欲、就労意欲が異なる。初犯の人は罪の意識を感じ

ている人が多く、更生意欲、就労意欲が高い。再犯の人は仕事を途中で挫折して、

行方不明となることが多い。 

 

ｃ．触法者雇用にあたっての注意点 

株式会社ヒューマンハーバー、一般財団法人かがやきホームは触法者を就労だけ

でなく、教育、宿泊で支えている。触法者の更生支援のためには、教育の実施、住

まいの確保が求められている。 

協力雇用主が触法者を雇用する場合、通常の採用者以上に、触法者を雇い入れる

前に会社でしてはいけないこと、社会のルールや会社の規則を事前に教え込んでい

ることを聞いた。 

個別の注意点としては、①金銭感覚が鈍い触法者には生活を指導すると同時に、

アパート家賃、公共料金などを給料から天引きして残金を渡すこと、②感情の浮き

沈みが大きい触法者対しては感情が高ぶっている時には気持ちを落ち着かせるよう

にさせることなどが聞かれた。 

 

ｄ．課題 

触法者は出所した直後は所持金が少ない。家族と疎遠となっているような触法者

は直ちに生活困窮者になってしまう。協力雇用主Ｌ社のように、アパートの入居費

用、携帯電話の購入費用、自動車運転免許の取得費用等を会社で貸し付けている事

業もみられる。 

 

ｅ．必要とされる支援 

触法者全般について、気楽に相談できる窓口があれば、協力雇用主は自信をもっ 

て対応できる。また、触法者に就職支度金を提供することができれば、触法者の就

職活動の支援、生活の安定につながる。 
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４．補足調査先 

本調査への理解を深めるために補足調査として、フリートーキングによる聞き取

り調査を実施した。 

対象先は触法者、保護司、刑事施設で、その概要は以下のとおりである。 

図表Ⅲ-11．補足調査先（５先） 

上段：聞き取り調査先 下段：概要 地域 

① 

触法者 Ｎ氏 九州地方 

刑務所で服役中に、触法者雇用に積極的に取り組む企業の専用求人に応募し、

面接の後に内定を得た。仮釈放後に入社した。 

② 

保護司 Ｏ氏 中国地方 

保護司歴 15 年。これまでに保護観察対象者 20 人弱を担当してきた。保護観察

官と協働して保護観察や生活環境の調整を行っている。 

③ 

保護司 Ｐ氏 中国地方 

刑務所や少年院に入っている人の出所後の生活環境の調整や、保護観察対象者

への助言や指導を行っている。 

④ 

一般社団法人Ｑ 中国地方 

薬物、アルコール、ギャンブルなどの依存症者の更生、社会復帰を支援するキ

リスト教系団体である。受講者はプログラムを基づいてスタッフや他の受講者

とともに、１年間の共同生活を送っている。プログラムの一環として農業を行

っており、耕作放棄地を借りてキャベツ栽培を行っている。 

⑤ 

島根あさひ社会復帰促進センター 中国地方 

2008 年に運営が開始された比較的新しい刑事施設で、犯罪傾向が進んでいない

初犯の男子受刑者が収容されている。身体障がいや精神・知的障がいを有する

受刑者も一部収容し、こうした受刑者には特別なケアを実施している。構外で

の農作業は刑務作業との位置づけで、茶、桑、ショウガのほか梨や米などを栽

培している。出所後の農業分野への就労に向けた職業訓練ではない。 

 

 

（１）聞き取り調査結果のポイント 

①触法者 Ｎ氏 

＜ポイント＞ 

・刑務所に収容される前と出所後の社会のギャップに戸惑いを感じた。 

・教育支援プログラムを受講したことで、社会の常識とのギャップが早く埋まって

いき、自信を取り戻すことができた。 

・世間では、触法者の存在をまだまだ理解されていない。 
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②保護司 Ｏ氏 

＜ポイント＞ 

・刑務所から出所した仮釈放者は覚醒剤取締法違反者が多い印象をもっている。 

・未成年者は中学生が校内暴力など問題行動を起こして保護観察処分に付されるケ

ースが多い。問題行動を起こす少年の大多数は、家庭環境に問題があると感じて

いる。 

 

 

③保護司 Ｐ氏 

＜ポイント＞ 

・保護司として、刑務所や少年院に入っている人の仮釈放後の生活環境の調整、保

護観察対象者への助言や指導を行っている。 

・住まいの確保は触法者の生活を安定させるうえで重要である。 

・就労は建設業が多い。男性は建設関係の仕事に就いた経験者が多く、建設関係の

事業者は触法者を受け入れる傾向にある。 

 

 

④一般社団法人Ｑ 

＜ポイント＞ 

・薬物、アルコール、ギャンブルなど依存症者の社会復帰プログラムの一環として、

耕作放棄地を借りてキャベツ栽培を行っている。 

・農業は夜早く寝て、朝早く起きるように規則正しい生活が送れるようになる。薬

物、アルコールなど依存症者にとって、野外で働くことは精神面でのリハビリ効

果をもたらし、衰えていた体力の回復にもつながっている。 

・農業は自分たちのペースで作業ができる。生きづらさを抱えている人たちにとっ

て、社会復帰への足がかりとなる。 

・触法者であっても受け入れる。触法者であるからといって、他の受講生と区別は

していない。同じ生きづらさを抱えている人である。 
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（２）島根あさひ社会復帰促進センター 

 

＜ポイント＞   

・構内での農作業はバラ、トマトの栽培がメインであるが、そのうち、職業訓練と

して実施しているものにおいては園芸療法の効果が期待されている。 

・構外での農作業は刑務作業との位置づけで、茶、桑、ショウガのほか梨や米など

を栽培している。出所後の農業分野への就労に向けた職業訓練ではない。 

・受刑者のうち、出所後に農業関係に就職した人はごくわずかである。  

・少数ではあるが、農業や林業で生計を立てていきたいと希望する入所者はいる。 

 

ａ．施設について  

（ａ）概要 

島根あさひ社会復帰促進セン

ター（以下、同センター）（島根

県）は、2008 年に運営が開始さ

れた比較的新しい刑事施設であ

る。総面積は約 325,000 ㎡で、

刑事施設エリア（98,557 ㎡）と、

日本盲導犬協会、こども園等が

入 居 す る 地 域 交 流 エ リ ア

（16,304 ㎡）で構成されている。

同センターには、収容定員 2,000

人のうち、997 名が収容されてい

る（2021 年７月１日時点）。 

 

（ｂ）特徴 

同センターでは、効率的な業務遂行を実現するとともに、受刑者に自律の精神を

涵養させるため、施設内では原則として、職員が付き従わず、受刑者は単独で移動

することができる。このため、IT を活用して受刑者の位置情報を把握するシステム

を導入している。中央監視室でこの位置情報を把握するとともに、受刑者の移動状

況のカメラ監視、電気鍵の施開錠を行っている。 

確実性と高い効率性を追求するため、革新的な収容関連サービスを実施している。

その１つが AGV（給食自動搬送システム）である。１日最大 6,000 食の受刑者の食

事を各収容棟および職業訓練棟食堂まで自動的に搬送するシステムを導入している。

もう１つがキオスク端末である。受刑者が申込書を書くことなく、画面の案内に従

って入力するキオスク端末を利用することで、日用品やその他物品の購入、図書貸

出の予約などが可能となっている。 

図表Ⅲ-12．  

資料：島根あさひ社会復帰促進センター ホームページ 
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ｂ．入所者の特徴  

同センターには、犯罪傾向が進んでいない初犯の男子受刑者が収容されている。

身体障がいや精神・知的障がいを有する受刑者も一部収容し、これらの者に対し特

別なケアを実施している。 

2020年の入所者数は 458名である。矯正管区別に内訳をみると、東京管内が 40.5％、

大阪管内が 21.3％と大都市圏の管内が多い。広島管内は 18.7％となっている。 

入所者の平均実刑期は３年５カ月で、主罪名別にみると窃盗が 30.8％、詐欺が

25.5％、覚せい剤が 9.5％となっている。年齢別にみると、26 歳未満が 24.7％、27

歳以上 40 歳未満が 44.1％、41 歳以上 60 歳未満が 26.7％、60 歳以上が 4.4％とな

っている。また、精神疾患がある入所者数の割合は、全体の 15.3％を占めている

（2021 年６月末時点）。 

 

ｃ．社会復帰に向けた取り組み 

同センターは、受刑者の再犯防止を最優先課題として様々な処遇に取り組んでい

る。刑務作業、出所後の就労を支援する職業訓練、犯罪行動の変化を徹底して促す

教育的取組、就労支援などを実施している。 

（ａ）刑務作業・職業訓練  

刑務作業は、金属製品製造、木製品製造、その他製品製造、洗濯、構外の農作業

などがある。 

職業訓練は、すべての受刑者が受講する基礎科目と選抜した受刑者を対象に実施

する専門科目や社会貢献科目のほか、特定の受刑者（高齢者や精神障がい・知的障

がいを有する者）を対象とした特化科目で構成されている。基礎科目はビジネスス

キル科、ソーシャルスキル科、情報処理技術科（PC 基礎課程）の４科目がある。専

門科目は理容科、医療事務科、介護福祉科、調理科（パン職人課程）、建設機械運転

科、販売サービス科、デジタルコンテンツ編集科、情報処理技術科（PC 上級科課程）

など、多様な職業訓練を実施しているほか、社会貢献科目では、点字翻訳科および

音訳科がある。特化科目では、地元の伝統芸能である神楽の面づくり、石見焼の陶

器づくりなどの訓練を行っている。 

 

（ｂ）教育的取り組み 

同センターは、再犯防止を図るための教育的取組みを行っている。欧米において

再犯率の低下が実証されている「認知行動療法」（各種改善指導プログラムを通して、

思考・感情を変化させ、犯罪サイクルから脱却させる）、「回復共同体」（ユニット内

に健全な文化・価値観を有する生活集団を形成し、人間性を総合的に学習する場と

する）の手法に加え、修復的司法（各種改善指導プログラムを通して、被害者への

説明責任、再犯防止責任、謝罪・償いの責任について考えさせる）の手法を盛り込
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み、受刑者の改善更生を促している。 

特長的取り組みとしては、日本盲導犬協会の協力を得て、「盲導犬パピー育成プロ

グラム」がある。このプログラムは、盲導犬の候補となる子犬（パピー）を約 10 カ

月の期間受け入れて、１頭につき複数の受刑者が協力して養育や基本的な社会化訓

練を実施することを通じて受刑者の人間的成長につなげるものである。また、馬と

接する課題を通して、自身の内面を振り返るホース（馬）プログラムも実施してい

る。 

 

ｄ．農作業・農業分野の職業訓練について  

（ａ）構内での農作業 

刑務作業の一つとしてトマトの栽培が行われているほか、特化ユニット（高齢者

や精神障がい・知的障がいを有する者を収容）を対象とした園芸療法活動の一環と

して、野菜やバラの栽培に関する職業訓練を実施している。園芸療法とは、耕す、

水をまく、草をとる、収穫する、運搬するなどの数多くの動作を必要とするため、

身体面で運動能力や体力の維持増進に効果が期待でき、精神面でも満足感、達成感、

気分転換、思考力や想像力の向上、記憶力の改善などの効果が期待できる療法であ

る。 

 

（ｂ）構外での農作業 

刑務作業の一環として、構

外での農作業を実施してい

る。受刑者は農作業を通じて、

正しい勤労の習慣を身に付

け、人に認められる経験を得

ることで、社会復帰を目指し

ている。 

構外作業場には新開団地、

山之内梨園・重富水田がある。

同センターは、地元の農業関

係団体等と刑務作業契約を結

び、農作業における労務の提供を行っている。常に農作業の受刑者を監視するなど

万全な逃走防止対策を徹底している。 

新開団地は敷地約 10 ㏊、同センターから約 10 ㎞離れている。受刑者 13 人(2021

年７月１日時点)が新開団地の農作業に従事しており、茶、桑、ショウガ、トウガラ

シ、ブルーベリーなどを栽培している。農作業の指導は、２人の指導員が担当して

いる。山之内梨園では、受刑者５人(2021 年 7 月 1 日時点)が従事している。農作業

は構外作業であることから、農作業者には生活態度のよい受刑者を選抜している。 

図表Ⅲ-13．新開団地 

資料：島根あさひ社会復帰促進センター パンフレット 
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構外での農作業はあくまでも刑務作業との位置づけで、出所後の農業分野への就

労に向けた職業訓練ではない。近隣農家との交流も特にない。 

 

（ｃ）その他  

同センターの受刑者のうち、出所後に農業関係に就職した人はごくわずかである。

理由は、①同センターへの求人は人手不足の建設業、福祉分野が多く、農業関係か

らの求人が少なかった。②東京、大阪のような大都市圏からの入所者が多いために、

希望する帰住先も大都市圏が多い。③受刑者には建設関係の経験者が多く、中卒者、

高校中退者でもすぐに雇ってくれる協力雇用主は建築土木が多い、などである。 

少数ではあるが、都会で罪を犯すなど生きづらさを抱えている入所者は、田舎で

農業や林業で生計を立てていきたいと希望する声を聞かれるようになった。また、

入所者に自伐型林業のビデオを視聴してもらったところ、積極的に林業関係に従事

したいとする入所者は少数であったが、林業をもっと詳しく知りたいなど関心を持

った入所者は約４割いるなど、農林分野への就職にも潜在的需要を感じている。 
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Ⅳ．課題・必要とされる取り組み 

 

１．触法者に対する効用 

触法者が農業分野に就労することに対する効用について、農業の視点と福祉の視

点から捉えることができる。 

①農業の視点 

農業の視点からは、 

・農場特有のゆったりとした開放感の中で農作業を行うことが精神の安定につなが

っていること、 

・農業は自分で収穫したものを食べることで達成感や生きることの大切さを学べ 

ること、 

・農作業に従事することは肉体的に疲れるので規則正しい生活を送れること、 

などの効用が触法者就労に取り組んでいる農業法人等から聞かれた。農業分野への

就労はプラスの効用があると考えられる。 

一方で、緩やかな時間の流れの中で営む“緩やかな農業”は触法者の立ち直りに

有効であるが、触法者は効率化・経済優先の社会から弾き出された人が多いことを

考えると、効率優先を重視する現代農業への就労についてはその効用を疑問視する

見解も聞かれた。 

 ②福祉の視点 

刑務所等を出所した直後の触法者の中には、住居を確保することが困難である人

が少なからずいる。こうした行き場のない触法者に宿泊や食事を提供し、生活指導、

職業指導等を通じて社会復帰を支援する施設として更生保護施設が全国に 103 施設

ある。しかし、触法者の滞在はあくまでも一定期間であり、触法者の長期間滞在を

想定していない施設である。 

今回の聞き取り調査先「触法者就労に取り組んでいる農業法人等」４先は、自立

準備ホーム、障害者支援施設の入所施設、グループホーム等という形で触法者に住

まいや食事を提供している。住環境や食事が提供されることによって、触法者の基

本的な生活の安定につながっている。 
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２．課題の抽出 

聞き取り調査結果を基に、触法者の就労、特に農業分野での就労について、その

課題を主体別に整理すると以下のとおりである。 

 

（１）触法者の課題 

ａ．触法者の特性 

触法者の特性を整理すると、一口に触法者と云っても様々である。いわゆる健常

者だけではない。触法者には身体障がい、精神障がい、知的障がいを抱えている人

が多いと考えられている。また、障害者手帳等を取得するほどではないが、何らか

の発達障がいを抱えている人も多いといわれている。子どもの頃から劣悪な家庭環

境の中で世間から外れて育ってきていることも大きな要因となっている。 

触法者には社交的な性格の人もいるが、どちらかといえばコミュニケーションが

とりづらい人が多い。特に刑務所に収容期間が長かった触法者は、刑務所での生活

と現実社会とのギャップを感じて、社会に復帰してカルチャーショックを受けてい

るし、職場の人とどのように接すればよいのか分からない状況になる。自分自身に

対する存在価値を見出せずに自己肯定感が低くなっているともいわれている。また、

近くに相談できる身寄りのない触法者も多いこともあって、職場や社会に慣れるま

でには時間がかかってしまう。 

 

ｂ．刑務所出所直後 

刑務所を出所した直後の触法者は、刑務所での生活と現実社会とのギャップに不

安を感じている。そのほかに、出所直後の課題としては「住居の確保」と「所持金

の少なさ」が挙げられた。 

図表Ⅳ-１．入所受刑者の居住状況構成比（男性、初入者・再入者別） 

 

 

まず、住居の確保である。触法者の帰住先が決まっている場合はその住宅に一時

的でも身を寄せることはできる。しかし、帰住先が確保できないまま出所すれば、

14.0

22.5

86.0

77.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

初入者

(6,081)

再入者

(9,275)

住居不定 住居不定以外

男性

注：2019年

資料：法務省「令和２年版犯罪白書」
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住まいが安定せず、生活の基盤を築くことができない。再犯防止の観点からも、住

居の確保が重要な課題である。 

もう１つは「所持金の少なさ」である。刑務所出所直後の触法者が社会に復帰し、

生活を営むうえでの原資は所持金である。その所持金は触法者が刑務作業を行って

釈放時に支給された作業報奨金が相当の部分を占めている。作業報奨金の１人あた

りの平均支給計算額は約 4,320 円／月である（2020 年度）。 

 

ｃ．就労面 

就労における触法者の課題は、「ａ．触法者の特性」で記述したように、触法者は

コミュニケーションをとることが苦手な人が多い。職場に慣れるまでに時間を要す

ることが挙げられる。その他に、既存のアンケート調査によると就労上の課題とし

て「無断欠勤等勤務態度の問題」「遅刻など時間にルーズ」「意欲の乏しさ」などが

問題視されている。 

図表Ⅳ-２．就労上の問題点（n=189，複数回答） 

 

 

刑務所や少年院を出所した触法者が求人のある企業の採用面接を受ける際に、触

法の前歴を開示する「前歴開示」と前歴を開示しない「前歴非開示」で採用面接を

受けるケースがある。受刑者等専用求人を出した協力雇用主等の採用面接は当然な

がら「前歴開示」で行われている。しかし、刑務所や少年院を出所後に触法者がハ

ローワークの一般求人や求人サイトなどを使って採用面接を受ける際に、求人企業

に「前歴開示」または「前歴非開示」で臨むかは触法者本人の判断に委ねられてい

る。ただし、求人企業が触法者を「前歴非開示」で雇い入れて後でその事実を知っ

た場合、触法者が企業から処分を受けるリスクが生じるかもしれない。 

 

53.4

34.9

34.9

34.4

29.6

23.8

20.6

20.1

15.9

12.7

18.5

0 20 40 60

無断欠勤等勤務態度の問題

遅刻など時間にルーズ

意欲の乏しさ

同僚と円滑な人間関係が築けない

社会常識やビジネスマナーの不足

同僚とのトラブル

職場外で犯罪行為

仕事を覚えられない

職場外でトラブル

職場内で犯罪行為

その他

（％）

資料：法務省保護局「協力雇用主に対するアンケート調査（2019年）
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ｄ．その他 

茨城就業支援センターは全国の刑務所から農業研修を６カ月間受講する仮釈放者

を３カ月毎に４人程度を迎え入れている。触法者の中には農業分野での就労を希望

する人は少なからずいる。しかし、触法者の多くは農業経験がほとんどなく、農作

業の具体的なイメージを持っている人は少ない。 

 

（２）事業者（特に農業分野）の課題 

ａ．触法者への理解 

現在、触法障がい者を受け入れている事業者においても、当初は触法者に“恐い”

という先入観や、受入れ要請に対して戸惑った。しかし、いざ触法障がい者を受け

入れてみると、他の障がい者と基本的には何も変わらないことが分かったとしてい

る。触法者というと凶悪事件を犯した人というイメージもあるが、実際には窃盗、

薬物などに関する罪名が多い。事業者には触法者の“実像”を正しく理解すること

が求められる。 

図表Ⅳ-３．入所受刑者の罪名別構成比（男女別） 

 

 

就労面で触法者の立ち直りを支えるために、法務省は新たな協力雇用主の開拓・

確保に取り組んでいることから、協力雇用主数は漸増傾向にある。協力雇用主のう

ち、建設事業者が約６割を占めている。それに対して、協力雇用主に登録している

農業法人・農業者等は極めて少ない。農業分野では、農福連携に取り組んでいる障

がい福祉サービス事業所は触法障がい者の一定の理解がみられる。しかし、一般の

農業事業者も触法者に対する理解を進め、協力雇用主数を増やすことが必要である。 

 

ｂ．職場での理解 

触法者に対する職場の理解が進んでいないことも課題である。触法者を受け入れ

る職場は共同で作業することが多い。農作業の場合はなおさらのことである。もし

触法者の就労を受け入れて触法者の前歴をオープンにするならば、その事業者が懸
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47.4

24.2

33.0

10.4

6.8

5.1

2.3

26.9

10.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性(15,746)

女性(1,718)

窃盗 覚醒剤取締法 詐欺 道路交通法 その他

資料：法務省「令和２年版犯罪白書」
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念することは同じ職場となる人の反応である。触法者をスムーズに受け入れる人も

いれば、触法者を“前科者”として拒絶反応を起こす人もいるかもしれず、安定し

た就労環境が阻害されるかもしれない。そうした懸念もあって、聞き取り調査の中

で触法者を受け入れている事業者の多くは、一部の人にしか触法者の存在を明らか

にしていなかった。法務省保護局の協力雇用主を対象にしたアンケート調査では、

触法者の犯罪や非行の前歴を自社の従業員に知らせていることについては「知らせ

ていない」と「一部には知らせている」と合わせると 60％超を占めている。 

他方、聞き取り調査の実施先では、株式会社ヒューマンハーバー、一般財団法人

かがやきホームは職場の人にも触法者の前歴をオープンにしている。職場はその前

歴を知ったうえで温かく接しているので、触法者も居心地が良いと感じている。 

 

図表Ⅳ-４．触法者の前歴を従業員への通知（n=103） 

 

 

ｃ．地域の理解 

触法者を受け入れるにあたっては、地域住民の理解が欠かせない。特に、農村社

会では１つの農業者だけでは事業が完結しないことも多く、共同作業が伴うことも

ある。聞き取り調査の中では、触法者の受入れにあたって近隣住民の理解を得るこ

とに難航したケースもあった。触法者が大きなトラブルを起こさず、地域の作業を

手伝うようになって、住民の信頼を次第に得られるようになった。 

 

ｄ．財政状態 

触法障がい者が就労する障がい福祉サービス事業所（就労継続支援Ａ型・Ｂ型事

業所等）は障害者総合支援制度の枠組みの中で運営しているので、仕事があれば一

定の収入が見込めることが可能である。しかし、触法障がい者以外の触法者就労に

取り組んでいる事業者、例えばソーシャルビジネスに取り組んでいる株式会社ヒュ

知らせていない

27.6%

一部には知らせ

ている

43.8%

全員に知らせて

いる

19.6%

本人に聞いて知

らせるか決めて

いる

5.0%

無回答

4.0%

資料：法務省保護局「協力雇用主に対するアンケート調査（2019年）
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ーマンハーバーは分社化した別法人で触法者の教育支援事業に取り組んでいるが、

その運営は限られた独自財源を基にして行われている。また、触法者を雇用してい

る株式会社Ｋが取り組んでいる棚田農業は収益環境が厳しく、他の事業で得た利益

を手間がかかる棚田農業の赤字部分に補てんして、経営を安定させている。いずれ

にしても、現状では触法者就労に取り組んでいる事業は財源確保が課題となってい

る。 

 

ｅ．障がい福祉サービス事業所の課題 

農福連携に取り組んでいる就労系障がい福祉サービス事業所は、就労の場を提供

することで触法障がい者を支えることはできる。触法障がい者の立ち直りのサポー

トに限界があり、生活全般まで寄り添えることはできない。 

 

（３）行政の課題 

聞き取り調査の対象先が最も多く挙げられた課題は、受け入れた触法者への対応

について相談できる窓口が明確でないことである。保護観察所が指導監督を行う対

象は仮釈放者、少年院仮退院者などの保護観察処分対象者や、更生緊急保護が必要

とされる人で、それ以外の触法者は更生保護の対象にならない。 

農業法人等を含めて、触法者就労に取り組んでいる事業者においても、触法者へ

の対応は試行錯誤の連続である。どのようにすれば触法者に上手く伝わるかを考え

ている。その場合は知り合いの保護観察官に相談に乗ってもらったり、触法障がい

者の場合であれば障がい者福祉の相談支援専門員が調整している。つまり、触法者

がトラブルを起こしても、解決のために相談できる窓口がない、もしくは相談窓口

が分からないことが課題である。 

一方、触法者についても、保護観察処分対象者や更生緊急保護が必要とされる人

には保護観察所が様々な困り事に対応しているが、その対象から外れた触法者は相

談できる窓口が明確に定まっていない。 

 

（４）その他の課題 

農業法人・農業者等の個々の収益力によるところが大きいと思われるが、概して

農業分野の雇用者所得が低いとみられている。 

茨城就業支援センターは農業実習を通じて仮釈放者など触法者が就農を目指して

研修を受ける施設である。それでも就農の道を選択しないで他の分野に就農する人、

いったん就農しても農業を辞めて転職する人も少なからずいるとのことである。未

就農や離農の理由としては「就農の適性がない」「もともと働いていた業種に戻る」

理由のほか、「農業の収入の少なさ」が挙げられている。興味のある農業をやり続け

たいが、収入が低いことで農業の仕事で食べていけるかどうか先行き不安を感じて

いるのが理由とされている。 
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以上を総括すると次のような課題が抽出された。 

 ◯触法者の課題 

・発達障がいを含めて、何らかの障がいを抱えている人が多い。 

・コミュニケーションがとりづらい人が多い。 

・出所直後は住まいが確保できない、所持金が少ない触法者がいる。 

・就労面ではコミュニケーションのほかに、「無断欠勤等勤務態度の問題」「遅刻など

時間にルーズ」「意欲の乏しさ」などが問題視されている。 

・触法者が採用面接を受ける際に、触法の「前歴開示」と「前歴非開示」は触法者本

人に委ねられている。 

・触法者の多くは農業経験がほとんどなく、農作業の具体的なイメージを持っている

人は少ない。 

 

 ◯事業者（特に農業分野）の課題 

・触法者の実像を知らない。特に農業分野では触法者に対する理解が不足しており、

協力雇用主も少ない。 

・触法者に対する職場の理解が進んでいない。職場での反発も懸念される。 

・地域住民の触法者に対する理解が不足している。 

・触法者雇用を受け入れている事業者の収益環境が厳しい。 

・就労系障がい福祉サービス事業所は、触法障がい者の立ち直りのサポートに限界が

あり、生活全般まで寄り添えることはできない。 

 

◯行政の課題 

・事業者が就労で受け入れた触法者への対応について相談できる窓口が明確でない。 

・保護観察処分対象者等以外の触法者が相談できる窓口が明確に定まっていない。 

 

◯その他の課題 

・農業分野の雇用者所得が少ない。 

 

 

 

 

  


