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図表Ⅱ-４．入所受刑者（懲役）の刑期別構成比（男女別） 

 

 

（２）出所受刑者の状況 

近年の出所受刑者数は減少傾向にある。満期釈放者等は 2008 年をピークに、仮釈

放者等は 2004 年をピークに減少している。仮釈放率は 2005 年から６年連続で低下

していたが、2011 年に上昇に転じて再び 50％を超え、2019 年は 58.3％であった。 

仮釈放とは「改悛（かいしゅん）の状（受刑者が自分の罪を反省して、再び罪を犯す

可能性がないと判断されている状態）」があり、改善更生ができる受刑者を刑期満了

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を行うもので

ある。 

図表Ⅱ-５．出所受刑者数・仮釈放率の推移 
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（３）再犯の状況 

初入者とは受刑のため刑事施設に入所するのが初めての者であり、再入者とは受

刑のため刑事施設に入所するのが２度以上の者である。 

入所受刑者数のうち、再入者数および再入者率（入所受刑者数に占める再入者数

の比率）の推移をみると、再入者数は 1999 年から毎年増加した後、2006 年をピー

クに減少傾向に転じている。再入者率は 2004 年から 2016 年まで上昇を続け、その

後は概ね横ばいで推移している。 

また、出所受刑者の再入者率とは、出所受刑者数のうち、出所後の犯罪により刑

事施設に再入所した者の比率である。罪名別に５年以内再入者率をみると、覚醒剤

取締法および窃盗は他の罪名に比べて５年以内再入者率が高い。つまり、再犯率が

高いことになる。詐欺、傷害・暴行の満期釈放者は、覚醒剤取締法および窃盗の満

期釈放者に次いで、５年以内再入者率が高い。 

図表Ⅱ-６．入所受刑者数のうち再入者数・再入者率の推移 

 

 

ａ．就労状況 

入所受刑者の就労状況を男女別、初入者・再入者別にみる。 

男性は、初入者では「無職」（犯行時の就労状況）が 62.6％、「有職」が 37.4％、

再入者では「無職」が 69.7％、「有職」が 30.3％となっている。女性は、初入者で

は「無職」が 77.2％、「有職」が 22.8％、再入者では「無職」が 86.2％、「有職」が

13.8％となっている。男性・女性ともに、再入者は初入者に比べて「無職」が多く

なっていることから、無職者の再犯が高いことがうかがえる。  
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図表Ⅱ-７．入所受刑者の就労状況別構成比（男女別、初入者・再入者別） 

 

 

 

 

ｂ．居住状況 

入所受刑者の居住状況を男女別、初入者・再入者別にみる。 
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女性は、初入者では「住居不定」が 6.7％、「住居不定以外」が 99.3％、再入者で
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図表Ⅱ-８．入所受刑者の居住状況構成比（男女別、初入者・再入者別） 
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２．触法者の就労支援に関する政策・施策動向 

2016 年 12 月に「再犯の防止等の推進に関する法律」が制定され、2017 年 12 月、

2022 年度末までの５年間を計画期間とする、国として初めてとなる再犯防止推進計

画（以下、推進計画）を閣議決定した。政府は推進計画に基づき、関係府省庁の連

携の下で再犯防止の取り組みを進めている。 

その重点的な取り組みの１つとして、触法者の就労を支援する取り組みが行われ

ている。主な取り組みを取り上げる。 

（１）刑務所出所者等の就労支援 

ａ．刑務所出所者等総合的就労支援対策 

  法務省および厚生労働省は、2006 年度から刑務所出所者等の就労の確保のため、

「刑務所出所者等総合的就労支援対策」を実施している。この取り組みは、矯正施

設の入所者に対しては、ハローワークと矯正施設が連携して、本人の希望や適性等

に応じて職業相談、職業紹介、事業主との採用面接、職業講話等を実施するなどし

て計画的に支援を行っている。保護観察対象者等に対しては、ハローワーク職員と

保護観察官がチームをつくり、本人に適した就労支援の方法を検討した上で、職業

相談・職業紹介を実施している。 

また、保護観察所とハローワークが連携して、求職活動のノウハウ等を修得させ

るセミナー、実際の職場や社員寮等を見学させることにより事業所の理解促進を図

る「事業所見学会」、実際の職場環境や業務を体験させる「職場体験講習」、保護観

察対象者等を協力雇用主が試行的に雇用する「トライアル雇用」など、幅広い支援

メニューを提供している。 

図表Ⅱ-９．刑務所出所者等総合的就労支援対策の概要 

 

     資料：法務省「令和２年版再犯防止推進白書」 
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ｂ．矯正就労支援情報センター室（コレワーク） 

  法務省は、各矯正管区にそれぞれ矯正就労支援情報センター室（以下、コレワー

ク）を設置し、各矯正管区が所管する地域の雇用情勢等に応じて、きめ細かな支援

体制等の充実に取り組んでいる。コレワークは受刑者等の帰住予定地や取得資格等

の情報を一括管理し、触法者の雇用を希望する事業者の相談に応じて、事業者のニ

ーズに適合する者を収容する矯正施設等の紹介を行っている。 

 

ｃ．更生保護就労支援事業 

法務省は 2014 年度から更生保護就労支援事業を実施している。この事業は、就労

支援に関するノウハウや企業ネットワーク等を有する民間事業者が、保護観察所の

委託を受けて、そのノウハウを活用して刑務所出所者等の就労支援を行っている。 

具体的には、矯正施設在所中から就職まで切れ目のないきめ細かな寄り添い型の

就労支援を行う「就職活動支援」を行っている。2020 年度からは就労継続に必要な

寄り添い型の支援を協力雇用主および保護観察対象者等の双方に行う「職場定着支

援」を実施している。 

 

図表Ⅱ-10．更生保護就労支援事業の概要 

 

資料：法務省「2020 年再犯防止推進白書」 
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ｄ．その他の施策 

  法務省は、触法者の採用を希望する事業者が、矯正施設を指定したうえでハロー

ワークに求人票を提出することができる「受刑者等専用求人」の取扱いを 2014 年か

ら開始している。 

  2015 年度からは、ハローワーク職員が「就労支援強化矯正施設」に指定された刑

事施設に相談員として駐在して就労支援に取り組んでいる。 

  2018 年度からは、矯正施設に触法者の雇用を希望する事業者を招き、企業情報の

提供や合同での採用面接等を行う「就労支援説明会」を開催し、事業者と就職を希

望する受刑者とのマッチングの促進に努めている。 

 

 

（２）新たな協力雇用主の開拓・確保 

  法務省は、コレワークを通じて企業等に刑務所出所者等の雇用に関する働き掛け

を行っている。2019 年度からは、触法者の雇用に興味がある企業等に対して、刑務

所出所者等の雇用に関する制度等を説明する雇用支援セミナーなど、広報活動に取

り組んでいる。 

  保護観察所は、各都道府県の就労支援事業者機構、更生保護関係者、矯正施設、

労働局、ハローワーク、地方公共団体、商工会議所等と連携して、新たな雇用主の

開拓・確保に努めている。特に、更生保護就労支援事業を行っている保護観察所は、

民間の就労支援事業者等が持つ企業等ネットワークを活用しながら、協力雇用主募

集のパンフレットの配布、事業所への戸別訪問、説明会の開催等を行い、多くの企

業等に保護観察対象者の雇用についての理解と協力を求めている。 

 

 

 

協力雇用主の開拓・確保に務めた結果、協力雇用主数、実際に雇用している協力

雇用主数は増加傾向にある。 

  

協力雇用主とは 

 協力雇用主とは、犯罪・非行の前歴等のために定職に就くことができない保護観察または

更生緊急保護の対象者を、その事情を理解したしたうえで雇用し、改善更生に協力する民間

の事業者である。 

 協力雇用主は、保護観察等の対象者を担当した保護司または更生保護施設が、処遇上の必

要から自らの知人や縁故先の事業主等に対象者の就職について協力を求めたことに始まっ

た。その後、保護観察所、保護司会、更生保護施設等がそれぞれ独自にあるいは相互に連携

しながら、地域社会で協力の輪を広げていき、「協力雇用主会」等の名称のもとにその組織

化が図られた。 
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図表Ⅱ-11．協力雇用主数の推移 

 

 

 

（３）協力雇用主の活動に対する支援の充実 

ａ．協力雇用主への情報提供 

  保護観察所においては、協力雇用主を対象とした研修等を実施し、協力雇用主と

して承知しておくべき基本的事項や雇用管理上の留意すべき事項の情報提供を行

っている。また、協力雇用主が触法者等を雇用するうえで必要な個人情報について

は、その触法者等に対し、雇用主への情報提供の必要性を説明し、理解や同意を得

たうえで提供している。 

   

ｂ．協力雇用主の不安・負担の軽減 

  法務省は、2006 年度から触法者等が雇用主に業務上の損害を与えた場合等に見舞

金が支払われる「身元保証制度」を導入し、2014 年度から更生保護就労支援事業を

実施している。また、2015 年度から触法者を雇用した協力雇用主に対して、年間最

大 72 万円を支給する「刑務所出所者等就労金制度」を導入するとともに、協力雇用

主に対して矯正施設までの旅費を支給するなど、協力雇用主の不安や負担の軽減を

図っている。 

 

（４）職場定着に向けたフォローアップの充実 

ａ．就労した触法者の離職防止 

  法務省は、就労した者の離職を防止することを目的に、日本財団が実施している

職親プロジェクトの参加企業の協力を得て、少年院在院者を対象に職場体験を 2017

年度から取り組んでいる。また、退院や仮退院をした者またはその保護者等から、

就労に関することを含め、健全な社会生活を送るうえでの問題について相談を求め
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られた場合は、少年院の職員が相談に応じることができる制度を設置している。 

  保護観察所は、保護観察対象者等に離職やトラブル等のおそれがあると認められ

る場合、保護観察官がその保護観察対象者等に対する面接指導を行い、就労した触

法者の離職の防止に努めている。 

 

ｂ．協力雇用主に対する継続的支援 

  法務省は、少年院を出院した者を雇用した協力雇用主から相談を受け付けている。

コレワークにおいても、協力雇用主の相談に応じるなど継続的支援を行っている。

また、協力雇用主が保護観察対象者等を雇用した場合は、必要に応じて、保護観察

官がその協力雇用主のもとを訪問するなど、保護観察対象者等の就業状況を把握す

るとともに、協力雇用主の相談を受け付けている。 

 

ｃ．保護観察対象者の再就職支援 

  法務省は、離職した保護観察対象者を対象に、保護観察官が面接指導により再就

職を促している。特に、更生保護就労支援事業を実施している保護観察所は、就職

活動に対する支援が必要とされる保護観察対象者に対して、就労支援のノウハウを

持つ更生保護就労支援事業所がきめ細かな就職活動支援に取り組んでいる。 

 

（５）福祉的支援を必要とする触法者の就労確保 

ａ．受刑者等の特性に応じた刑務作業等の充実 

法務省は、刑務所受刑者に従事させる刑務作業を、単純な軽作業から高度な機械

操作を要する作業まで、幅広い種類の作業の中から本人の資質、能力および就労歴

等を考慮したうえで指定している。刑事施設では、より多くの作業内容から選定で

きるよう、様々な業種の民間企業に対する受注活動を行っている。 

2020 年度からは、高齢により日常生活に支障が生じている者や心身の疾患等を有

する者に対して、作業療法士等の専門的評価やアドバイスを得ながら、身体機能や

認知機能の維持・向上を図り、段階的に一般的な生産作業に移行させるとともに、

社会復帰に向けて身体機能、認知機能を維持または向上させる機能向上作業を一部

の刑事施設で試行している。 

 

ｂ．障がい者・生活困窮者に対する就労支援の活用 

  厚生労働省は、障がいを有している触法者が就労意欲やその程度に応じた希望す

る就労が実現できるよう、引き続き、就労移行支援事業、就労継続支援Ａ型事業、

就労継続支援Ｂ型事業、就労定着支援事業に取り組んでいる。 

  また、複合的な課題を抱える生活困窮者に対して、包括的な支援を行う生活困窮

者自立支援法においても、一般の企業等への就労が困難な触法者に対する就労支援

が可能である。同法に基づく「就労準備支援事業」や「就労訓練事業」により個別
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の就労支援ニーズをとらえた事業の実施を図っている。 

 

ｃ．ソーシャルビジネスとの連携 

  法務省は、就労の困難を抱える人々のための雇用機会の創出・提供に主眼を置い

てビジネス展開を図る、いわゆる「ソーシャル・ファーム」（自律的な経済活動を行

いながら、就労に困難を抱える方が、必要なサポートを受け、他の従業員と共に働

いている社会的企業）との連携を進め、2020 年 5 月末現在、全国 145 団体との間で、

雇用や受入れ等の連携を実施している。2013 年度からは、ソーシャル・ファームと

保護観察所との間で「ソーシャル・ファーム雇用推進連絡協議会」を定期的に開催

し、相互理解を深めるとともに、一般就労と福祉的支援との狭間にある者への就労

支援について協議を行っている。 
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３．協力雇用主の実態と意識 

  法務省保護局は 2018 年に協力雇用主を対象に、アンケート調査を実施した。当該

調査結果に基づいて、協力雇用主の特徴や触法者に対する意識などを概観する。 

（１）協力雇用主の特徴 

  協力雇用主の特徴をみると、業種は「建設業」が 60％近くを占めている。その他

には「サービス業」「製造業」「医薬・福祉業」などがみられるが、建設業に比べる

と少数である。「農林漁業」は全体のうち 1.5％でしかない。 

  従業員規模でみると、「５人～19 人」（44.9％）が最も多く、次いで「20 人～49 人」

が多い。触法者を受け入れている協力雇用主は中小企業、小規模企業が大多数であ

る。 

図表Ⅱ-12．業種（n=603） 

 
 

図表Ⅱ-13．従業員規模（n=603） 

 
  

56.9
9.8

8.8

6.3

4.1

3.0

1.8

1.5

0.7

6.1

1.0

0 20 40 60

建設業

サービス業

製造業

医薬・福祉業

運送業

卸小売業

電気・ガス・水道工事

農林漁業

宿泊業・飲酒サービス業

その他

無回答

（％）

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

10.6

44.9

26.9

8.0

6.5

1.7

0.5

0.5

0.5

0 20 40 60

４人以下

５人～19人

20人～49人

50人～99人

100人～299人

300人～499人

500人～999人

1,000人以上

無回答

（％）

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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（２）就労上の問題 

  雇用した触法者に何らかの就労上の問題は「あった」が 50.1％と、約半数の協力

雇用主は就労上の問題を抱えている。 

  「あった」とする協力雇用主のうち就労上の問題点は、「無断欠勤等勤務態度の問

題」（53.4％）が半数を超えている。「遅刻など時間にルーズ」（34.9％）、「意欲の乏

しさ」（34.9％）、「同僚と円滑な人間関係が築けない」（34.4％）なども多い。触法

者の真摯な勤務態度の欠如、コミュニケーション力に欠ける点を指摘する声が多い

ことがうかがえる。 

図表Ⅱ-14．就労上の問題の有無（n=377） 

 

 

図表Ⅱ-15．就労上の問題点（n=189，複数回答） 

 

  

あった

50.1%
なかった

41.6%

無回答

8.2%

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

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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  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、「一

部には知らせている」（43.8％）が最も多い。「全員に知らせている」（19.6％）は少

数派である。 

図表Ⅱ-16．触法者の前歴を従業員への通知（n=103） 

 

 

（３）抵抗感が強い罪名 

  触法者を雇用することに抵抗感が強い罪名は、「殺人」（55.9％）と最多である。

「殺人」は協力雇用主の抵抗感が強い。次いで、「性犯罪」（43.0％）、「覚せい剤取

締法違反」（37.1％）、「放火」（26.5％）などの順となっている。 

図表Ⅱ-17．抵抗感が強い罪名（n=603，３つまで）

 
  

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

55.9

43.0

37.1

26.5

20.1

14.6

10.4

7.5

5.6

5.3

5.3

1.5

0.8

0.7

12.3

0 20 40 60

殺人

性犯罪

覚せい剤取締法違反

放火

強盗

窃盗

詐欺

毒劇物取締法違反

恐喝

傷害

ストーカー規制法違反

道交法違反

サイバー犯罪

自動車運転過失致傷

特になし

（％）

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



30 

 

Ⅲ．聞き取り調査結果 

 

１．障がい者就労に取り組んでいる農業法人等 

障がい者就労に取り組んでいる農業法人、障がい福祉サービス事業所など６先に

聞き取り調査を実施した。対象先の概要は以下のとおりである。 

図表Ⅲ-１．障がい者就労に取り組んでいる農業法人等（６先） 

上段：聞き取り調査先 下段：概要 地域 

① 

株式会社Ａ 中国地方 

創業からイチゴ栽培をメインにしている農業法人である。特定非営利活動法人

を設立、就労継続支援Ａ型事業所を立ち上げて障がい者を雇用している。精神

障がい者や発達障がいを抱えている人が多い。Ａ型事業所に在籍する障がい者

は同社のイチゴ農園などの作業に従事している。 

② 

合同会社Ｂ 中国地方 

介護事業者が設立した農業法人で、青ネギの栽培と加工場でカット、洗浄、出

荷などを行っている。同じ介護事業者グループの就労継続支援Ａ型事業所に在

籍する障がい者が働いている。障がい特性を考慮すると、多品目の取扱いは難

しいと考えて、生産品目を青ネギに絞り込んでいる。 

 

③ 

特定非営利活動法人Ｃ 中国地方 

個人農家の代表者が就労継続支援Ａ型事業所を立ち上げて、障がい者を雇用す

る形で農業を行っている。栽培品目はチンゲンサイ、白ネギ、タマネギ、およ

び水稲を生産している。種まき、苗の植付作業、水やり、収穫に至るまでの一

連の農作業のほか、選別、加工、袋詰めなどの出荷作業も、障がい者が中心と

なって行っている。 

④ 

一般社団法人Ｄ 四国地方 

代表者のナス園で、障がい者を受け入れたことがきっかけに、障がい者就労に

取り組むようになった。その後、就労継続支援Ｂ型事業所と就労移行支援事業

所を開設、運営している。障がい者は主力のナスの収穫・袋詰作業に従事して

いる。ナスの農閑期にはオクラの収穫・袋詰作業や、近隣の炭製造販売事業者

に施設外就労で働いている。 

⑤ 

特定非営利活動法人Ｅ 中国地方 

生活介護、就労継続支援Ｂ型、短期入所、日中一時支援、グループホームを運

営している障がい福祉サービス事業所である。利用者は重度の知的障がい者が

多い。近隣の農場で、季節の野菜、ブルーベリー、シイタケの生産に障がい者

と職員が一緒に取り組んでいる。障がい者のペースに合わせた形で農業に取り

組んでいる。 
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上段：聞き取り調査先 下段：概要 地域 

⑥ 

株式会社Ｆ・社会福祉法人Ｇ 中国地方 

株式会社Ｆと社会福祉法人Ｇが連携する形で、障がい者ではなく生活困窮者を

対象とした就労訓練事業に特化した農福連携に取り組んでいる。ブドウ栽培で

は、株式会社Ｆがブドウ園の管理、運営、収穫物の販売を担当、社会福祉法人

Ｇは生活困窮者の自立支援を担当し、農作業による就労訓練を行っている。 

 

 

 

（１）聞き取り項目 

基本的な聞き取り項目は以下のとおりである。 

図表Ⅲ-２．基本的な聞き取り項目 

 ◯企業・組織概要 

 

 ◯農福連携の取り組み 

 

 ◯触法者の受入れについて 

・受入れ実績 

・触法者の印象 

・課題 

・今後の受入れ意向 

・必要とされる支援 
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（２）聞き取り調査結果のポイント 

 

①株式会社Ａ 

＜ポイント＞ 

・就労継続支援Ａ型事業所に農作業を委託する形態で、農福連携に取り組んでいる。 

・障がい者が農作業に従事しやすいように、作業の切り分けとマニュアルによる作

業の見える化に取り組んできた。 

・触法障がい者を雇い入れる直前に再犯を起こしたことで、取り止めとなった経験

がある。 

・就労継続支援Ａ型事業所に触法障がい者を就労の場として受け入れることはでき

ても、住まいの確保、生活支援までは手が回らない。触法者の分野は支援団体と

の連携が不可欠である。 

 

 

 

②合同会社Ｂ 

 ＜ポイント＞ 

・障がい特性を考慮すると、単品だと生産効率が高いことがわかったので、生産品

目を絞り込んでいる。 

・触法者が問題を起こしても、解決のために相談できる行政窓口がない（もしくは、

よく分からない）。 

・障がい者の疑いのある触法者は刑務所に収容されている時に認定してもらって、

出所時に障がい福祉サービスにつなげていくことが必要である。仮に障害認定な

どがあるだけでも、出所後の公的機関との連携などでスピード感のある対応が可

能となる。 

・触法者でも社会復帰が早くできる人と時間がかかる人がいる。社会復帰に時間が

かかる人は社会に無理やりに復帰させようとせず、同じ境遇のもつ人が集えるよ

うな自助グループ結成を促進し、行政は支援していく必要がある。 
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③特定非営利活動法人Ｃ 

＜ポイント＞ 

・仕事に意欲のある障がい者は農業の知識・技術力を高めていき、リーダー役の障

がい者には難度の高い仕事を任せている。 

・触法障がい者を受け入れる場合、最も恐れることはこれまで利用者が築き上げて

きたコミュニティの崩壊である。 

・障がい福祉サービス事業所でも触法者についての理解が進んでいない。まずは触

法者とはどのような人であるかを理解し、触法者に対する知識を習得する必要が

ある。 

・触法者をどこが中心となって長期間にわたって支援をするのかが明確ではない、

もしくはあまり知られていない。触法者の就労で重要なことは障がい者相談支援

センター、保護観察所などのしっかりした支援が求められる。 

・触法障がい者を地域で受け入れるためには、福祉、医療、就労、教育等のネット

ワーク体制を構築し、支えとなる相談支援専門員の配置が求められる。 

 

 

 

④一般社団法人Ｄ 

＜ポイント＞ 

・農福連携では、障がい者を最初のうちは働き手として考慮せず、農業を通じて何

かを感じてとってもらい、自信をつけてもらえるような場を提供することである。

障がい者を十分な人的余力がある中で受け入れることが重要である。 

・刑務所との連携により、仮釈放前の受刑者が社会奉仕活動の一環で、ボランティ

アとして農作業を行う場を不定期で提供している。 

・触法障がい者の共通点は人とのコミュニケーションが苦手である。しかし、農作

業を通じてコミュニケーションの能力が引き出されることがある。農業は触法者

の立ち直りに効果がある。 

・触法者を受け入れる場合は地域の人たちの理解が重要である。 
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⑤特定非営利活動法人Ｅ 

＜ポイント＞ 

・障がい者は同じ作業を得意とする人が多い。草取り、運搬、水やり、肥料やりな

ど同じ作業を任せてもらうことで、就労意欲につながっている。 

・農業は融通が利きやすい仕事が多く、障がい者のペースで作業が可能である。障

がい者が農作業で育てた作物を収穫する喜び、手応えを感じることができる。 

・触法者は自己肯定感が低いと考えられる。周囲が手助けしながら、ゆっくりとし

たペースで立ち直る機会を与えることが必要である。 

・一般の人も触法者に対する理解を深める必要がある。 

・触法障がい者の受入れについては、障がい福祉サービス事業所だけでは限界があ

るので、更生機関等と連携しながら触法障がい者をサポートする必要がある。 

 

 

⑥株式会社Ｆ・社会福祉法人Ｇ 

＜ポイント＞ 

・事業会社と社会福祉法人が連携して、生活困窮者の就労訓練事業に特化した農福

連携を行っている。 

・生活困窮者自立支援制度に基づく就労訓練事業の単体だけでは収益性が低いこと

から、事業会社との連携を図ることで収穫物の販路を確保している。 

・就労訓練事業に参加した生活困窮者の中には、農作業を通じて次第にコミュニケ

ーションがとれるようになり、社会復帰の兆しがみえてきた人がいる。 
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（３）「触法者の受入れについて」聴取結果 

聞き取り調査先から聴取した「触法者の受入れについて」の考え方を整理すると、

以下のとおりである。 

 障がい者就労に取り組んでいる農業法人等 

株式会社Ａ 合同会社Ｂ 

触法者 

受入れ実績 

・触法者を実際に雇用したことはないが、

就労継続支援Ａ型事業所で雇い入れる

直前で取り止めた経験がある。支援団

体を通じてＡ型事業所で受入れの依頼

があった。しかし、その触法者は支援団

体の担当者が目を離した隙に飲酒が原

因で窃盗を犯してしまった。そのため

に雇い入れは直前で取り止めとなっ

た。 

・以前、就労継続支援Ｂ型事業所の時に、

発達障がいを抱える触法障がい者を受

け入れた。再犯を繰り返して、人生の半

分を刑務所で過ごした人であった。そ

の触法障がい者は実習期間の５日間で

退所した。本人は怒鳴りあげて威嚇す

ることが他者とのコミュニケーション

と勘違いしていた。周囲の利用者を平

気で威嚇するし、職員も殴りかかられ

た。その件以降は触法障がい者を受け

入れていない。 

 

触法者の印象 

・触法者に悪いイメージは持っていない。

触法者の就労体験時において、問題行

動はみられなかった。 

 

・触法者の印象はその人によって異なる。

刑務所に長く収容されている触法障が

い者は、他の利用者とコミュニケーシ

ョンがとれなかった。一方で、介護施設

で出会った触法高齢者は他者とコミュ

ニケーションがとれていた。 

 

課題 

・触法者には仕事を与えるだけでなく、支

援者が触法者の生活を見守っていなく

ては更生することは難しい。触法者は

就労できたからといって、社会教育を

含めた生活支援が甘くなれば再犯を起

こす可能性がないとは限らない。 

・Ａ型事業所は就労の場である。住まいの

確保までは手が回らない。 

・触法者が問題を起こしても、解決のため

に相談できる行政窓口がない。触法者

を地域に移行させる仕組みが整ってい

ない。 

・障がい福祉サービス事業所の同一敷地、

同室内で、触法障がい者と一般の障が

い者を偏見などなく一律に接すること

は、現実的に難しい（保護者、地域、他

の利用者の視線など目には見えない障

壁が多い）。 

 

今後の 

受入れ意向 

・触法者本人の意欲、支援者のサポート体

制などを把握したうえで、受け入れを

検討する。 

 

・触法者の雇用は慎重姿勢である。一口に

触法者といっても様々なタイプがあ

る。暴力的で他人を威嚇することによ

ってコミュニケーションをとろうとす

る触法障がい者は他の利用者が困惑す

るし、職員も恐がってしまう。 

・障がい福祉サービス事業所は地域社会

が受け入れることによって成り立って

いる。障がい福祉サービス事業所がト

ラブルを起こし、地域に不安を与える

ことになれば、事業所の存在基盤を揺

るがしかねない。 
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 障がい者就労に取り組んでいる農業法人等 

株式会社Ａ 合同会社Ｂ 

必要とされる 

支援 

・農業者は触法障がい者の住まいの確保、

生活安定の支援まで行き届かない。触

法障がい者を雇用する場合は支援団体

との連携が必要である。 

・障がい者の疑いのある触法者は刑務所

に収容されている時に認定してもらっ

て、出所時に障がい福祉サービスにつ

なげていくことが必要である。仮に障

害認定などがあるだけでも、出所後の

公的機関との連携などでスピード感の

ある対応が可能となる。 

・触法者を社会に無理やりに復帰させよ

うとせず、同じ境遇をもつ人が集える

ような自助グループ結成を促進し、行

政はそれを支援していく必要がある。 

・触法者が社会復帰して成功した事例を

積み重ねていくしかない。そうした事

例を発信していく。 

 

 

 

 

 

 障がい者就労に取り組んでいる農業法人等 

特定非営利活動法人Ｃ 一般社団法人Ｄ 

触法者 

受入れ実績 

・刑務所・少年院を出所してきた触法障が

い者を雇い入れたことはないが、入所

以前に法を犯すようなトラブルを起こ

した人はいる。入所後は真面目に仕事

に取り組んでおり、トラブルを起こす

ような気配は感じられない。 

 

・刑務所との連携を図り、仮釈放前の受刑

者が社会奉仕活動の一環で、ボランテ

ィアとしてナスの袋詰作業の場を不定

期で提供している。 

・生きづらさを感じている障がい者との

共同作業を通じて、触法者も何らかの

ことを感じ取ることが大事である。そ

れが再発防止につながるきっかけにな

る。 

・11 月末に、窃盗などで収容されていた

触法障がい者１人を受け入れる予定。 

 

触法者の印象 

・明確な印象をもってない。 ・触法障がい者の共通点は人とのコミュ

ニケーションが苦手である。しかし、農

作業を通じてコミュニケーションの能

力が引き出されることがある。農業は

触法者の立ち直りに効果がある。 

 


