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要旨
現在、罪を犯した人の再犯罪の増加が社会問題になっている。特に満期出所者の増加とそ
の再犯率の高さという実情からは社会復帰支援の不足が指摘され、その対応策が求められて
いる。近年、政府や刑事司法では社会の安全を保つという観点から犯罪者の社会復帰対策に
取り組み始め、制度の改正等が行われている。
一方、国際的な罪を犯した人の処遇の原則として国連の「被拘禁者処遇最低基準規則」が
ある。そこには処遇の目的が社会復帰にあり、
矯正施設と社会との生活の差異を最小に努め、
生活の継続性の必要性が明記されている。
本稿では社会復帰の困難性を矯正施設から一般社会へ向けて生活の継続性という視点から
次の 6 点にまとめ分析、考察した。①社会関係維持②就労の継続性③ソーシャルスキルの維
持④社会保障⑤健康の維持⑥尊厳と人間性の保持。
結果として、罪を犯した人が出所後社会で尊法的かつ自立的な生活を行うためには、矯正
施設から一般社会に向けての生活の継続的、一貫した援助の必要性があると考えられた。
キーワード：罪を犯した人・社会復帰・生活の継続性
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１．はじめに
近年、罪を犯した人の社会復帰の取り組みが社会的課題になっている。その理由のひとつ
として出所後、再び罪を犯す人の増加があげられる。特に、満期出所者１において再犯が高
２
罪を犯す人の背景には少なからず、貧困、差別、排除等の生きづ
くなっている実情がある。

らさ、例えば、家族関係希薄や経済、住居、就労、健康等の生活の基礎的な部分の不足があ
３
現在、矯正施設から社会へソフトランディングをする方策が求められて
ると言われている。

いる。
政府は 2012 年７月 20 日、
「出所者が２年以内に罪を犯して再入所する割合を 10 年で２割
以上減らす」と数値目標を公表し、仕事や住居など生活基盤確保の政策づくりに重点がおか
４
れた。

これらの課題に対しては近年の司法改革５においても犯罪者や非行少年の社会復帰の取り
組みが重点項目となっており、2001 年の「司法制度改革審議会意見書」では「犯罪者の社
会復帰と被害者・遺族の保護」が明記された。その後、2006 年「刑事収容施設及び被収容
者等の処遇に関する法律」６、2008 年「更生保護法」がそれぞれ制定され、罪を犯した人の
改善更生と社会復帰に対しての取り組みが始まっている。それにともない、矯正施設から社
会生活へ向けて一貫した支援事業も始まり、福祉的支援の必要な受刑者への新しい取り組み
７
今後さらに、矯正施設、更生保護、社会福祉がそれぞれ協働して罪を犯した人
が開始した。
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が再び犯罪に手を染めることなく地域の中で安定的に生活をしていけるような援助施策が求
められている。
だが、現実的には矯正施設と一般社会の間には制度や実態に大きな違いがあることが考え
られる。行った罪に対して自由剥奪という制裁を目的として受刑者の管理を運営基本とする
矯正施設と、自由の獲得と同時に自己責任、自己決定が要求される社会生活の間の乖離は罪
を犯した人の社会復帰にどのように影響するのだろうか。
そこで、本稿では罪を犯した人の社会復帰の課題を矯正施設と社会の狭間に着目し、そこ
に関係する制度、実態を分析し、今後の社会復帰の方策について考察したい。なぜ、罪を犯
した人が社会へソフトランディングできないか、何が不足しているのかを、その実態から明
らかにするものである。罪を犯した人の社会復帰の過程において、制度、実態共に矯正施設
と社会生活の間に溝があり、社会へのソフトランディングを困難にしているのではないかと
考えられる。
研究方法としては以下の点にふれながら分析、考察を進めていく。初めに罪を犯した人の
社会復帰の制度を概観する。現在の社会復帰についての国際的な共通認識、目標の確認とし
て国連資料「被拘禁者処遇最低基準規則」８（以後、最低基準規則と記す）に基づき本研究
が依拠する社会復帰の考え方を示す。その上で我が国の矯正施設内の法律について、近年約
100 年ぶりに改正された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」から処遇の重
点事項を確認する。同様に、社会内で罪を犯した人が改善・更生を目指すための国際的な考
え方を国連で制定した「東京ルール」９を基に基本的な考え方を確認する。その後、我が国
の更生保護法と社会復帰援助において司法と福祉の連携施策である
「地域生活定着促進事業」
の動向を整理し、課題を確認する。
次に、矯正施設の実態を先行研究に基づき「視察委員会報告書」10「受刑者アンケート」11
に照らし合わせ、出所後の社会生活への継続性について検証する。最後に出所後の生活再建
の課題について矯正施設から社会生活への継続性という視点から制度と実態の状況を分析す
る。明らかになった社会復帰の課題から、今後の社会復帰援助の方策を考察する。
尚、本稿では考察対象を累犯傾向が高く、社会復帰が困難とされ、援助の必要性の高い満
期出所者を中心にする。

２．罪を犯した人の社会復帰に関する制度
2-1

矯正施設処遇における国際的指針と我が国の刑事司法

現在、刑事施設における受刑者処遇の国際的基準になっている考え方が最低基準規則であ
る。最低基準規則は訓示規定であり、国際的な法的拘束力はないが、国連事務局は５年ごと
に基準の充足状況を調査し、各国政府はそれぞれ回答することになっている。最低基準規則
では矯正施設の生活を「受刑者の観念を弱め、かつ人間としての尊厳に対する畏敬の念を薄
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くする場」と規定し、その上で社会生活との差異を小さくすることの努力を目標としている
（第 60 条）。芝原は最低基準規則の最も根底にある原理を次のように述べている。
「それは被
拘禁者の人間としての尊重であり、その基本原理から被拘禁者の権利の保障と受刑者の社会
復帰のための処遇の原則が導かれる。そして処遇面では特に受刑者の個性に応じた処遇の多
様化と地域社会との連携の維持が強調される。
」
（芝原：459）
。
我が国においては、2007 年にそれまで約 100 年続いた「監獄法」が改正され「刑事収容
施設及び被収容者等の処遇に関する法律」が施行された。その重点項目は①行刑運営の透明
化の確保②被収容者の権利義務・職員の権限の明確化③受刑者の社会復帰に向けた処遇の充
実④被収容者の生活水準の保障⑤外部交通の保障・拡充⑥不服申立制度の整備、とされた。
制度改正の背景には刑務所の閉鎖性による処遇の問題性があり、それは今まで受刑者の社
会復帰に重点がおかれたものではなかった。旧「監獄法」は当時としては国際的に見ても斬
新的な法律であったが、その刑罰の考え方の背景には懲罰があり、罰を与えることにより正
しい人間に矯正していくというものであった。戦後、三回の制度改正の動きがあったが施行
までにはいたらなかった。今回、刑務所内での人権侵害多発により問題性が提起され、法務
省内に「行刑改革会議」12 が設置、審議された結果制度改正に至った。会議では次のように
出所後の社会復帰について提言された。
「我が国の罪を犯してしまった人の一人でも多くが
人間としての誇りを取り戻し、再犯に至ることなく健全な状態で社会復帰を遂げるように矯
正の実をあげることが望まれる」
。さらに、矯正施設の目指すべき方向性として「刑事施設
において十分な更生のための処遇がなされず、罪を犯した人が更生し、社会に復帰する機会
が与えられてこなかったことが言える。重大な罪を犯した人も最終的には社会へ再統合され
る可能性があることを認め、その更生を視野に入れた効果的処遇を行うことが、国家の責務
である。今、我が国の社会に求められていることは、罪を犯した人の更生の道を完全に閉ざ
すことなく、処遇や更生制度を根本的に改革し、福祉との連携を図り、すべての人々が共生
することが可能な社会の実現を目指すことである」とし、現在、新法下でその取り組みが行
われている。
だが、制度改正直後は徐々に処遇に変化があったものの実態として処遇改善に職員体制が
伴わず、長い歴史の中で培われた刑罰への考え方や秩序維持重視という運営への継続が見ら
れているとの見方もある。

2-2

社会内における社会復帰制度

──更生保護制度と地域生活定着促進事業──

我が国において、罪を犯した人の出所後の社会復帰を援助する制度として位置づけられて
いるのが更生保護制度 13 である。その目的は「犯罪や非行をした者が、社会内で普通に生活
しながら改善更生できるように指導、援助するとともに、犯罪や非行の再発を防止する」こ
とであり、矯正施設から社会へのパイプ的役割を持つことである。そして、社会内の生活再
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建に重要な役割を果たしているのが保護司制度である。これは、保護司と保護観察官が協働
態勢を組み、地域の中で保護観察制度を運用して公的私的に援助し再犯を予防するというも
のであり、我が国の更生保護制度の大きな特徴のひとつとなっている。具体的には、仮釈放、
執行猶予等の保護観察を通して、罪を犯した人に矯正施設の隔離ではなく通常の社会生活を
送ることを保障しながら遵守事項を守らせ生活指導をするというものである。これは、罪を
犯した人にとって生活の連続性が保障され、住み慣れた地域で家族との生活や仕事が継続出
来るというメリットがある。これらは、特に若年の触法者に効果があると言われている。
一方、国際的な社会内処遇の基本原則となっているものに、国連最低基準規則に基礎をお
き 1990 年に国連会議で採択された「東京ルール」がある。それは地域や社会の関わりを重
要視するものであり「公衆は、犯罪者及びその家族と地域社会との結びつきを改善する上で
主要な資源で、最も重要な要因である。
」と、国民や地域の役割を指摘している。社会復帰
における地域資源は現在の我が国で不足している部分である。社会的処偶である、更生保護
の目的は前述したように地域社会に対する犯罪者の責任に焦点をあてる一方で、罪を犯した
人への援助として社会復帰時に直面する困難の支援を行い、社会への統合を目指すものであ
る。
更生保護制度は罪を犯した人が矯正施設から社会へソフトランディングを果たす要の制度
である。だが、その実態は社会での凶悪犯罪の連続発生や社会不安の増加により社会復帰の
援助というよりは再犯防止が強調された社会防衛的要素が強くなっているという現状があ
る。又、矯正施設から出所した人の最も必要とされている住居や就労支援において制度が十
分機能していないという課題もあげられている。
一方、矯正施設から社会への一貫した援助を司法と福祉が連携して行う施策として地域生
活定着促進事業 14 がある。2009 年より支援対象者を「障害や高齢により社会復帰が困難な
福祉的支援の必要な人」とし、厚生労働省と法務省が立て割り行政を乗り越えて実施したも
のである。その主旨は、矯正施設から社会生活へ向けて制度の狭間に落ち支援を受けられず
に罪を繰り返してきた人が再犯をすることなく地域で安定的な生活を継続出来るような福祉
的援助を行うというものである。これはそれまでの罪を犯した人に対して、加害的側面が強
調された一面的な捉え方から障害や高齢という社会的ハンディを持つ社会的弱者という側面
を社会に明らかにしたと同時に、罪を犯した人の社会復帰の困難性が明らかにした。住居、
就労、家族関係の欠如からくる貧困、孤立等の犯罪に与える影響が問われるようになり、そ
の社会復帰には制度や援助の一貫した継続的な取り組みの必要性が指敵された。だが、この
施策は障害者や高齢者という福祉的支援の必要性がはっきりした人だけであり、その対象数
も年間約 1,000 人程度と限定されている。年間約 7,000 人程度いると言われている身元引受
人のいない、帰る家、仕事のない一般の満期出所者は援助の対象外となっている。
又、制度の壁として個人情報、医療、保健、住宅、就労等に関することも指敵されてきて
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おり、矯正施設から社会生活の狭間にある社会復帰阻害要因が少しづつ明らかになってきて
いる。
従って、社会内での社会復帰援助は十分整えられているわけではなく、特に矯正施設との
連携施策は不足している実情があると考えられる。

３．罪を犯した人の矯正施設入所から社会生活再建へ向けての現状
3-1

社会復帰の困難な満期釈放者

社会復帰の困難性を考える場合、出所後身元引受人がない、帰住先がない、経済的困難が
ある等社会生活の条件が整っていない満期出所者の問題が指摘されている。満期出所者に再
犯率が高いのは前述した通りであるが、入所、出所を繰り返しているうちに年齢が高くなり、
健康を害し、家族との関係が切れ、帰住先や就職先を失ってしまうという実情がある。累犯
満期出所者はある意味で社会的弱者と言え、それが矯正施設に入ることによって強化、固定
化される。例えば、西日本新聞、
「罪と更生」特集（2012 年６月６日）では 79 歳、前科 21
犯の高齢者の事例を紹介している。
「小学校卒業、
両親死亡、
兄弟絶縁で建設現場を転々とし、
生活苦により窃盗をした。矯正施設を１、２万の報奨金を持って出所し、ホームレスをしな
がら空腹になると食べ物を盗むことを繰り返してきた。現在、佐世保刑務所で 21 回目の服
役をしている。
」矯正施設にはこのような受刑者が少なくない。
罪を犯した人の罪種や生活歴等を個別に捉えた出所前後の一貫した支援体制を組むことが
必要とされている。それにより、前歴による排除等の社会的障害、経済的困窮等の生活障害
のような生きづらさを回避でき、再犯という負のスパイラルに陥ることが防げられる。

3-2

矯正施設と社会生活の溝

社会復帰の阻害要因として矯正施設と一般社会生活の乖離があると言われている。受刑体
験をした山本譲二は「刑務所に入ると社会性を失い、身体が動かなくなる。刑務所は自信と
社会性を失わせるというダブルスティグマを与える」15 と矯正施設の特殊性を明らかにして
いる。従って、長期刑や矯正施設に適応した模範囚ほど出所後、社会に適応するのが困難に
なると言われている。
刑の執行施設である矯正施設は刑事司法の原理によって処遇が行われ秩序維持に重点が置
かれている。その具体的な管理は刑務官の統制の下に受刑者の日々の規則正しい生活であり、
基本的に非社会的な環境である。
最低基準規則 61 条は「受刑者の処遇は社会との継続関係を強調するものでなければなら
ない」と規定する。社会復帰にとって必要なことのひとつが社会との関係の維持であろう。
特に、出所直後は環境の違いが大きく何かしらの援助が必要であると考えられる。だが、そ
の実情には制度の限界がある。例えば、矯正施設の観点からは、出所したと同時に一般市民
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であるという人権保障の建前の元、刑事施設は関わりは持てず、一方、社会内処遇の責任主
体である更生保護では保護観察や更生緊急保護等の対象にならなければ関われない。矯正と
保護の間の制度の溝に落ち、誰にも援助されずに出所するのが満期釈放者である。では、そ
の制度の分断は社会復帰にどのような影響を与えるのだろうだろうか。次に、矯正施設の実
情から社会生活への繋がりを確認する。

3-3

家族、知人関係継続と社会復帰

はじめに、受刑者と家族の関係を国際的基準によって確認する。最低基準規則では受刑者
の社会関係継続を次のように規定する。
「受刑者の刑執行の当初から、釈放後の将来につい
て考慮を払わなければならない。受刑者はその家族の最善の利益と自己自身の社会復帰を促
進するような関係を施設外の個人又は機関との間で維持し、
または確立するように勧めかつ、
援助されなければならない」
（第 80 条）
。家族との関係維持は、面会や手紙のやりとりを保
障することで実現する。それは、実社会と繋がり、出所後の住まいや仕事について生活のイ
メージが出来、社会復帰を確実なものにすることに繋がる。又、継続的な相談や連絡のやり
取りの過程で信頼感を生み出し更生の意欲も促進される。
我が国の矯正施設では面会の保障について、許否の判断は必要性、刑律及び秩序の維持、
各施設の管理態勢および受刑者数を勘案して各施設で行っている。その実情は面会の回数制
限・時間短縮（最低 15 分）
・職員の立ち会い・遮蔽板越しの面接・平日のみの面会等とかな
り制限されたものになっている。友人、知人との面会は新法後拡大されつつあるが個別、具
体的に許否が必要であり、面会できるまでにはかなりの時間や手続きが必要である。電話に
16
ついては、基本的には認められてはいないが、一部の開放的処遇施設のみで許可されている。
17
手紙（信書）については発信、受信とも検閲を受け、回数制限がある。

多くの受刑者は家族との面会の増加を希望している。平成 21 年度「受刑者アンケート」
によると男子受刑者 62%、女子受刑者 50％が面会の回数、時間が「短い」と答えている。
特に、親族の面会については「時間が短すぎる」
「回数制限すべきではない」との意見が相
18
同様に視察委員会（神奈川県）からも「施設内で１日に面会できる時
当数出されている。

間が限られているが、
１人でも多くの面会ができるような配慮が望まれる」と要望された。又、
面会室の不足に対しては「面会室を増設するなどして、弁護人以外の面会ができるとように
19
するべきである。
」と申し入れが行われている。

信書の制限については、行刑改革会議提言で「信書回数制限等は外部交通遮断であり、社
会復帰の取り組みとして、心情安定等有効に作用されることから拡大の必要性がある」とさ
れている。
家族、知人との関係が断たれ、頼るべき人がいなくなった満期出所者にとって出所直後困
るのは住所である。持ち金を使い果たして、ホームレスになる人は少なくない。社会生活で
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の住居の支援策としては、更生保護施設がある。だが、その数は不足 20 している上に、その
目的が「就労援助、生活指導等を行うことによって自立生活を目指す」ものである為、就労
可能な対象者が優先されている現状がある。障害、高齢、累犯、病気等がある人は通常入居
が困難である。又、入居期間も限定され（原則６カ月まで）
、次の入居先が見つからなくて
も出なくてはならず、その後ホームレスになる人も少なくない。更生保護施設の増設は地域
住民の反対等があり困難な状況である 21。
このように公的支援が少ない実情の中で家族、知人との関係の保持は再犯防止、社会復帰
に大きく影響してくると考えられる。

3-4

矯正施設内における出所後に向けての就労支援

１）出所後の就労に向けての取り組み
社会生活において罪を犯した人が安定した生活基盤を築き、円滑な社会復帰をするために
重要なのが就労である。就労は人間の自立と尊厳に関わり、受刑経験者の不足しがちな、自
己肯定感、社会的役割の獲得、責任感の醸成に繋がる。又、経済的貧困が犯罪に少なからず
影響していることを考えると社会復帰における矯正施設から一般社会への継続的な取り組み
22
の中で最も重要な課題となると考えられる。

出所後の就労支援として法務省と厚生労働省が連携して「刑務所出所者等総合的就労支援
対策」23 を立ち上げ、総合的な就労支援対策が行われている。これは刑事施設や少年院に公
共職業安定所職員が出向き、職業相談、職業紹介、職業講和等を実施するものである。又、
遠隔企業説明会、試行雇用奨励金、職場見学や職場体験講習、身元保証制度等も制度化され
てきている。
だが、実態として、これらの制度が十分機能しているとは言えず、社会で就労の継続性に
繋がっているとは言えない状況がある。例えば、刑務所出所者等を積極的に雇用している協
力雇用主は実際に雇用しているのは登録者数の 1 割しかいない。就労の困難性を犯罪対策閣
僚会議ワーキングチームでは次のように分析する。
「刑務所出所者等は前歴のため社会から
排除されやすく、職業経験が乏しい傾向があることから昨今の厳しい雇用・経済情勢の下で
は、なお就職出来ない者が多数いる」24 又、不定期雇用や非正規雇用等により経済的自立が
果たせないという現実もある。
一方、矯正施設内でも社会復帰を目指した職業訓練や教育が行われている。例えば、溶接、
電気工事、自動車整備などの職業訓練が行われている。だが、現状は職業訓練の受講者枠が
少なく、対象者は義務教育終了をしていて行状良好な若い受刑者が全国から選ばれて受けて
いる状況である。実際に出所後の社会復帰に最も困難を持つ満期出所者は就労支援対策の対
象者に選ばれる人は少ない。
受刑者アンケートによると「職業訓練を受けたことが社会復帰に役立つと思うか」につい
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て、男子 65％、女子 74％が役立つと思うと答えている。受けていない受刑者へ「職業訓練
を受けたいと思うか」の質問には男子 66％、
女子 63％。が「受けたいと思う」と答えている。
なかでも男子はコンピュター関係の訓練を希望している。だが、社会復帰に役立つ職業訓練
科目は少なく、その拡大等には物的設備や職員配置等が課題とされている。
しかし、規則正しい作業時間は出所後の職業生活に向けて受刑者からの評価は高い。受刑
者アンケートの中で「受刑でよかったこと」の回答に、規則正しい職業生活が上位にあげら
れている。規則正しい起床、食事、就労の生活はそれまで多くの受刑者が経験してこなかっ
た部分ではないかと考えられる。
２）矯正施設内作業と社会での就労の乖離
最低基準規則（72 条）では社会での職業生活へ向けての作業のあり方について「受刑者
を正常な職業生活の諸条件に適応させるために、施設内における刑務作業の組織および方法
は、施設外の同種の作業に出来る限り近似させるようにしなければならない」
、
「与えられる
作業は出来る限り受刑者が釈放後正しい生活を営む能力を維持し、又はこれを増進させるよ
うなものでなければならない」
（71 条）と規定している。
我が国の特徴として作業自体が受刑者処遇手段の一つであり、社会へ出てからの就労を想
定したものではなく一般に木工、印刷、洋裁、クリーニング、金属加工作業等である（約
80％）。施設内作業と社会での仕事とのギャップは大きく、一般社会での仕事の需要はパソ
コン等事務機器を使えることが要求されることが多い。作業が懲役ということで何もさせな
いわけにはいかないので何かしらの作業を行わせているという状況もある。社会に出ても就
労の機会に恵まれない障害、高齢受刑者においては、作業とは名ばかりで時間をつぶさせて
いるという場合もある。
「受刑者アンケート」によると男子の約 40％が「社会復帰に役に立たない作業が多い」と
答えている。又、
「社会に貢献できる作業がない」という回答も 17％あり、受刑者が作業を
することによって社会復帰の意欲を促すような社会への繋がりは見えていない実情がある。
作業賃金については、それが出所後の生活資金になるということで重要である。最低基準
規則 89 条では就業機会の保障と作業報酬について正当な報酬制度の規定がある。欧州では、
作業報酬の査定は自由経済のそれを基準としており出所後の生活資金として貯蓄制度があ
25

る。 我が国では賃金という位置付ではなく報奨金である。作業報奨金として月平均 3,000 円～
5,000 円程度が釈放時にまとめて支給されるが、社会相場とはかけ離れた金額であり、出所
時の生活資金に出来る程の金額ではない。作業報奨金の額を上げることは国連より勧告を受
け、政府はナショナル・レポートとして行政努力を表明している（第４回国際連合会議第三
26
犯罪には経済的貧困の影
議題）。受刑者自身から作業単価をあげる要望も寄せられている。

響が指摘されているだけに、スムーズな社会復帰のためには作業報酬金による出所直後の生
活資金が重要である。
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3-5

ソーシャルスキルの継続性

受刑者の中には対人関係が苦手な人が少なくない。
「受刑者アンケート」によると、受刑
中に苦労したこととして受刑者同士の関係を多くの人があげている。
（男子 77.4％・女子
75.2％） 安定的な社会生活を送る上で良好な対人関係を作り上げるようなソーシャルスキ
ルの保持が重要である。WHO では、ソーシャルスキルを「日常生活の中で出会う様々な問
題や課題に自分で創造的に、しかも効果ある対処のできる能力」と定義している。具体的に
は対人関係スキル・効果的なコミュニケーション・意思決定・問題解決能力等であり、社会
の中で普通に他人と交わり、共に生活していくための基本的な能力である。
社会復帰の阻害要因として受刑によるソーシャルスキルの低下が起こると考えられる。も
ともとソーシャルスキルを身につける機会が少なかった受刑者が入所により、さらに強化さ
れることが考えられる。矯正施設と一般社会の最も大きな違いとして、矯正施設内での全て
の行動が他律的な規律に基づいて行われ、受刑者が意思決定をしてはいけない世界であると
いうことである。起床、就寝、作業、食事、入浴等の起居動作全ての行動、一挙一足が指示
される。作業中の私語、脇見の禁止、受刑者同士や刑務官との自由な会話等が制限される。
日常的、長期的なこれらの生活環境から予想されることは社会生活で要求される主体的行動、
問題解決能力、判断力、調整力、コミュニケーション力、自己表現力、意見を言う等のソー
シャルスキル能力が低下することである。これらの処遇状況は国連人権委員会より懸念が表
明されている部分である。
ソーシャルスキル維持のために矯正施設内では社会で起きている最新の情報を得ておくこ
とも出所後の社会復帰をスムーズに行うための一要素であろう。現在のように変化の早い社
会では受刑期間が長くなればなるほど、出所後の社会の変化についていかれず、孤立してし
まう傾向がある。電話の使用や乗り物の支払い方法､ 職場の電子機器化等の使用等は多くの
出所者が戸惑うところである。基本的に矯正施設内の新聞、ラジオ、テレビ等は娯楽関係を
中心にしたものに制限されている。
最低基準規則 39 条、40 条では「矯正施設は外部情報保障として新聞、定期刊行物、ラジ
オ放送聴取、講演等の手段により、比較的重要なニュースを定期的に知らせなければならな
い」「全ての施設は娯楽的、教育的なる図書を十分に備え、図書室をもうけ、受刑者にはそ
の利用を勧めなければならない」と規定している。我が国では新法制定以降、一般新聞や雑
誌等閲覧できる範囲が拡大されている。だが、実情は資金不足や閲覧前検閲のための職員確
保の困難等から十分な新聞、図書が確保されているわけではない。例えば、新聞は数部を全
員で読み回すため、閲覧時間が一人 30 分程度に制限されている。又、読書・勉強・ラジオ・
テレビ視聴等は一斉消灯・点灯のため夜間、早朝の個別の自主的な行動がとれないという制
限がある。
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3-6

社会復帰と生活保障

罪を犯した人への社会復帰を困難にしているもののひとつとして社会保障へのアクセスの
問題がある。我が国では社会保障、社会保険を利用する場合、基本的に住所地申請になるが
受刑のため住民票所在地に長期不在が続くと住民票が削除される。出所後、新たに住所設定
をしなければ社会保障、社会福祉サービスは受けられない。身元引受人のいない満期出所者
等は出所時の所持金不足や援助者がいない中で住まいを見つけることには困難が伴う。又、
公的手続きに慣れていない人が少なくないという実情の中で、福祉の手続きが行えないまま
ホームレスになり再犯を繰り返すという悪循環から抜けられない。又住所地がない弊害は健
康保険に加入が出来ないことによる病気の悪化、あるいは年金再開等が出来ないことによる
経済的困難にも繋がる。
免許証の更新や年金支払い免除申請（受給資格保持の為）等は刑務所内で手続きが出来る
が、実態は情報が伝えられていなかったり、手続き上の援助を多忙な職員に依頼することは
困難であり、その結果、出所後就職ができなかったり、年金がもらえないということが発生
する。
最低生活保障である生活保護の申請については自治体による制度解釈の違いにより申請受
け付けに自治体間格差が生じている。又、その制度の煩雑から、罪を犯したという社会的ハ
ンディを感じている人にとって、粘り強く市民としての権利を主張するのが容易ではないこ
とは予測されることである。その結果は、社会の中でひっそり孤立した生活を送り、生活が
立ちゆかなくなると、生きる手段として再度罪を犯すという悪循環に繋がる。特に満期出所
者は出所直後から生活問題に直面し、援助や制度の狭間に落ち社会復帰できない人は少なく
ない。

3-7

身体・精神的健康の保持と社会生活

健康の維持という面で受刑前後において病気治療の継続が困難な実態がある。離職により
健康保険や共済組合からの資格を失い、国民健康保険 27 からも給付制限を受ける。矯正施
設内では法務省管轄の公的医療が行われている。そのため、入所前からの病気治療や服薬は
中断するか、全額自己負担での治療の継続しかなくなる。最低基準規則 24 条では「医官は、
社会復帰の妨げになる身体的または精神的な欠陥を明らかにすること」と医官による診察と
医療の保障が明記されている。だが、我が国の実情として矯正施設内では医師不足や精神科
等の専門医の配属が十分でないため適切な治療が行われにくい。又、出所後は再就職の難し
さから医療保険加入や自己負担金の支払いが困難になり、治療を中断し病気を悪化させる場
合がある。医療が、被収容者本人の施設内さらには出所後の生活の基盤となる心身の健康を
支えるものであるだけに深刻な問題のひとつである。国民健康保険の給付制限の改正や管轄
を厚生労働省へ変更することも社会復帰の促進策として検討の余地があることだと考えられ
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る。
加えて、矯正施設から社会復帰に向けて健康を維持しておくために体力の保持の重要性が
ある。閉鎖された空間で運動不足が社会復帰にどのように影響するのだろうか。一般社会で
は日々の運動は日常の社会生活の中での労働や通勤、休日のスポーツ等で自然に行われてい
る。一方、矯正施設内では運動スペースの不足や監視職員の不足、厳格な所内規律により十
分な運動量を得る機会が少ない。例えば、最低基準規則「戸外の運動」
（21 条）では１日 1
時間を示しているが、我が国の実態は過剰収容、職員不足から 30 分になっている。加えて、
舎房内での運動は秩序維持の観点から禁止され屈伸運動のみである。運動量の増加は受刑者
28
自身からも希望が多い。

精神的健康の保持という面では、矯正施設は閉鎖された空間に多人数が 365 日一緒に生活
するという環境であることから常備ストレスがかかっている状態である。自由を制限されて
いるという矯正施設の条件から、意識的な運動時間、環境がないと社会へ出た時に体力、気
力が伴わず就労等への障害に繋がると考えられる。前野は「収容者の肉体ならびに精神の健
康の維持・増進は生活の改善・更生につながる。その観点からすれば戸外運動、精神の健康
維持のための活動等、作業と睡眠以外に健康を増進し、教養を高める等の活動が行えるよう
な体制が必要である」と述べている。

3-8

尊厳と人間性の保持

社会生活を過ごす上で人間性や尊厳の保持は基本的なものであり、生活再建のエネルギー
に繋がる。罪を犯した人の中にはもともとその成育歴や生活歴から尊厳が傷つけられている
人が少なくない。最低基準規則では「矯正施設の管理制度は、受刑者の責任観念を弱めかつ
人間としての尊厳性に対して払われるべき畏敬の念を薄くするような刑務所生活と自由な生
活との間のいかなる差異をも、
最小にするように努めなければならない」
（60 条）と規定する。
さらに、最低基準規則を発展させたヨーロッパ規則では施設内処遇の目的を次のように規定
している。「施設内処遇の目的は受刑者の健康と自尊心を維持し受刑期間の範囲内でその責
任感を向上させ、釈放後遵法的かつ自立的な生活を送る最大限の可能性を持って社会に復帰
することに寄与する心構えと技能とを促進することである」
（３条）
では、我が国では社会復帰に向けて矯正施設内での人間性や尊厳はどのような現状にある
のだろうか。日本型行刑といわれるものに累進処遇・懲罰処遇があり、細かな規則により日
常生活が他律的に管理されている。
処遇の中で自尊心の低下要因といわれるものに出房時の裸体検査や軍隊式行進、名前の呼
び捨て、称呼番号での名のり、頭髪の規制、囚人服と言われる共通衣服 29 等がある。他律
的で完全隔離された特殊な世界に長くいればいるほど、人間性が失われ、一般社会で生活で
きなくなることは予想される。菊田はこの状況を次のように述べている。
「刑務所生活は他
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律的で受動的な生活であるため自分の責任において行動する事がなく、主体性が失われ無気
力になりがちである。外部から隔絶した特殊な刑務所社会に順応しなければならないこと、
そのことが社会復帰の妨げにもなっている。
」
（菊田：Ⅵ）
一方、市民的尊厳が犯されるのが選挙権と犯罪人名簿である。我が国では受刑と同時に選
挙権が剥奪され、市町村により犯罪人名簿が管理されている。西欧諸国では受刑による選挙
権剥奪については違法とされている国が多い。菊田（2002：28）は選挙権の剥奪に対して次
のように述べている。
「基本権のひとつである選挙権が刑務所収容により自動的に剥奪され
ることは、自由権の拘束に加えて付加刑としての社会的制裁を認めていることを意味してい
る。」
罪を犯したこと市民としての尊厳の侵害は合理的な根拠がないままに長年継続されてい
る。一度罪を犯すことによって全人格が否定されてはならず、罪を犯すことと人間性の保持
を分けて考える必要があると思われる。

４．課題と今後の展望
4-1

制度と実態の乖離

罪を犯した人の社会復帰の課題を矯正施設から社会への狭間に焦点をあて分析した結果、
下記の２点の課題が明らかになった。一点目として制度と実態の乖離があることである。現
在の社会復帰制度は大きく捉えると法務省と厚生労働省の連携であるが、実際の運営管理は
各局が行っている。複数の法規が複数の部局によって管理・運営されるため一人の対象者に
各局がバラバラの制度を繋ぎ合わせて行わなければならないという実態がある。例えば、矯
正施設内処遇の矯正局、社会内処遇の保護局、定着支援促進事業の厚生労働省、就労援助で
ある各県労働局等である。それにより実行性のある取り組みに支障が出ている。
例えば就労支援制度等は制度上ハローワークの職員が矯正施設に出向き、就労支援をして
いるが、実態は受入れ側の中小企業庁の法規によっている。又、住宅支援については、更生
保護制度に帰住先のない出所者のために更生保護施設が用意されている。だが実態は、その
受入れ決定は各施設が独自に行っているため就労の見込みがない病弱者、高齢者や対応に困
難を予想されるような累犯者等は実質の受け入れは困難な状態にある。生活保護の申請等は
厚生労働省の制度への位置づけと現場の各自治体で認識の違いが起き、スムースな生活保障
に繋がっていない。
罪を犯した人の社会復帰に直接的に影響のある矯正局と保護局はそれぞれに施策を改善さ
せてきてはいるがその連携は十分とは言えない。加えて、矯正施設は徐々に変化していると
はいえ旧法の懲罰的観念が優先し、各矯正施設の裁量権がその運営に影響しており、制度に
運用が追いついていっていない実情がある。一方で、保護局は社会防衛に比重がかかりその
機能が援助より監督に傾いていると考えられる。
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4-2

援助の断片化

罪を犯した人が出所後社会へソフトランディングしていくために不足しているものとして
対象者の個別のニーズに対応した一貫した援助システムがないことがあげられる。対象者の
問題に直面している機関、支援者等が個別にその場で対応している現状がある。例えば、保
護司等は地域の問題として継続的にケースにかかわる必要性を感じながらも保護観察期間に
限定された個別支援になっている。又、更生保護施設では施設ごとに職員が手探りで援助し
ている実態がある。従って、罪を犯した人はその継続的な生活が保障されず、行く先々でそ
の場限りの援助を受けている実情がある。特に最も援助が必要とされる期間である矯正施設
から社会生活への狭間で支援不足や統一的な援助システムが不足している。

4-3

今後の展望

今後の展望として、罪を犯した人の社会復帰の課題として明らかになった実態と制度を繋
ぐ一貫した援助の必要性から継続的で安定した生活を社会の中で実現するためには本人の努
力と同時に多方面からの援助がなければならない。社会資源である NPO 等のソーシャルキャ
ピタルも今後開発していくべきだろう。
目的とするところは社会での共生だと考えられる。地域社会における共生の可能性として
は、国民の安全の保障や被害者の権利の問題というような様々な立場から考える必要がある
だろう。罪を犯した人と社会の関係性の作り直しが必要である。最低基準規則では社会的援
助の目標を「地域社会に対する犯罪者の責任に焦点を当てる一方で、犯罪者が地域社会の生
30
犯罪者を普通の人と捉え、
活に適応する際に直面する困難克服への援助」と規程している。

加害者、被害者、地域住民が共に生活していくための援助という考え方をノルウエィーの犯
罪学書ニルス・クリスティは次のように整理する。
「社会の道徳的価値観は人びとがお互い
に日常生活の話合いの中から作り上げるべき問題であり、上から権威によって規範として与
えられるものではない。犯罪の解決のプロセスには人々の参加が求められる。犯罪の結果を
法的専門家の論理によって解決するのではなく、犯罪を社会の害と捉え加害者・被害者・家
族・地域の人々が当事者、人間としての共通体験としてその関係を修復していく試みが求め
られる。罪を犯した人はいつか戻ってくる隣人であり、共に生きていくという取り組みが必
要性である。」今後の課題として地域を視野入れた社会復帰の施策、援助が必要である。

─────────────────────────────────────────
１

帰住地や身元引受人がいなく、早期釈放では再犯の恐れが予想される者等である。2009 年で
は出所者の 50.7％を占めている。（再犯防止対策関係省庁連絡会議

平成 22 年 12 月）。平成

23 年度版「犯罪白書」では「平成 22 年度刑事施設出所者 27､ 079 人に対して満期出所者は
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14､ 975 人で満期釈放者が過半数を超えている。戦後一貫して仮釈放者が満期出所者を上回っ
ていたが、平成 20 年を機に逆転している。」と報告している。
２

平成 23 年度版犯罪白書によると、平成 22 年における一般刑法犯検挙人員に占める再犯者の
比重は 43％、刑務所への入所受刑者人員に占める再入者の比率は 56％であり、いずれも近年
において上昇傾向が続いている。（平成 24 年 7 月「再犯防止に向けた総合対策」犯罪対策閣
僚会議）。満期出所者の再犯については「満期出所者では 5 年以内の累積再入所率が窃盗で
65.5%、覚せい剤取り締まり法違反で 62.7％と相対的に高く、窃盗では出所後を含む 2 年間で
半数が再入所に至っている」（平成 21 年度「犯罪白書」）。

３

2012 年 6 月 10 日、大阪ミナミで男女 2 人を殺害した加害者は刑務所を出所したばかりであり、
事件の動機を「仕事も住むところもない。死ぬしかない。人を殺せば死刑になると思った」
と供述した。

４

政府の「犯罪対策閣僚会議」（2003 年『世界一安全な国、日本』の復活を目指し、関係推進本
部及び関係行政機関の連携を確保するとともに、有効適切な対策を総合的に推進するために
全閣僚を構成員として内閣総理大臣が主宰する会議）によって 2012 年 7 月 20 日、刑務所を
出所してから 2 年以内に再び入所する再犯者の割合を、今後 10 年間で 2 割以上減らす目標を
盛り込んだ再犯防止対策をまとめた。再入所率に関して政府が数値目標を定めるのは初めて
のことである。

５

政府は 1999 年 7 月「司法の機能を充実強化し、国民が身近に感じ、社会の法的ニーズに的確
に答えることができる司法制度の構築のために」という方向性に基づき司法制度改革を行っ
た。

６

それまでの法律は明治 41 年に制定された「監獄法」であり、実態と合わないものになっていた。
法改正の引きがねになったのは 2002 年、名古屋刑務所において刑務官による受刑者の虐待、
死亡等の複数事件の発生であった。この事件を契機に刑務所運営の透明化、処遇の適正化を
目的に法務大臣の諮問機関である「行刑改革会議」において刑務所改革が行われた。2003 年
に提出された提言では「刑事施設視察委員会」や受刑者アンケート等がもりこまれた。視察
委員会は 2005 年制度化され、委員として地域住民、医師、弁護士等の民間人が任命されている。
「行刑改革会議」内で行われた議論は国連最低基準規則にそったものであり、「矯正施設査察
委員会」等は国連最低基準規則を取り込んだ立法である。

７

田島良昭を主任研究者として 2006 年～ 2009 年行われた「虞犯・触法等の障害者の地域生活
支援に関する研究」により、刑務所の中に約 20％の知的障害が疑われる受刑者がおり、又、
2006 年の新受刑者の約 5 分の１は高齢者であることが明らかになった。

８

戦後、国際社会の安定を目的として開催された第一回「犯罪防止刑事司法会議」の中で 1955
年に制定された．犯罪防止刑事司法会議は、その後 5 年ごとに各国で開催されている。司法
大臣や検事総長を含む国連加盟国の政府代表、国際機関、地域機関、研究機関等が参加して
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いる。その議論や決定は日本を含む各国の刑事司法制度に大きな影響を与えている。これら
の基準や規則は、拘束性はないものの、国際的な議論を経て望ましいものとして受け入れら
れた諸原則を明記するものであり、国際条約や各国の国内法制定において大きな影響力を果
たしてきている。従って、参加国政府は関連する条約や基準・規則を自国内で履行すること
が求められている。現在、罪を犯した人の社会復帰の考え方の国際的基準になっている。
９

更生保護と国連最低基準規則の関係では、1990 年第 8 回会議において「非拘禁措置に関する
国連最低基準規則（東京ルール）が採択されたことである。その内容は「不必要な拘禁の多
用を排し、抱禁は最後の手段という国際基準」という非拘禁処分（社会内処遇措置）である。
更生保護の監督の目的は「再犯を減少させ、犯罪者の社会への統合を援助すること」である。
この考え方はその後の法改正の議論につながった。（更生保護のあり方を考える有識者会議）。

10 「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」第 23 条（留置施設視察委員会）（委員会
の意見等の公表）。警察本部長は、毎年、委員会が留置業務管理者に対して述べた意見及びこ
れを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとす
る。
11

行刑改革会議の提言を受け、行刑行政の透明化、処遇環境の充実化等を推進するための一方
策として矯正局で平成 17 年から出所受刑者を対象として釈放時アンケートを実施し、毎年集
計結果を公表している。平成 21 年度「受刑者アンケート」より。

12

2003 年 4 月より、法務大臣森山真弓法務大臣の依頼を受け民間人を含めた 15 人の委員により、
「国民に理解され、支えられる刑務所へ」向けて、「国民の視点」、「社会の一般常識」の観点
から 9 カ月かけて議論が行われ、2003 年 12 月に「提言」を発表した。

13

国の制度としては、1881 年の「別房留置制度」、1900 年「感化法」、1923 年「旧少年法」、
1939 年の「司法保護事業法」と時代の要請に沿って法制変化が行われてきたが、その実施は
民間の宗教家や慈善家等が中心になって行った。1888 年に金原明善が日本で最初の更生保護
施設を設立、その後、原胤昭は 1897 年に「東京出獄人保護所」を開設し、宿泊の場や就労の
支援を行った。民間の慈善事業から国の認可事業となったのは 1939 年の「司法保護事業法」
であった。大きく制度が変わったのは戦後の連合軍総司令部（GHQ）と法務省が協議してで
きた「犯罪者予防更生法」（1949 年 7 月施行）であった。その考え方の基本にあったのは犯罪
者の改善更生であった。この協議の過程で実行機関として、戦前の司法保護委員である保護
司と専門官である保護観察官が協働態勢を組むことになり、日本独特の保護観察制度が出来
上がった。

14 「セーフティネット支援対策等事業の実施要綱

別添 16『地域生活定着促進事業実施要綱』」
（平

成 24 年 4 月 5 日、厚生労働省社会・援護局長）。この要綱によって、罪を犯した人の社会復
帰支援について、他の地域の要援護者と同様に、地方自治体が地域社会のセーフティネット
機能の中で支援サービスを総合的、一体的に実施することが明記された。その後、4 月 12 日
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に設置主体である各都道府県に運営の基本的事項が「地域生活定着支援センターの事業及び
運営に関する指針」として厚生労働省・援護局総務課長名で出された。
15 平成 24 年 9 月 15 日開催された「刑事施設後の地域生活支援に関する連続講座」より。
16 「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」146 条
17 「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」127 条、130 条
18

同 11

19

平成 21 年 6 月 1 日から平成 22 年 5 月 31 日までの活動状況報告書より。

20

平成 22 年度の受入れ人数は 6,393 人であり、年間出所者約 27､ 000 人、満期出所者約 15,000
人の実態からすると施設数はかなり少ない。

21

埼玉県松伏町では更生保護施設を設置するには周辺住民の 3 分の 2 以上の同意を条件とする
という条例の制定が検討されている。

22 「犯罪白書平成 21 年度版」では無職者は有職者の 5 倍の再犯率であることを報告している。
23 平成 18 年度から法務省と厚生労働省との連携により実施されている。矯正施設、保護観察所
及び公共職業安定所等が連携し、矯正施設入所者に対して公共職業安定所職員による職業相
談、職業紹介を行う他、セミナー・事業所見学、職場体験講習、雇用基盤整備、身元保証等
が行われている。
24「再犯防止施策の今後の展開～就労・福祉による社会復帰支援を中心として」（中間とりまとめ）
法務省再犯防止対策推進会議
取り組み」平成 23 年
25

平成 22 年 8 月・「刑務所出所者等の再犯防止に向けた当面の

犯罪対策閣僚会議報告

資料

イギリス、オーストリア、ドイツ、ノルウェー

26 「受刑者アンケート」より、「単価をあげてほしい」とする回答は男女とも多く、男子約 80％、
女子 67％である。
27

国民健康保険法

第 59 条「保険給付の制限」：（１）少年院その他これに準ずる施設に収容さ

れたとき（２）刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときとき。
28 「受刑者アンケート」の運動時間についての質問の回答としても男子受刑者の 62％が「運動が
少ない」と答え、運動の機会の増加を希望している。特に作業が休みの日の舎房内の腹筋運
動や腕立て伏せの要望は多い。
29

衣服の選択は自己のアイデンティティ確保の意味から諸外国［デンマーク、フランス、オラ
ンダ］では許可している国が多い。「最低基準規則 17 条。衣類は受刑者の品位をそこない、
恥辱をあたえるものであってはならない。」

30 「社会内処遇措置のための国連最低基準規則［東京ルール］について」ｐ 123
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A study on the rehabilitation of the
person who committed the crime
─ Focusing on the continuity of social life
from a prison ─
OKABE, Makiko
Currently, the large number of re-offending has become a social problem. There is a
need for a solution to this problem. The lack of reintegration assistance has been pointed
out due to the high rate of recidivism and increase of offenders who release an expiry. In
recent years, the criminal justice system has also amended some policies and begun to
promote on the social rehabilitation of the offenders for the safety of society.
As a principle of treatment of offenders, The United Nations indicates“Minimum
Standards of detainee treatment.”It states a purpose of rehabilitation treatment as“an
effort to minimize the difference between the general public and the prison and necessity
for continuity of lifestyle.”
In this paper, from the point of view of the continuity of life, the difficulties of
reintegration from the prison to the community has been discussed. The analysis
summarized in the following six points, ① maintaining social relationships ② continuing a
job ③ maintaining social skills ④ continuing social security ⑤ preservation of healthy
⑥ retention of human dignity.
As a result, it has been revealed that there is a lack of consistency and continuity of
support from the prison to the community in order for offenders to make a living with
independence after being release.
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