
法務省だよりあかれんが
７月は「再犯防止啓発月間」,「“社会を明るくする運動”強調月間」です！
今月の注目記事 !

●ラオス法制度整備支援 20 周年及び民法典成立
●出入国在留管理庁における取組
●「島ぜんぶでおーきな祭（第 11 回沖縄国際映画祭）」における広報啓発活動
●裁判員制度 10 周年記念シンポジウム「裁判員制度のこれまで，そしてこれから」
●「成年年齢引下げ動画コンテスト」
●国際テロリズム要覧（Web 版）の紹介
●《新連載》京都コングレス便り
●《新連載》法務省で働くひと・しごと紹介
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７月は「再犯防止啓発月間」です！ 

 

★「再犯防止啓発月間」ってどんなことをするの？ 

→再犯の防止について，国民の皆様に関心・理解を深めていただくため

の啓発月間です！ 

法務省では，下記のとおり，７月１３日（土）に「再犯防止シンポジウ

ム」を行います。また，全国各地で再犯防止に関するＰＲイベントが開

催される予定です。 

 

 

★そもそも，「再犯防止」って？ 

→犯罪や非行をした人が社会に戻った後，再び罪を犯さないように指導し，更生を支援するこ

とをいいます。 

日本では，犯罪件数（刑法犯認知件数）が減少傾向にある一方で，罪を犯した人（刑法犯検挙

者数）のおよそ半数が，過去にも罪を犯したことのある人（再犯者）となっています。そのた

め，安心・安全な社会を実現するためには，罪を犯した人が，再び過ちを繰り返すことなく，

再び社会を構成する一員となれるよう指導・支援することが重要であり，そのための取組が「再

犯防止」です。 

 

★啓発月間中のイベントなど 

○「再犯防止シンポジウム２０１９」開催！ 

「再犯防止」について考えるため，「依存症からの回復」をテーマとしたシンポジウムを開催し

ます。 

   

 

 

 

 

シンポジウムには，「情報ライブミヤネ屋」（日テレ系）などに出演中の医師・おおたわ史絵先

生や，依存症専門医である成瀬暢也先生など，依存症支援の最前線で活躍されているゲストの

方々をお呼びする予定です。 

依存症の問題や再犯防止に少しでも興味のある方，依存症の問題にお悩みの方やその支援に携

わっている方，どなたでも，ご来場をお待ちしています。 

詳細はこちらから！⇒ 

 

（啓発ポスター） 

○日時 令和元年７月１３日（土）１４時～１７時 

○場所 全社協・灘尾ホール（新霞が関ビル内） 

※ 入場無料・事前予約制 

（お申込みはメールにて承ります） 

 
 

７⽉は「再犯防⽌啓発⽉間」です！ 

再犯防止シンポジウムページ 
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○「再犯防止」広報コーナーの特別設置 

法務省赤れんが棟内には，「再犯防止」常設展示スペースを設置し，ＰＲパネルやリーフレット

のほか，これまで再犯防止にご協力いただいた芸能人の方々のサインなどを展示しています。 

さらに，啓発月間には，法務省庁舎西玄関待合スペースにも広報コーナーを設置し，ＰＲパネ

ルの展示や，吉本興業と法務省が共同して製作したＰＲ動画「僕が非行から立ち直ったきっか

け」などを放映します。動画には，品川祐さん（品川庄司），佐田正樹さん（バッドボーイズ），

黒瀬純さん（パンクブーブー）にご出演いただいています。 

 

★政策についてもっと知りたい！ 

法務省ホームページでは，「再犯防止」に関する取組を詳しくご紹介しています。 

 

詳しくはこちら⇒ 

 

 

また，平成３０年版の「再犯防止推進白書」もホームページに全文を掲載しています。 

 

詳しくはこちら⇒ 

 

 

 

 

 

前回のシンポジウムの様子 

再犯防止にご理解とご協力をお願いします。 

７⽉は「再犯防⽌啓発⽉間」です！ 

再犯防止ページ 

 
 

再犯防止推進白書ページ 
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第６９回“社会を明るくする運動”について 

 

○広報用ポスターについて 

 第６９回運動のポスターには，第６８回運動に引き続き，更生保護のマスコットキャラクタ

ー「更生ペンギンのホゴちゃん」が登場します。第６９回運動ポスターのキャッチコピーは，

「ＲＥ：スタート」（リスタート）です。英語で「再起動・再開」を意味し，「過去のあやまち」

から再出発し，未来に向かって挑戦できる，「つまずいても 立ち上がれる」社会を目指す願い

が込められています。 

ポスターでは，ホゴちゃんが，非行ペンギンから「幸福（しあわせ）の黄色い羽根」と「生

きるマーク」を手にして更生ペンギンとなり，未来に向けて飛び立つまでを描いています。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（縦版）                         （横版）  

○更生保護マスコットキャラクターについて 

□更生ペンギンのホゴちゃんとサラちゃん 

更生ペンギンのホゴちゃんとサラちゃんは，立ち

直ろうとしている人をいつも温かく見守り，犯罪や

非行のない幸せな社会を願う心優しいペンギンです。 

 

 

□保護司のクジラ先生      

 保護司とは，犯罪や非行をして「保護観察」を受ける

ことになった人の生活を見守り，様々な相談に乗ったり，

指導をしたりするボランティアです。 

 

第６９回“社会を明るくする運動”について 
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□ＢＢＳ会員のイルカ姉さん 

 ＢＢＳ（Big Brothers and Sisters Movement の略）と

は，様々な問題を抱える少年たちと，兄や姉のように身近

な立場で接することで，少年たちの成長を助ける青年ボラ

ンティアです。 

 

 

                

□協力雇用主のアシカ親方 

 協力雇用主とは，犯罪・非行歴のために仕事に就くこ

とが難しい人たちを，その事情を理解した上で雇用し，

立ち直りを支援する事業主です。 

 

 

 

 

□更生保護女性会員のオコジョさん 

 更生保護女性会とは，女性の立場から，地域における犯罪予防の活動や

子どもたちの健全育成のための支援活動などを行うボランティア団体で

す。 

 

 

 

 

 

○広報用リーフレットについて 

罪を犯した人は，反省と償いを経て社会に帰ってきます。彼ら・彼女らが立ち直りのために

努力することはもちろんですが，社会に居場所がないために再び犯罪を重ねてしまうという「負

のサイクル」があることも事実です。 

本リーフレットは，そのような「負のサイクル」と，彼ら・彼女らに居場所を提供し，犯罪

や非行からの立ち直りを支える「更生保護」の活動について，「ホゴちゃんの更生までの道のり」

というイラストで表現しました。 

彼ら・彼女らの立ち直りの先には，私たちが暮らす地域全体の「安全・安心」という明るい

未来が待っていることをすべての人に伝えます。 

第６９回“社会を明るくする運動”について 
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負のサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ホゴちゃんの更生までの道のり 

 

○ＣＭ動画の完成について 

（更）立川更生保護財団及び（更）日本更生保護協会の協賛により，更生ペンギンのホゴち

ゃん・サラちゃんと更生保護ボランティアのキャラクターが出演する “社会を明るくする運動”

のＣＭ動画が完成しました。ＣＭでは，ホゴちゃんが立ち直りを決意し，つまずきながらも，

周りの優しさに支えられながら，未来に向かって「ＲＥ：スタート（リスタート）」します。是

非御覧ください。 

                     ＣＭ動画はこちら⇒ 

第６９回“社会を明るくする運動”について 
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カット１ 

 

 

 

 

 

 

 

 
カット２ 

 

カット３ 

 

カット４ 

第６９回“社会を明るくする運動”について 
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○中央行事について 

 令和元年７月１日（月）午後５時から，東京・有楽町駅前広場において，広報・啓発行事「立

ち直りフェスティバル」を実施します。犯罪や非行をした人の立ち直りについて，地域の皆様

に理解や協力を呼び掛けることを目的に，よしもと芸人を交えたイベントや，広報グッズの配

布など一般の方が気軽に参加できる内容となっています。 

 

○最後に 

 第６９回運動では，若い世代の人を含め，より多くの皆様に本運動を知っていただき，犯罪

や非行からの立ち直りについて考えるきっかけとしていただけるよう，全国各地で様々なイベ

ントや広報・啓発活動を実施する予定です。 

また，本年は更生保護制度施行から７０周年を迎える節目の年でもあり，これまで以上に本

運動を力強く推し進めてまいります。 

皆さんも，ホゴちゃん，サラちゃんと，更生保護ボランティアたちが出演する CM 動画を御覧

いただき，周りの方へも広めていただくなど，本運動への御協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

第６９回“社会を明るくする運動”について 
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ラオス法制度整備支援２０周年及び民法典成立について 

 

○ラオスという国 

 ラオスという国に行ったことがあるでしょうか？ 

村上春樹の「ラオスにいったい何があるというんですか？」という本がありますが，東南ア

ジアのうち，タイやベトナムやアンコールワットを訪れたことはあるけれどラオスに行ったこ

とのない（ラオスに何があるか知らない）方は多いのではないでしょうか。 

 ラオスは，東はベトナム，西はミャンマーとタイに挟まれた内陸国で，日本の本州と同じ位

の面積を持ちますが，人口は約６５０万人と日本よりだいぶ少ないです。仏教徒が多く，オレ

ンジ色の法衣をまとい托鉢をするお坊さんの姿が見られます。南北にメコン川が流れる自然豊

かな国で，一年を通して暑い地域が多いです。経済成長率は高く，特に首都ビエンチャンは，

立派なホテルや素敵なレストランがあるなど目覚しい発展を遂げています。 

 

メコン川の夕日 

○ラオスに対する法制度整備支援２０周年 

法務省の機関である法務総合研究所の国際協力

部（International Cooperation Department の頭

文字をとって「ＩＣＤ」といいます。）は，発展途

上国における法律の整備等を支援する（「法制度整

備支援」といいます。）ための専門の部署です。Ｉ

ＣＤには法律の専門家が集まっていて，検察官や法

務省職員のほか，裁判官も出向して働いています。 

日本のラオスに対する法制度整備支援は，２０１

８年に２０周年を迎えました。２０年の間，ＩＣＤ

は関係機関と協力しながら，民事法，刑事法の教科

ラオス法制度整備⽀援２０周年及び⺠法典成⽴について 

 

 
日本の支援によってできたラオスの民法典や教科書等 
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書の作成や実務に役立つ資料の作成など，様々な支

援を行ってきました。日本が一貫して意識してきた

のはラオスにおける法律関係者の人材育成です。日

本が作った法律や本をラオスに渡すのではなく，ラ

オスの人たちが考えて自ら法律や本を作る。日本は

助言をしながらラオス人の考えを尊重する。こうし

た活動は，ラオス側の基礎能力の向上に繋がります。

このような日本の姿勢はラオスから評価され，厚い

信頼関係が築かれています。 

 

○ラオスには民法典があります 

 民法典の成立は，日本の支援活動の中でも大きな結果となりました。今までラオスには，契

約法や家族法などの個別の法律はありましたが，不足や矛盾があったため，１つの総合的な民

法典を作る必要があったのです。そこで，日本は，２０１２年から民法典の起草を支援し，６

年かかり２０１８年１２月６日，遂にラオスで初めてとなる民法典が成立しました。 

２０１８年は，日本による法制度整備支援２０周年と民法典の成立が重なり，関係者は喜び

に沸きました。 

今後も，民法典の普及をはじめ，ラオスのための法制度整備支援は続きます。 

 

 
ラオスにて行われた民法典成立と法制度整備支援２０周年記念行事の会場 

 

 

ラオス法制度整備⽀援２０周年及び⺠法典成⽴について 

 

 
日本の司法研修所をモデルに作られたラオスの研修所 
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出入国在留管理庁における取組について 

 

○出入国在留管理庁が設置された経緯  

 訪日外国人旅行者数は増加を続け，平成３ 

０年には約３，１２０万人と過去最高を記録 

し，在留外国人も平成３０年末時点で約２７ 

３万人と過去最高となりました。こうした中， 

円滑な出入国審査と厳格な出入国管理を両立 

し，増加する外国人に対する在留管理を的確 

に行わなければなりません。 

また，新たな在留資格の創設に伴う在留外国 

人の増加に的確に対応しつつ，外国人の受入 

れ環境整備に関する企画及び立案並びに総合 

調整といった新規業務に取り組む必要もあり 

ます。  

こうしたことから，本年４月，法務省の外 

局として出入国在留管理庁が新設されました。 

 

○平成３０年に入管法が改正された背景 

 アベノミクスの推進により，成長から分配への経済の好循環が着実に回りつつある中，平成

３０年の法案提出の時点でも有効求人倍率が１.６倍を超える高さとなっていました。その一方

で，少子・高齢化により生産年齢(１５～６４歳)人口は毎年減少し，全人口の６割を切るまで

になり，人手不足が深刻な問題となっていました。この喫緊の課題に対応するために，人材確

保を図るべき産業上の分野において，一定の専門性・技能を有し，即戦力となる外国人を受け入

れていく仕組みを可能な限り早急に構築する必要がありました。そのため，入管法等改正法案が

先の国会に提出され，同国会において成立しました。 

 

○新たな外国人材の受入れ制度について 

日本においては，入管法等に基づき，就労資格の外国人（高度専門職等），留学生，技能実習

生1，観光客等の短期滞在者等の受入れを行ってきましたが，深刻な人手不足の状況を踏まえ，

新たな在留資格として「特定技能」が加わることになりました。  

「特定技能１号」は，特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要

                                       
1 開発途上国等への技能等の移転を図ることを目的とする技能実習制度の下，日本で技術や知識を修得するために在留する外

国人。 

 
出入国在留管理庁の看板除幕式の様子 

出⼊国在留管理庁における取組について 
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する業務に従事する外国人向けの在留資格で，「特定技能２号」は，特定産業分野に属する熟練

した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。 

特定産業分野は，「介護」，「ビルクリーニング」などの１４分野2，「特定技能 2号」は，「建

設」と「造船・舶用工業」の２分野で受入れが可能となっています。 

そのうち「特定技能１号」のポイントは，在留期間が通算で上限 5年まで，技能水準は試験

等で確認，日本語能力水準は生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認，家族の帯同は基

本的に認められないことなどが挙げられます。ただし，技能水準と日本語能力水準については，

技能実習２号3を良好に修了した外国人は試験等が免除されます。 

 

○共生社会の実現に向けて 

国民と外国人の双方が尊重し合える活力ある共生社会を実現するため外国人の受入れ環境を

整備することが重要です。今後，平成３０年１２月に取りまとめられた「外国人材の受入れ・

共生のための総合的対応策」に基づき，地方公共団体における一元的相談窓口（ワンストップ

センター）の整備の支援等，各種施策を実施していきます。

                                       
2 「介護」，「ビルクリーニング」，「素形材産業」，「産業機械製造業」，「電気・電子情報関連産業」，「建設」，「造船・舶用工業」，

「自動車整備」，「航空」，「宿泊」，「農業」，「漁業」，「飲食料品製造業」，「外食業」 
3 技能実習制度の下，1年間，日本に在留した技能実習生に対して，その技能をさらに高めるための期間として，2〜3年目に

与えられる在留資格のこと。 

 

出⼊国在留管理庁における取組について 
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「島ぜんぶでおーきな祭（第１１回沖縄国際映画祭）」に

おける広報啓発活動について 

 

○「島ぜんぶでおーきな祭（第１１回沖縄国際映画祭）」について 

「島ぜんぶでおーきな祭（第１１回沖縄国際映画祭）」が平成３１年４月１８日（木）から２

１日（日）まで沖縄県で行われ，４月１９日から２１日まで更生保護のブースを設置したほか，

保護司を主人公とする映画『君の笑顔に会いたくて』の舞台挨拶及びレッドカーペットイベン

トに関係者が出演しました。 

 

○「ラフピータウン」における広報・啓発 

 映画祭の開催中，新都心公園を会場とした「ラフピータウン」において，更生保護のブース

を設置して，那覇保護区保護司会の皆さんと協力し，“社会を明るくする運動”の広報・啓発活

動を行いました。 

ブースでは，更生保護のマスコットキャラクターである「更生ペンギンのホゴちゃん」をモ

チーフにしたお面作りを行いました。子どもたちは保護司の皆さんの話を熱心に聞きながら，

一生懸命お面を作っていました。完成すると，「できたっ！」と喜び，すぐにお面をかぶって遊

ぶ子どもたちの姿が印象的でした。 

期間中は天気に恵まれない日もありましたが，多くの子どもたちがブースを訪れ，大にぎわ

いのイベントとなりました。 

  

 

 

 

 

 

ラフピータウンに設けられた更生保護ブース          お面作りに夢中になる子どもたち 

 

 

 

 

 

 

 

ホゴちゃんも登場！！              子どもたちに大人気のホゴちゃん 

「島ぜんぶでおーきな祭（第１１回沖縄国際映画祭）」における広報啓発活動について 
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○映画「君の笑顔に会いたくて」の舞台挨拶 

映画「君の笑顔に会いたくて」は，様々な苦悩や生きづらさを抱え，心ならずも非行に走っ

てしまった少年たちと，彼らの立ち直りを支える保護司との交流を描いた作品です。このたび，

沖縄国際映画祭で上映されることとなり，桜坂劇場において舞台挨拶が行われました。 

 舞台挨拶には，映画で主演を務められた女優の洞口依子さん，エグゼクティブ・プロデュー

サーであるシネマとうほくの鳥居さん，よしもと芸人のバッドボーイズ佐田さん，今福保護局

長と更生ペンギンのホゴちゃんが登壇し，映画の題材である「保護司」というボランティアに

ついて語り合いました。バッドボーイズ佐田さんから，泣かせてばかりであった母を笑わせよ

うと芸人になったというエピソードが披露されると，会場は感動の渦に包まれました。今福保

護局長は，“社会を明るくする運動”についてＰＲをし，少しでも多くの人が運動に参加してく

ださるよう協力を呼びかけました。 

 

 

 

映画「君の笑顔に会いたくて」タイアップポスター 

 

 

 

 

 

「島ぜんぶでおーきな祭（第１１回沖縄国際映画祭）」における広報啓発活動について 

 

左からシネマとうほく鳥居さん，洞口依子さん，今福保護局長， 

バッドボーイズ佐田さん，更生ペンギンのホゴちゃん 
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○レッドカーペットイベントへの出演 

映画祭の最終日には，国際通りにおいて，女優の洞口依子さん，よしもと芸人の木村祐一さ

ん，バッドボーイズ佐田さんと更生ペンギンのホゴちゃんが，沖縄県の更生保護関係者ととも

にレッドカーペットイベントに出演しました。沿道の皆さんから，「ホゴちゃーん！」「かわい

い！」とたくさんの声援をいただき，会場は大いに盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国際通りにて，“社会を明るくする運動”をＰＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
レッドカーペットイベントのゴール地点のステージ 

たくさんのご声援ありがとうございました！

「島ぜんぶでおーきな祭（第１１回沖縄国際映画祭）」における広報啓発活動について 
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裁判員制度１０周年記念シンポジウム「裁判員制度のこ

れまで，そしてこれから」を開催しました 

 

１ はじめに ～裁判員制度は１０周年を迎えました！～ 

 裁判員制度は，国民的基盤に支えられた司法を確立することを目指して，平成２１年５月２

１日，運用が開始されました。 

 その運用開始からちょうど１０年目となった令和元年５月２１日，弁護士会館クレオにおい

て，法曹三者の共催企画として，裁判員裁判１０周年記念シンポジウム「裁判員制度のこれま

で，そしてこれから」を開催しました。 

 会場には，自治体や民間団体の御来賓の方々を迎え，法曹三者等，１００名以上の方々に御

来場いただきました。 

 

２ 主催者挨拶 

 まず，本シンポジウムを共催する各機関の御挨拶として，山下法務大臣，今崎最高裁判所事

務総長，菊地日本弁護士連合会会長，堺次長検事から，それぞれ御挨拶がありました。 

  山下法務大臣は，挨拶において，令和という新たな時代において，裁判員制度を含めた我が

国の刑事司法制度が，国民の皆様の御理解の下で，円滑に運用されるよう，引き続き，国民の

胸に落ちる法務行政に努めてまいりたい旨述べました。 

 

挨拶を行う山下法務大臣 

３ 基調講演 

 続いて，法務省特別顧問・東京大学名誉教授である井上正仁先生による御講演が行われまし

た。 

 井上先生からは，「裁判員制度と刑事司法－二人三脚１０年の歩み－」として，司法制度改

裁判員制度１０周年記念シンポジウム「裁判員制度のこれまで，そしてこれから」を開催しました 
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革推進本部事務局に設けられた「裁判員制度・刑事検討会」の座長として，制度の導入に携わ

っておられた際のエピソードを交えながら制度の誕生に至る経緯を御紹介いただくとともに，

各種統計を踏まえ，裁判員制度を含めた刑事司法制度全体の変化について御紹介いただき，裁

判員制度が更に成熟したものとなるよう，国民全体で制度を育てていくことの重要性について，

お話がありました。 

 

        井上先生の基調講演の様子 

４ パネルディスカッション 

 最後に，東京大学大学院法学政治学研究科教授である川出敏裕先生の司会により，実務家で

ある裁判官，検察官及び弁護士が，裁判員経験者２名の方とともに，パネルディスカッション

を行いました。 

 まず，「裁判員制度のこれまで」として，裁判員制度の導入から現在までの間に刑事裁判が

どのように変化したかについて，実務家からは，制度の導入によりいかにして一般の方に分か

りやすい訴訟活動を行うかといった点を意識するようになったとの意見があったほか，分かり

やすい主張・立証等に関する具体的な取組についての紹介がありました。 

 裁判員経験者の方からは，検察官，弁護人及び裁判官の説明が分かりやすく，納得できる評

議ができたという意見がありました。 

 次に，「裁判員制度のこれから」として，実務家からは，国民の皆様が裁判員裁判に参加し

やすくなるため，引き続きより分かりやすい審理に努めるとともに，企業や学校等に対する積

極的な広報活動を行うなどし，制度についてより一層理解していただくよう努めていきたいと

の意見があり，裁判員経験者の方からも，裁判員裁判に参加したことは良い経験であったため，

その経験をより多くの人に伝えていきたいという意見がありました。 

 

裁判員制度１０周年記念シンポジウム「裁判員制度のこれまで，そしてこれから」を開催しました 
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   パネルディスカッションの様子 

 

５ おわりに 

本シンポジウムが，御来場の皆様を始め，国民の皆様にとって，裁判員制度のこれまでを

振り返り，そしてこれからを考える良い機会となりましたら幸いです。 

法務省としても，制度の円滑な運営がなされるよう，引き続き努力してまいりたいと考え

ています。 

 

 

 

 

 

裁判員制度１０周年記念シンポジウム「裁判員制度のこれまで，そしてこれから」を開催しました 
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「成年年齢引下げ動画コンテスト」を開催しました。 

 

 
○動画コンテストの開催趣旨 

 平成３０（２０１８）年６月，国会において，民法が定めている成年年齢を２０歳から１８

歳に引き下げる法律が成立し，令和４（２０２２）年４月１日に施行される予定です。 

民法の定める成年年齢は，単独で契約を締結することができる年齢という意味と，親権に服

することがなくなる年齢という意味を持つものであり，一般的に「大人」になる年齢であると

言われています。この年齢は，明治２９（１８９６）年に民法が制定されて以来，２０歳と定

められてきました。これまでは，約１４０年間，成年年齢が２０歳だったのですが，選挙権年

齢が１８歳になり，また，世界的に見ても１８歳を「大人」と扱うのが主流であるため，日本

においても，成年年齢を１８歳に引き下げることとなりました。現在，日本では，少子高齢化

が急速に進んでいますが，成年年齢を引き下げ，１８歳，１９歳の若者に「大人」の仲間入り

をしてもらい，積極的に社会参加していただくことで，日本の社会を活性化したい，そんな期

待をしています。 

 今回，法務省では，成年年齢の引下げによって特に影響を受ける若者に対して成年年齢の引

下げの意義等について周知し，受身の対応ではなく自発的に考えてもらいたいという思いを込

めて，動画コンテストを開催することとしました。 

 

○企画内容 

 平成３１年１月１１日（金）～同年２月２８日（木）を募集期間とし，法務省のホームペー

ジ内に成年年齢引下げ動画コンテスト特設サイトを設け，成年年齢の引下げを題材として，若

者（１０代，２０代）に動画（１５秒以上９０秒以内）を作成してもらい，You Tube に投稿し

ていただきました。優秀作品については，法務大臣賞（最優秀作品１点），副大臣賞及び政務官

賞（優秀作品２点），民事局長賞（佳作３点）を授与し，作品を本コンテストの特設サイト

（https://www.moj.go.jp/MINJI/18years_movie_contest/）や You Tube の法務省チャネル

「成年年齢引下げ動画コンテスト」を開催しました。 
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（https://www.youtube.com/MOJchannel）上に掲載するとともに，法務省大臣室において表彰

式を行いました。 

 

○結果 

平成３１年３月２９日（金），法務省大臣室において，表彰式を行いました。表彰式には，最

優秀賞である法務大臣賞を受賞された柏木麻理子さん，法務副大臣賞を受賞された川崎美音さ

ん，佐藤桃香さん，法務大臣政務官賞を受賞された寺川万理さん，民事局長賞を受賞された渡

邊桜弥さん，須貝壮さん，髙田朋希さんの７名を法務省にお招きし，表彰状及び副賞等を贈呈

しました。表彰式に続いて，受賞者と山下法務大臣，平口法務副大臣との懇談会が行われまし

た。懇談会では，受賞作品を視聴するなどした上，大臣から，皆さんのクリエイティビティを

生かしてこれからも活躍してもらいたい，とのメッセージがありました。 

 

左から小野瀬厚民事局長，髙田朋希さん（民事局長賞），須貝壮さん（民事局長賞），渡邊桜弥さん（民事局長賞），平口洋法

務副大臣，山下貴司法務大臣，柏木麻理子さん（法務大臣賞），川崎美音さん（法務副大臣賞），佐藤桃香さん（法務副大臣賞），

寺川万理さん（法務大臣政務官賞） 

 
懇談会の様子 

「成年年齢引下げ動画コンテスト」を開催しました。 

「成年年齢引下げ動画コンテスト」を開催しました。 
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国際テロリズム要覧（Web 版）の紹介 

 

○「国際テロリズム要覧（Web 版）」 

公安調査庁では，平成５年（１９９３年）から，世界の

テロリズムの潮流及び各種組織の実態について取りまと

めた「国際テロリズム要覧」を発刊しています。また，同

要覧を国民の皆様に広く知っていただくため，ホームペー

ジ上に，同要覧を分かりやすく再編集した「国際テロリズ

ム要覧（Web 版）」を掲載しています。 

 Web 版では，最近の国際テロ情勢や個別の国際テロ組

織について検索することが可能となっており，特に注目さ

れる国際テロ組織については，組織の設立経緯や目的，概

要，指導部の構成，近年の動向，活動理念などを詳しく紹

介しています。 

  

 

○「最近のテロ等発生状況」 

さらに，公安調査庁ホームページでは，世

界各地の国際テロリズム関連の事件をまと

めた「最近のテロ等発生状況」を掲載してい

ます。世界では，今なお頻繁に，テロ事件が

発生していますが，同コンテンツでは，こう

した事件の概要を地域・年・月ごとにまとめ

ています。国際テロリズム要覧（Web 版）と

併せてご利用いただければ，国際テロに対す

る認識を更に深めていただけるものと思い

ます。随時更新していきますので，是非，ご

利用下さい。 

  

○「公安調査庁とテロの未然防止に向けた取組」 

公安調査庁は，破壊活動防止法と無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基

づき，国際テロリズムを含む我が国の公共の安全に影響を及ぼすおそれのある国内外の公安情

勢について幅広く情報を収集・分析し，得られた情報を関係機関等に提供することで，我が国

の危機管理や外交・安全保障に関する重要施策の推進に貢献しています。 

 今後，我が国においては，ラグビーワールドカップ２０１９（本年９～１１月）が開催さ

国際テロリズム要覧（Web 版）の紹介 
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れるほか，２０２０年には，京都コングレス（２３ページ参照）や東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会など，国際社会の注目を集めるイベントが数多く予定されています。公安調

査庁ではこれら大規模イベントの安全開催等に向け，テロの未然防止に関する情報収集・分析

体制の強化を図るとともに，「国際テロリズム要覧（Web 版）」等を通じて，国民の皆様や民

間企業に対し，国際テロに関する情報提供に努めています

国際テロリズム要覧（Web 版）の紹介 
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法制度整備支援の現場から 

  

インドネシア法務人権省及び最高裁判所を相手方機関とする当プロジェクトでは，インドネ

シアでの知的財産権の保護，法令間の整合性が向上することなどを目的として活動を行ってい

ます。このプロジェクトには，検事２名（うち裁判官出身１名），特許庁から１名の合計３名の

専門家が現地に派遣されています。 

インドネシアでは法令間の矛盾が多く，これが投資を妨げる大きな要因の一つとなっており，

当職は，インドネシア法務人権省法規総局を相手方としてインドネシアの法令間の整合性を向

上させる支援業務に従事しています。具体的には，同局の職員とともにインドネシアの法令の

制定過程等に関する法律の改正に向けた活動や，法令の起草，審査の際に参照される法制執務

資料の作成などを行っています。 

インドネシアには約２万人の日本人が住んでおり，仕事やプライベートで多くの日本企業の

関係者と会いますが，その際当職が担当するプロジェクトの概要について説明すると，多くの

人から「それは大変なプロジェクトですが，是非頑張って下さい。」と言われます。そのくらい

企業関係者にとって，インドネシアの法令間の矛盾は大きな問題となっているようで，当プロ

ジェクトの活動は，インドネシアだけでなく，インドネシアに投資をしている外国企業にとっ

ても，重要なものであることを感じます。 

インドネシアでの活動は，なかなか思うように進まないことも多いですが，当プロジェクト

がインドネシアやインドネシアで働く人々のためにつながると思い，日々業務を行っています。 

 
法制執務資料を作成するワーキンググループ 

 

（インドネシア長期専門家 廣田 桂） 

 

法制度整備⽀援の現場から 
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京都コングレス便り 

 

来年４月に開催する京都コングレスについて今回から数次にわたり，その内容を紹介します。

今号は，京都コングレス開催に当たっての法務大臣からのメッセージを紹介します。 

○法務大臣からのメッセージ 

平和と公正をすべての人へ 

Peace and Justice for All 

２０２０年４月２０日から２７日までの間，京都国際会館において，第１４回国連犯罪防 

止刑事司法会議（京都コングレス）が開催されます。   

 

   コングレスは，犯罪防止・刑事司法分野における国連最大規模の会議で５年に１度開催

されており，我が国は，５０年前の１９７０年，京都でコングレスを開催しました。これは，

当時としてはヨーロッパ以外の地域で初めて開催されたものであり，「犯罪と開発」をテー

マとして議論が行われました。   

 

   それから半世紀が経ち，私たちを取り巻く社会は，グローバリゼーションが進む中，よ

り複雑かつ多様な犯罪の脅威に直面するようになりました。また，２０１５年には，国連に

おいて「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が策定され，法の支配が浸透した安全・安心な

社会の実現が，国際社会全体の発展に不可欠な土台であるとの考えが広く浸透してきました。    

 

 このような背景の下，今次の京都コングレスのテーマは，「２０３０アジェンダ（ＳＤＧ

ｓ）の達成に向けた犯罪防止，刑事司法及び法の支配の推進」とされています。また，この

京都コングレスに先立ち，未来の社会を担う世界の若者たちが同様のテーマについて議論を

行うユースフォーラムも開催します。   

  

 我が国は，長年にわたって，安全・安心な社会の実現に向けてたゆまぬ努力を続けており，

近年は，犯罪被害者の保護・支援，官民連携による再犯防止の取組などに特に力を注いでま

いりました。   

 

 ２０２０年は，東京オリンピック・パラリンピックが開催され，我が国への国際的な注目

が高まる年です。そのような年に開催される京都コングレスは，このような我が国の取組や

これを支える法遵守の文化の大切さを世界に発信するとともに，国民の皆様によって支えら

れてきた我が国の安全・安心な社会を世界の方々に体感していただく絶好の機会であると考

京都コングレス便り 
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えています。   

  

 京都コングレスを成功に導くため，法務大臣として，今後も全力で取り組んでまいります。

この機会に，誰一人取り残さない安全で安心な社会を支える犯罪防止や刑事司法について，

関心を高めていただければ幸いです。 

法務大臣 山 下 貴 司  

 

法務大臣メッセージにもありますが，法務省では，京都コングレスの開催１週間前である

４月１３日（月）から１５日（水）に「京都コングレス・ユースフォーラム」を開催します。

また，「京都コングレス」，「京都コングレス・ユースフォーラム」の開催に向けて，本年

９月８日（日），１２月７日（土）及び明年３月１日（日）に国立京都国際会館において公

開シンポジウムを開催します。これらについては次号以降で紹介していきたいと思います。 

また，京都コングレスの情報や詳細などについては，京都コングレス専用ホームページや

公式ツイッターをご覧ください。 

http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/ 

 

      会場である国立京都国際会館                    国際会館内（Room A） 

京都コングレスロゴマーク                       京都コングレス・ユースフォーラムロゴマーク 

京都コングレス便り 
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《新連載！》法務省で働くひと・しごと紹介 Vol.1 

～少年鑑別所で働く心理技官～ 

 

新たに「法務省で働くひと・しごと紹介」の連載を開始します。普段なかなか知ることので

きない法務省で働く人たちの様々な仕事内容を，毎回一人の人に焦点を絞り，エピソードとと

もにお伝えしていきます！ 

法務省で働く人が，どのような仕事をしているのか，皆さんに知っていただければ幸いです。

ぜひご愛読ください。 

 

 

氏  名：首席専門官 高橋 哲(平成１１年採用) 

所 属：東京西法務少年支援センター 

 

○心理技官ってどんな仕事？ 

事件が起きると，多くの方が，なぜ犯罪が起きるのだ 

ろう，どうすれば非行や犯罪のない社会を作ることがで 

きるのだろうと考えると思います。 

心理技官は，非行少年や受刑者に面接や心理検査を行 

い，非行・犯罪の原因を分析する心理職です。最近では，受刑者に対する性犯罪や薬物犯罪等

の教育プログラムの開発や実施，効果検証のための調査研究のほか，少年鑑別所では，一般の

方のご相談に応じる「地域援助」にも力を入れています。 

 

○最近のトピックスは？ 

私が勤務する少年鑑別所は，４月に昭島市に移転しま

した。「もくせいの杜心理相談室」という名称で，悩みを

抱える方，家族，学校の先生から，非行や問題行動の相

談に応じています。地域の方と顔の見える関係を作るた

め，小中学校での講演や高校に足を運び，心理相談に積

極的に応じています。 

 

○どのようなときにやりがいを感じますか？ 

心理アセスメントは，非行少年のこころを理解し，立ち直りの方策を考えるものです。正解

が分からない中で，正解を追い求めるところに難しさとやりがいがあります。なぜ非行をした

のだろう，どうすれば立ち直れるだろうと同僚と議論をし，その子らしい像が浮かび上がると

《新連載！》法務省で働くひと・しごと紹介〜少年鑑別所で働く⼼理技官〜 

 

 
同僚と打ち合わせ 

 
市民向け講座 
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「ああそういうことか」と腑に落ちて，立ち直りに向けた方策も具体的に提案できます。一般

の方からのご相談では，継続的に関わり，より良い変化に立ち会えるところにやりがいがあり

ます。依頼が増えており，地域からの期待とともに責任の重さも感じています。 

 

○心に残っているエピソードがあれば教えてください。 

若い頃に，地域援助(当時は外来相談と呼んでいました）を担当していて，相談が終結する際

に温かい手紙をもらいました。日々の仕事に追われる中で，自分のしてきたことが役に立って

いると感じられ，私が支えられたように感じました。あれから時が過ぎて，今では地域援助が

大きな広がりを見せていることに感慨があります。先輩技官が蓄積してきた非行・犯罪の防止

に関する知見が，今，役に立っていることを実感しています。 

《新連載！》法務省で働くひと・しごと紹介〜少年鑑別所で働く⼼理技官〜 
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「お答えします」～法務総合研究所から～ 

 

Ｑ 法務総合研究所研究部はどのような業務を行っていますか。 

Ａ 法務省浦安総合センター（千葉県浦安市）において，犯罪の防止・抑制に有用な施策の立

案や法務省の業務に役立つための研究を行い，その成果を「犯罪白書」や，「研究部報告」と

して取りまとめて公表しています。 

 

         法務省浦安総合センターの外観                           法務総合研究所研究部の内観 

                法務総合研究所フロントページはこちら⇒ 

 

Ｑ 犯罪白書について教えてください。 

Ａ 昭和３５年から，刑事政策の基礎資料として発刊されているもので，毎年の犯罪動向と犯

罪者処遇を分析するとともに，そのときどきの刑事政策上重要な課題を取り上げて特集を組

んでいます。 

  警察などにおける各種犯罪の検挙人員や，矯正施設の収容者数など，犯罪者が逮捕されて

から更生に向かうまでの間の各種統計を多彩な色を使ったグラフを用い，視覚的に理解でき

るようにしたり，経年変化を分かりやすく示すなどして，犯罪動向を的確に把握する上で手

がかりとなる数値を提供しています。 

  これらの継続性を重視した統計資料は，犯罪情勢の「定点観測」に有用な基礎データとし

て，刑事政策の立案・実施，大学における講義，学者の研究などに役立てられています。 

特集記事で平成 30 年版犯罪白書を紹介（法務省だよりあかれんが Vol.64）⇒     

 

Ｑ 研究部報告について教えてください。 

Ａ 犯罪動向や犯罪者処遇に関する個別のテーマについて，実態調査や海外の情報を収集して，

それら資料を様々な角度から分析し，成果を取りまとめたものです。刑事施策の立案・実施

や，犯罪心理学などの専門的な分野を研究されている方々の参考資料として使われています。 

もっと詳しく犯罪白書や研究部報告の内容を知りたい場合は法務省ホームページ⇒     

  

 

「お答えします」〜法務総合研究所から〜 
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記者が行く！ 

～刑務所作業製品について取材しました～ 

 

 みなさん，刑務所でいろいろな製品が作られていることをご存知ですか？ 

今回はそれらの製品について，法務省矯正局成人矯正課作業係の担当者にお話をお聞きしま

した。 

 

記 者：こんにちは。今日は刑務所作業製品についてお話を伺いにやってまいりました。 

まずは，刑務所作業製品について，読者の方にわかりやすく教えてください。 

担当者：はい。刑務所作業製品とは，全国の刑務所などで，受刑者が刑務作業として製作した

ものをいいます。受刑者は，刑務作業をとおして，就労に必要な知識や技術を習得し，

社会復帰に備えているんですよ。また，売り上げの一部は，犯罪被害者支援団体の活動

に役立てていただいています。 

記 者：そうだったんですね。刑務所作業製品にはどんなものがあるんですか？こだわりのポ

イントも含めてぜひ紹介してください。 

担当者：全国で本当にたくさんの種類の製品を製作しているので，全部は紹介できないのです

が，伝統的な技を刑務所が受け継いでいるというユニークな製品もあるので，ご紹介し

ますね。 

記 者：伝統の技ですか！わくわくしますね～！お願いします！ 

担当者：まずはこちらをご覧ください。 

 

七宝焼の製品写真（笠松刑務所） 

 

担当者：こちらは，日本伝統の「有線七宝焼」です。岐阜県にある笠松刑務所で製作している

記者が⾏く！〜刑務所作業製品について取材しました〜 

 



 

 

29 

んですが，特に見ていただきたいのはこの透明感です！女性の受刑者が，磨きに磨いて

丹精を込めて仕上げた自慢の一品です！この輪郭は，本物の銀線で描いてあるんです。

受刑者は，こうしたとっても繊細な技術を身につけるんですよ。 

記 者：本当にきれいですね。思わず見とれてしまいました。特に色使いがすてきです！どう

やって作っているんですか？ 

担当者：濃淡が美しいですよね。釉薬
ゆうやく

を使っているんです。銀線で描いた輪郭の中に釉薬を入

れるので，はっきりした輪郭になり，きれいな色づけができるんです。ちなみに，この

釉薬は，笠松の地を流れる木曽川の清水で溶いているので，「美濃七宝焼」と命名してい

ます。 

記 者：その土地の川の水を使っているんですか？こだわりにロマンすら感じます。 

担当者：次はこちらをご覧ください。 

 

藍染製品写真（徳島刑務所） 

 

記 者：これは，藍染めですね？ 

担当者：さすが記者さん，お目が高い！こちらも伝統的な作業工程を経て製作されています。

徳島刑務所で製作されているんですよ。 

記 者：なんだか素朴でかわいらしい模様ですね。見ていて落ち着きます。 

担当者：そうですよね。この色は，植物から作った「すくも」という染料で染めているんです

が，生地を絞ったり，染料につける時間を変えて色合いを調整しているんです。 

記 者：なるほど。そうやってこの模様がつけらているんですね。 

    あ！こっちのゴーヤ模様の壁掛けも味わいがあってすてきですね。これも何か伝統的

なものなんですか？ 

記者が⾏く！〜刑務所作業製品について取材しました〜 
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琉球紅 型
びんがた

写真（沖縄刑務所） 

 

担当者：はい。こちらは沖縄刑務所で製作している琉球紅型と呼ばれる，伝統的な染色技法で

製作した染物です。沖縄を代表するもので，紅型の「紅」は色全般を，「型」は模様を指

しているんです。 

記 者：鮮やかな色が使われていて沖縄らしい製品ですね！刑務所の中でその地域の伝統の技

術が引き継がれていること，知りませんでした！実際の作業工程も今度取材させてくだ

さい。 

担当者：ちょうど，５月３１日から６月１日に開催の「第６１回全国矯正展」で，刑務作業実

演・体験コーナーを実施しますのでぜひ来てください。 

記 者：伺います！ 

 

～「第６１回全国矯正展」当日～ 

 

記 者：やってまいりました～。 

担当者：いらっしゃい！ようこそ！ 

記 者：全国矯正展に来るのは初めてなんです。大盛況ですね！ 

記者が⾏く！〜刑務所作業製品について取材しました〜 
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全国矯正展の会場の様子 

 

担当者：おかげさまで毎年たくさんのお客様にお越しいただいています。昨年は２日間で１５，

６００人の方に来場いただいたんですよ。 

記 者：１５，６００人！？すごいですね！それもきっと，刑務所作業製品の品質向上や新し

い商品開発の努力のたまものですね。 

担当者：それではさっそく紹介しますよ！こちらが七宝焼の体験コーナーです。こちらの釉薬

を猫の形のプレートに乗せていってください。 

 

七宝焼に使用する釉薬 

記 者：できました！青い目の白猫にしてみました。次は専用の窯で焼いていくんですね。 

担当者：はい。１時間ほど焼きます。 

記者が⾏く！〜刑務所作業製品について取材しました〜 
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釉薬を乗せたところ（左）と専用の焼き窯（右） 

 

担当者：できましたよ～！ 

 

焼き上がり 

 

記 者：こんなにかわいく仕上がりました。これは一生の宝物です！ 

担当者：目が青くてきれいですね。次は藍染！こちらも体験して行ってくださいね！ 

記 者：白いハンカチに輪ゴムをとめて，染まらない部分を作るんですね。出来上がる模様を

想像しながらの作業なので，センスが問われる気がします。 

記者が⾏く！〜刑務所作業製品について取材しました〜 
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藍染の模様を作るための作業の様子 

 

担当者：次は染料に浸けていきます。浸けたあとに生地を広げて空気に触れさせることで，色

がしっかり染まるんです。これを何回か繰り返します。 

 

生地を「すくも」に浸けている様子 

 

記 者：なんだか不思議なにおいがするんですが。 

担当者：「すくも」は醗酵させている染料なので，独特なにおいがするんですよ。 

記者が⾏く！〜刑務所作業製品について取材しました〜 
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染めたあとの模様の様子 

 

記 者：できました～！丸い模様にしたかったのに少しカクカクになっちゃいました。しかし，

私のワイシャツの袖口も藍色に染まっております。（涙） 

担当者：次は琉球紅型です。染料でコースターに色を付けていってください。最初は薄い色を

塗って，少しずつ濃い色を塗っていきますよ。 

記 者：絵心に自信はないですが，がんばります！ 

 

琉球紅型製作作業の様子 

記者が⾏く！〜刑務所作業製品について取材しました〜 
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出来上がり 

 

担当者：今日はいかがでしたか？ 

記 者：どの製品も美しいだけでなく，丹精を込めて作られていることが分かりました。実際

の作業を体験すると，その製品が作られるまでの過程が，よりリアルにイメージできて，

感動すら覚えました。こういう美しい製品を毎日丁寧に作っていたら，受刑者も社会に

復帰することへの意欲が強くなるのではないかと感じました。 

今日は実際の作業工程を取材させていただきありがとうございました！なんだか刑

務所作業製品に愛着が沸きました。 

担当者：こちらこそありがとうございました。またいつでも取材にきてくださいね！ 

 

その後，会場を回っていると，こんなかわいい製品を見つけました。 

広島刑務所とカープがコラボした「刑務官カープ坊や」の缶バッチで，なかなかのレア商品

らしいですよ。広島の平和記念公園に寄贈された折鶴を再生させた紙を使用しているとのこと

でした！ 

 

カープ坊や

記者が⾏く！〜刑務所作業製品について取材しました〜 
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そんなとき法テラスがお役に立ちます！ 

そんなとき法テラスがお役に⽴ちます！ 
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～Information～ 

全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間 
（令和元年８月２９日（木）から同年９月４日（水）まで） 

 

子どもの人権問題に関する相談活動の強化を目的として，専用相談ダイヤル「子どもの人権１

１０番（フリーダイヤル０１２０－００７－１１０）」の強化週間を実施しています。 

期間中は，平日には，通常時よりも受付時間を延長し，午前８時３０分から午後７時まで相談

を受け付けるとともに，土曜日・日曜日にも，午前１０時から午後５時まで相談を受け付けま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国⼀⻫「⼦どもの⼈権１１０番」強化週間 
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～Information～ 

今年も，「法務省こども霞が関見学デー」を開催します！ 
 

○「こども霞が関見学デー」とは？ 

「こども霞が関見学デー」は，業務体験や職場見学などを通じて，親子の触れ合いを深め，子

どもたちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会とすることなどを目的として開催されるイ

ベントで，各府省庁等が様々なプログラムを実施しています。 

 

○「法務省こども霞が関見学デー」のみどころ 

 法務省では，今年は夏休み中の８月７日（水），８日（木）に開催します。 

《主なイベント内容》 

◆検察官による「模擬取調べ」実演！（事前予約制） 

◆こども落語会「赤れんが亭」（事前予約制） 

◆みんなで守ろう日本の玄関！君も入国審査官！（ゲームでニセモノ旅券を見破ろう！） 

◆“特別機動警備隊”ってどんな人たち？今年誕生した，スーパー刑務官部隊に会いに行こ

う！ 

◆君はどんな性格？ 法務少年支援センター（少年鑑別所）の広報用性格検査を体験しよ

う！ 

◆知ってみよう！やってみよう！ －更生保護クイズラリー，ホゴちゃんぬり絵－ 

◆人権擁護委員さんと学ぶ，「人権教室」（８月７日のみ） 

◆心のバリアフリー体験，車いすにのってみよう！ 

◆ＮＨＫ「いじめをノックアウト」タイアップ企画 ～「マダ友」プロジェクトに参加しよ

う～ 

◆よしもと×法務省！「法務省のお仕事★学びまＳＨＯＷ」 

 

ほかにも夏休みの自由研究にぴったりなイベントをたくさんご用意していますので，是非

ご家族でご参加ください！イベントの詳細は，法務省ホームページをご覧ください。 

 

 
法務省こども霞見学デー

専用ホームページ 

今年も，「法務省こども霞が関⾒学デー」を開催します！ 

 




