
法務省だよりあかれんが
10 月 5日（土）は「法の日フェスタ」!!
今月の注目記事 !

●全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間の実施
●教員向け法教育セミナーの開催状況
●再犯防止啓発月間の主な取組
●法整備支援の世界を紹介
●第  69  回“社会を明るくする運動”の紹介
●ブロック矯正展のシーズン到来
● 京都コングレス便り
● 法務省で働くひと・しごと紹介
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全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します！ 

 

１ 「女性の人権ホットライン」について 

 

 法務省の人権擁護機関では，配偶者やパートナーからの暴力，職場等におけるセクシュアル・

ハラスメント，ストーカー行為といった女性を巡る様々な人権問題についての相談を受け付ける

専門相談電話として「女性の人権ホットライン」（全国共通・０５７０－０７０－８１０）を開

設しています。 

 「女性の人権ホットライン」にダイアルすると，最寄りの法務局・地方法務局につながり，相

談は，女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。相談は無料で，秘

密は厳守します。 

 

２ 強化週間について 

 毎年，女性の人権問題に関する相談活動を強化することを目的として「全国一斉『女性の人権

ホットライン』強化週間」を実施しています。この強化週間は，内閣府の男女共同参画推進本部

が実施している「女性に対する暴力をなくす運動（毎年１１月１２日から１１月２５日）」に合

わせて実施しているものです。 

 今年は１１月１８日（月）から１１月２４日（日）までの７日間を「全国一斉『女性の人権ホ

ットライン』強化週間」とし，期間中は，平日午前８時３０分から午後７時まで（通常時は午前

８時３０分から午後５時１５分まで）相談を受け付けるとともに，土曜・日曜にも，午前１０時

から午後５時まで相談を受け付けます。 

 

３ 「女性の人権ホットライン」での相談から救済措置を講じた事例 

 夫の暴力行為から逃れるため，子どもと共に親族宅に避難していた女性から，法務局の相談電

話「女性の人権ホットライン」に相談がされました。 

 相談を受けたＡ法務局は，被害者が自宅のある県内のシェルターへの避難を希望していたこと

から，速やかに被害者の住所を管轄するＢ法務局に相談するよう案内するとともに，Ｂ法務局に

対し，相談内容を連絡しました。連絡を受けたＢ法務局は，当日中に被害者との面談を実施の上，

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します！ 
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被害者と共に市役所の担当課に赴き，被害者の状況を説明しました。その結果，被害者らは同日

中に婦人相談所のシェルターに一時保護されました。 

 

４ お気軽に相談ください。 

 配偶者やパートナーからの暴力，職場等におけるセクシュアル・ハラスメント，ストーカー行

為など，一人で悩まず，お気軽に「女性の人権ホットライン」にご相談ください。また，皆さんの

周りにで被害に苦しんでいる人がいるときも「女性の人権ホットライン」で相談ができることを

紹介してください。相談をお待ちしております。 

 

５ お役立ちリンク 

・女性の人権ホットライン ０５７０－０７０－８１０ 

  受付時間 平日 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  ※強化週間期間中は受付時間を延長して土曜・日曜も受付けます。 

 詳しくはこちら＜http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.html＞ 

 

・インターネット人権相談窓口  

  こちらは２４時間受け付けています。相談フォームに氏名，住所，年齢，相談内容等を記入

して送信すると，最寄りの法務局から後日，メール，電話又は面談により回答します。 

 詳しくはこちら＜http://www.jinken.go.jp/＞  

 

 

 

 

 

 

 

  

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します！ 
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教員向け法教育セミナーを開催しました 

令和元年８月２０日（火），東京都千代田区の一橋大学一橋講堂において，「教員向け法教育セミ

ナー ～成年年齢引下げと新学習指導要領を踏まえて～」を開催し，公民科や家庭科を始め様々

な教科の先生方のほか，法曹関係者や研究者など多数の方にご参加いただきました。 

 成年年齢の引下げや新学習指導要領の実施に伴い，法教育の必要性が近年ますます高まってい

ることから，本セミナーでは，成年年齢の引下げまでに子どもたちが法的なものの考え方を身に

付けられるよう学校現場での法教育実施に焦点を当てた講演と分科会を実施しました。 

 

 

１ 基調講演及び法務省説明 

 

金子修大臣官房司法法制部長の開会挨拶の後，法務省に設置した法教育推進協議会の委員でも

ある福井大学学術研究院教育・人文社会系部門の橋本康弘教授から，「新しい学習指導要領におけ

る法教育の位置づけ」についてご講演いただきました。続いて，同じく同協議会において委員を

務められた一橋大学大学院法学研究科の小粥太郎教授から，「法教育における民法のエッセンス」

について，ご講演をいただきました。 

また，法務省説明として，大臣官房司法法制部からは「法教育推進協議会作成の法教育教材に

ついて」を，民事局からは「成年年齢引下げの意義とその内容について」を，それぞれ説明しま

した。 

 

 

基調講演，法務省説明の会場の様子 

 

教員向け法教育セミナーを開催しました 
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２ 分科会 

 

分科会においては，現役の学校教員が講師となり，小学校･中学校･高等学校の校種別に，法教

育推進協議会作成の法教育教材を用いた模擬授業（グループワーク）を行いました。 

模擬授業では，講師による法教育授業の実践経験に基づくグループワークを通じ，各分科会と

も活発に議論が行われました。 

また，講師からは，実際に法教育教材を使用して授業を行った際の児童・生徒の具体的な反応

や，児童・生徒達の思考を揺さぶり深い学びへと導くための問い掛け方などといった説明も行わ

れました。 

 

 

分科会の会場の様子 

 

３ セミナー参加者の感想等 

 

参加された学校教員の方々からは，「授業の具体例や法教育の意義を知ることができ，法教育を

実践したいと思った。」，「教材に掲載されている指導案を使って授業をしてみたいと思った。」，「東

京以外の地方でも開催いただきたい。」等の感想をいただきました。 

本セミナーで使用した教材は，法務省ホームページの法教育ページでご案内しています。各学

校等における授業のほか，教員研修，教員養成課程など，様々な場面での法教育の取組にご活用

いただければ幸いです。 

 

小学生を対象とした教材 

（URL：http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00036.html） 

中学生を対象とした教材 

教員向け法教育セミナーを開催しました 
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（URL：http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00037.html） 

高校生を対象とした教材 

（URL：http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00038.html） 

 

（参考） 

教員向け法教育セミナーの概要は法務省ホームページ 

（URL：http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/seminar.html）でご案内しています。 

 

  

教員向け法教育セミナーを開催しました 
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今年の再犯防止啓発月間の主な取組をまとめました！ 

 

毎年７月は，再犯防止推進法が定める「再犯防止啓発月間」です。 

 

★「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，指導や支援をすることをいい

ます。 

★「再犯防止啓発月間」って？ 

→再犯防止について，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！ 

 

○山下法務大臣（当時）が，吉本新喜劇に特別出演しました！ 

令和元年７月３日（水），山下法務大臣（当時）が，なんばグランド花月（大阪府）において，「更

生するならこうせい？」と題したストーリーを公演中の吉本新喜劇に特別出演し，再犯防止につ

いて舞台上でＰＲを行いました。座長を務めた川畑泰史さんを始めとする出演者の方々とやり取

りする場面では，会場内が笑いに包まれました。 

 

 

 

 

○「再犯防止シンポジウム 2019」を開催しました！ 

令和元年７月 13 日（土），啓発月間のメインイベントとして，「再犯防止シンポジウム 2019」を開

催しました。 

今年のシンポジウムでは，「依存症からの回復」をテーマとして，依存症支援の最前線で活躍され

ている専門家の方々をお招きし，講演とパネルディスカッションを行いました。 

当日は，およそ 360 名の方にお越しいただき，アンケートでは，「講演の内容に共感した」，「もっ

といろいろな話を聞きたくなった」など，高い評価をいただきました。  

 

吉本新喜劇に登場する山下大臣（当時） 

今年の再犯防止啓発月間の主な取組をまとめました！ 
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再犯防止シンポジウムは，今後も各地で開催されます！ 

詳細は，あかれんが Information をご覧ください。多くの皆様の御参加をお待ちしております。 

 

○再犯防止キャラバン隊が鳥取県・島根県を訪問しました！ 

令和元年７月 29 日（月）及び 30 日（火），門山法務大臣政務官（当時）を隊長とするキャラバン

隊が，鳥取県と島根県を訪問しました。鳥取県では，平井伸治鳥取県知事や再犯防止に取り組む

民間団体等の方々と再犯防止の取組について意見交換を行い，島根県では，全国に４か所ある官

民協働で運営する PFI 刑務所の一つである島根あさひ社会復帰促進センターを視察しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

再犯防止キャラバン隊についての詳細は再犯防止キャラバンページをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00044.html 

 

○「再犯防止」広報コーナーの特別設置 

法務省赤れんが棟内や法務省庁舎西玄関待合スペースに広報コーナーを設置し，再犯防止に関す

る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動画の放映を行い，来省され

た多くの方に見ていただきました。 

 

 

平井鳥取県知事（左）と門山大臣政務官（当時・右） 

パネルディスカッションの様子 

今年の再犯防止啓発月間の主な取組をまとめました！ 
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○「再犯防止啓発ポスター」の掲示 

「再犯防止啓発ポスター」について，関係機関等に御協力いただき，官公庁や駅等に多数掲示い

たしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★再犯防止の取組についてもっと詳しく知りたい方は… 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「誰一人取り残さない」社会の実現に向け， 

犯罪や非行をした人たちの立ち直りに御理解と御協力をお願いします。 

地下鉄駅構内に掲示されたポスター 

今年の再犯防止啓発月間の主な取組をまとめました！ 
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法整備支援の世界に飛び込んでみませんか？ 

 

１ シンポジウム「法整備支援へのいざない」を開催しました 

法務総合研究所国際協力部は，令和元年６月 29 日（土），公益財団法人国際民商事法センター，

慶應義塾大学大学院法務研究科，名古屋大学大学院法学研究科・法政国際教育協力研究センター

との共催により，大阪中之島合同庁舎国際会議室（大阪会場）及び国際法務総合センター国際棟

国際会議場 A（東京会場）において，シンポジウム「法整備支援へのいざない」を開催しました。 

このシンポジウムは，「法整備支援とはどのようなものなのか？」，「各国の法整備支援の現場で

は，どのような活動が行われているのか？」，「法整備支援に携わるにはどうすればよいか？」と

いった疑問にわかりやすく答え，「自分も法整備支援をやってみよう！」と思ってもらえることを

目指して毎年実施しています。 

 

大阪会場の様子 

 

２ シンポジウムのプログラム 

 こうした観点から，今回のシンポジウムでは，当部教官が法整備支援の概要説明を行ったほか，

JICA長期専門家としてラオスに派遣され，現地で約７年間にわたって活躍された石岡修弁護士に，

「法整備支援の魅力～ラオス民法典起草支援の経験から～」と題して基調講演をしていただきま

した。我が国が支援したラオスの民法典は，その草案が昨年 12 月に国会で承認されて，支援が実

を結びましたが，その間の苦労などを伺うことができました。 

 ほかにも，研究者の立場でベトナムやラオスに対する法整備支援に関わってこられた同志社大

学川嶋四郎教授，慶應義塾大学松尾弘教授，摂南大学大川謙蔵准教授による対談等が行われまし

た。 

 

法整備支援の世界に飛び込んでみませんか？ 
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石岡修弁護士による基調講演の様子 

 

 

川嶋教授，松尾教授，大川准教授による対談の様子 

 

３ 参加者からの感想 

 当日は，メインの大阪会場で 93 名，テレビ会議で接続した東京会場でも 41 名の方々に御参加

いただきました。大学生やロースクール生が多かった中，高校生の参加者も見られました。参加

者からは，「国際協力をしたい，と漠然と考えているだけだったが，具体的な手段として法整備支

援を選択肢に入れたい。」，「普段はあまり聞かない国々の法整備のための活動にとても興味を持っ

た。」，「法務総合研究所，JICA，研究者等各プレイヤーの経験がバランス良く語られており，今回

学んだ理解を更に深めたい。」などの感想をいただきました。 

 

４ 終わりに 

 皆さんも，法整備支援の世界に飛び込んでみませんか？きっと刺激的で，やり甲斐のある活動

と思っていただけると思います。「法整備支援へのいざない」は来年も実施予定です。   

 また，法務総合研究所は，今年 12 月７日（土）に，慶應義塾大学三田キャンパスで開催予定の

「法整備支援シンポジウム」にも協力しています。皆さんの御参加をお待ちしています。 

（法務総合研究所国際協力部副部長 伊藤浩之） 

法整備支援の世界に飛び込んでみませんか？ 
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第 69 回“社会を明るくする運動” 

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～ 

中央行事「立ち直りフェスティバル」の開催結果について 

 

 法務省だより「あかれんが」（vol.65）にてお知らせしました、“社会を明るくする運動”中央

行事「立ち直りフェスティバル」の開催結果について御紹介します。 

 

１ はじめに 

 「“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～」は、全

ての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場に

おいて力を合わせ、犯罪のない明るい地域社会を築くための全国的な運動です。 

本運動の強調月間である７月には、全国各地で様々な行事等を実施しました。 

「立ち直りフェスティバル」は、“社会を明るくする運動”の中央行事として、また、再犯防止

啓発月間のオープニングイベントとして、令和元年７月１日（月）に東京都千代田区の有楽町駅

前広場で開催しました。 

 

２ 「立ち直りフェスティバル」の開催内容 

 最初に、“社会を明るくする運動”中央推進委員会委員長である山下貴司法務大臣（当時）が挨

拶を行い、来場者の皆様に、犯罪や非行の防止と過ちを犯した人たちの立ち直り支援について、

一層の理解と協力を呼び掛けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、「よしもと社明アンバサダー」就任式を行い、山下法務大臣（当時）から任命状を直接お

渡ししました。 

「よしもと社明アンバサダー」には、来年の第 70 回“社会を明るくする運動”に向け、本運動

を更に盛り上げるため、本年７月１日から１年間、吉本興業に所属する木村祐一さん、横澤夏子

さん及びバッドボーイズさんに広報大使として就任いただきました。 

よしもと社明アンバサダー就任式の様子 

69 回“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～中央行事「立ち直りフェスティバル」の開催結果について 

 

挨拶を行う山下法務大臣（当時） 
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引き続き、トークイベント第一部として、山下法務大臣（当時）、保護司、更生保護女性会員及

びＢＢＳ会員が、また、トークイベントの途中からは本運動のフラッグアーティストである谷村

新司さんが登壇し，更生保護ボランティアの活動内容などについて来場者に紹介しました。 

 

 

さらに、「歌のチカラ」と題して、谷村新司さんと東京都中央区プリエール・ジュニアコーラ

スによる合唱を行いました。当日は、団員の皆さんが一生懸命に元気な声で歌ってくださり、多

くの方が足を止めて聴き入っていました。 

 

合唱の後、トークイベント第二部として、谷村新司さんと東京藝術大学ＣＯＩ拠点プロジェク

ト職員による「第４回 こころをつなぐプロジェクト‐谷村新司さんの『シルバーリング作り』

訪問‐」について紹介しました。東京藝術大学が協力しているシルバーリング作りは、更生保護

施設を舞台として、過ちを犯した人の立ち直り支援についてできることから取り組む実践例の１

つであり、街ゆく人にこのような活動への理解と協力を呼び掛けました。谷村新司さんは、本イ

ベント当日も、こころをつなぐプロジェクトの際に作製したリングを身に付けておられ、立ち直

り支援の大切さなどを述べられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トークイベント第１部御出演の皆様 会場に元気な歌声が響き渡りました 

トークイベント第２部御出演の皆様 

69 回“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～中央行事「立ち直りフェスティバル」の開催結果について 
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 クロージングイベントでは、よしもと社明アンバサダーのバッドボーイズさんと横澤夏子さん

が、ＢＢＳ会員と共に更生保護やＢＢＳ会の活動について紹介するミニコントを行い、会場を盛

り上げました。 

最後に、当日のイベント内容を振り返り、記念撮影を行ってイベントが終了しました。 

 本イベントにおいては、法務省が取り組む再犯防止施策や来年４月に京都で開催される第 14 回

国連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）について動画等を用いて広報活動を行うブースな

ども出展しました。 

 

３ さいごに 

 本イベントを始め、“社会を明るくする運動”強調月間中に全国各地で実施されたイベント等が、

参加された皆様にとって、犯罪や非行の防止と過ちを犯した人たちの立ち直りについて、改めて

考えていただくきっかけとなれば幸いです。 

  

立ち直りフェスティバル最後の記念撮影の様子 

69 回“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～中央行事「立ち直りフェスティバル」の開催結果について 
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ブロック矯正展のシーズン到来！！ 

 

○秋・・・矯正展のシーズン到来です。 

 令和元年５月３１日及び６月１日の両日，東京都千代田区の科学技術館で開催された第６１回

全国矯正展は大盛況でした。 

 全国矯正展を皮切りに，来年２月までの間，全国各地で矯正展が開催されます。秋真っ只中の

１０月から冬の訪れを迎える１１月にかけての期間はもっとも開催が多い時期ですので，全国各

地を旅する傍ら，是非御来場いただきますようお願いします。 

 本年１０月以降に開催予定の各矯正管区等が主催する「ブロック矯正展」については，以下の

とおりとなっております。 

《ブロック矯正展日程》 

名称 主催 会場 日程 

みちのく・みやぎ矯正

展 

宮城刑務所 宮城刑務所 令和元年１０月２７日（日） 

第３１回東海・北陸み

よし矯正展 

名古屋矯正管

区 

名古屋刑務所 令和元年１０月１９日（土）～

２０日（日） 

第３２回関西矯正展 大阪矯正管区 大阪刑務所 令和元年１１月９日（土）～１

０日（日） 

第４２回中国地区矯正

展 

広島矯正管区 広島市中小企業会

館 

令和元年１１月３０日（土）～

１２月１日（日） 

第２３回四国矯正展 高松矯正管区 松山刑務所 令和元年１１月１６日（土）～

１７日（日） 

第３７回九州矯正展 福岡矯正管区 グランメッセ熊本 令和元年１１月２３日（土）～

２４日（日） 

 

 なお，ブロック矯正展以外にも全国各地の多数の施設で各施設独自の矯正展が開催されていま

すので，矯正展情報については，ＣＡＰＩＣホームページのイベント情報を御覧ください。 

矯正展情報はこちら⇒ 

 

 

ブロック矯正展のシーズン到来！！ 
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             Welcome to 矯正展！                   矯正展の様子 

 

  

         矯正展の様子                 矯正展での広報活動 

 

 

○「矯正職員採用広報コーナー」に行ってみよう！！ 

 これまでの矯正展では，刑務所作業製品の即売会のイメージが強かったところですが，矯正展

は，広く矯正のことを知っていただく絶好の機会でもあるため，本年度からは，広報ブースのさ

らなる充実に努めているところです。 

その中の一つとして，全国矯正展で矯正職員の採用広報ブースを設けたところ，連日学生さん

で大盛況でした。特に，「現職の職員から仕事内容の説明ややりがいなど具体的にお話を聞ける貴

重な機会であった」という声が多く，参加した学生さんからは非常に好評でした。 

そうしたこともあって，本年度から，ブロック矯正展においても「矯正職員採用広報コーナー」

を設ける予定です。採用に限らず，矯正職員が刑務所や少年院などで日々どういった仕事を行っ

ているのか，どういった気持ちで受刑者や非行を起こした少年たちに接しているのかなど，現職

職員の生の声が聞ける絶好の機会ですので，矯正展に御来場の際は，是非「矯正職員採用広報コ

ーナー」に足を運んでみてください。 

 休憩がてら，興味深い話が聞けるかも知れませんよ。 

 

ブロック矯正展のシーズン到来！！ 
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矯正展の採用広報コーナーの様子          業務説明をする様子 

 

  

個別の相談に対応する様子          複数職員で対応する様子 

  

ブロック矯正展のシーズン到来！！ 
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お答えします～外国法事務弁護士について～ 

 

【Ｑ１】外国法事務弁護士とは何ですか？ 

Ａ：例えば，外国に進出する日本企業が現地国の法制度についてのアドバイスを求めること

がありますが，我が国でこうした法律事務を行うことができるのは，弁護士のみとされて

います。外国法事務弁護士とは，この例外として，我が国において外国法に関する一定の

法律事務を取り扱うことができる資格です。 

 

【Ｑ２】外国法事務弁護士になるための条件は何ですか？ 

Ａ：外国法事務弁護士となるためには，①外国で法律事務を行うことを職務とし，日本の弁

護士に相当する資格を有すること，②一定の職務経験を有すること等の要件を満たし，そ

の上で外国法事務弁護士となる資格について法務大臣の承認を受け，日本弁護士連合会に

備える名簿への登録を受ける必要があります。 

 

【Ｑ３】外国法事務弁護士は何人いるのですか？ 

Ａ：令和元年８月１日現在，外国法事務弁護士として４２４人が登録を受けています。資格

取得国別では，アメリカ合衆国２２１人（州ごとに資格が異なるため，いずれかの州の資格

を有する者の合計），連合王国７５人，中国４５人，他８３人です。 

  

お答えします～外国法事務弁護士について～ 
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記者が行く！ 

～８月７日，８日に「法務省こども霞が関見学デー」が開催されました～ 

 

みなさん，こんにちは。 

法務省の夏の一大イベントといえば，「法務省こども霞が関見学デー」！ 

ということで，今年もイベントの取材にやってきました。 

さっそく行ってみましょう！ 

 

記 者： こんにちは。 

担当者： ご来場ありがとうございます。 

入国審査をしていますので，まずは「こども旅券」を提出してください。 

審査官： こんにちは。今日はどういう目的で来られましたか？ 

記 者： あっ，はい！取材のために来ました。 

担当者： こちらでこども旅券にスタンプを押しているんです。なんと，本物の入国審査官がこ

ども霞が関見学デー参加のスタンプを押してくれます。 

 

 

 

 

記 者： それはすごい！子どもたちも興味津々ですね！ 

担当者： それではさっそく，メインステージから紹介していきますね。 

     今年も，吉本の人気芸人さんをお招きして，よしもと×法務省のコラボ企画「法務省

のお仕事学びまＳＨＯＷ」を開催していますよ。漫才やクイズを通じて，子どもたちが

法務省のお仕事について楽しく学べるような内容になっているんです。 

入国審査ブースの様子 

記者が行く！〜8 月 7 日、8 日に「法務省こども霞が関見学デー」が開催されました〜 
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記 者： 今年もやはり盛り上がってますね！あっ！ＴＴ兄弟が来てくれていますね！私ＴＴ兄

弟大好きなんです！てぃっ，てぃてぃー，てぃってぃってぃてぃー！法務省にはどんな

Ｔがあるのか楽しみですね！ 

担当者： 私も大好きです。今年は，タケトさん，チョコレートプラネットさん，ランパンプス

さん，田畑藤本さん，バンビーノさんが来てくれているんですよ。コントやクイズ大会

を通じて，法務省のことに関心を持って，子どもたちが学んでくれるとうれしいです。 

 

 

 

 

 

記 者： そうですね。子どもたちの笑顔がまぶしくて，思わず私も参加したくなっちゃいま

す。それでは，他のイベントについても紹介してもらえますか？ 

担当者： こちらも例年人気の，「こども落語会 赤れんが亭」のイベントです。子どもたち

に，人と人とのつながりや思いやりの大切さを知ってもらいたく，入船亭扇蔵さん（真

打ち）と柳亭市弥さん（二ッ目）の２人の落語家さんをお招きして，楽しくて心温まる

落語を披露していただいています。 

「法務省のお仕事学びま SHOW」の様子 

芸人さんたちと一緒に「はい，チーズ☆」 

記者が行く！〜8 月 7 日、8 日に「法務省こども霞が関見学デー」が開催されました〜 
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記 者： 落語のいろはからお話ししてくれているので，普段なかなか落語に触れる機会のない

子どもたちもすごく楽しんでますね。親子で一緒に大笑いして，とっても明るい雰囲気

です。 

担当者： それでは次にいきますよ！ 

     こちらも毎年みなさんに大好評の人気イベント，「検察官による模擬取調べ実演」で

す。今年もたくさんの事前予約をいただき，会場は超満員ですよ。 

 

 

 

 

記 者： 臨場感たっぷりで緊張しますね。検察官役の人は本物の検察官なんですよね？ 

担当者： そうですよ。検察官役の人も被疑者役の人も，すっかり役に入り込んでいて，まさに

本物の取調べみたいでしょ？検察官の仕事を間近で感じた子どもたちが，将来，検察官

や検察事務官を目指してくれると嬉しいです。 

記 者： そうですね，質問コーナーも設けられていて，とっても勉強になりました。こちらは

何ですか？ 

担当者： 例年，ＮＨＫにご協力いただいている「マダ友プロジェクト」です。まだ出会ってい

ないけど，これから出会うかもしれない未来の友だちを「マダ友」と呼びます。そんな

マダ友から来た，ひとりで心の奥にしまいこんでいる，つらかった経験，悩みについて

「こども落語会」の様子 

模擬取調べとはいえ迫力満点 検察官の目線はどうだったかな？ 

記者が行く！〜8 月 7 日、8 日に「法務省こども霞が関見学デー」が開催されました〜 
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の手紙に対して，お返事を書くコーナーです。 

 

 

 

 

記 者： たくさんの人が，一所懸命考えて，お手紙を書いてくれていますね。みなさんのエー

ルがマダ友に届くといいですね。 

担当者： さて，続いては今回が新規のイベント，公安調査庁が開催している「めざせ！こども

調査官！」です。みなさんには特別調査本部の調査官として，情報を分析してもらい，

テロ予告（フィクション）を読み解いてもらうミッションに挑戦してもらいます。 

 

 

 

 

記 者： みなさん真剣に情報を分析してますね。難しくて私には読み解けないかもしれませ

ん。 

担当者： 記者さんも頑張ってください！ 

さて，こちらも新企画のイベントで，「刑務官ってすごい！」です。今年の４月に，       

矯正施設での緊急事態に迅速に対処できるよう結成された「法務省矯正局特別機動警備

隊」のみなさんが，どのような装備をして，普段どんな訓練をしているのかを披露して

くれるんです。 

みんな熱心に手紙を読んだり書いたりしています！ 

テロ予告を読み解けるかな？ 

記者が行く！〜8 月 7 日、8 日に「法務省こども霞が関見学デー」が開催されました〜 
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記 者： みなさん盾を持ってヘルメットを被ってますね。何を披露してくれるのでしょうか。 

担当者： まずは，盾の使い方です。隊員たちは様々な攻撃を想定して日々訓練を行っています

から，このように子どもたちが投げた石（おもちゃ）が飛んできてもびくともしませ

ん。 

 

 

 

 

記 者： すごい！がっちりガードされてますね。他にはどんな装備をされてるんでしょうか。 

担当者： 気になりますよね。子どもたちには実際に隊員の装備に触れて体感してもらいまし

た。 

実演の様子 

盾の使い方を実演している様子 

記者が行く！〜8 月 7 日、8 日に「法務省こども霞が関見学デー」が開催されました〜 
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記 者： 私にも触らせてくださーい！ 

担当者： ところで，今年の「法務省こども霞が関見学デー」はいかがですか？他にもたくさん

楽しいイベントがあるのですが，全てを説明すると時間がなくなってしまうので，写真

で紹介していきますね！ 

 

 

 

出入国在留管理庁の人気コーナー（入国審査官を目指して，子どもたちがゲームに挑戦中です。） 

 

 

子どもたちが装備に触れている様子 

記者が行く！〜8 月 7 日、8 日に「法務省こども霞が関見学デー」が開催されました〜 
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法務少年支援センター（少年鑑別所）の性格検査体験コーナー（わたしの性格はどうかな？） 

 

 

人権教室のコーナー（人権擁護委員さんと，人権を守ることの大切さを考えてます。） 

 

 

 

車いす体験コーナー（車いすに乗ってみて初めて分かる，普段は気が付かない段差や自動販売機の操作に悪戦苦

闘しています。） 

 

記者が行く！〜8 月 7 日、8 日に「法務省こども霞が関見学デー」が開催されました〜 
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公安調査庁のコーナー（制服体験やお仕事内容を紹介しています。） 

 

 

法テラスクイズのコーナー（法テラスについて詳しく学べます！） 

 

ホゴちゃんのぬりえコーナー（上手にぬれたかな？） 

 

記者が行く！〜8 月 7 日、8 日に「法務省こども霞が関見学デー」が開催されました〜 
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ＳＤＧｓコーナー（法務省における取組を紹介しました。） 

 

 

土地家屋調査士クイズコーナー（どんな仕事かわかったかな？） 

 

 

制服体験コーナー（刑務官や入国警備官の制服を着て写真撮影！） 

記者が行く！〜8 月 7 日、8 日に「法務省こども霞が関見学デー」が開催されました〜 
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法務省の人気キャラクターたちと記念撮影！ 

 

～後日～ 

   

担当者： いかがでしたか？今年の「法務省こども霞が関見学デー」は，天気にも恵まれ，たく

さんの来場者にお越しいただいたおかげで大盛況となりました。なんと２０７１人のみ

なさんにお越しいただいたんです！こどもたちも，法務省について楽しく学んでいただ

き，夏休みのいい思い出になったと思います。 

記 者： すごい！そんなにたくさんの人が来場したんですね！来年も期待できますね！そうい

えば法務省のイベントが１０月にもありますよね？ 

担当者： はい，今年１０月５日には，「法の日フェスタ」の開催も控えていて，こちらも様々

なイベントをご用意しています。みなさん楽しみにしていてくださいね！ 

記 者： わかりました。そのときはまた取材に伺いますので，よろしくお願いします！ 

 

 

  

記者が行く！〜8 月 7 日、8 日に「法務省こども霞が関見学デー」が開催されました〜 
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そんなとき法テラスがお役に立ちます！Vol.46 
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法制度整備支援の現場から～法制度整備支援と「ことば」 

 

 法制度整備支援では，「ことば」が大事になります。ご存じのとおり，言葉にはその国の文化や

人の思考が滲み出ている上，中でも，法律用語というのは，必要に応じて後から技術的に生み出

されたという性質が強く，そこに込められた概念や背景の理解がなおさら重要になってきます。 

 私のいるベトナムでの例を見てみましょう。ベトナム刑事訴訟法の問題を扱う上で“chứng cứ 

buôc̣ tôị”というベトナム語が出てきます。日越辞書を引くと，“chứng cứ “は「証拠」，”buôc̣ 

tôị”は「告発する」などという意味が載っています。しかし，「告発する証拠」と訳すと，相手方

機関とどうも議論がかみ合いません。その後，私は言葉を更に”buôc̣“（縛り付ける），”tôị”（罪）

に分解して考え，相手方機関や通訳さんとの議論を通じて，この場合は，「罪に結びつく証拠」，

つまり，有罪を裏付ける証拠という理解をする方が現状に近いことが分かりました。 

私は，JICA ベトナム法整備支援プロジェクトに長期専門家として派遣されている検事です。プ

ロジェクトは，ベトナムの様々な法・司法機関を対象としていますが，私の主な業務は，ベトナ

ム最高人民検察院が行うセミナー等に出席し，皆さんの実務改善のヒントになるよう，そのテー

マに関連した日本の知見・経験を共有することです。 

 

セミナー会場の様子（右端が筆者） 

 

 ふだん，私達は日本語⇔ベトナム語の通訳を介して活動しているのですが，法律用語を扱う上

では，前記の配慮が必要で，通訳さんに任せてさえいれば十分な通訳が自動販売機のようになさ

れる，とは限らず，法律用語の理解について通訳さんとも日々議論を重ねる必要があります。 

 少しの議論の食い違いは，活動における大きなロスを引き起こします。そして，その議論の食

い違いを引き起こす大きな要因が，法律用語に対する理解の食い違いです。そのため，我々専門

家は，英語や現地語などへの理解を深めるとともに，「ことば」そのものに対する感覚を研ぎ澄ま

さねばなりません。それは，日本語として正しい言葉を使うかどうかという問題にとどまらず，

たとえ相手がうまく理解していないとしても，相手のせいにするのではなく，自分の「ことば」

は相手にどのように伝わっているか？ということを常に謙虚に考える姿勢なのかもしれません。 

法制度整備支援の現場から～法制度整備支援と「ことば」 
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「ことば」の習得は条文から直接行うことが多いです 

 

（ベトナム長期派遣専門家・検事 松尾宣宏） 

 

  

法制度整備支援の現場から～法制度整備支援と「ことば」 
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「京都コングレス便り」 

～京都コングレス・ユースフォーラムについて～ 

前号では「京都コングレス」（２０２０年４月２０日（月）から２７日（月）まで開催）につ

いてお知らせしましたが，本号では「京都コングレス・ユースフォーラム」（以下，ユースフォ

ーラムといいます。）を紹介するため，ユースフォーラムの準備を担当している官房国際課の若

手職員にインタビューを行いました。 

Ｑ ユースフォーラムとは何ですか。 

Ａ ユースフォーラムは，世界の若者たちが，京都コングレスの議題に関連したテーマについ

て議論を行うものです。 

Ｑ ユースフォーラムはいつ開催されるのですか。 

Ａ 京都コングレス開催の前週の４月１３日（月）から１５日（水）までの３日間，京都コン

グレスと同じ会場である国立京都国際会館で開催します。 

Ｑ どのような方々がユースフォーラムに参加するのですか。 

Ａ 世界の大学生・高校生などの若者たちが参加します。様々な価値観やバックグラウンドを

持つ世界の若者が参加し，自分たちが暮らす社会の在り方について，刑事司法の観点から議論

することによって，将来に繋がるパートナーシップを作ることが期待されます。 

Ｑ 議論は英語でするのですか。参加者の募集状況はいかがですか。 

Ａ 議論は英語で行います。参加者の募集については，日本人の学生・生徒の方から大変多く

のご応募をいただき，日本人参加者については申込みを締め切らせていただきました。留学生

については引き続き参加申込みを募集しております。 

Ｑ ユースフォーラムではどのようなテーマが取り上げられるのですか。 

Ａ コングレス本番のテーマや議題に合わせたテーマが取り上げられます。全体テーマを「安

全・安心な社会の実現へ～ＳＤＧｓの達成に向けた私たちの取組～」とし，個別テーマは，①

青少年犯罪の予防・罪を犯した青少年の社会復帰における若者の役割，②法遵守の文化を醸成

するための教育，③安全なネット社会に向けた若者の責任の３つです。 

Ｑ かなり難しいテーマですね。 

Ａ 一見難しそうに見えますが，①については，少年非行の問題に同世代としてどのように向

き合い，対処していくか，②については，日本では当たり前と思われている，法やルールを守

ることが当然ではない国々において，法を守る意識をどのように育むのか，③については，ネ

ットでの何気ない世論で期せずして若者が被害者にも加害者にもなりうる現代において，若

「京都コングレス便り」～京都コングレス・ユースフォーラムについて～ 
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者がネット社会とどのように向き合うべきかなど，参加者一人一人が日々の生活の中で考え，

実践するのに役立つと考えております。 

Ｑ 成果として何か取りまとめるのですか。 

Ａ ユースフォーラムでの議論の結果は勧告として取りまとめられます。そして，その勧告を

ユースフォーラム参加者の代表から京都コングレス本番で発表していただく予定です。 

Ｑ それはユースの方々にとってもモチベーションになりますね。最後に読者の皆様にメッセ

ージをお願いします。 

Ａ ユースフォーラムの準備に当たっては，大学や高校の関係者の皆様と何度も打合せをさせ

ていただいておりますが，そういった方々の熱意のおかげで準備も順調に進んでおります。 

先日９月８日に開催されましたユースフォーラムに関するシンポジウムには，多くの学生・生徒

の参加もあり，５００名を超える方々の参加がありました。本当にありがとうございました。参加

された皆様の熱気に触れ，更にパワーをいただきました。ユースフォーラムの成功に向け，ますま

す準備を加速していきたいと思っております。今後も 京都コングレス専用ＨＰ

（http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/）で様々なお知らせをしていきますので，是非注目

してください！ 

        

【第１回京都コングレスシンポジウムの様子】     【パネルディスカッションでの質疑応答】 

  

 

 

 

 

 

 

 

【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」～京都コングレス・ユースフォーラムについて～ 
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「法務省で働くひと・しごと紹介」 

 

職 名：保護観察官 

氏 名：宇佐美圭司 

採用年：平成１２年 

所 属：東京保護観察所処遇第２部門 

 

・保護観察官ってどんな仕事？ 

   「罪を憎んで人を憎まず」という言葉があります。意味をご存じの方も多いことでしょう。

犯罪や非行は，時として，加害者と被害者の関係を作り出します。被害者の方の痛みを和ら

げることができ，罪を犯した人が社会内で立ち直ることができたら，きっと社会はもっと明

るくなるのではないでしょうか。そんな理想を求めて，毎日，様々な人々と，笑ったり，泣

いたり，怒ったりするのが，保護観察官の仕事なのかもしれません。 

 

・今担当している仕事は？ 

平成２８年から刑の一部の執行猶予という制度が導

入され，保護観察を長期間受けることになった人が増

えるようになりました。その多くが，違法薬物を使用

してしまった人たちです。保護観察の期間中，違法薬

物を再使用しないように「薬物再乱用防止プログラ

ム」を受けることが義務付けられています。私が所属

している部署は，そのプログラムを実施するチームで

すが，どのようにしたら効果的なプログラムが実施で

きるのか，と毎日頭を悩ませながら仕事をしていま

す。 

 

・保護観察官のやりがいって何？ 

    人は一人では生きていけません。人は人と出会っ 

て成長していくものではないでしょうか。保護観察 

官の仕事は，人との出会いの連続です。様々な人の 

人生に触れながら，その人の人生に共感したり，励 

ましたり，逆に励まされたりする。ある人の成長や 

回復の過程で，おせっかいを焼きながら，時には厳 

しい判断を迫られたりもします。だから，人との出 

会いを大切にしたいと思っています。一期一会の毎 

薬物再乱用防止プログラムグループミーティングを 

実施（※写真はイメージです） 

「法務省で働くひと・しごと紹介」 

個別面接をすることもあります 

（※写真はイメージです） 
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日は大変ですが，やりがいにも感じられるのかもしれません。                        

 

・心に残っているエピソードがあれば教えてください。 

   私が所属する部署は，薬物に問題がある人を持つ家族のための「家族会」も開催していま

す。初めて参加する家族の方は，自身を責め，薬物問題を抱える本人を憂い，涙を流す方も

少なくありません。 

しかし，参加の回数を重ねるたびに，涙が笑顔に変わっていきます。また，保護観察を受

けている人に，薬物再乱用防止プログラムを終了する際，「ありがとうございました。本当に

助けられました。」と笑顔でお礼を述べられたことがありました。私はその方々の涙と笑顔が

忘れられません。 

  

「法務省で働くひと・しごと紹介」 
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令和元年１０月５日（土）は「法の日フェスタ」！！ 

 

「法の日フェスタ」とは？ 

 「法の日フェスタ」は，「法の日」（１０月１日）に合わせて，国民の皆さんに法の役割や重要性

について考えていただくきっかけとなるように，法務省・最高検察庁，最高裁判所及び日本弁護

士連合会との共催で開催しているイベントです。毎年１０月第一土曜日に，法務省の建物を開放

して様々なプログラムを実施しています。 

 

今年の「法の日フェスタ」の見どころ 

 今年度は，１０月５日（土）に開催されます。 

 ≪主なプログラム≫ 

 ◆事前申込が必要なイベント 

  ○模擬裁判！～みんなが裁判員～ 

  ○検察官による模擬取調べ実演 

  ○少年院の教育プログラム体験 

  ○「法の日」落語会 

  ○若者会議（「成年年齢引下げ」をテーマにしたディスカッション） 

  ○めざせ！こども調査官！（★） 

  ○国際テロ情勢に関する講演会（★） 

 ◆誰でも参加可能なイベント 

  ○よしもと×法務省 再犯防止 PR ステージ 

  ○特別機動警備隊ワークショップ（★） 

  ○法務省の「おしごと」まるごと紹介コーナー（★） 

  ○法務史料展示室・メッセージギャラリー 

  ○国際協力クイズ 

  ○刑務所作業製品の展示即売会 

               などなど 

   ※（★）のマークがついているイベントは，今年新たに実施されるものです。 

 

 ほかにも多くのイベントをご用意しています。詳細については，法務省ホームページの特設サ

イトをご覧ください。 

 

          

  

    

「法の日フェスタ」専用ホームページ 昨年の「法の日フェスタ」の様子 

令和元年１０月５日（土）は「法の日フェスタ」！！ 
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ブロック別再犯防止シンポジウムを実施します 

（令和元年 10 月から同年 12 月まで） 

  

法務省では，国民の皆様に，再犯の防止等についての関心・理解を深めていただくことを目的

として，「依存症の問題を抱える犯罪をした者等への支援の在り方」をテーマに全国でブロック

別再犯防止シンポジウムを実施します。詳細は順次法務省ホームページに掲載します。ぜひ，お

気軽に御参加ください！ 

 

 10/15（火） 東北ブロック （仙台国際センター） 

 11/１（金） 近畿ブロック （大阪府立男女共同参画・青少年センター） 

 11/10（日） 関東ブロック （さいたま新都心駅周辺ホール） 

 11/23（土） 中国ブロック （広島ガーデンパレスホテル） 

 12/４（水） 四国ブロック （香川県県民ホール） 

 12/８（日） 北海道ブロック（札幌駅前通地下歩行空間） 

12/16（月） 九州ブロック （福岡市立東市民センター） 

 

  

ブロック別再犯防止シンポジウムを開催します 
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公証週間のお知らせ（10 月 1 日～7 日） 

  

公証制度は、金銭の消費貸借や不動産の売買、賃貸借など重要な契約をしたり、遺言を作成し

たりするときに、法務大臣が任命した公証人が、法的に極めて強力な証拠力が認められる「公正

証書」を作成することによって、後日のトラブルを未然に防ぐための制度です。 

日本公証人連合会では、法務省の後援の下に、毎年 10 月 1日から 7日までの 1週間を「公証

週間」と定め、公証制度の普及に努めています。 

  

・関連ホームページ：法務省「公証制度について」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji30.html 

日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/ 

  

公証週間のお知らせ（１０月１日～７日） 
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「全国一斉！法務局休日相談所」を開設します 

（令和元年１０月６日（日）） 

  

法務局・地方法務局においては，行政サービスの向上の観点から，令和元年１０月６日（日）

に，「全国一斉！法務局休日相談所」を開設します。 

 この「全国一斉！法務局休日相談所」においては，法務局職員のほか，その相談所によって

は，司法書士，土地家屋調査士，人権擁護委員又は公証人が，①土地・建物の相続の登記や抵当

権の抹消の登記に関するご相談，②隣地との筆界に関するご相談，③会社・法人の設立の登記や

役員の変更の登記に関するご相談，④いじめなどの人権問題に関するご相談，⑤地代・家賃の供

託に関するご相談,⑥無戸籍でお困りの方に関するご相談など，日常生活の様々な心配ごと，困

りごとなどに関するご相談を無料でお受けいたします。秘密は厳守いたしますので，安心してご

相談ください。 

 また，公証人が遺言・相続，任意後見等のご相談をお受けする相談所もあります。公証人が参

加する相談所の詳細等につきましては，各法務局・地方法務局にお問い合わせください。 

 なお，開催場所やお問合せ先につきましては，法務省ホームページ及び法務局ホームページに

掲載しておりますのでご覧ください。 

 

「全国一斉！法務局休日相談所」を開設します 


