題字・イラスト作

鉄拳

本書は再生紙を使用しております。

再犯防止推進白書の刊行に当たって

法務大臣

国民の誰もが安全に安心して暮らすことのできる社会は、政府が取り組む「一億総活
躍の国創り」の前提であり、女性や若者が活躍する社会の基盤や地方創生の「礎」とも
なるものです。そのためにも、「世界一安全な国、日本」を実現することが不可欠です

が、刑法犯の検挙人員に占める再犯者の割合は、近年増加傾向にあり、繰り返しの犯罪
を防ぐ再犯防止対策は、政府を挙げて取り組むべき重要課題となっています。
そのため、政府は、2003 年（平成 15 年）に犯罪対策閣僚会議を開催して以降、再犯
防止に向けて様々な取組を実施してきました。特に、2012 年（平成 24 年）に決定され
た「再犯防止に向けた総合対策」においては、我が国の刑事政策で初めて再犯防止対策
の具体的な数値目標を設定し、この数値目標の達成に向けて、その後、継続的に、刑務
所出所者等の「仕事」と「居場所」の確保や、薬物依存者、犯罪をした高齢者・障害者
等への支援といった取組に力を入れてきました。

2016 年（平成 28 年）12 月、再犯の防止等の推進に関する法律が成立し、再犯防止に向
けた施策をより一層推進するため国を挙げて取り組むこととなりました。そして、この

法律に基づき、2017 年（平成 29 年）12 月、政府は、初めてとなる「再犯防止推進計画」
を閣議決定し、官民一体となって計画に盛り込まれた具体的な取組を推進しているとこ
ろです。
政府としては、2年後の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を成功させると
ともに、更にその先を見据えて、「世界一安全な国、日本」を創り上げていかなければ
なりません。そのためには、刑事司法関係機関を中心とした従来の再犯防止の取組に加
え、地方公共団体や民間協力者との連携を強化し、効果的な再犯防止対策を一層進めて
いくことが重要です。
この再犯防止推進白書は、再犯の防止等の推進に関する法律に基づき、再犯防止の取
組に関する国会への年次報告として今回初めて作成したものです。これまでの我が国に

おける再犯防止対策の経緯を取りまとめるとともに、再犯防止推進計画に掲げられた7
つの重点課題と 115 の具体的施策に沿って、政府が講じた取組について記述しています。
また、読者の皆様に再犯防止の取組を身近に感じていただけるよう、再犯防止に取り組
む民間協力者の方々の様子を伝える「コラム」を掲載しています。
本白書が、国民の皆様の再犯防止への御理解を深めていただく一助となり、本白書を
契機に、皆様お一人お一人が、それぞれのお立場において、再犯防止の推進のための具
体的な行動を起こしてくださることを期待しております。

○表紙及び各ページ下部の
“幸福（しあわせ）の黄色い羽根”というシンボルマークです。

犯罪のない幸福で明るい社会を願うとの意味が込められています。
更生保護のシンボルマークであるひまわりの黄色と、刑期を終え出所した男性を

あたたかく迎える夫婦愛を描いた映画「幸福（しあわせ）の黄色いハンカチ」
（1977
年（昭和 52 年）、山田洋次監督）から着想を得て、“社会を明るくする運動”への

賛同を示す身近な協力のしるしとして、2008 年（平成 20 年）に生まれました。
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