


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

再犯防止対策は、国民の誰もが、犯罪による被害を受けることなく、安全で安心して
暮らすことのできる社会を構築し、「世界一安全な国、日本」を実現するために必要不
可欠なものです。また、犯罪をした者等の立ち直りを支援することは、2015年（平成
27年）に国連総会で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs）で掲げられている「誰
一人取り残さない」社会の実現という理念にも合致するものです。

2021年（令和3年）3月に開催される犯罪防止・刑事司法分野における国連最大の
会議である国連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）では、再犯防止がメイント
ピックの一つとなっており、京都コングレスの後には、我が国がリーダーシップを取り、
再犯防止等に関する国連のスタンダード作りにも取り組んでいくこととしています。

政府においては、2003年（平成15年）に第1回の犯罪対策閣僚会議を開催して以降、
再犯防止のための様々な取組を実施してきました。2016年（平成28年）12月には再犯
防止を推進する基本法である再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年法律第104
号）が制定され、2017年（平成29年）12月、2018年度（平成30年度）から2022年
度（令和4年度）末までの5年間を計画期間とする我が国初の「再犯防止推進計画」を
閣議決定しました。また、「再犯防止推進計画」の計画期間の折り返しとなる2020年度
を目前に控えた2019年（令和元年）12月には、犯罪対策閣僚会議で「再犯防止推進計
画加速化プラン」を決定し、より重点的に取り組むべき課題として満期釈放者対策の充
実強化、地方公共団体との連携強化の推進及び民間協力者の活動の促進の3つを掲げ、
これらに対応した取組を加速させることとし、現在、政府一丸となって、地方公共団体
や民間協力者の方々等とも連携し、各種施策を推進しているところです。

本白書は、今回で3回目の発刊となります。本白書では、より多くの国民の皆様が再犯
防止の取組に関心を持っていただけるよう、政府が講じた取組だけでなく、コラムを通じ
て再犯防止に取り組む民間協力者の方々の様子をお伝えするとともに、特集では、地方
公共団体において進められている再犯防止に関する様々な取組について紹介しています。

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るとともに、
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ア
クションを起こしてくださることを期待しております。

法務大臣



○表紙の絵画作品について

「海とひまわり」佐世保学園（長崎県佐世保市所在）

この作品は、少年院である佐世保学園の生徒が制作したものです。
佐世保学園は、海に面している施設です。全国の少年院でも珍しく、体育指導の

一環として、複数人でオールを漕いでカッターボートを進める「カッター訓練」を
実施しています。

生徒になじみのある海と社会を明るくする運動のシンボルであるひまわりを組み
合わせて、この絵画が制作されました。

このように少年院では、美術作品の創作活動等を通じて情操を豊かにするための
教育的働き掛けも行っています。

各ページ下部の　  について
“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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