
きょうせいだより
矯正を知ろう！再犯防止をもっと身近に！

法務省 福岡矯正管区
更生支援企画課

本誌は、地方自治体の皆さまに矯正施設のことや再犯防止の取組などについて知ってほしいという思いを込め

て配信するお便りです。私達福岡矯正管区更生支援企画課と連携して再犯防止に取り組むに当たって、日々の業

務の合間に手に取って読んでいただけますと幸いです。

福岡矯正管区って
なんだっけ？

福岡矯正管区は法務省矯正局の地方支分部局として、九州・沖縄地方に所在す
る矯正施設（刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所）を管轄し、
これらの施設の適切な管理運営を図るための指導・監督を主な業務としています。

また、矯正研修所福岡支所も当庁舎内に設
置されており、矯正施設に勤務する職員（刑
務官、法務教官等）に対する様々な研修が行わ

れています。

福岡矯正管区

※FRCH：Fukuoka Regional Correction Headquarters

当課のメールアドレスが変更になりました！

新しいメールアドレス：1.fukuokakyousei.9jf@i.moj.go.jp

※以前のメールアドレス（kouseishien-fukuoka@cccs.moj.go.jp）は無効になっておりますのでご注意ください。

ノウフク・アワード2020 の表彰式が行われました！

福岡矯正管区ロゴ
九州沖縄地区の形を表
しており、色は「熱く
深い九州」をイメージ
しています。

適切な管理運営を図るための
指導・監督

九州・沖縄地方の矯正施設

ノウ フク
自然

農林水産業 人 福祉

農業（林業や水産業等も含む）と障害がある人をはじめとする多様な人材とが連携する
ことで、持続可能な共生社会を生み出す取組である農福連携が全国で拡大しています。

ノウフク・アワード2020では、農福連携の優れた取組を実践する団体や企業等を表彰
し、更なる農福連携の輪の拡大を目指しています。

約２００件の応募の中から１６団体が表彰され、花の木農場がグランプリに輝きました！
また、１６団体の中から７団体が審査員特別賞に選ばれ、そのうちの２つが九州の団体でした。

◆農福連携等応援コンソーシアム◆

農福連携等応援コンソーシアムは、経済界や消費者、学識
経験者等の様々な関係者と協働して、国民的運動として農福
連携等を広く展開させることを目的に、令和２年３月に設立
された団体です。

農福連携の取組がもたらす良い効果（例）

農家の働き手
不足の解消

生産工程や作業体系の
見直しによる生産の効率化

障害者の社会
参画の実現

農業を通じて障害者が自信や
生きがいを感じる

グランプリ

社会福祉法人白鳩会 花の木農場（鹿児島県大隅町）

★受賞理由★
農福連携の取組に先駆けて、

1972年から障害者の働き場
所確保のための農業に取り組
んできたことや障害者だけで
なく生きづらさや働きづらさ
を抱える多様な人材を雇用し
ていることなどが評価されま
した。

◎審査員特別賞「人を耕す」の部
社会福祉法人南高愛隣会（長崎県雲仙市）

◎審査員特別賞「優れた取組」の部
全国農業協同組合連合会大分県本部（大分県大分市）

★受賞理由★
企業や県と連携して畜産業や農業に取り組み、知的障害者に限ら

ず触法障害者への支援も行っていることなどが評価されました。

★受賞理由★
農家からの作業依頼を難易度によって分別し、障害者が担えない

作業は主婦や失業者等の健常者がサポートする仕組みを作り、農業
従事者の増加を目指していることなどが評価されました。

詳細はノウフクＷＥＢに掲載されています！

ノウフクＷＥＢ

ノウフク・アワード
実施主体

表彰
結果



矯正施設と自治体等が連携した取組事例集

新しいパンフレットができました！

刑務所作業製品パンフレット

刑務所、少年院、少年鑑別所などの矯正施設と自治体等が連携した取組を
事例集としてまとめたものです。

矯正施設の刑務作業製品や人や物等の資源などを活用した連携事例が多数
掲載されています。カラフルなデザインでたくさんの写真が使われており、

読みやすくなっています。
ぜひ、このパンフレットを読ん

で、矯正施設をもっと身近に感じ
てください。

「矯正施設と自治体等が連携した取組事例集」は法務省
ＨＰにて閲覧・ダウンロードが可能です！

矯正施設と自治体等が連携した取組事例集

３種類の新しいパンフレットを紹介します。

←ふるさと納税の返礼品
豊後大野市・大分市

×
大分刑務所

3Re-Smileプロジェクト
成犬譲渡促進事業
沖縄県×沖縄女子学園
↓

↑ 教育連携（エクスターンシップ）
九州大学法科大学院

×
福岡少年院

◇刑務作業とは･･･
刑法に定められている懲役刑の内容である

とともに、受刑者の改善更生の意欲の喚起及
び社会生活に適応する能力の育成を目的とす
る重要な処遇方策の一つです。

商品の詳細やイベント情報などその他の情報はCAPICホームページまたは
ＳＮＳ公式アカウントで発信しています！

CAPICホームページ facebook
公式アカウント

Instagram
公式アカウント

※ＣＡＰＩＣとは
刑務所作業製品をより広く親しめるブランドイメージに変えるとともに、

「安くて品質の良い」商品を広く愛用されるように、矯正協会刑務作業協
力事業の英訳の頭文字をとって商標としたものです。

なお、売上の一部を犯罪被害者支援団体の活動に助成しています。



少年の立ち直り×地方創生のススメ

このパンフレットは全国の少年院の
社会貢献活動を紹介するものです。
少年院はそれぞれ地域に合った特徴あ
る活動を行っており、地域との交流は
もちろん少年少女の社会復帰を助ける
ような様々な活動があります。

九州内では、佐世保学園、福岡少年
院、筑紫少女苑での取組がこのパンフ
レットに掲載されています。

このパンフレットを読むと、少年院
のイメージが少し変わるかもしれませ
ん。

佐世保学園

福岡少年院

近隣神社の清掃

「少年の立ち直り×地方創生のススメ」は法務省ＨＰにて閲
覧・ダウンロードが可能です！

少年の立ち直り×地方創生のススメ

ゲーム依存症 を知っていますか？

ゲームが日常の活動よりも優先されていて、ゲームをし続け
ることによって個人・家族・社会・教育・職業などの重要なも
のごとに著しい問題を起こしているにもかかわらず、ゲームが
やめられないという状態になることです。

Q ゲーム依存症ってなに？

日常生活への支障だけでなく、身体的な問題や精神的な問題が
起こります。

Q どんな問題が起きるの？

診察、カウンセリング、入院等を通して対話や指導を重ねて、本人が自
分の意思で行動を変えていくように援助します。

ゲーム依存症の改善には、ゲームの時間を勉強・アルバイト・部活動等
のゲーム以外の他の活動に置き換えることが有効であるとされています。

Q どうやって治すの？

ゲーム依存症は、令和元年５月にＷＨＯ
（世界保健機関）で「ゲーム障害」とい
う新たな病気として国際疾病分類に加え
られました。

家族の間でゲームの使用についてあらかじめ
ルールを決めておきましょう。決めたルールは
目につくところに貼っておくのが有効です。

Q 予防方法はあるの？

依存症は薬物・アルコール・ギャン
ブルだけじゃないんです。

睡眠障害
昼夜逆転

成績低化 低栄養
骨密度低下

脳の萎縮、
エコノミークラス
症候群等

体力低下

障害児入所施設
での交流・清掃

介護施設等に配布する
ためのエコたわし

の製作

筑紫少女苑

地域の困りごと、少年院
がお手伝いします

東日本大震災等
の災害で汚損した
写真の洗浄作業

東北少年院

多摩少年院

盲学校等へ寄贈する
点訳絵本の製作



福岡矯正管区 更生支援企画課 福岡市東区若宮５丁目３番５３号

TEL：092-661-1143 （直通） FAX：092-663-1001

MAIL：1.fukuokakyousei.9jf@i.moj.go.jp

質問やご意見、取り上げてほしい事項などありましたら、当課までお気軽にご連絡ください。

お問合せ先

映画「すばらしき世界」はもう見ましたか？

当課の人員が４名になりました。新たな体制で今年度も再犯防止の活動に
取り組んで参りますのでよろしくお願いいたします。当課のメンバー紹介

スタッフ

データの提供を担当
しています。再犯防止推
進計画の策定等で必要な
データがございましたら
お気軽にお問合せ

ください。

「再犯防止」について、
疑問や相談、何でも当課
にお寄せください。

自治体の皆様と矯正を
結ぶ窓口役として、
精一杯お応えし

ます。

主に皆様との連絡・
調整等を担当します。

「再犯防止」はもち
ろん，矯正についての
疑問等，まずは
お気軽にご連絡

ください。

農福連携・居住支援等
を主に担当いたします。

自治体の皆様とともに
「再犯防止」の活動を活
気づけられるよう

取り組んで参り
ます。

課長 更生支援企画係長 連携調整係長

過去に犯罪に手を染めた人間が社会生活を立て直していく日常や、それを支える人
達にスポットライトが当てられており、実在の人物をモデルとした主人公の三上の人
生を通して、人間の愛おしさや痛々しさ、社会の光と影をあぶり出す作品です。

旭川刑務所がロケ地として協力しており、映画冒頭の刑務所内のシーンと刑務所を
出所するシーンは、どちらもまさに現在使用している旭川刑務所で撮影されています。

主人公の三上は元殺人犯だが、正義感の強いど
こか憎めないところのあるキャラクターの持ち主
で、社会生活を立て直そうと奮闘する人物です。

そんな三上を取材したい長澤まさみ演じるテレ
ビプロデューサーの言葉が印象的でした。社会で
失敗した人は社会のレールから外れて、犯罪を重
ねてしまうという状況は、何かきっかけがない限
りいつまでも私達にとって他人事で、世の中は変
わることがないというのです。

「すばらしき世界」をきっかけに、他人事だと
思っている社会の問題に目を向けてみませんか？

原作 佐木隆三（直木賞作家）の
ノンフィクション小説「身分帳」

主演 役所広司

共演 仲野大賀、長澤まさみ等

↓

旭
川
刑
務
所
の
シ
ー
ン

映画を見て

片岡 侑莉馬渡 真一郎 岡部 俊太朗谷口 和大

久留米市多機関連携部会にて再犯防止について説明を行いました！

令和３年２月１８日（木）、久留米市他機関連携部会（オンラ
イン開催）にて再犯防止について説明を行いました。

今回は御要望に応じて、再犯防止施策の概要と受刑者の社会復
帰を支援する国の取組である「特別調整※」、再犯防止推進計画の
策定における関係部署・関係団体の連携、協力の必要性等につい
てお話させていただきました。

再犯防止について説明に伺います

九州内の自治体様からの御依頼に応じて、
法務省福岡矯正管区の職員が再犯防止につ
いて説明に伺います。

「庁内における再犯防止に関する理解を
深めたい！」、「再犯防止推進計画策定に

あたって、関係者を対象に
勉強会を開きたい！」など
の御依頼をお待ちしており
ます。

御連絡は下記お問合せ先
までお願いいたします。

オンライン開催の会議での説明も可能ですので、御相談ください！

※特別調整とは・・・
高齢者又は障害を有する者で、かつ、適当な帰住先がない受刑者

等について、釈放後速やかに、必要な介護、医療、年金等の福祉
サービスを受けることができるようにするための取組のこと。


