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ふれあい緑道

本日のプログラム 

司会   会場委員会 

・点 鐘           近藤 太門君 

・ROTARY SONG 「我等の生業」 

・今月の歌   「おお牧場は緑」 

・ビジター紹介         近藤   太門君 

山崎眼科 院長      山崎   俊様 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・祝福 

・卓話            山崎   俊様  

・幹事報告                    加藤  宗生君 

・点 鐘           近藤  太門君 

今月の歌 

おお牧場は緑 

    おお牧場は   みどり 

    草の海     風は吹く 

    おお牧場は   みどり 

    よく茂ったものだ  ホイ 

    雪がとけて   川になって 

    山を下り    谷を走る 

    野を横ぎり   畑をうるおし 

    呼びかけるよ  わたしに 

       先週の記録  

会長挨拶        会長 近藤 太門君 

こんにちは。今日は、お国からのお客様を始めてお

迎えしております。先日の 2月23日に三好の法務

省「名古屋刑務所」での職場例会と併せて施設の見

学をさせて頂きましたが、施設の周りを囲む「塀」

が思ったより低い事が意外でした。先日の松山刑務

所での脱走事件では、流石にびっくりしました。バ

カな事をして、あれで幾つの罪が追加されるのか

な・・・ 

２０１８年５月１８日（金）２３６６回（５月第２例会）

幹事報告         幹事  加藤 宗生君 

第１１回理事役員会  

下記の審議事項につきまして、全て可決承認され

ました。

第 1 号議案：開始貸借対照表並びに４月度収支承

認の件

第 2 号議案：春日井納涼まつり協賛の件

第 3 号議案：次年度委員会構成の件

第 4 号議案：第 2 回親睦ゴルフコンペ開催日程の

件

☆５月１８日（金）

＊祝福

＊卓話 山崎 俊 様

パスト会長会議 １８：００～

今月の祝福 

会員誕生 

4日 成瀬 浩康君 

5日  小柳出和文君 

19日 梅村  守君 

21日 稲垣 勝彦君 

結婚記念 

1日  神田 寛司君 

3日  古屋 義夫君 

4日 小川 茂徳君 

5日 川瀬 治通君 

26日 加藤 宗生君 

29日 岡本 博貴君 

会      長 ：近藤  太門 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：加藤 久仁明 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：野浪  正毅 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：加藤  宗生  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：古屋  義夫 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



夫人誕生日 

4日  屋嘉比良夫君・しげ子さん 

9日 古屋 義夫君・朝美さん 

24 日 下田 育雄君・かなゑさん 

アテンダンス 

1 ヶ年 野田 勇君

◎例会変更のお知らせ

名 古 屋 大 須 5月 24日（木）→5月２７日（日） 

Ｒ Ｃ 春家族食事会の為  

名 古 屋 空 港 5月 28 日（月） 

Ｒ Ｃ 春の家族会の為  

岩    倉 5月 29 日（火）→5月 26 日（土） 

Ｒ Ｃ 佐久RC記念式典の為佐久グランドホテル 

羽 島 5月 29 日（火）→6月 1日（金） 

Ｒ Ｃ 創立記念夜間例会の為   西松亭 

尾  張  旭 6月 1日（金）７：００～ 

Ｒ Ｃ 早朝例会の為  良福寺会館 

◎例会休会のお知らせ 

○名古屋城北ＲＣ    ５月２９日（火）休会 

○瀬戸北ＲＣ      ５月２９日（火）休会 

○愛知長久手ＲＣ    ５月２９日（火）休会 

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 53 名 欠席 23 名 出席率 56.6% 

先々週の修正出席   休会   休会 

ニコボックス報告   委員長   芝田 貴之君 

○法務省の卓話を聞くよろこびで。  

近藤 太門君

○入会記念近し。        宅間 秀順君

○清水さん、おめでとうございます。 

加藤  茂君

○藤川さんにお世話になりました。  

山田  治君

○ようこそ、三上努君！！   青山 博徳君 

大原 泰昭君 下田 育雄君

○卓話を聞く喜びで。

足立 治夫君  藤川 誠二君  古屋 義夫君

加藤久仁明君  加藤 宗生君  川瀬 治通君 

貴田 永克君  近藤 秀樹君  成瀬 浩康君

野浪 正毅君  小川  長君  大橋 省吾君

小野寺 誠君  社本 太郎君  杤本 正樹君

梅村  守君 和田 了司君 屋嘉比良夫君

○ご協力ありがとうございます。

           ニコボックス委員会一同

卓話 法務省矯正就労支援情報センター室 鈴木貴之 様 

法務省矯正就労支援情報センター室 坂入 良美様 

【再犯の現状】法務省では，昭和２３年から平成１

８年までの間に刑が確定した人のうち，１００万人

を無作為に抽出し，これらの対象者の傾向等につい

て調査分析を行いました。抽出した事件について，

犯罪者別で見ると，初犯者が７１．１％であるのに

対して，再犯者は２８．９％であることが判明しま

した。他方、これをそれぞれが起こした事件の数で

見ると，初犯者による事件は４２．３％であるのに

対して，再犯者による事件は５７．７％であること

が判明しました。つまり，我が国は，約３割の再犯

者により，約６割の犯罪が行われている実情にある

のです。ですから，国民の皆さんが安全に安心して

暮らせる社会を取り戻すためには，何よりもまず再

犯を防止することが重要というわけです。【政府全

体における再犯防止に向けた取組】こうした実態を

踏まえ，国においては，法務省だけでなく，政府全

体で再犯防止対策に取り組むべく，「出所後２年以

内に再び刑務所に入所する者などの割合を今後１０

年間で２０％以上減少させる」という数値目標を設

定し，関係省庁や民間団体と緊密に連携しながら，

総合的かつ体系的な再犯防止対策を行っていくため，

「再犯防止に向けた総合対策」を策定したほか，各

種対策を閣僚会議において策定してきました。また，

平成２８年１２月１４日には，再犯の防止等に関す

る施策に関し，基本理念を定め，国及び地方公共団

体の責務を明らかにするとともに，再犯の防止等に

関する施策の基本事項を定めた，「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

公布・施行されました。再犯防止対策を総合的かつ

計画的に展開するため，起訴猶予者や満期釈放者，

保護観察を終了した者等に対する社会復帰支援を含

む，刑事司法手続のあらゆる段階での指導・支援の

充実を図るとともに，国・地方公共団体・民間団体

が密に連携して，犯罪をした者等の指導・支援に当

たることを目的としたものです。【就労の重要性と

刑務所の取組】再犯により刑事施設に収容されてい

る受刑者の約７割は犯行時に無職であり，また，仕

事に就いていない者は，仕事に就いている者と比較

して再犯率が約３倍高いことが明らかになるなど，

再犯に至る過程における「仕事」の有無が再犯防止

に大きな影響を与えている現状にあります。そのよ

うな中，刑務所においては，受刑者に対し，職業に

必要な知識及び技能を習得させ，または向上させる

ことを目的として職業訓練を実施しているほか，少

年院においては，勤労意欲の向上を図り，職業に関

する知識や技能を身に付けさせるため，様々な職業

指導を実施しています。また，関係省庁と連携した

取組として，平成１８年度から、受刑者等の出所時

の就労の確保に向けて，厚生労働省と連携し，刑務

所出所者等総合的就労支援対策を実施しています。



この施策は，刑事施設，少年院，保護観察所及び公

共職業安定所が連携する仕組みを構築した上で，支

援対象者の希望や適性等に応じ，計画的に就労支援

を行うものです。さらに，平成２６年２月からは，

刑務所出所者等の採用を希望する事業主が，矯正施

設を指定した上で公共職業安定所に求人票を提出す

ることができる「受刑者等専用求人」の運用を開始

し，事業主と就職を希望する受刑者とのマッチング

の促進に努めています。そのほかにも，保護観察対

象者又は更生緊急保護対象者を雇用し，就労継続に

必要な技能及び生活習慣等を習得させるための指導

及び助言を行う協力雇用主に対して，就労・職場定

着奨励金及び就労継続奨励金を支給する刑務所出所

者等就労奨励金制度を実施しています。平成２８年

度には，東京矯正管区及び大阪矯正管区に矯正就労

支援情報センター室（通称「コレワーク」。以下「コ

レワーク」という。）を設置しました。コレワークで

は，全国の受刑者等の取得資格，出所後の帰住予定

地等の情報を一括管理し，同情報を活用して，受刑

者等の雇用を希望する事業主に対し，その雇用ニー

ズに適合する者を収容している施設の情報を提供し

ています。また，事業主からの様々な照会に応じ，

刑務所出所者等就労奨励金制度，トライアル雇用制

度等の事業主を対象とした支援制度を担当する部署

の窓口を案内するとともに，矯正施設見学会，職業

訓練見学会，矯正展等の案内も行っております。コ

レワークは，事業主の負担を軽減することを目的と

して，選考書類の提出の仲介，採用面接の日程調整

等幅広い支援も行っています。【最後に】このような

取組を進めているところ，刑務所等に収容されてい

る段階で，職を得て，出所する者は確実に増えてお

りますが，まだまだその数を増やす余地はあると感

じております。皆様には，引き続き，刑務所や少年

院の取組への御理解と御協力をいただきたく，どう

ぞよろしくお願いいたします。 

会長挨拶 近藤 太門君 

例会風景 

市民活動支援センター 所長 林 朋昌 様 

春日井姉妹都市ケローナ 

友情の輪モニュメント寄附募集 風景 



春日井商工会議所 事務局長 鈴木 夕雪 様 

卓話「再犯防止と就労支援」 

法務省矯正就労支援情報センター室 鈴木 貴之様 

法務省矯正就労支援情報センター室 坂入 良美様 

名古屋矯正管区成人矯正第二課 須藤 達俊様 


