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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「四つのテスト」

●ゲストの紹介

　　小島　知実　様

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　川村　健司　会員

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　　話

　「現代に求められているマナー研修について」

　　　　小島　知実　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

5/22　「ローターアクトについて」

　　　吹田ローターアクトクラブ　　井川亜里紗様

　　　東大阪ローターアクトクラブ　田中祐子様

5/29　「子ども食堂について」　浦上弘明様

▼稲田　賢二　副会長

　会長より「会長の時間」の原稿を預かっておりま

すので、代読させていただきます。

　本日は出張のため例会にどうしても出席できず、

誠に申し訳ありません。令和になり初めての例会

に欠席しなければならない苦渋の選択でしたが、

理事会も予定を変更して開催していただき、あり

がとうございます。

　今年度もあと８週間となりましたが、引き続きご

協力をいただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。

▼18日、地区の規定審議会報告会とクラブビ

ジョン策定セミナーに笠井・小谷・井川・吉田会

員に出席いただきました。

▼地区よりインターアクト海外研修の参加案内が

届いております。8月2～6日にタイ・バンコクを訪

問します。申し込みは24日締め切りです。

第2817回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

インスピレーションになろう
国際ロータリー 会長　バリー・ラシン

八尾ロータリークラブ　テーマ　　for the team　全てをクラブの為に　 会長　山本　勝彦

会　長　の　時　間

幹　事　報　告



▼居相　英機　会員

　在籍35年となりました。昭和から在籍しておりま

す。昭和のバブル最盛期から、平成は低迷の時

代とも言われましたが、令和で３つ目の時代に入

ります。

　長年在籍させていただき、低迷も乗り越え、令

和でも皆さんといっしょにロータリーをやっていき

たいと思っております。長い年月をロータリークラ

ブで前向きに考えて取り組んでいけば、どれだ

けの財産になることか。皆さんもぜひ、それを実

感していただければと思います。

▼出席委員会・新宮　一誓　委員長

　クラブ研修委員会と出席委員会の合同で、今

月28日に大阪南ＲＣの例会へメークアップに行

きたいと思います。せっかくの機会ですので、皆

さんぜひご参加ください。PM0:30からの例会で

すので、正午集合です。

▼クラブ研修委員会・中西　啓詞　委員長

　今年度最後の炉辺会議を今月29日、やまとで

開催します。「今後の八尾RCに望むこと」をテー

マに、皆さんで意見交換していただきます。ぜひ

ご参加ください。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員長

　23日に金光八尾インターアクトクラブの新入生

歓迎会を開催します。大畑山でバーベキューを

行う予定です。皆様ぜひ、ご参加ください。

「再犯防止と就労支援」

▼法務省コレワーク西日本

　（大阪矯正管区矯正就労支援情報センター室）

　　高須賀　英治　室長

　コレワーク西日本は、平成２８

年１１月に東西に一か所ずつ

設置されました。西日本が所管

している地域は近畿以西、沖縄

県までの西日本全体となってい

ます。

　本日は、刑務所あるいは少年

院に収容されている受刑者と少年が出所または出院してから

社会復帰する際に重要な就労支援について説明をさせてい

ただきます。

　刑務所や少年院といった矯正施設から社会復帰をし、再犯

を犯さないためには、「居場所」と「仕事」が特に重要と言わ

れております。昭和２３年から平成１８年９月末までの統計で、

３割の再犯者が約６割の事件を起こしています。

　日本の中で真面目に生活する人が犯罪の被害者にならず

平和に過ごすためには犯罪を減少させることが必要でありま

すが、検挙人員に占める初犯者の人員は大幅に減少してい

るにも拘わらず、再犯者の減少は小幅に止まっており、再犯

者率は右肩上がりに上昇しています。

　このように再犯者の減少が進まないため、平成２４年の犯罪

対策閣僚会議で「再犯防止に向けた総合対策」が決定され、

政府として初めて再犯防止に関する数値目標が定められ、

国民が安全で安心して暮らせる「世界一安全な日本」の実現

に向け、平成３３年までに刑務所出所者の２年以内再入率を

１６パーセント以下にするという目標を掲げ、国全体として鋭

意取り組んでいます。現在１７パーセント台に入っています。

　また、刑務所に再入した者の約７割が無職であり、無職者

の再犯率は有職者の約３倍であるという統計が示すように、

刑務所から出所した者の不安定な就労が再犯リスクとなって

います。

　日本の社会において、犯罪者として刑務所や少年院に

入ってしまうと、一般社会の方々がすごく怖い人達だと思うの

は仕方のないことでしょうし、本人も自分の人生終わったなと

思ってしまうことも仕方がないことでしょう。

　しかし、彼らもいずれは社会に出て生活をしなくてはならな

会員特別表彰（在籍 3 5 年 ）

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



い訳ですので、反省して聖人君子とならないまでも、社会の

中で居場所と出番を獲得し、社会の一員として真面目に生

活する必要があります。

　そこで、平成１８年から関係省庁が連携した総合的就労支

援対策が構築され、厚生労働省と法務省の保護局と矯正局

が一体となって対策を進めています。

　矯正局は在所中の対象者の特性に応じた職業訓練や就

労支援指導を行い、厚生労働省の公共職業安定所（ハロー

ワーク）は在所中の対象者に対し、職業講話や職業紹介を

行って在所中の就職内定を実現する。保護局は刑務所出所

後の保護観察期間中に矯正から引き継いだ指導や支援を

継続的に行うとともに、出所者という事情を理解した上で採用

していただく協力雇用主の支援を行う等々の施策を総合的

に実施するというものです。

　刑事施設においては、各種職業訓練を行うとともに、特別

改善指導として「就労支援指導」を行っています。少年院に

おける指導のメインは「生活指導」ですが、「職業指導」にも

力を注いでいます。

　以上のような就労支援事業により平成２９年度は全国で１，

０２９人の刑務所出所者等が就職することが出来ましたが、対

象者に対しての成功事例はまだまだ少ないのが実情です。

　さて、これからはコレワークの業務についてご説明をさせて

いただきます。

　受刑者や少年院在院者を在所中に採用しようとするには、

一般には非公開の「受刑者等専用求人」を事業者登録して

いるハローワークに出していただく必要があるのですが、受

刑者や少年院在院者は相当程度広域に収容されています。

　例えば、出所後大阪へ帰ってくる人でも、大阪刑務所にば

かり収容されている訳ではなく、初犯者は滋賀刑務所や松山

刑務所、女子は和歌山刑務所や岩国刑務所、累犯の人でも

京都・大阪・神戸刑務所など分散されていますし、職業訓練

なので中部地区や中国地区の刑事施設へ収容されている

人もいます。

　少年院も教育期間の長短や性別によって分散されていま

す。

　受刑者等専用求人は、事業主の方が求人の際に希望する

取得資格や職歴、年齢、運転免許の種類などを持っている

人が収容されていそうな矯正施設を指定することが出来る制

度とはなっているものの、矯正施設に収容されている受刑者

や少年院在院者の情報が不明だと、どこの施設を指定すれ

ばいいのかがわからないという問題がありました。

　これを解消するために設置されたのがコレワークです。

　コレワークは、出所・出院の６か月になっても就職の決まっ

ていない人の中で一定の要件を満たした全国の受刑者・少

年院在院者のデータを常時２，５００人程度持っています。

　先ずは事業主の方の希望をお聞きして、コレワークのデー

タベースで該当者を検索し、希望に該当する人が収容され

ている施設名をお知らせするというサービスがメインの｛雇用

情報提供サービス｝です。

　他にも、採用手続きをする際の「採用手続支援サービス」、

関係機関（保護観察所・ハローワーク）が実施している補助

関係の紹介や施設見学の調整をする「就労支援相談窓口

サービス」などを行っています。

　平成３１年１月末までの実績としては、相談件数２，０５５件、

就職につながった人数４７３人となっています。今までのとこ

ろ、土木・建設関係が圧倒的に多く、次が運輸・運搬関係と

なっています。受刑者は出所時にお金を持っている人が少

ないため、日銭が入る建築関係を希望する人が多いのも事

実ですが、今後、支援の幅を広げ、就労支援の内容を充実

させるために更に広報活動を充実させたいと考えております

ので、ご理解とご協力をお願いできれば幸いです。

　最後に平成３０年度から開始した取組をご説明させていた

だきます。

　一つ目は「雇用支援セミナー」の実施です。

　刑務所出所者等の雇用の可能性を有している事業主の潜

在的な雇用ニーズの掘り起こしを図ることや業界団体や関係

機関職員への広報・周知を通じて、同団体と連携した広報を

実施することを目的として、様々な場所で開催させていただ

いており、参加される団体や事業主の方も増加しております

ので、機会があればお声掛け下さい。

　二つ目は「雇用支援アドバイザーによる個別相談会」です。

　刑務所出所者等を初めて採用しようとする事業主の方や雇

用したが上手くいかなかった事業主の方が相談する場所や

機会が少なかったのが実情だったのですが、経験豊富な事

業主の方からのアドバイスは非常に好評であり、今後も継続

して実施していきたいと考えております。

　三つ目は、まだ試行段階ではありますが、「出張コレワー

ク」です。兵庫県とのコラボで試行しております。今後、利用

者が増加するように工夫をしていきたいと考えております。

　以上、再犯防止と就労支援について、特にコレワークを中



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 相馬　康人　　副委員長 ▼ 山本　隆一
委 　員 ▼ 吉本　憲司　　津田　伸一

■ 出席報告

月日

4/17

4/24

5/8

会員数

62

62

62

出席

43

46

45

うち出席規定
適用免除者

11

14

15

メーク
アップ

1

出席率

84.31％

85.19％

81.82％

確定
出席率

86.27％

心に説明をさせていただきました。

　刑務所や少年院から出た人は何らかの行きづらさを抱えて

おり、従業員として採用することに躊躇することもあるでしょう

が、就労支援の対象者として矯正施設で指導を受けている

人は社会に出たら仕事を見つけて真面目に頑張りたいと考

えている人が多いのも事実です。

　反省は独りでも出来るのですが、社会復帰は周囲の理解と

援助が必要です。社会貢献としての雇用にご理解をいただ

けることを祈っております。

▼稲田副会長　本日会長不在の為、代行務めさせ

ていただきます。高須賀様、前川様、卓話よろしく

お願い致します。

▼柏木副会長　高須賀様、本日の卓話よろしくお

願いします。稲田筆頭副会長、会長の時間お疲れ

様でした。倉内さん、ようこそ。

▼澁谷幹事　令和初めての例会出席ありがとうござ

います。高須賀様、卓話宜しくお願いします。

▼佐野会員　奧谷さん、シグマ新店おめでとうござ

います。在籍４９年表彰ありがとうございます。

▼中島・山本（隆）会員　ご夫人誕生日。

▼居相・宮川会員　在籍内祝い。

▼中西（啓）会員　５月２９日に炉辺会議を開催しま

す。ご参加いただきます様にお願いいたします。

▼中川（廣）会員　倉内君、ようこそ。入会待ってます。

▼田中会員　高須賀室長、本日はご多忙の中、あ

りがとうございます。卓話宜しくお願いします。

▼濱岡会員　少し良い事がありました。

▼松井会員 倉内先生、おめでとうございます。

▼長竹会員　倉内さん、ようこそ。

▼野村会員　倉内さん、ようこそ。稲田さん、大槻さ

ん、昨日はありがとうございました。

▼西村会員　令和元年初日に５０才になりました。

誕生内祝い。

▼小谷会員　たくさんのお祝いありがとうございま

す。ご夫人誕生日。誕生内祝い。

▼福田会員　新時代令和よろしくお願い致します。

今夜ＮＨＫ総合で7：30からためしてガッテンで皆様

のお役にたつ歯のみがき方が放送されます。是非

ご覧ください。

▼幡田会員　令和初例会おめでとうございます。い

つもニコニコありがとうございます。良い事が有りま

した。

▼相馬会員　倉内さん、ようこそいらっしゃいました。

▼藤田会員　いつもニコニコありがとうございます。

例会欠席お詫び。

▼川村会員　祝いの品ありがとうございます。５０才

になりました。いい５０代を過ごせる様にがんばりま

す。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

ニ　コ　ニ　コ　箱

日時：２０１９年５月７日（火）

承認事項

1.議事録承認事項

2.会計報告

3.インターアクトクラブ新入生歓迎会登録

費の件

4.金光八尾高校インターアクト新入生歓

迎会の件

5.八尾市きれいにする運動推進本部へ

の本部委員派遣の件

6.退会の件（津田伸一会員）

7.八尾ＲＣ　ＷＥＢサイト改修の件

理事会議事録
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