
平成 31年犯罪抑止目標等について 

 

１ 趣旨 

  県内の犯罪は、平成 14年に刑法犯認知件数が約 32,000件で過去最多でしたが、「なく

そう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例の制定(平成 15年)とともに、県、市町、事業所な

どによる県民総ぐるみ運動を推進した結果、刑法犯認知件数が年々減少し、平成 30年に

は、7,967件となりました。 

  引き続き、県民総ぐるみの運動を推進できるよう、前年の犯罪概況等を踏まえ、今年

の犯罪抑止目標や取組方針を取り決めるものです。 

 

２ 犯罪抑止目標(案) 

 (1) 平成 31年犯罪抑止目標 

   「さらなる減少を目指して」～みんなで取り組もう！アンダー７，０００件～ 

                ～体感治安の向上を目指し、 

住宅侵入盗被害 100件以下、特殊詐欺被害 100件以下～ 

(2) 目標設定理由 

  平成 30年の刑法犯認知件数 7,967件  

※抑止目標 8,000件以下を達成して、５年連続減少 

 ア 減少率の維持（アンダー7,000件） 

   平成 30年の犯罪の減少率（平成 29年との比較）8.8％ 

   減少率の維持のためには、平成 31年の刑法犯認知件数を 7,265件以下 

  イ 同規模県との比較（アンダー7,000件） 

人口同規模県（愛媛、奈良、沖縄、山口、長崎）の刑法犯認知件数との比較 

     愛媛 8,626 件、奈良 7,765 件、沖縄 6,880 件、山口 5,419 件、長崎 3,622 件     

６県の平均値 約 6,713件 

  ※滋賀県・全国順位で 24位 

ウ 体感治安の向上（住宅侵入盗被害、特殊詐欺被害） 

県民に関心があり、体感治安に影響のある犯罪のうち、住宅に侵入しての窃盗事件

や特殊詐欺被害に関して、具体的な数値目標を設定する。 

 

 

３ 重点対策の指定 

 (1) 重点対策 

   ①特殊詐欺被害防止 ②子ども・女性対象犯罪被害防止 ③無施錠の被害防止 

 (2) 設定理由（数値は全て暫定値） 

   ①特殊詐欺被害防止 

    相談件数が大幅に増加し、高齢者を中心に被害が後を絶たない。 

    ※被害件数        107件（前年比△54件） 

      うち高齢者       54件（約 50％） 

被害額    約２億 7,600万円（前年比△約２億 1,800万円） 
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うち高齢者 約１億 9,600万円（約 49％） 

相談件数        6,269件（前年比＋2,181件） 

   ②子ども・女性対象犯罪被害防止 

    県民の関心が高く、体感治安に大きく影響を与える犯罪 

※性犯罪（強制性交等、強制わいせつ、痴漢等）220件（前年比△52件） 

 前兆事案（声かけ・つきまとい事案）     746件（前年比＋70件） 

   ③無施錠の被害防止（住宅侵入盗、車上ねらい、乗り物盗） 

    無施錠の状態で被害に遭う割合が高い。 

    ※住宅侵入盗 190件うち無施錠 93件   （無施錠率 約 49％） 

     車上ねらい 606件うち無施錠 291件  （無施錠率 約 48％） 

     乗り物盗 1,869件うち無施錠 1,298件 （無施錠率 約 69％） 

 

４ 今後のスケジュール 

   H31.２.４ 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり実践県民会議総会（採択） 
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２ 平成30年の犯罪概況の主な特徴点（前年比） 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成30年の犯罪概況 

１ 平成30年の抑止目標と結果 
 （１）  抑止目標 
     目指すもの  ～ 安全・安心な滋賀の実現 
     スローガン   ～ 滋賀県は絶対に犯罪を許しません！ 
     抑止目標   ～ 「さらなる減少を目指して」 ～みんなで取り組もう！アンダー８，０００件～ 
 （２）  結果（暫定値） 
     件数   平成30年   滋賀県      7,967件   （前年比  △          770件、 △     8.8％）  ※  減少率全国第33位 
                    全国     817,445件   （前年比  △    97,597件、  △   10.7％） 
     犯罪率  平成30年   滋賀県    56.1 （全国 ワースト17 位）   ＜   全国平均  64.0        

（１） 手口別の発生状況 
     刑法犯認知件数（7,967件：前年比 △770件、 △8.8％）  
  は、大幅に減少し、特に、窃盗犯（同△492件、△8.1％） 
  や知能犯（同△ 113件、 △ 19.0％）が減少した。 
    凶悪犯（ 同＋10件、 増加率29.4%）は大きく増加した。 
   ・ 増加している主な手口 
       強盗       13件  （ 同＋ 7件、  増加率 116.7%） 
       自動車盗   81件  （ 同＋20件、 増加率   32.8%） 
       部品ねらい 316件  （ 同＋88件、 増加率   38.6%） 
 
（２） 平成30年抑止目標の重点犯罪 
    ・ 特殊詐欺 
     件数    107件（前年比△54件）    
      被害額 約2億7,600万円（同 △ 約2億1,800万円） 
       高齢者被害  件数 54件 （全体の約50％） 
                金額 約1億3,500万円 
                        （全体の約49％） 
      架空請求詐欺やオレオレ詐欺が高止まり 
        架空請求詐欺 
         件数   63件（同△25件） 
           被害額 約1億9,600万円（同 △約9,800万円） 
      オレオレ詐欺 
         件数   35件（同△12件） 
           被害額 約6,800万円（同 △約9,300万円） 
  ・ 子ども・女性対象犯罪 
     性犯罪 
       ～強制性交等、強制わいせつ、痴漢、盗撮等～ 
               220件 （前年比 △ 52件） 
     前兆事案  ～声かけつきまとい事案など～ 
               746件 （ 同＋70件）   
   ・ 住宅を対象とした侵入犯罪（空き巣、忍込み、居空き） 
       190件 （ 前年比△ 161件、△45.9％）  
       無施錠での被害件数  93件  全体の約49％ 
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資料１ 

H30 H29
1～12月 1～12月 件 数 率

7,967 8,737 -770 -8.8
44 34 10 29.4
12 13 -1 -7.7
13 6 7 116.7
7 5 2 40.0
12 10 2 20.0
466 463 3 0.6
5,618 6,110 -492 -8.1
474 650 -176 -27.1

空き巣 119 231 -112 -48.5
忍込み 58 107 -49 -45.8
居空き 13 13 0 0.0

1,869 1,907 -38 -2.0
自動車盗 81 61 20 32.8
オートバイ盗 124 167 -43 -25.7
自転車盗 1,664 1,679 -15 -0.9

3,275 3,553 -278 -7.8
車上ねらい 606 648 -42 -6.5
部品ねらい 316 228 88 38.6
万引き 946 1,074 -128 -11.9

483 596 -113 -19.0
443 559 -116 -20.8
98 103 -5 -4.9
64 72 -8 -11.1
23 22 1 4.5

1,258 1,431 -173 -12.1
137 166 -29 -17.5
873 994 -121 -12.2器物損壊等
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平成 30年「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり推進状況 

１ 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり関連会議 

(1) 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり実践県民会議総会 １回 

 (2) 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり市町担当者会議 １回 

 (3)  地域安全なまちづくり連絡協議会（県内７地域）７回 

 

２ 犯罪多発警報等の発令状況 

○ 注意報 ２回（特殊詐欺） 

 

３ 広報・啓発等 

(1) 犯罪ゆる３（さん）プロジェクト防犯キャンペーン 

「ゆる３マップ」を活用して県内全域をリレー式に、特殊 

詐欺被害防止などを目的に「目に見える防犯活動」を展開  

合計 16回 

(2) 事業者などとの協働による防犯活動 

事業者が開催するイベント等において、防犯ブースを出展 

合計５回 

 

４ 重点犯罪対策 

(1) 特殊詐欺対策 

・滋賀県特殊詐欺根絶官民会議の開催（１月 16日） 

・企業や事業者と協働した特殊詐欺被害防止対策 

 「防犯かもメール」による県民への注意喚起など 

・地域での特殊詐欺被害の防犯活動を活性化させるため、事 

業者との協働提案事業（「詐欺用心」啓発） 

・オートコール事業（金融機関等の事業者へ一斉連絡、犯人 

 グループへの集中警告） 

 (2) 子ども女性対象犯罪対策 

・｢登下校防犯プラン」に基づく通学路の緊急点検 

・｢通学路における児童生徒等の安全の確保に関する指針｣改正  

・ホームページで犯罪発生マップや被害件数を掲載 

(3) 住宅侵入盗対策 

 ・各地域において、鍵掛け運動を継続的に推進 

 ・事業者と連携した防犯機器の普及促進 

資料２ 
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５ 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり県民大会の開催 

あかね文化ホール（東近江市）において開催し、防犯功労  

者（団体）に対する各種表彰（10月６日） 

 

６ 自主防犯活動の活性化支援 

(1) 「滋賀県防犯ボランティアサミット 2018｣開催(８月５日)  

各地域のヤング防犯ボランティアの交流や合同啓発を実施 

(2) ヤング防犯ボランティア育成事業 

県内の大学生等若い世代による防犯ボランティアを育成 

   （防犯寸劇やＳＮＳの投稿による広報・啓発等） 

 

７ 犯罪被害者等支援事業 

(1) 各種会議 

・市町犯罪被害者等支援主管課長会議 

・滋賀県犯罪被害者等支援推進協議会発足（５月 30日） 

・被害者等支援検討会開催 合計４回 

・滋賀県犯罪被害者等支援フォーラム（11月 22日） 

(2) 犯罪被害者週間(11月 25日～12月１日)における啓発活動 

・県庁でのパネル展 

・県内大型量販店、駅頭における街頭啓発 合計５回 

(3) 条例の施行等 

・滋賀県犯罪被害者等支援条例施行(４月１日) 

・滋賀県犯罪被害者支援等計画策定（10月 23日） 

 

８ 「性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖 SATOCO 

（サトコ）」の運営 

(1) 24 時間ホットラインや産婦人科医療、被害者の様々な要望、         ニ

ーズに応じた支援の実施 

(2) 相談員・警察官対象スキルアップ研修会（３回実施） 
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平成 31 年の犯罪抑止目標について 

 

１ 犯罪抑止目標 

  目指すもの    安全・安心な滋賀の実現 

  スローガン    滋賀県は絶対に犯罪を許しません！ 

  犯罪抑止目標   「さらなる減少を目指して」 

～みんなで取り組もう！アンダー7,000 件～ 

～体感治安の向上を目指し、 

住宅侵入盗被害 100 件以下、特殊詐欺被害 100 件以下～ 

 

◆◆◆ 犯罪抑止目標の設定理由 ◆◆◆ 

 (1) 減少率の維持 

平成 30 年中の認知件数は、7,967 件（暫定値）であり、平成 29 年から比べると 8.8％減

少し、この減少率を維持するには、平成 31 年の認知件数は約 7,265 件以下に抑えることが

必要。 

(2) 人口同規模県（奈良県、長崎県、愛媛県、山口県、沖縄県）との比較 

   本県の刑法犯認知件数は、年々減少しているものの、全国も同様に年々減少している。 

人口同規模県の刑法犯認知件数を比較すると、６県中２番目に多く、まだまだ高い状況で

あり、更なる減少が必要。 

 (3) 体感治安の向上を目指す 

   県民に関心があり、体感治安に影響のある犯罪のうち、住宅に侵入しての窃盗事件や特殊

詐欺被害に関して、具体的な数値目標を設定して、取組の推進を図る。 

住宅に侵入しての窃盗事件は、強盗事件等の凶悪事件に発展するおそれもある。 

特殊詐欺被害は、昨年減少したものの依然として高止まり状態であり、１件当たりの被害

額が約 260 万円である。 

○ 住宅侵入盗被害（空き巣、忍込み、居空き）100件以下 

    平成 30 年の住宅侵入盗被害の減少率を維持するためには、平成 31 年の認知件数を 100

件以下にすることが必要。 

  ○ 特殊詐欺被害 100 件以下 

    昨年は、過去６年間で被害件数は最も少なかったものの、相談件数は急増しており、毎

年 100 件以上の被害が発生していることから、100 件以下にチャレンジする目標数値を設

定する。    

(4) 分かりやすい数値目標 

「安全で安心して暮らせる滋賀の実現」に向け、県民総ぐるみ運動を展開するための努力

目標とするためには、誰もが分かりやすい数値（件数）に設定することが必要。 

 

 

資料３ 
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２ 重点対策の指定                              （暫定値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項 目 設  定  理  由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

  

 

 

 

 

 

特殊詐欺被害防止 

 

 

 

 

 

○ 被害件数・被害額ともに減少したが、依然として被害が多

く発生しており、相談件数が大幅に増加した。  

また、高齢者を中心に被害が後を絶たず、 最重点課題とし

て様々な抑止対策の推進が必要。 

※被害件数 107件(前年比△54件) 

被害金額約２億 7,600 万円（前年比△約２億 1,800万円） 

 高齢者被害の割合 件数約 50％、被害額約 49％ 

 １件当たりの被害額約 258 万円 

 

２ 

 

 

 

 

子ども・女性対象犯罪 

被害防止 

 

 

○ 子どもや女性に対する性犯罪や声かけ等の犯罪の前兆とな

る事案は、関心が高い事件・事案であり、事件が発生すれば、

体感治安に大きく影響する。そのため、関係機関等と連携し

た対策が必要。 

※性犯罪(強制性交等、強制わいせつ、痴漢等) 

220 件（前年比△52 件） 

性犯罪の前兆事案   746 件（前年比＋70件）           

 

３ 

 

 

 

 

 

無施錠の被害防止 

 

 

 

 

○ 住宅に侵入しての窃盗事件、車の積載物を盗む窃盗事件や

自転車、オートバイ等の乗り物の窃盗事件は、無施錠状態で

被害に遭う割合が高い。施錠の徹底を呼びかけ、無施錠をな

くす取組が必要。  

※住宅侵入盗 190 件うち無施錠 93件（約 49％） 

 車上ねらい 606 件うち無施錠 291 件（約 48％） 

  乗り物盗 1,869 件うち無施錠 1,298件（約 69％） 
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「平成 31年・安全なまちづくりアクションプラン」（案） 

 

１ 趣旨 

  平成 30 年中における県内の犯罪情勢は、刑法犯認知件数が 7,967 件であり、犯罪抑止目標としてい

た8,000件以下を達成し、また、滋賀県基本構想の数値目標としている犯罪率の全国平均以下について

も、達成することができた。 

特殊詐欺の被害件数、被害金額は、平成29年より減少させることができたものの、依然として高止ま

り状態であり、県内各地に詐欺ハガキによる相談件数が急増したことから、特殊詐欺被害防止対策が喫

緊の課題である。 

「子ども・女性」に対する声かけ・つきまとい事案が増加していることや、強制性交等、強制わいせ

つ等の性犯罪が依然として多く発生していることから、県民の体感治安改善を優先的に取り組む必要が

ある。 

また、自転車や住宅等に侵入しての窃盗事件や車載品を盗む車上ねらいについて、無施錠による被害

の割合が高いことから、自助・共助の防犯力の向上を呼びかける対策に取り組む必要もある。 

そこで、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり実践県民会議においては、犯罪のない安全・安心な滋

賀の実現に向けて、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例に基づく各種取組を一層強化するととも

に、県、市町、県民および事業者等が一体となった県民総ぐるみ運動を展開していこうとするもの。 

 

２ 犯罪抑止目標 

  さらなる減少を目指して 

～ みんなで取り組もう！ アンダー７，０００件 ～ 

～ 体感治安の向上を目指し、住宅侵入盗被害１００件以下、特殊詐欺被害１００件以下 ～ 

３ 重点対策 

 ○特殊詐欺被害防止   ○子ども・女性対象犯罪被害防止   ○無施錠の被害防止 

 

４ 主な取組内容 

(1) 重点対策に対する取組 

 ア 特殊詐欺被害防止 

・ 特殊詐欺が「他人事」ではないと訴えかけ、県民の特殊詐欺被害に対する防犯力をつけるため、

毎月15日の「振り込め詐欺啓発強化日」のほか、あらゆる機会や広報媒体を通じて被害防止を呼

びかける啓発活動を実施する。 

・ 金融機関や、コンビニエンスストアなど、特殊詐欺に利用されるおそれのある役務を提供する

事業者に対し、被害を水際で防止する対策強化を呼びかける。 

イ 子ども・女性対象犯罪被害防止 

・ 春、秋に実施予定の「痴漢等被害防止期間」において、被害防止啓発活動や自主防犯活動団体

等と協働による防犯パトロール等の取組を集中的に実施する。 

・ 県警ホームページ内の「滋賀県警察犯罪発生マップ」で発信している不審者情報を活用し、子

資料４ 
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ども・女性対象事案に応じた集中的な警戒活動を推進する。 

ウ 無施錠の被害防止 

・ 自転車やオートバイ等の乗り物盗、住宅等に侵入しての窃盗被害を防止するために、施錠の徹

底や、防犯機器の普及促進を呼びかける広報・街頭啓発活動を推進する。 

・ 特に、自転車安全利用月間中(５月)や「ロックの日(６月９日)」の前後において「ロックDE 

（で）ガード」を合い言葉に、集中的な街頭啓発活動を各地域で実施する。 

(2) 地域の実情に応じた情報発信活動の推進 

行政や警察署等で構成する地域安全なまちづくり協議会での連携を密にし、犯罪発生状況等の情報

共有を図るとともに、地域の実情に応じた犯罪情報や防犯対策などの情報発信活動を推進する。 

 (3) 目に見える防犯活動の実施 

各地域において、県民総ぐるみ運動を推進するため「ゆる３プロジェクト防犯キャンペーン」を始

めとした街頭啓発を実施する。 

 (4) 多様な防犯活動の促進 

子ども等の見守りの担い手を確保するため、普段の生活（ジョギング、花の水やり等）の中で、防

犯意識を持ってもらう「ながら見守り」を促進する。 

 (5) 全国地域安全運動期間中（10月11日～20日）の取組強化 

自主防犯活動団体による青パト、パトカー(警察)、防犯ボランティアによるパトロールの強化や、

県、警察、市町、事業所、県民が協働して防犯活動を集中的に実施する。 

(6) ４つのかける運動の促進 

   「４つのかける」を促進し、自助・共助意識の高揚による、地域防犯力の向上を図る。 

○ 気にかける：地域で発生する犯罪等に関心を持つほか、周囲の子ども・女性・高齢者等を見守る。 

○ 声をかける：挨拶や声かけにより地域の絆を深め、地域への不審者の侵入を防ぐ。 

○ 呼びかける：地域住民や事業所等に犯罪に遭わない地域づくりを呼びかけ、防犯の輪を広げる。 

○ 鍵をかける：乗り物や住宅等への鍵かけは防犯の基本、誰もが鍵をかける習慣をつける。 

 

５ 実践県民会議構成団体等による安全なまちづくりアクションプラン実践上の配意事項 

(1) 毎月20日の「地域安全の日」を中心に効果的な防犯活動を展開する。 

(2) 滋賀県子ども、女性、高齢者等を守る犯罪多発警報等発令制度による犯罪多発注意報・警報等が発

令された場合、各々発令時の措置要領に従い、広報啓発やパトロール活動を推進する。 

(3) 各構成団体傘下組織に対し、犯罪発生情報や防犯対策等を円滑に情報伝達するなど、社会全体を包

み込む重層的な防犯ネットワークの構築に配意する。 

(4) 構成員の積極的かつ効果的な防犯活動に対して賞揚を行うよう配慮する。 

(5) 持続可能な自主防犯活動団体を形成するため、協働による防犯活動や立ち上げを支援する。 

(6) 県民総ぐるみ運動を推進するため、事業所や各団体による自主的な防犯活動を促進する。 

(7) 事業所や団体等に対し、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり協賛事業所等への登録を呼びかける。 

(8) 各種防犯指針（学校等、通学路、道路・公園・駐車場、住宅、大規模小売店・深夜商業施設、特殊

詐欺）に基づく防犯に配慮した環境づくりや普及啓発活動を推進する。 
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再犯防止に向けた取組等について 

 

１ 全国における再犯者の現状（犯罪白書 平成29年版） 

 ○ 刑法犯検挙人員に占める再犯者の割合 

 

 

 

 ○ 前回検挙と同一罪名で再検挙された割合（高い順） 

 

○ 刑務所への入所受刑者に占める再入者の割合 59.5％ 

    平成16年（48.3％）以降増加 

 ○ 刑務所への再入者に占める無職者の割合 72.9％ 

初入者に比べて再入者の方が無職者の占める比率が高い。 

 ○ 刑務所への再入者に占める住居不定者の割合 22.6％ 

初入者に比べて再入者の方が住所不定の者の占める比率が高い。 

 ○ 少年の再非行 

非行少年検挙人員は平成16年以降減少するが、再非行率は平成10年以降増加 

 

 

 

 

＊ 再犯（再非行）者：以前に道路交通法違反を除く犯罪によって検挙されたことがあり、再び検挙

された者をいう。 

 

２ 滋賀県内における再犯者（再犯者率）の推移 

○ 再犯率は、平成28年が最も高い。平成29年は10年前より8.4ポイント高くなってい

る。 

年 次 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

刑法犯検挙総数 2,585 2,971 2,705 2,584 2,519 2,715 2,452 2,286 2,172 2,060 

再犯者 1,047 1,179 1,100 1,103 1,088 1,238 1,139 1,107 1,093 1,008 

再犯者率 40.5 39.7 40.7 42.7 43.2 45.6 46.5 48.4 50.3 48.9 

 

 

  

 

 

年次 平成10年 平成20年 平成28年 

再犯率 29.0％ 41.5％ 48.7％ 

罪名 覚せい剤取締法 窃盗 恐喝 詐欺 傷害・暴行 

再検挙率 65.8％ 20.1％ 20.0％ 14.3％ 12.3％ 

年次 平成10年 平成16年 平成28年 

検挙人員 157,385人 134,847人 31,516人 

再非行率 22.3％ 28.1％ 37.1％ 

資料５ 
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３ 国における再犯防止に向けた取組 

(1) 「再犯の防止等の推進に関する法律」が成立（ H28.12 ） 

法務省内に「再犯防止推進室」が設置され、また、犯罪対策閣僚会議の内部に「再犯

防止対策推進会議」が設置された。 

(2) 再犯防止推進計画の策定（ H29.12 ） 

 

４ 県内における再犯防止に向けた取組 

 (1) 県の取組 

  ア 啓発事業 

   ○ 社会を明るくする運動（7月強調月間） 

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ 

  イ 庁内連携 

    刑務所等出所者等の社会復帰支援に関する連絡調整会議 

   の開催：平成30年5月14日､平成30年9月7日 

  ウ 庁外連携 

    再犯防止調整会議：平成30年10月18日 

関係機関等が連携し必要な連絡、協議等を行う。 

     出席者：検察、保護観察所、刑務所、少年鑑別所、公共職業安定所、県保護司会

連合会、県更生保護女性連盟、県更生保護事業協会、県就労支援事業者

機構、県ＢＢＳ連盟、県暴力団追放推進センター、県社協、(福)グロー、

県社会福祉士会、県社会就労事業振興センター、おうみ犯罪被害者支援

センター、滋賀弁護士会、県警、県関係課 

  エ 就労支援 

    ○県建設工事入札制度におけるインセンティブ（平成27年10月開始） 

 公共工事の競争参加資格審査における優遇制度 

【参考】平成 30 年度入札参加資格者名簿に加点対象として搭載されているのは 159 社 

 ○大津保護観察所に登録している協力雇用主 385社（全業種 H30.12月1日現在） 

  オ 滋賀県再犯防止推進計画を策定中 

(2) 滋賀県地域生活定着支援センターにおける支援 

    刑務所出所後の居住地や引受人がない高齢や障害により自立生活が困難な者に対する

帰住地の調整、福祉サービスの利用支援（出口支援） 

    平成28年度から刑事手続段階にある高齢者・障害者に対して、司法と福祉が連携し、

必要な福祉的支援をコーディネート（入口支援） 

 (3) 青少年立ち直り支援センター「あすくる」における支援 

   県内９か所の「あすくる」で非行少年等の立ち直りを支援 

 (4) 滋賀県更生保護事業協会における支援 

協力雇用主および医療関係者等の理解と協力が進むよう支援員を設置し、地域支援に

向けた体制整備を行う。 

(5) 滋賀県社会福祉士会における支援 

刑余者等の受け入れ先の雇用主や福祉事業所が本人の特性等について、対応に行き詰

まった場合、地域生活を継続する観点から運営者に寄り添った専門相談およびアドバイ

スを行う。 
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