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南海福祉専門学校	

原田　和明	
社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・介護支援専門員	

　　　福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ２級	

E-mail sw.kazuaki.harada@gmail.com	

司法手続とソーシャルワーク	
触法障がい者を対象とするソーシャルワーク（フ
ォレンジック・ソーシャルワーク）は，司法手続の
ステージごとに対応していく必要がある．	

特にそれぞれのステージにおける，司法と福祉
との連携は重要である．	

司法と福祉が連携することで，支援体制を構築
していく．「再犯を防ぐ」点では全員同じ．	

あくまでも連携であって司法の下請ではない．	

「入所施設に入れるようだったら不起訴にする 
 （なる）」がいいのか？	

	

	

　	

平成２２年犯罪白書	平成25年犯罪白書	 検察庁ＨＰ 
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平成２２年犯罪白書	
平成25年犯罪白書	

2013年中，新受刑者22,755人の内 CAPAS IQ相当
値がIQ49以下(3.5%)，IQ50〜59(5.5%)， 
IQ60〜69（11.5%） 計20.5%　4,665人 

（知能指数分布におけるIQ70以下理論値約2.27%） 

発達障がい者なども勘案して，IQ70～79（21.0%） 
4,772人．また，テスト不能（3.7%） 852人 

IQ79以下とテスト不能 計45.2%　10,289人 
 
認知症，覚せい剤等薬物の影響で知能低下してい
るケースや積極参加しない場合もあり．	

	

矯正統計年報（2013年）によれば	
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平成２４年新受刑者IQ換算値	 CAPASのIQ相当値について	

n  CAPAS検査：処遇指標作成のための処遇調　
査の一つとして行われる Correctional　　
Association　Psychological Assessment Series  

n  IQ相当値は動作性IQである．→作業分類と
のかかわり 

n  言語性IQは高い場合があり．言語性IQと動作
性IQの差が著しい場合は，発達障がいの疑
いも想定できる． 

n  最近はCAPASの結果等によるスクリーニング
で明らかな知的障がいが認められる場合は，
個別式知能検査を行っている	

平成25年犯罪白書	

平成２２年犯罪白書	

平成25年犯罪白書	



4	

支援チームによる対応 	

メンバーの例	

障がい者相談支援事業所の相談支援専門員や社
会福祉士→計画相談，一般相談，地域相談 
障がい者の権利擁護に熱心な弁護士 	

行政の障がい福祉担当部署，保健所，時に生活保
護担当部署など	

利用する福祉事業所があればその職員	

知的障がい者の場合は知的障害者更生相談所な
どの判定・相談機関，発達障がい者の場合発達障
害者支援センター等	

必要に応じて医師　特に精神科医　　　　　その他	

・処分の後再犯しないようするための対応。累犯障が
い者に「なってしまわない」，或いは，「してしまわな
い」ようにするための支援が重要となってくる．	

・触法障がい者支援チームは，起訴猶予で釈放され
たり，判決があった事で目的を終了するのではない．	

・支援チームは，弁護士や権利擁護センター等の権
利擁護機関，行政等をメンバーとした状態をできるだ
け維持し，さらには保護観察官や保護司といった更
生保護関係者も含めて，本人の自立支援を担ってい
く事になる．	

・チームで支援することで負担が分散する．支援する
者のケアにもつながる．	

行政（生保等）	

相談支援 
（計画・一般）	 保護観察官	

弁護士	
サービス提供者	

成年後見人	

保護司	

本人	

医療機関	

輪型支援の重要性	

輪型支援の例	

逮捕等警察により検挙された時の取調等への危機的介入 	

送検	

送検された際，検察への取調等への介入  	

裁判	

裁判になった場合，	
弁護側情状証拠として	

更生支援計画書を提出する	
必要であれば作成者の	

情状証人尋問	

釈放	

釈放 
在宅	

略式命令や送検のみで	
不起訴の場合	

執行猶予付き判決や	
罰金刑等で釈放された場合	

更生支援計画に基づく	
居住型サービス	

利用を含めた自立支援	
よい生活環境がある事で	

累犯を防ぐ	

釈放	

実刑	
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実刑判決の場合 	
一審二審の場合は控訴，上告するか否かの判断	

	
支援チームがあればそれを維持する	

釈放を目指した更生支援計画の見直しか新規作成	
釈放時の帰住場所確定→入所施設等の居住型サービス含む	

実刑	

釈放	

　　　　　　　　　　　　　　　　→よい生活環境がある事で累犯を防ぐ	
居住型サービス利用
も含めた自立支援	

逮捕等警察等により検挙，補導された時の取調等への危機的介入 	

送検・通告	

送検された際，検察・児相への取調等への介入  	

家裁送致	

少年審判になった場合，	
意見書（更生支援計画書） 

を提出する	
必要であれば付添人 

に選任されて出廷	

釈放・在宅	

釈放 
在宅	

審判不開始・不処分の場合	
保護観察処分（１号）等の社会 

内処遇の場合，更生支援計画に 
基づく居住型サービス利用を 

含めた自立支援 
児童自立支援施設等措置も同様	

よい生活環境がある事で	
再非行を防ぐ	

処分 
決定	

少年院送致 
児童自立支援施設等 

送致	

施設内処遇の場合 	
 

支援チームがあればそれを維持する	
退院・退所を目指した更生支援計画の見直しか新規作成	

退院退所時の帰住場所→自宅か居住型サービスか 

退院・退所	

　　　　　　　　　　　　　　　　→良い生活環境がある事で累犯を防ぐ	
居住型サービス利用
も含めた自立支援	

少年院送致 
児童自立支援施設等 

送致	 あたりまえの生活ができているのならば，社会モ
デルでの要援助者ではない．しかし，刑務所生
活はあたりまえの生活ではない．触法行為をす
ることそのものが生活支障であるととらえる．	
　 
自らの障がい（生きづらさ）を認知をしてもらう事
が大切である。生きづらさの認知を働きかける福
祉の支援の役割は重要である． 
 
当たり前の生活の心地よさの認知．犯罪をしない
生活が当たり前の生活という認知をすることが自
立更生につながる．　	
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更生保護としての地域ケア	

・犯罪をしてしまうリスク 
入所施設→GH→家族と居住→一人暮らし 
　低い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高い 
 
・集団生活が難しい人 

刑務所で単独室処遇．他者とのトラブルか
ら犯罪へ．集団生活が難しい人は居住型サ
ービスでよいのか． 

	

事例①	

ネグレクトのため児童福祉法２８条事件で子
どもが児童養護施設に措置されていても，窃
盗事件を起こした薬物依存の母親（自らも被
虐待）．	

事例②	

児童期に性的虐待を含めた虐待を周囲から
受け，そのことが原因で３０歳代で解離性同一
性障害から殺人に至った女性． 　	

事例③	
母親とその男性との関係がうまくいかないこ
との影響から，犯罪をおこし医療少年院に４
年間在籍しなければならなくなった広汎性発
達障害のある少年 	
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事例④	

児童養護施設において，年長の女性児童から
性的行為の強要といういじめを受けた結果，３
０歳を過ぎてから性犯罪を重ねて犯したシンナ
ー依存の男性． 	

事例⑤	
覚せい剤依存の母親から中学校１年生位か
ら覚せい剤を使用され，その後覚せい剤事
犯や売春などで複数回少年院に入所した知
的障がいのある少女．	

事例⑥	

アルコール依存の父，統合失調症の母によ
り歪んだ養育を受け，少年時から放火や性的
な問題行動を重ね，成人してから窃盗等で３
回受刑した知的障がいのある男性． 	

事例⑦	

統合失調症があるものの単独で2歳の男児
を育てていたが，養育支援が統合失調症の
影響を考慮しておらず育児に行き詰まり発作
的に子どもの殺害を図った母親． 
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リスクマネジメント	
・再犯というリスクは当然ある． 
・精神症状が強くなったとき（自傷他害） 
　措置入院，医療保護入院，任意入院，応急入院 
　警察官による通報→２３条通報（旧２４条通報） 
　検察官による通報→２４条通報（旧２５条通報） 
　保護観察所の長による通報→２５条通報（旧２５　
　条の２通報） 
　矯正施設の長による通報→２６条通報 
・適法な手段が必要→司法手続に従う	

おわりに①	
n  触法障がい者問題は（地域）生活のリスクでもあり，

罪を犯してしまわないための環境調整を行なう必
要がある． 

n  司法と福祉の連携と輪型支援体制の構築の重要
性．→フォレンジック・ソーシャルワーク実践 

n  犯罪をしないで生活することの快適さを認知する
ことは自立更生にとって重要である． 

n  強制された生活では矯正はできない． 
n  再犯しないスパンを延ばす支援もある．一定期間

を目標とする．→ただし，性犯罪や生命犯といった
ような犯罪の場合はどうだろうか？ 

n  リスクマネジメント→適法，適正な手続きをふむ． 
 

おわりに②	
n  障がいの有無にかかわらず児童期のいじめや虐

待は，しばしば成長してからの犯罪行為につなが
る例が見受けられる． 

n  児童間の関係のみならず，保護者や支援者との
関係の歪みが虐待様の状況になることがある． 

n  少年非行については，そのほとんどが生来のもの
ではなく，人間関係によって生じている場合が多く，
特に保護者や周囲の大人の虐待等の影響による
ものが多く見受けられる． 

n  児童だからこそ，生きやすい環境づくりが必要で
ある．障がいがある児童は阻害されやすい． 
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