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2019 年度事業 進捗報告書（実行団体） 

● 提 出 日 ： ２０２１年９月３０日 

● 事 業 名 ： 刑務所出所者等就労支援事業の狭間を埋める支援事業 

● 資金分配団体 ： 更生保護法人 日本更生保護協会 

● 実 行 団 体 ： 特定非営利活動法人 愛知県就労支援事業者機構 

● 新型コロナウイルス対応緊急支援助成（通常枠での追加助成）の有無 ： 有 ☐無 

 

①  実績値 

アウトプット 指標 目標値 

 

達成時期 現在の指標の達成状況 進捗

状況

＊ 

法定期間経過後の刑務

所出所者等が就職支援

を受ける状態になる。 

①就職支援を働きかけた人数 

②就職支援開始人数 

③支援終了人数 

①合計 80 人/３年 

②合計 25 人/同 

③合計 25 人/同 

2023 年１月 2021.4.1～8.31 

①14 人 

②2 人 

③0 人 

事業開始から累計 

①33 人、②4 人、③2 人 

３ 

刑務所出所者等及び協

力雇用主が就職インタ

ーンシップを受ける状

態になる。 

①就職インターンシップ参加の働き掛けを

行った刑務所出所者等の人数 

②就職インターンシップ協力依頼を行った

協力雇用主の数 

③就職インターンシップを受けた刑務所出

①95 人/３年 

 

②75 社/同 

 

③54 人/同 

2023 年１月 2021.4.1～8.31 

①20 人 

②15 社 

 

③5 人 

３ 
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所者等の人数 

④就職インターンシップを実施した協力雇

用主の数 

⑤就職インターンシップ実施延件数 

 

④45 社/同 

 

⑤81 件/同 

 

④4 社 

 

⑤5 件 

事業開始から累計 

①45 人、②33 社、③12

人、④10 社、⑤19 件 

地区協力雇用主会が増

加する状態になる。 

①協力雇用主会創設に向けた働き掛けを行

った協力雇用主の数 

②協力雇用主会創設についての同意を得ら

れた保護司会の数 

③地区協力雇用主会創設に当たっての打合

せ会議開催回数（非接触型会合を含む） 

④地区協力雇用主会と連携して行う研修・

座談会・意見交換会等の開催回数 

⑤助言等（非接触型会合を含む）の支援を受

けた協力雇用主数 

⑥増設された地区協力雇用主会数 

①115 社/３年 

 

②6 地区保護司会 

/同 

③30 回/同 

 

④30 回/同 

 

⑤60 社/同 

 

⑥3 地区/同 

2023 年１月 2021.4.1～8.31 

①26 社 

②0 地区会 

 

③5 回 

 

④6 回 

 

⑤21 社 

 

⑥0 地区 

事業開始から累計 

①57 社、②1 地区会、③

14 回、④（2021 新設）

6 回、⑤44 社、⑥１地区 

 

３ 
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建設業以外の協力雇用

主が増加する状態にな

る。 

建設業以外の協力雇用主を増加するため、 

①働きかけを行った事業者数 

②募集のホームページを閲覧した事業者数 

③セミナーの案内をした事業者数 

④セミナーに参加した事業者数 

 

①300 社/２年 

②150 社/同 

③200 社/同 

④100 社/同 

2023 年１月 2021.4.1～8.31 

①30 社 

②2021.12 に確認可 

③0（計画段階） 

④0（同） 

事業開始から累計 

2021 から事業開始の

ため上記に同じ 

3 

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他 
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② 事業進捗に関する報告 

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み 

  3.課題がある 

2.アウトカムの状況 

A：変更項目 

☐変更なし 短期アウトカムの内容  ☐短期アウトカムの表現  短期アウトカムの指標 短期アウトカムの目標値 

5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点 

・対面での支援を事業の方法として位置付けていたが、コロナ追加助成を活用しながら、オンラインを使って、更生保護施設在所中の者へ

の支援及び保護観察所との協議・打合せも実施している。 

・コロナ追加助成を活用して、ホームページを開設し、より多くの協力雇用主等に事業を知ってもらうようにしている。 

 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

 当期（2021.4～8）においては、特になし。 

 2.広報制作物等 

  ホームページを開設した。https://www.aichi-syuro.jp 

 3.報告書等 

   2020 年度事業実施結果報告：2021 年８月 内閣府 NPO 法人ポータルサイトにおいて公表 
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2019 年度事業 中間評価報告書（実行団体） 

評価実施体制 

内部／

外部 

評価担当分野 氏名（非公開） 団体・役職 

内部 インタビューの実施  事業責任者 

内部 文献調査、報告書作成  事業責任者 

内部 アンケート調査の実施  事業責任者 

外部 データ分析、評価全般のアドバイス  西南学院大学専任講師 

 

A）事業のアウトカムの進捗状況の評価 

① 短期アウトカムの進捗状況 

指標 目標値・状態 達成時期 これまでの活動をとおして把握し

ている変化・改善状況 

法定期間経過後の刑務所出所者

等が就職支援を受けることによ

り、安定的な就労を確保する状

態になる。 

①就職した者のうち、３か月後も職場に定着してい

る者の割合が 60％以上。 

②就職できなかった場合は、福祉サービス機関・団体

や職安等のエンドレス支援の機関・団体に繋がった

者の割合が 90％以上。 

2023 年１月 支援終了者２人 

①100％（実人員１人） 

②100％（実人員１人） 

刑務所出所者等及び協力雇用主

が就職インターンシップを受け

ることにより、刑務所出所者等

は自分に合った職種・職場環境

①自分に合った職種・職場環境が理解できた人数及

び割合が、51 人、90％以上。 

②採否の判断に役立ったと思えた協力雇用主数及び

割合が、42 社、90％以上。 

2023 年１月 ①受講人員 12 人中の 12 人、100％ 

 

②協力雇用主 10 社中の 10 社、

100％ 



6 

 

についての理解が深まった状態

になり、協力雇用主は職種・職場

環境が当該刑務所出所者等に合

うか正しく判断できる状態にな

る。 

地区協力雇用主会が増加するこ

とにより、協力雇用主が刑務所

出所者等を進んで雇用しようと

する状態になる。 

増設された地区協力雇用主会に加入した協力雇用主

で、①雇用実績のない協力雇用主のうち、雇用実績の

ある協力雇用主の成功体験を共有でき、進んで雇用

する気になった協力雇用主数が 30 社。 

②雇用実績のある協力雇用主のうち、他の協力雇用

主と苦労を分かち合え、今後も引き続き雇用する気

になった協力雇用主数が 12 社。 

2023 年１月  

①15 社 

 

 

②５社 

建設業以外の協力雇用主が増加

することにより、刑務所出所者

等の求職ニーズに合った就職が

進む状態になる。 

①建設業以外で新たに協力雇用主に登録された事業

者数が 50 社。 

② 建設業以外の協力雇用主を希望して、希望する

職種に就職した人数及び割合が、30 人、80％以上。 

2023 年１月 （本短期アウトカムは 2021 新設） 

①７社 

②17 人中の 14 人、82％ 

 

 

 

②  アウトカムの分析「⑧アウトカムの達成度」（※任意） 

評価小項目 評価小項目の評価結果 評価結果の考察 
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事業のアウトカムの進捗評価 評価結果の考察 

事業のアウトカムの進捗の程度は、事業終了時には 

 ☐ 短期アウトカムの目標値を上回っての達成の見込みがある  

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成の見込みがある 

 ☐ 短期アウトカムの目標値はおおむね達成できる見込みがある 

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は不透明である 

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は難しい 

と自己評価する 
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B）事業の改善状況の評価 

① 事業の実施過程・事業改善に関する評価 

評価項目 評価小項目 評価結果 考察 

実施状況の 

適切性 

活動を実施する上で支障

となる問題は起きていな

いか。その原因は何か。 

刑務所出所者等で支

援を受けた者の実績

が目標値を大幅に下

回っているという問

題が起きており、その

原因はコロナ禍の影

響によるものである、

と原因が明らかにな

っている、と評価す

る。 

＜調査結果＞ 

就労支援実施状況報告書及び事業実施経過票等の本事業実施に係

る内部データのほか、国による就労支援に係るデータ等を分析し、

実行団体内のグループディスカッションにより、活動を実施する上

で支障となる問題が起きていることが明らかとなり、その原因が特

定できた。 

① 支援を実施した刑務所出所者等の人数が、目標値に対し大幅に

下回っている。 

② 国による就職支援を実施した者は、本事業開始前後で年間 100

数十人と人数において変わらず、そのうち、就労支援開始から法

定期間満了日まで３か月以内という短期間の者は、本事業による

法定期間経過後の就職支援を開始するまでは年間５,６人であっ

たが、本事業開始後の 2020 年度からこれが倍増した。法定期間経

過後は本事業による就職支援が受けられることとなって、それま

では残期間が少ないため国による就職支援の開始を断念されてい

た者にも支援の機会が増加したものと考えられる。一方で、コロ

ナ禍の影響により、愛知県における有効求人倍率は本事業開始前

2019 年度の 1.82 倍から次第に下降して 2020.12 には 0.99 倍とな

った（その後、徐々に上昇してはいるが 2021.6 で 1.20 倍）。こう

して雇用情勢が悪化する中で、国による就職支援を受ける者は、

慎重に適職を選ぶよりも、とにかく１日も早く就職して賃金を得
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たいと強く望むようになり、法定期間が短期間の者が増加したに

もかかわらず、国による就職支援期間中に就職した者の割合（就

職率）は、本事業開始前の約７割から 2020 年度は約８割へと上昇

した（残り２割は法定期間を残して国による就職支援の同意撤回

等）。その結果、国による就職支援の対象となる法定期間を就職で

きないまま経過して本事業の対象となる者は数人となった（なお、

2021 年度から、愛知県が実施し、当法人が受託している「法定期

間経過後も国の事業に引き続く職場定着支援」事業の途中で再度

の就職支援を必要と要する者についても、本事業の支援対象とし

て加えたところであるが、現在までのところ、就職支援を必要と

する者は出ていない。）ほか、就職インターンシップに同意する者

が少数になった。 

＜考察＞ 

 新型コロナウイルス感染症の影響は事業開始時には予測されなか

ったことであるが、就職に難航して本事業の対象となる者が増加す

るかと予測したものの、刑務所出所者等の生活困窮度と、就労によ

る賃金確保の緊迫性がそれだけ深刻であったと考えられる。こうし

て、問題の出現と原因が明らかになっている、と評価する。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

事業の進捗において必要

な実施事業の見直しが行

われているか。 

事業全般にわたる見

直しを行ない、新たな

事業を１項加え、当初

からの事業の対象と

する者を拡充したこ

＜調査結果＞ 

保護観察官、協力雇用主、保護司といった更生保護関係者と協議

し意見を求めた結果、事業の見直しを望む意見が次のとおり寄せら

れた。 

① 協力雇用主の業種を拡充すること。すなわち、協力雇用主の過



10 

 

とで、複数個所におい

て事業の改善がなさ

れている、と評価す

る。 

半数が建設業であるが、高齢者及び福祉的就労とのボーダーライ

ン層等の建設業に就けない者や建設業への就労を忌避する者が増

加している。就労支援を受ける刑務所出所者等のこうした質的変

化に対応して、雇用のミスマッチを防ぐため、建設業以外の協力

雇用主の業種を拡充する。 

② 法定期間経過後の就職支援の対象を拡大すること。すなわち、

愛知県においては、国の行う職場定着支援に引き続いて保護観察

等の期間経過後は県が職場定着支援を行うという、地方行政によ

る新たな就労支援が 2021 年度から開始されたが、県が行う職場

定着支援中に離職した者に対する就職支援の仕組みがない（国の

行う就職支援は保護観察等の期間中に限定され、保護観察等期間

終了後から県により行われる職場定着支援開始時から国の支援の

対象外）ことから、こうした者も、法定期間経過後の就職支援の

対象に加える。 

＜考察＞ 

更生保護関係者へのインタビューにより、事業全般にわたる見直

しを行った。その結果、上記の①を事業計画に新設することとし、

②を当初からの事業の対象に付け加えることとした。このことから、

必要な見直しができていると評価する。 

組織基盤強化・

環境整備 

組織の体制・事業体制は事

業目標に対して適切かつ

十分か。 

事業目標に対して不

十分と認められた人

的体制を改善するこ

とにより、適切かつ十

＜調査結果＞ 

実行団体の財務情報等を基にデータを分析し、実行団体内のグル

ープディスカッションにより、事業目標に対する組織体制を検証し、

次の事項を改めることとした。 
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分な体制である、と評

価する。 

① 支援を受けるよう働きかける対象を広げ、働きかける機会を増

加するため、支援員を１名増員する。ただし、実行団体が実施し

ている他事業との関連性が密接であることから、他事業との兼務

とする。 

② 支援員を増員することによる人件費の増額は、資金計画を見直

し調整することにより、適切に対応できる。 

＜考察＞ 

組織の体制を検証した結果、事業目的を達成するため、人的体制

を改めることとした。その結果、適切かつ十分な体制ができている

と評価する。 

実施状況の 

適切性 

コロナ禍の影響がどの程

度あったか 

アウトプットの産出

が低調となったこと、

刑務所出所者等及び

協力雇用主に対して

支援を受ける動機付

けを強化したり支援

を受ける環境を整え

たりすることが困難

な状況になっている

という程度まで明確

にできている、と評価

する。 

＜調査結果＞ 

就労支援実施状況報告書及び事業実施経過票等のデータを分析す

るとともに、保護観察官、協力雇用主、保護司といった更生保護関

係者と協議し意見を求めた結果、コロナ禍の影響として以下の事項

が明らかとなった、 

① 活動の実施状況及びアウトプットの算出が低調となった。 

② コロナ禍の影響により、雇用情勢が悪化する中で、刑務所出所

者等は、慎重に適職を選ぶよりも、とにかく１日も早く就職して

賃金を得たいと強く望むようになり、国による就職支援の対象と

なる法定期間を就職できないまま経過して本事業の対象となる者

は数人となったほか、就職インターンシップへの同意が得難くな

って、これに同意する者が少数になった。 

③ コロナ感染防止のため各方面での会合が自粛され、協力雇用主
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が一堂に会して経験を共有する場となる地区協力雇用主会を作ろ

うとする機運を醸成することが困難となった。加えて、協力雇用

主の殆どが小規模の事業者であり、ＩＣＴ環境も整備されていな

いことから、たとえ組織化ができてもオンラインによる研修や意

見交換会の開催が困難な状況にある。 

④ 対面による接触で支援することを事業の主たる方法にしている

ことから、支援の方法を見直す必要が生じた。さりとて、刑務所

出所者等はオンラインによる支援が可能なＩＣＴ環境を有してい

ない。 

＜考察＞ 

コロナ禍の影響により、アウトプットの産出が低調となったこと、

刑務所出所者等及び協力雇用主において本事業の支援を受けようと

する意向が乏しくなり、動機付けを強化したり、支援を受けられる

よう周辺環境を整備したりすることが困難となったということが明

らかになり、影響の程度を明確にできている、と評価する。 

実施状況の 

適切性 

追加助成を受けて、その影

響はどの程度緩和された

か。 

支援の対象等におい

て追加助成を受ける

前と同一レベルを維

持することができた

と、影響の緩和の程度

を明確にできている、

と評価できる。 

＜調査結果＞ 

就労支援実施状況報告書及び事業実施経過票等のデータを分析す

るとともに、保護観察官、協力雇用主、保護司といった更生保護関

係者と協議し意見を求めた結果、追加助成を受けて、その影響が以

下のとおり緩和されたことが明らかとなった。 

① 2020 年下半期からタブレット端末を支援員に配備し、 

ア 同時に更生保護施設に貸与したタブレット端末を活用し、更生

保護施設に入所中の者（2020 下半期から 2021.8 末までに更生保



13 

 

護施設入所中に国による就職支援を受けた者 13 人、そのうち法

定期間満了まで 3 か月以下の短期間の者 6 人）に対し、オンライ

ンによる面接により、就職インターンシップや法定期間経過後の

就職支援を受けるよう働きかけることが可能となった。こうした

方法がなければ、殆どの者が携帯電話さえ所持していない更生保

護施設入所中の者には、全くといってよいほど、働きかけ自体が

できなかった。 

イ 日々行っている保護観察所との協議及び打ち合わせをオンライ

ンによってできるようになった。電話では、資料・データを共有

しながらの協議・打ち合わせはできないことから、オンラインの

活用により、保護観察所との意思疎通や相互理解が追加助成前と

同じレベルで維持できた。 

ウ なお、付随して、オンラインの活用により、支援員、支援を受

けた更生保護施設入所中の者及び保護観察所職員から、感染者（疑

いを含む）を一人も出すことがなかった。 

② ホームページを立ち上げたことにより、対面による説明をする

ことなく、本事業を多くの関係者に知ってもらうことができるよ

うになった。 

③ 追加助成がなければ、アウトプットの産出は更に下回っていた

に相違ない、と容易に推測される。 

＜考察＞ 

対面によらない支援の方法等を講じることにより、支援の対象を

制限しないで済み、保護観察所との意思疎通や相互理解も同一レベ
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ルを維持することができたほか、対象を拡大した広報を実施するこ

とができ、影響が緩和された状態を明確にできている、と評価する。 

 

 

② 短期アウトカムの状態の変化・改善に貢献した要因や事例 

事例：就職インターンシップを実施した中高年のＡさんは、能力・体力に自信がなく、軽作業なら就けそうと考えたが、具体的な職種ま

で考え付かないでいた。支援員が清掃業の協力雇用主と調整を図り、ホテルのベッドメーキングの仕事でインターンシップを実施するこ

ととなった。従業員から作業手順を教わり、動作の緩慢さを除いては、おおむね指示されたとおりに作業ができたことから、協力雇用主

は A さんの能力に見合った最善の職場に配置することにして、その日のうちに採用を内定した。Ａさんは未経験の仕事に対してインタ

ーンシップを受けることで、自分の能力・適性が理解できたと、協力雇用主はＡさんに適した職場への配置ができた、と喜んだ。A さん

はインターンシップの数日後から就労を開始した。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

国による刑務所出所者等の就労支援は保護観察等の法定期間中に限られ、それを過ぎると支援の対象外となる。確かに、保護観察等の法

定期間経過後もハローワークへの相談はエンドレスでできるが、それは採用面接への同行や職場訪問等をする伴走型の支援ではない。本

事業で法定期間経過後の就職支援に取り組み始め、法定期間経過後も伴走型の就労支援が必要であることを各方面に訴え、これが次第に

理解されるようになった。そのことで、愛知県においては、保護観察等の法定期間経過後は、国の就労支援に引き続き（職場定着支援と

いう目下は限定された領域ではあるが）、愛知県が国に代わって伴走型の就労支援を行うという全国でも類例の少ない新たな事業が

2021.4 から開始されることとなった。こうして、国による刑務所出所者等に対する就労支援制度の狭間を埋めるという本事業の意義が

社会的に評価され、地方行政の施策に取り入れられることとなった。 
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④ 事業計画の改善の必要性の確認 

  社会課題のニーズに事業計画の内容は合致している 

  受益者や事業対象グループのニーズに事業計画の内容は合致している 

  事業計画に記載している活動は、アウトプット➾アウトカムへのつながりが実際に確認できている 

  残りの期間の資金配分・人員体制・スケジュールは活動を円滑に行えるよう計画されている 

  短期アウトカム指標は、事後評価時に測定し、達成度を評価することが可能な内容になっている 

 

 

 

 

  

事業の改善状況の評価結果 評価結果の考察 

残りの事業期間で、事業が短期アウトカムを達成する

ために 

 事業計画は適切に改善されたといえる 

☐ 事業計画を適切に改善する見込みがある 

☐ 事業計画の改善について、課題が残っている 

 

と自己評価する 

中間評価を実施したことで、アウトカムにつながるアウトプットの阻害要因及び

貢献要因を検証することができた。それにより、不足していた活動の方法が明ら

かになった。今後は、活動の方法について、関係者の意見を聞きながら、アウトカ

ムにつながるよう効果的なものとなってアウトカムが達成できるよう、不断の見

直しを行い、果敢にトライアンドエラーを行う。 
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添付資料 

 

3.活動の写真 

 協力雇用主との意見交換会の様子 

 


