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社会安全政策研究所活動ニュース 

 本研究所が 2015 年 1 月から 2015 年 12 月までに行った主な研究活動は，

以下のとおりです。 

 

Ⅰ．共同研究（A）・「司法から福祉へつなぐダイヴァージョン

研究会」の実施 

 

「司法から福祉へつなぐダイヴァージョン研究会」を 2015 年も継続して

実施し，特に「入口」支援の取組みに焦点を当て研究会を開催しました。 

詳細は下記URLをご参照ください。 

活動報告： 

http://www.waseda.jp/prj-wipss/teichakuken_report_2015.html 

 

Ⅱ．共同研究（B）・独立行政法人日本学術振興会（JSPS）科

学研究費助成事業の基盤研究（B)「非行少年・犯罪者に対す

る就労支援システムの展開可能性に関する考察」の実施 

 

2015 年度より，独立行政法人日本学術振興会（JSPS）科学研究費助成事

業の基盤研究（B)「非行少年・犯罪者に対する就労支援システムの展開可能

性に関する考察」を共同研究（B）として開始しました。 

詳細は下記URLをご参照ください。 

概要： 

http://www.waseda.jp/prj-wipss/kaken_15H03297_index.html 

活動報告： 

  http://www.waseda.jp/prj-wipss/kaken_15H03297_report_2015.html 

 

Ⅲ．共同研究（C）・早稲田大学特別研究助成「発達障害・知的

障害のある児童生徒の非行防止支援に関する研究」の実施 
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2015 年度の早稲田大学特定課題研究助成費・特定課題A（一般助成）に「発

達障害・知的障害のある児童生徒の非行防止支援に関する研究」が採択され，

共同研究（C）として開始しました。 

詳細は下記URLをご参照ください。 

概要・活動報告 

http://www.waseda.jp/prj-wipss/tokuteikadai2015.html 

 

Ⅳ．共同研究（D）・独立行政法人日本学術振興会（JSPS）科

学研究費助成事業の若手研究（B）「重大な触法少年事件防止

のための多機関連携のあり方に関する実証的研究」の実施 

 

2015 年度より，独立行政法人日本学術振興会（JSPS）科学研究費助

成事業の若手研究（B）「重大な触法少年事件防止のための多機関連携の

あり方に関する実証的研究」を共同研究（D）として開始しました。 

詳細は下記URLをご参照ください。 

概要： 

http://www.waseda.jp/prj-wipss/kaken_15K16947_index.html 

活動報告： 

http://www.waseda.jp/prj-wipss/kaken_15K16947_report_2015.html 

 

Ⅴ．共同研究（E）・「英米少年法研究」の実施 

 

（1）翻訳書『創生期のアメリカ少年司法』の公刊 

David S. Tanenhaus,“Juvenile Justice in the Making”の監訳作業を完

了し，2015 年 11 月に翻訳書『創生期のアメリカ少年司法』（デビッド・S・

タネンハウス著／石川正興監訳，成文堂刊）を公刊しました。 

 

（2）“Balancing Juvenile Justice”の翻訳作業開始 

「英米少年法研究会」は 2015 年度も継続して実施しており，新たに Susan 

Guarino-Ghezzi & Edward J. Loughran,“Balancing Juvenile Justice”の
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翻訳作業を開始しました。 

 

Ⅵ．共同研究（F）・「外国人集住都市問題研究会」 

 

 本研究所では，2013 年に警察政策学会から「国際都市新宿治安研究会」の

設置が承認され，以来 3 年間にわたり研究を行ってきましたが，2015 年 4

月に当研究を継続発展させるべく，本研究所内部に「外国人集住都市問題研

究会」を発足させました。 

詳細は下記URLをご参照ください。 

http://www.waseda.jp/prj-wipss/index.html 

 

Ⅶ．第 20 回早稲田矯正保護展の開催 

 

2015 年 11 月 19 日（木）に，社会安全政策研究所を主催団体の一つとし

て，第 20 回早稲田矯正保護展（テーマ：「高齢者・障害者の再犯防止―司法

と福祉の調和に向けて―」）が開催されました。 

詳細は下記URLをご参照ください。 

http://www.waseda.jp/prj-wipss/hogoten_report_2015.html 

 

Ⅷ．定例研究会の開催 

 

本研究所では，第 8 期（2015 年 1 月から 2015 年 12 月まで）として計 6

回の定例研究会を開催しました（原則として報告者は 2 名で，奇数月の最終

土曜日に開催）。 

報告タイトルと報告者は，以下のとおりです（肩書は当時のものを掲載）。 

 

1. 第 44回定例研究会（2015 年 1月 31 日開催） 

（1）「発達障害を有する犯罪者への法的対応策の考察（その 2）」 

宍倉 悠太 氏（大学院法学研究科研究生，国士舘大学法学部非常

勤講師） 
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（2）「刑事手続における『罪を犯した者の職業』の役割」 

吉開 多一 招聘研究員（国士舘大学法学部教授） 

 

2. 第 45回定例研究会（2015 年 3月 28 日開催） 

（1）「少年非行に対応するための多機関・団体連携 

   ―学校教育行政システムと他のシステムとの連携について―」 

三枝 功侍 氏（大学院法学研究科博士後期課程） 

（2）「刑法犯の減少と犯罪の転移」 

金山 泰介 招聘研究員（日本大学総合科学研究所教授） 

 

3. 第 46回定例研究会（2015 年 6月 13 日開催） 

（1）「社会福祉と司法福祉―社会保障・社会福祉の観点から」 

菊池 馨実 研究所員（法学学術院教授） 

（2）「国連平和維持活動（PKO）に対する国際法上の規制」 

尋木 真也 招聘研究員（愛知学院大学法学部専任講師） 

 

4. 第 47回定例研究会（2015 年 7月 25 日開催） 

（1）「覚せい剤を使用した女性の受刑にかかる体験プロセス」 

伴 恵理子 招聘研究員（渋谷区BBS会会長，心理カウンセラー） 

（2）「ソーシャル・インパクト・ボンドの導入可能性と課題 

   ―英国・米国における再犯防止への取組みを手掛りとして―」 

細野 ゆり 招聘研究員（横浜国立大学成長戦略研究センターリサ

ーチャー） 

 

5. 第 48回定例研究会（2015 年 9月 26 日開催） 

（1）「カリフォルニア州のオルタナティブ学校制度における教育評価と質

保証」 

宮古 紀宏 招聘研究員（千葉大学大学院看護学研究科附属専門職

連携教育研究センター元特任講師） 

（2）「デンマークにおける犯罪者の社会復帰支援の一断面 
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   ―ソーシャル・ファーム『ハイ・ファイブ』の活動を一例として―」 

松澤 伸 研究所員（法学学術院教授） 

 

6. 第 49回定例研究会（2015 年 11 月 28 日開催） 

（1）「〔判例報告〕知的障害者の『責任能力』に関する一事例」 

田川 靖紘 招聘研究員（愛媛大学法文学部准教授） 

（2）「少年犯罪と発達障害」  

本田 恵子 研究所員（教育・総合科学学術院教授） 

 

Ⅸ．研究員の異動 

 

本研究所では，以下の研究員の異動がありました（2015 年 7月から 2016

年 7月まで。50 音順）。 

 

1. 新規嘱任 

（1）研究所員 

 なし 

（2）招聘研究員 

会田 正和（日本公証人連合会会友） 

雨宮 ゆかり（NPO 法人宮城更生保護社会活動支援センター副理事長） 

安藤 哲夫（NPO 法人宮城更生保護社会活動支援センター副理事長） 

今井 茂子（新宿区保護司会保護司） 

北田 真理 （杏林大学総合政策学部専任講師） 

小中 さつき（学習院女子大学国際コミュニケーション学科等非常勤講師） 

小林 良子（東京地方検察庁社会復帰支援室社会福祉アドバイザー） 

宍倉 悠太 （国士舘大学法学部専任講師） 

鈴木 敏成 （東京都立七生特別支援学校指導教諭） 

瀬田 真（横浜市立大学国際総合科学部准教授） 

瀬沼 靜子 （一般社団法人再チャレンジ支援機構事務局長） 

戸井 宏紀（東京社会福祉士会司法福祉委員会委員） 
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中川 るみ（大阪地方検察庁社会福祉アドバイザー） 

新岡 邦良（富国生命保険相互会社参与） 

廣見 正行（上智大学法学部特別研究員） 

藤江 道子（NPO 法人宮城更生保護社会活動支援センター理事長） 

本堂 雄大（新宿区保護司会保護司） 

宮田 桂子（弁護士） 

鷲野 薫（更生保護法人両全会企画室長） 

 

2. 身分変更（研究所員から招聘研究員へ） 

 重村 智計（公益財団法人日本財団顧問） 

 

※なお，本研究所の活動につきましては，本研究所のホームページもご参照

下さい（URL: http://www.waseda.jp/prj-wipss/ ）。 

 

 


