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2017年度 CrimRC_主なメディア掲載状況

日付 メディア種別 媒体名 タイトル 備考

2017/04/15 新聞 読売新聞 大阪朝刊
累犯障害者　社会で更生を　弁護士と社会福祉士　捜査・公判段
階から支援 浜井浩一教授

2017/04/21 新聞 毎日新聞 朝刊 内政 記者の目：高齢化する刑務所の受刑者＝岩崎邦宏（高松支局） 浜井浩一教授

2017/04/23 新聞 産経新聞 大阪朝刊 亀岡暴走事故５年 厳罰化も「逃げ道ある」 立証難しく…適用わ
ずか

石塚 伸一教授

2017/04/24 新聞 読売新聞 大阪夕刊 刑務所　教育に力を　官民共同元受刑者男性が訴え 浜井浩一教授

2017/04/27 新聞 読売新聞 東京朝刊 新潟刑務所　受刑者、救済申し立て　「生活用品使用に制限」＝新
潟

浜井浩一教授

2017/04/28 新聞 毎日新聞 朝刊 京都 ヘイト被害：法律相談　全国初、府が弁護士会と連携　今夏、窓口
設置　／京都

金 尚均 教授

2017/05/12 新聞 朝日新聞 朝刊 社会 塀の中でも就職活動　仕事得て更生確実に　刑務所で説明会・服
役中内定も　【名古屋】

浜井浩一教授

2017/05/13 新聞 朝日新聞 朝刊 京都 ２５７円の罪と罰　酒を万引き、実刑判決　執行猶予中、５７歳身寄
りなし　／京都府

浜井浩一教授

2017/05/27 新聞 毎日新聞 夕刊 東京 「入り口支援」強化：検察判断に福祉視点　鑑別所技官と連携　心
理分析や知能検査

浜井浩一教授

2017/06/01 新聞 毎日新聞  朝刊 社会 ヘイトスピーチ：法施行１年　条例検討３市のみ　「国主導」求める
声　毎日新聞調査

金 尚均 教授

2017/06/30 新聞 読売新聞 大阪朝刊 ヘイト　実名公表できず　大阪市　抑止条例１年　動画４件「通信の
秘密」が壁

金 尚均 教授

2017/07/11 新聞 朝日新聞 朝刊 オピニオン （耕論）実は監視されたい？　浜井浩一さん、田島泰彦さん、太田
愛さん

浜井浩一教授

2017/07/20 新聞 読売新聞 中部朝刊 刑務所戻るため罪重ね　出所２日で無銭宿泊未遂　懲役２年４月
＝岐阜

浜井浩一教授

2017/08/09 新聞 毎日新聞 朝刊 京都 ラボ便り：パートナーの暴力調査　ＤＶ被害、日本女性は隠す　龍
谷大研究チーム、欧州の調査と比較　／京都

浜井浩一教授

2017/08/27 新聞 読売新聞 大阪朝刊 女性　ＤＶ通報しない傾向　龍大７４１人調査　「相談窓口周知を」
＝京都

浜井浩一教授

2017/09/11 新聞 日本経済新聞 再犯防止へ回復支援① ※CrimRC記載なし

2017/09/12 新聞 日本経済新聞 再犯防止へ回復支援② ※CrimRC記載なし

2017/09/13 新聞 日本経済新聞 再犯防止へ回復支援③ ※CrimRC記載なし

2017/09/14 新聞 日本経済新聞 再犯防止へ回復支援④ ※CrimRC記載なし

2017/09/15 新聞 日本経済新聞 再犯防止へ回復支援⑤ ※RISTEX/ATA-netのみ記載

2017/09/25 新聞 日本経済新聞 論点争点 メディアと人権法 治療的司法の導入論 ※CrimRC記載なし

2017/10/02 新聞 日本経済新聞　大阪朝刊 きょうだいにも目を、事件・事故の遺族ケア、「親の関心向かず」「家
族を支える」、抑えた感情語る場広がる。

黒川 雅代子教授

2017/11/08 新聞 毎日新聞 大阪朝刊 青酸連続殺人：死刑判決　千佐子被告、謝罪なく　裁判員「認知
症、難しかった」

福島至教授

2017/11/30 新聞 朝日新聞 朝刊 三重・地方 刑事罰か保護処分か、焦点　鈴鹿・中２暴行死事件、あす判決　／
三重県

浜井浩一教授

2017/12/12 新聞 読売新聞 再犯を防ぐ① ※CrimRC記載なし

2017/12/13 新聞 読売新聞 再犯を防ぐ② ※CrimRC記載なし

2017/12/14 新聞 読売新聞 再犯を防ぐ③ ※CrimRC記載なし

2017/12/14 新聞 日本経済新聞大阪夕刊 高齢者再犯、検察が防ぐ、捜査段階から社会福祉士に相談、支援
決定まで短時間課題。

浜井浩一教授

2017/12/15 新聞 読売新聞 再犯を防ぐ④ ※CrimRC記載なし

2017/12/16 新聞 読売新聞 再犯を防ぐ⑤ ※CrimRC記載なし

2017/12/06 新聞 毎日新聞 東京朝刊 記者の目：青酸連続殺人、地裁死刑判決　認知症と向き合う裁判
に＝飼手勇介（京都支局）

福島至教授

2018/01/19 テレビ NHK　視点・論点 「高齢者の再犯をどう防ぐか」 浜井 浩一 教授　※CrimRC記載なし

2018/01/14 新聞 読売新聞 東京朝刊 刑務所　「介護」が重荷　毎日　個別リハビリ　階段　２人で背負う 浜井浩一教授

2018/01/15 その他 ヨミドクター 「服役中に認知症悪化が多く…」高齢受刑者の「介護」、重荷に 浜井浩一教授

2018/01/29 新聞 毎日新聞 夕刊 東京 認知症と司法：服役・リハビリ、対応苦慮　症状進行、トラブルも　岐
阜・笠松刑務所

浜井浩一教授

2018/02/03 新聞 毎日新聞 乳幼児揺さぶられ症候群 国内初、検証の国際シンポを ２ １０ に
開催

2018/02/09 新聞 読売新聞 乳幼児揺さぶり考える

2018/02/10 テレビ MBS NEWS（WEB） 「揺さぶられっ子症候群」と虐待を考える国際シンポ 番組放映もあり

2018/02/10 テレビ ABC WEB NEWS（WEB） 【京都】「揺さぶられっ 症候群」を検証 ※CrimRC記載なし・番組放映もあり

2018/02/11 テレビ NHK NEWS WEB（WEB） “揺さぶり虐待”シンポジウム ※CrimRC記載なし・番組放映もあり

2018/02/11 新聞 朝日新聞 乳幼児揺さぶられ症候群 診断、冤罪生む恐れ

2018/02/14 新聞 京都新聞 揺さぶられっ 、虐待疑い慎重に 法学者や医師ら指摘

2018/02/27 新聞 日本経済新聞
注射器覚醒剤用に横流し、大阪府警、容疑の元販売業者逮
捕――流通経路追跡難しく、複数業者が仲介行政、把握できず。

石塚伸一教授

2018/02/27 新聞 読売新聞 大阪朝刊 薬物検査の課題　議論　上京　警官や依存症患者ら＝京都 石塚伸一教授

2018/03/17 新聞 朝日新聞 夕刊 社会 塀の中、高齢者復帰支える　体操・福祉の知識・会話訓練…刑務
所が本腰　【大阪】

浜井浩一教授
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▼2017年度集計

テレビ露出数 4

新聞露出数 40

雑誌露出数 0

その他露出数 1 ※リリース系サイト・SNSメディアは除く

計 45


