
「NPO法人ユース・サポート・センター・友懇塾」�
による非行少年の立ち直り支援�
�　NPO法人「友懇塾」は、父母や子どもから非行問題の電話相談を受け、家庭
訪問・話合いを繰り返し、解決を図っている。また、街頭清掃活動や里山活動に

は親子で参加してもらい家族関係の改善等により、非行少年の立ち直りを支

援している。�

　夜間街頭補導、全国講演、親塾（親の勉強会）等を通じて、犯罪の未然防止

にも取り組んでいる。�

　「友懇塾」が進める、少年非行の再犯率が非常に低い（約5％）、立ち直りの

支援活動を紹介する。�
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情報誌�

◆非行少年の立ち直り支援　ケース1

――非行少年の立ち直りの支援活

動のきっかけや活動目的について、

お聞かせ下さい。�

�

�

�

　約20年前、知り合いの中学校の校

長先生から「学校が荒れているので

助けて欲しい」と頼まれ、問題の生徒

を立ち直らせたのがきっかけで、「少

年非行問題」に取り組むようになりま

した。その後も少年の立ち直りを支

援してきましたが、個人で活動するこ

とに限界を感じ、平成15年2月に千

葉県知事から「NPO法人ユース・サ

ポート・センター・友懇塾」として認証

を受け、非行少年の立ち直り支援活

動を続けています。�

�

�

�

�

�

　現在行っている活動の目的は基

本的に、（1）犯罪を起こす少年を未

然に防ぐこと、（2）犯罪を起こしてし

まった少年たちの立ち直りを支援す

ること、この2つです。�

　少年犯罪を未然に防止するために、

小学校児童向けのプログラムがあり、

例えば、万引きはいけないということ

を劇で教えます。他方、児童の保護者、

父母の規範意識、考え方を変革させ

るために、全国を回る講演で犯罪予

防の啓発活動を行っています。�

　あいにく犯罪を起こしてしまった子

どもたちに対しては、立ち直りを支援

する活動を行っています。現在、最も

多くの時間と労力を割いているのが、

この非行少年の立ち直り支援活動

です。�

　�

――具体的にはどのような支援活

動を行っていますか。また、連携して

いる機関はありますか。�

�

�

�

�

　この少年の立ち直りの支援活動

には、24時間電話相談活動、街頭清

掃活動、街頭補導活動、里山活動、

全国講演活動などがあります（「友懇

塾の主な連携機関」の図参照）。�

　これらの活動を行うためには、さま

ざまな機関との協力・連携が不可欠

です。�

　子どもの立ち直り支援、就労支援

対策、里山活動等を行い、また子ども

を薬物被害から守るために、千葉県

活動目的は「犯罪の未然防止」
と「犯罪を起こした少年の立
ち直り支援」�

24時間電話相談、街頭清掃活動、
里山活動、全国講演活動等によ
り非行少年の立ち直りを支援�

約20年間、「少年非行問題」に
取り組み、立ち直りを支援�

千葉県において非行少年の立ち直りの支援活動を積極的に行っている、NPO法人ユース・サポート・センター・友懇塾の理

事長 井内清満さんにお話を伺いました。�
い うち きよ み つ�

NPO法人ユース・サポート・センター・
友懇塾 理事長�

●井内清満さん�

千葉県�



のさまざまな関係部門と協力しながら

活動しています。�

　千葉県警察本部の少年センター、

千葉市補導センター、その他、家庭

裁判所などの関係諸機関からも、子

どもの立ち直り支援に協力していた

だいています。�

　これらの機関との協力関係は、指

示や命令といった関係ではなく、定

期的な連絡や情報交換を主体とし

たものです。街頭清掃活動、里山整

備活動などは、千葉家庭裁判所との

協働で行っています。�

　しかし、個々の子どもの立ち直り

支援は、24時間電話相談活動や家

庭訪問によって私が子どもやその保

護者と直接話をして、自ら問題解決

を図るよう実施しているものです。�

�

――支援活動の財源について、お

聞かせ下さい。�

�

�

�

　本業の仕事を持っていますので、

支援活動資金のほとんどは私個人

の事業で稼いだ自己資金によります。

活動資金の一部には、国や地域から

の公募助成金、企業からの助成金、

友懇塾スタッフメンバーの会費など

があります。�

�

――24時間電話相談について、お

聞かせ下さい。�

�

�

�

�

　非行少年の立ち直りの支援活動

として重点を置いているのは、24時

間電話相談です。24時間電話に対

応するために寝ている時もイヤホンを

付けています。個人情報の問題もあ

るため、相談には理事長1人が対応

しています。�

　この電話相談がきっかけで個々の

子どもの支援が始まります。相談で一

番多いのは両親、保護者からの相談

です。子どもからの最初の電話相談

は真夜中ですが、一度信頼関係を

構築できると、子どもからの夜中の電

話は少なくなります。�

　しかし、保護者からの電話は、ワラ

をもつかむ思いですので、時間に関

係なく私の仕事中でも夜中でも遠慮

なくかかってきます。電話相談の後、

私は必ず家庭訪問しますが、私自身

の仕事があるので、訪問はほとんど

夜になります。父親の帰宅時間の夜

10時や11時に訪問し夜中まで話し

て帰ってくることもあります。電話だけ

で終わることもありますが、家庭訪問

は平均月10回くらい行います。�

　時期によって電話相談の多さは異

なります。7月（夏休み前）、9月（夏休

み後）、11月頃（欠席日数で進級判

定時期）が多く、1月、2月（試験期）は

落ち着いてきて、3月（試験の後）にま

た多くなります。4、5、6月は少ない。�

　警察からの問合せもありますが、

学校からの相談はありません。�

　�

――個々の子どもに対しては、どの

ように対応していくことが必要ですか。�

�

�

�

　子どもが言いたいことがあれば、そ

れを一生懸命聞いてあげることが大

切です。本人には人格、個性、子ども

なりの考え方があるので、その考え

方を理解してあげてから、こちらから
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父母や子どもからの「電話相談」
により「家庭訪問」を繰り返し、
解決を図る�

子どもの言うことを真剣に聞
いてあげることが大切�

支援活動資金のほとんどは理事
長個人の事業で得た自己資金�

◆非行少年の立ち直り支援　ケース1

友懇塾の主な連携機関�



のアドバイスをします。�

　「お前たちは子どもだから、私の言

うことを聞きなさい」では、子どもは言

うことを聞きません。理解してあげて、「あ

の人は話を聞いてくれる、理解してく

れる、信用できる」という状況を作るこ

とが必要です。子どもとの信頼関係

が作れるか否かが、子どもが更生す

るかしないかの勝負になります。その

状況を作ることができればうまくいき

ます。�

　非行少年に対して、信用できる大

人がかかわれば、それだけでかなり

の部分がうまくいくと思います。�

�

――街頭清掃活動を行っているそう

ですが、どのような効果を狙っていま

すか。�

�

�

�

　毎月2回、第一・第三水曜日の午

後7時から9時に千葉駅前などの歩

道や公園を巡りゴミ拾いの清掃活動

を行っています。ボランティアの小学

生から大学生、一般社会人、及び非

行少年とその保護者が自主的に参

加し、全体で約30余名の人たちが、

歩道などに捨てられたタバコの吸殻、

空き缶、紙やビニールなどを拾います。�

　子どもたちは捨てられているゴミの

多さを実感し、今後自分は捨てない

と誓い彼らの道徳心が向上します。

また、子どもたちには、自分の清掃で

町をきれいにしたという自尊心、自負

心が生まれます。まだ拾ってない先の

道にはゴミがあり、振り返って見る後

ろの道にはゴミがないという歴然とし

た差が分かることで達成感も生まれ

ます。�

　子どもたちは、普段見知らぬ人か

ら「ありがとう」、「ご苦労さま」と言わ

れたことがないが、清掃中に通りが

かりの見知らぬ人からの言葉を耳にし、

「ありがとうと言っているよ」とささやい

て嬉しそうにしています。�

�

�

�

�

　理事長と友懇塾スタッフは、この街

頭清掃活動が終わった後、夜10時

から翌朝午前2時頃まで、街頭補導

活動（夜回りパトロール）を行ってい

ます。�

　日常的な活動として、この夜回りパ

トロールは電話相談と並んで重点を

置いています。�

�

�

�

�

�

�

�

�

――県有林「癒しの森」里山整備活

動とはどのようなものですか。�

�

�

�

�

　千葉県市原市水沢にある県有林「癒

しの森」里山整備活動は3年目になり

ます。父や母など保護者と子どもが自

然環境の里山に来て、一緒に同じ整

備作業（遊歩道などの雑草刈りや邪

魔な枝切りなど）を行い同じ昼食を

食べ1日を過ごします。罪を犯した15、

16歳の子どもたちにとって、そのよう

な経験は初めてだと感動します。�

　車の音は聞こえず野鳥の声だけ

が聞こえる里山活動で草刈り作業を

するだけではなく、感性を育むことが

大切です。汗をかくことがどれほど重

要かということを彼らは体得します。

家で子どもはいつも父親のだらしな

い姿しか見ていませんが、里山で父

親が率先して枝や雑草を切り真剣

に働いている姿を見て、父親を見直

したと言う子どももいます。働く姿を子

どもに見せてあげることは必要です。�
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街頭清掃活動の様子�

友懇塾防犯パトロールカー�

県有林「癒しの森」里山整備活動（上：集合場所、�
中・下：遊歩道などでの下草刈り作業の様子）�

里山整備活動では、親子一緒
に作業することで好ましい家
族関係へと向かう�

街頭清掃活動で、達成感、道徳心、
自尊心を育む�

街頭清掃活動から夜間街頭補
導活動へ�
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里山自然活動では、「ものづくり」
体験によりストレスを発散�

少年非行の主な原因は、保護
者の道徳・規範意識の欠如�

母親手作りの家庭での食事が、
子どもにとっては大切�

�

�

�

　今は冷凍食品が氾濫していて電

子レンジで温めれば、調味料も要ら

ず食事はすぐ作ることができます。多

くの母親はこのような食事を子どもに

食べさせていますが、これは食育に

なりません。母親の作った食事に幼

い時から慣れさせると、他のどこで食

べたものよりも家で母親の作った食

事が一番おいしいということになります。�

　今の子どもたちはこれを経験でき

ていないので、里山の昼食では友懇

塾スタッフが自然食材で手作りした

食事を子どもたちに食べさせています。

皆で一緒に食べることも良いことです。

母親には、「できるだけ自分で作った

料理を家庭で子どもに食べさせて欲

しい」と伝えます。�

　家族が同じものを食べて「今日は

しょっぱい、お父さんどう」、「ちょうどい

いじゃないか」などと言いながら食べ

る習慣を子どもの幼い頃から作るこ

とが大切です。�

�

――民有林「友懇の森・子ども癒し村」

里山自然活動とはどのようなもので

すか。�

�

�

�

　先述の県有林「癒しの森」里山の

後にできた、千葉県大網白里町にあ

る民有林「友懇の森・子ども癒し村」

里山自然活動は開始して1年目にな

ります。�

　ここでは子どもたちにオブジェや手

作りの時計などを作らせ、「ものづくり」

を体験させます。雨が降っても作業

ができるように屋根付きの場所を用

意してあります。「子ども癒し村」とい

う名前にあるように、子どもだけの参

加も可能です。子ども自身はストレス

の塊ですので、ストレスを発散できる

ような自然環境に恵まれた里山の場

所を提供したいと思っています。�

�

　�

�

�

�

�

�

�

�

――非行少年を生み出す主な原因

としては、どのようなことが考えられま

すか。�

�

�

�

　私は、「少年非行の原因は常に大

人にある」と言っています。非行少年

を生み出す主要原因は、父母、保護

者の道徳・規範意識の欠如です。非

行少年を生み出さないためには、父

母は子どもの幼い時から、やって良

いこと、いけないことを教え、規範意

識を植え付けることが重要です。人

に会ったら「お早うございます」、「こ

んにちは」などの挨拶ができるよう育

てることです。親が挨拶しないから、

子どもは挨拶しなくてもよいと思って

しまうのです。子どもが何をしても叱

らず、電車内で自由に遊び回ってい

ても「人に迷惑をかけるのは止めなさい」

と注意できない母親たちがいます。そ

の子どもは成長したら、ルールを守れ

ない人間になるでしょう。�

――非行少年の親に対して、どのよ

うなアドバイスをしていますか。�

�

�

�

�

�

　少年院に入っている子どもの場合、

そこで子どもは矯正教育を受けますが、

その子どもの親、保護者に対して指

導や教育は行われません。子どもは、

例えば1年間、社会と遮断された少

年院に入り、今まで受けたことのない

矯正教育を受けて変わっていきますが、

親は面倒な子どもがいなくて幸せだ

という感覚で過ごします。1年後、子ど

もが家に帰ってきた時、親は何も変わ

っておらず、子どもだけが変わってい

ます。子どもは、前と同じだと感じ再

犯する、あるいは面白くないので家に

帰らなくなります。�

　そこで私は、少年院から家庭に帰

ってくる子どもを気持ちよく受け入れ

られる家庭を築くために、親のための

教育プログラムを作り、少年院での子

どもの収容期間中、親の再教育、子

育て支援の場として「親塾」と称して

勉強会を行っています。強制はできま

せんが、親に対してアドバイスはでき

ると思います。�

　本当に困っている親は「親塾」に

来ますが、困っていない親、自分の子

育てが悪いと思っていない親に間違

いを気付かせるのは難しい。私が「あ

なたの子育ては間違っています」と

言うと親は食ってかかりますが、子ど

もを非行にさせないために家庭で必

要な教育についてアドバイスします。�

�

――子どもを非行にさせないために、

◆非行少年の立ち直り支援　ケース1

民有林「友懇の森・子ども癒し村」�
里山自然活動での「ものづくり」作業�

子どもが少年院にいる間、保
護者は「親塾」で教育を受け、
出てくる子どもを家庭に受け
入れる準備�
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「友懇塾」のかかわった非行少
年の約80％は立ち直り、再犯
率は約5％で全国最低レベル�

少年院から出てきた子どもには、
就労までの支援が必要。千葉
県内で受入企業38社を開拓�

子どもを非行にさせないために、
本物の芸術などを見聞させる�

少年院から出てきた子どもに
対し、居住する場所を提供�

●千葉県の基礎データ�
○人口�
　・千葉県：6,056,462人�
　・19歳以下：1,123,359人�
　　（出典：平成17年度国勢調査） �

○非行少年等の検挙補導人員：128,632人�
　（平成19年）�
　・犯罪少年：5,468人�
　（14歳～19歳）�
　・触法少年：324人�
　（14歳未満）�
　・不良行為少年：122,840人�
（出典：平成20年版ちばの少年非行、千葉県警察本部�
http://www.police.pref.chiba.jp/safe_life/juvenile_de
linquency/delinquency/pdfs/all.pdf）�

◆NPO法人ユース・サポート・センター・友懇塾�
http://yukonsupport.sakura.ne.jp/�

問合せ先�
�

家庭ではどのような教育が必要と考

えられますか。�

�

�

�

　子どもを非行にさせないために、親

が一緒に連れ添って、子どもに本物

の絵画などを見せること、本物のプロ

歌手の歌、生演奏、落語などを聞か

せることが是非とも必要だと思ってい

ます。�

　生で聞くプロ歌手の歌唱は感動

的です。美術館の名作の絵画はカレ

ンダーなどの印刷物の絵とは全く違

います。�

　幼い頃から感性を育てるために本

物を見聞する教育プログラムを作っ

ています。真の芸術鑑賞により耳や

目から入ったものが頭に入り人間の

感性が豊かになります。良いものを見

聞したら感動で涙が出ます。子ども

たちに感動の機会を与えることです。�

　非行になった子にも、親にも本物

に触れる体験を多くすることで、好ま

しい子育ての方向に気付き変わって

いくと思います。�

�

――非行少年が立ち直りに成功した

事例をご紹介下さい。�

�

�

�

�

　罪を犯し警察に逮捕された少年

は家庭裁判所に行きますが、そのう

ち少年院に行くのはごく少数です。

少年院に行かない大多数の非行少

年をいかに立ち直らせるかが重要な

課題です。�

　その大多数の少年たちの支援活

動で、非行から抜け出すことができ

た少年は沢山います。学校に行けな

くなって相談に来た子どもで学校に

行けるようになった子は多く、有名大

学をはじめさまざまな大学に入学し

ています。高校退学になった子どもが

高卒認定試験（昔の大検）を取り大

学に進学した子、就職した子もいます。�

　現在の少年非行の再犯率は一般

には28％から30％程度ですが、友懇

塾の場合、再犯率は非常に低く約

5%です。私が直接かかわると、子ど

もたちの80％はうまく立ち直っていく

ように思います。子どもから隠れたも

のを引き出してあげる力が必要だと

思います。立ち直るのは私の力では

なく子ども自身で立ち直るのですから。�

�

――今後における活動の方向につ

いて、お聞かせ下さい。�

�

�

�

�

　少年院から出てきた子どもたちに

対し、最終的な就労支援までもって

いかなければならないと思っています。

就職し仕事をする職場を用意するこ

とが必要です。�

　私の知り合い、人脈を通じて企業

開拓を行っていますが、支援活動に

賛同し子どもたちを受け入れるという

企業は、現在、千葉県で38社あります。�

�

�

�

�

　もう一つ大事なことは、子どもが少

年院などから戻ってきた時（少年院

に限りませんが）、住む場所を提供す

ることが必要です。�

　少年院から元の家庭に戻った時、

家庭がうまくいっていないから、子ど

もが再び悪くなるということがあります。

住み込みで働ける場所、子どもたち

が安心して住める場所が必要です。

これが、今後、私が展開していかね

ばならない方向です。�

　家に帰れない人が寝泊りできる、

小さなアパートではなく、全員が入る

寮を作り、少年院から出てきたらこの

寮に入ってもらう。そこで企業に入る

ための基本的トレーニングを受けさせ、

企業で必要なことを全部教えて就職

させる。企業はこの訓練のための資

金を提供し、訓練を受けた人はその

企業に就職する。できるだけ早くお

金を貯め、寮を出て一軒家を借りて

独立する。企業からの協力や助成を

得て、このようなシステムを実現させる。�

　この私の構想は動き出しつつあり

ます。�

　　　　　　　　  ―平成20年11月取材―�
（本文に掲載の写真及び図表はNPO法人ユース・サポート・�
センター・友懇塾提供）�


