
「あすくる草津」による非行少年の立ち直り支援�
　滋賀県は、非行などの問題を抱え、悩み苦しんでいる少年たちの立ち直りを支

援するために、県内９か所に「立ち直り支援センター『あすくる』」を設置。�

　「あすくる」設置開始当初から支援事業を行っている草津市の「あすくる草津」は、

各少年に合わせたプログラム作成・指導を行い、学校、企業、青少年支援サポー

ター（ボランティア）などと連携しながら、少年の立ち直りを支援している。�

　「あすくる草津」の支援活動や、支援のための連携について紹介する。�
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(左から) �
支援コーディネーター 佐野正明さん、�
指導主事 黒川真紀子さん�

中学生から20歳未満を対象
として、5つのプログラムを組
み合わせて支援�

　「あすくる草津」で、少年のための支援プログラム作成や指導などを行っている支援コーディネーター佐野正明さんと、

指導主事 黒川真紀子さんにお話を伺いました。�
くろ か わ  ま　　き　　こ�

さ  の  ま さ あ き�

草津市立少年センター・あすくる草津�

◆非行少年の立ち直り支援　ケース2

――「あすくる草津」は、「滋賀県健

康福祉部子ども・青少年局」が非行

少年の立ち直りを支援するために、

県内9か所に設置した「立ち直り支

援センター（通称：あすくる）」の一つ

だそうですが、「あすくる草津」の活

動内容についてお聞かせ下さい。�

�

�

�

�

　「あすくる草津」は、中学生から20

歳未満の非行などの問題を抱えた

少年を対象として、立ち直りの支援

をしていますが、依頼があれば、小学

生や成人した若者についても相談に

乗っています。�

　「あすくる」には、少年の立ち直りを

支援するための５つのプログラムが

あります。「あすくる草津」では、これ

らのプログラムを、少年一人一人の

状況に合わせて組み合わせ、少年

が社会に適応して生活できるように、

立ち直りの支援をしています。�

�

――「５つのプログラム」は、どのよう

なものですか。�

　プログラムは、「自分探し支援」、「生

活改善支援」、「就学支援」、「就労

支援」、「家庭支援」の5つです。�

　「自分探し支援プログラム」は、カウ

ンセリングで心の傷の回復や不安を

和らげ、体験活動を通じて自分を見

つめ直し、目標を見つけることを目指

すプログラムとなっています。例えば、

自然の中で飯ごう炊さんや釣りを行

滋賀県「立ち直り支援センター（通称：あすくる）」の概要� 「あすくる草津」の概要�

●設置主体：滋賀県健康福祉部子ども・青少年局�
　平成16年度に、「あすくる草津」の他、県内３か所、計4か所の「あすくる」を「少年
　補導センター」に設置。平成20年12月現在、県内９か所に「あすくる」を設置。�
●運営費：県と設置市町村（補助事業）で各1/2を負担。�
●県は、「滋賀県非行少年等立ち直り支援連絡会議」を設置し、支援要員の
　研修、プログラム開発等を実施。また、各「あすくる」に、専門家による巡回指
　導を実施。�
●「あすくる」の支援実績（19年度　県内合計）�
　・支援少年：181人�
　・支援完了：135人（就職21人、進学・復学31人、目標達成24人）�
　・継続支援：46人�
�

●人員体制�
○「あすくる草津」�
　・支援コーディネーター：1名�
　・教員：1名�
　・心理臨床担当職員：1名�
　　　　　　　　　　   （非常勤）�

＊「あすくる草津」は、「草津市立少年センター」内にあり、両職員で、少年の立ち直りを支援。�

●相談件数：約1,000件/年�
●支援少年数：78名（平成16～20年12月累計）�
　　　　　　 約30名（平成20年度4月～12月）�

○「草津市立少年センター」＊�
　・所長：1名�
　・支援コーディネーター：1名�
　・無職少年対策指導員：1名�
　・補導員：2名�
　・事務：1名　�

草津�
（滋賀県）�
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ったり、美術館に行き本物の芸術に

接したりする機会を設けています。また、

ボランティア活動も行っており、非行

防止や青少年健全育成のための広

報活動の一環として、着ぐるみを着て、

街頭でティッシュを配布したりしてい

ます。�

　「生活改善支援プログラム」は、昼

夜逆転の生活など、不規則な生活習

慣を改めメリハリのある生活リズムを

つくるための支援プログラムです。具

体的には、「あすくる草津」に通所す

ることで、「約束を守ること」や「朝早く

起きること」などの改善を図っています。

「あすくる草津」に来所した子どもた

ちは、勉強をしたり、卓球やパットゴル

フなどをしています。�

　「就学支援プログラム」は、復学、

編入、進学に向けて勉強するための

プログラムです。「あすくる草津」では、

定期テスト、実力テストのための勉強

や、復学や転学のための相談もして

います。�

　「就労支援プログラム」では、就職

活動のための履歴書の書き方、応募

電話のかけ方の練習、模擬面接など

をしています。また、ハローワークに

同行して仕事を探したり、企業の協

力を得て職場体験を実施したりして

います。�

　「家庭支援プログラム」は、保護者

を中心としたプログラムで、カウンセリ

ングや相談を行っています。保護者

からの相談内容によっては、学校や

関係機関と連携しています。�

�

――少年たちは、どのような経緯で、

「あすくる草津」に来所するのですか。�

　電話相談をきっかけとして来所し

てくる少年や、家庭裁判所から「あす

くる」に通所することを遵守事項とし

てあげられて来所する少年もいます。

自然体験での飯ごう炊さん�

少年たちが配布�
したティッシュ�

着ぐるみに入ってのティッシュ配布活動と、�
活動を行った少年の感想�

書写に取り組む�

職員とともに木工作業�
�
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あすくる紹介パンフレット�

少年と「青少年支援サポーター」との卓球風景�
�

少年の「居場所」であるととも
に「訓練の場」�

「一人でいても大丈夫」という
自信を持てるように�

卓球が、達成感の実現と、負け
た時の再挑戦意欲に�

また、「あすくる草津」では、就労支援

も行っていますので、そのような支援

をしてもらえることが少年たちの間で

口コミで広がり、それによって来所す

る少年も少なくありません。�

�

――少年の立ち直りを支援するため

の「あすくる草津」の方針についてお

聞かせ下さい。�

�

�

�

　「支援」には、「訓練」という意味も

含まれていると考えています。そのため、

少年の成長のためならば、挨拶、勉強、

雑草抜きや芝刈り、掃除・後片付け

など、少年が嫌がることも実施してい

ます。これらは、最初はできなくても、

時間をかけてできるようになればよい

と考えています。�

�

――「あすくる草津」では、少年は一

人でプログラムに参加するそうですが、

その理由をお聞かせ下さい。�

�

�

�

　一人で参加させることの理由の一

つは、各少年に合わせて、プログラム

を作っているからです。�

　また、非行少年はグループでいる

ことが多く、一人でいることに慣れて

いないため、「一人でいても大丈夫」

という自信を持てるようにすることも大

きな理由となっています。プログラムでは、

「あすくる草津」の職員や、「青少年

支援サポーター」などと共に活動しま

すので、少年が一人きりでプログラム

を実施することはありません。�

　少年の意に沿わない人や、慣れな

い人と一緒に過ごせる力も付けても

らいたいため、あえて、少年の苦手な

人と一緒に活動したり、初対面の「青

少年支援サポーター」と二人だけで

一緒に過ごす機会も作っています。�

�

――少年たちは嫌がりませんか。�

　不満を口にすることもありますが、

理由を説明し、時間をかけて納得し

てもらっています。苦手な人との活動

を始めてもしばらくすると、職員に助

けを求めて来ることがありますが、「助

けを求める力」を少年が持つことも必

要と考えています。�

�

――「自分探し支援プログラム」、�

「生活改善支援プログラム」などで、

少年に有効な活動がありましたら教

えて下さい。�

�

�

�

　スポーツを通じて達成感を感じたり、

トランプなどの遊びの中で学ぶことを

取り入れることが有効だと思います。�

　特に卓球は、「あすくる草津」の施

設内で気軽に行うことができ、良い活

動だと思います。来所した少年は、「あ

すくる草津」の職員や「青少年支援

サポーター」などと卓球をしますが、

卓球を通じて上達していく自分を少

年は実感できます。�

　最初の頃は、負けると卓球台を叩く・

蹴る・暴言を吐くなどをしていた少年が、

ゲームの中で、相手が負けた時の言

葉遣いや行動を見ることで、そのよう

なことをしなくなります。�

　「勝ち」にこだわっていた少年が、「負

けること」を受け入れられるようにもなり、

相手に再挑戦して勝とうという積極

的な気持ちになっていきます。うまくな

るために職員からのアドバイスを素直

に受け入れられるようにもなります。�

　また、少年の中には、学習が遅れ

ている子もいますので、ゲームの得点

を計算することが算数の勉強にもな

ります。�

　少年にとっても卓球は楽しいようで、

卓球を目的に、予定外の日に来所し

てくる少年もいます。「あすくる草津」

では、支援対象の少年が個別に活

動ができるようにスケジュールを組ん

でいますので、スタッフが慌てさせら

れることもあります。しかし、卓球の時は、

面談室で話をする時とは違い、自然

で和やかなムードで少年たちと話せ

るため、このような時間を大切にして

います。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

◆非行少年の立ち直り支援　ケース2
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大学への依頼、知り合いの紹介、
ＷＥＢで募集�

非行少年等立ち直り支援事業（あすくる）概要図�

――青少年支援サポーター」とは、

どのような方々ですか。�

　ボランティアで、「プログラム活動」を

支援してくださる方々です。�

　「あすくる草津」の「青少年支援サ

ポーター」には、大学生、会社員、企

業経営者、元教員などがいます。�

　大学生は、少年に身近な年齢の

人として、一緒に学習やスポーツをし

ています。その他の「サポーター」には、

近所のおじさん・おばさん感覚や、市

民感覚で少年に対応してもらい、職

業人としての経験を生かした対応を

してもらうこともあります。�

　さまざまな経歴、年齢の人と触れ

合うことが少年の視野を広げると考

えています。普段は乱暴な言葉を使

う少年でも、「青少年支援サポーター」

には、そのようなことはしませんし、素

直に指示に従ったり、親切に接して

いる姿がよく見られます。�

�

――「青少年支援サポーター」は、�

どのように募集しましたか。�

�

�

�

　「あすくる草津」の「青少年支援サ

ポーター」の登録者は18名（平成20

年度）ですが、この方たちは、大学の

ボランティアセンターに「あすくる草津」

の職員が出向いて協力を依頼したり、

知り合いに紹介してもらったり、「あす

くる」のホームページで募集したりし

て登録していただいた方たちです。�

　「青少年支援サポーター」の応募

者には面接をした上で登録してもら

っていますが、登録者には、カウンセ

ラーや保護司の方のお話を伺うなど

の研修を必ず受講してもらっています。�

　継続的に支援をしてもらうために、「青

少年支援サポーター」には、無理の

ない範囲で協力していただくようにし

ています。�

�
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◆あすくる草津�
電話：０７７－５６２－６５６１�
◆滋賀県健康福祉部子ども・青少年局虐待・
　非行防止対策チーム�
http://www.pref.shiga.jp/e/kodomokatei/
asukuru.html �
�

問合せ先�
�

家庭全体の支援のためや、就
労支援のために、さらなる連
携が必要�

立ち直り支援のために、学校、
企業、ハローワークなどと連携�

専門家の巡回指導が、難しい
ケースの助けに�

――少年の立ち直りを支援するため

に「あすくる草津」と連携している組

織はありますか。�

�

�

�

　少年の就学や就労を支援するた

めに、学校や企業、ハローワークに協

力してもらっています。�

　「あすくる草津」に通所している少

年については、校長の判断で、学校

への出席と同じ扱いとなるケースも

あります。�

　また、「あすくる草津」の職員に、現

役の学校教員がいることが、学校と

の連携を大変やりやすくしていると

思います。教員が、非行防止教室の

講師として各校を回ることで、日頃か

ら学校との交流が行われ、連携がス

ムーズになっています。�

�

――県とはどのような連携が行われ

ていますか。�

�

�

�

　県に委嘱された警察ＯＢや元少年

院長が総合コーディネーターとして、

各「あすくる」を巡回指導しています。

少年の抱える問題が難しい場合は、

このような専門家に助言をしてもらっ

ています。�

　また、県は、「あすくる」職員に対す

る研修を開催しており、9つある「あす

くる」が情報交換する会議も開催し

ています。�

�

――少年の立ち直り支援を推進す

る上での課題がありましたら、お聞か

せ下さい。�

�

�

�

�

　問題を抱えている少年は、少年自

身の課題もありますが、家庭的な課

題も同時に抱えているケースが多数

あります。保護者が家庭支援プログラ

ムを求めない場合も多く、少年だけに

立ち直り支援をしていても、なかなか

思うように進まないのが現状です。関

係機関が協力して、家庭全体を一緒

に支援していく必要があると考えて

います。�

　また、支援企業の数が不十分とい

う問題があります。県内にはおよそ40

の支援企業がありますが、地域的な

問題や本人の適性から、職種も限ら

れてしまいます。経済情勢などから、

資格・技術・経験のない少年を雇用

することが企業の負担になるのも事

実ですが、少年の立ち直りのために、

一層の協力をお願いしたいと思います。�

　　　　　　　　  ―平成20年12月取材―�

�
●滋賀県の基礎データ�
○人口： �
　・滋賀県：1,380,361人�
　・19歳以下：292,493人�
　（出典：平成17年度国勢調査）�
○非行少年等の検挙補導人員：13,254人�
　（平成19年）�
　・犯罪少年：942人�
　（14歳～19歳）�
　・触法少年：241人�
　（14歳未満）�
　・ぐ犯少年：4人�
　（20歳未満）�
　・不良行為少年：12,067人�
（出典：http://www.pref.shiga.jp/police/seikatu/shonen/�
19hikousyounen5.pdf）�
�

◆非行少年の立ち直り支援　ケース2

（本文に掲載の写真及び図等は、「あすくる草津」提供）�
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