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平成28年度 

青少年問題調査研究会 

第１回議事録 
 

 

 

 

         日 時：平成28年８月26日（金）14:00～16:00 

        場 所：中央合同庁舎第８号館５階共用Ａ会議室 

 

 

 

  テーマ：少年矯正の新たな取組～社会に開かれ、信頼の輪に支えられる 

      少年院・少年鑑別所を目指して～ 

  講師 ：法務省矯正局少年矯正課企画官 西岡 潔子 氏 

      東京少年鑑別所地域非行防止調整官 向野 里子 氏 

      久里浜少年院首席専門官 滝浦 将士 氏 

 

 

 

 

 

 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付青少年企画担当 
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○西岡企画官 皆さま、こんにちは。法務省矯正局少年矯正課の西岡潔子と申します。少

年院、少年鑑別所においては、昨年に新たな法律が施行されました。本日は、少年院と少

年鑑別所においてどのような取組がなされているかということを御紹介する貴重な機会を

いただき、ありがとうございます。私からは、少年保護手続における少年鑑別所と少年院

の役割、少年非行ということについて概要をご説明させていただき、その後、少年鑑別所

における取組は、東京少年鑑別所の向野地域非行防止調整官から、少年院における取組は

久里浜少年院の滝浦首席専門官から御紹介させていただくという流れを考えております。 

 それでは、さっそくですが、新しい法律についてです。一昨年に少年院法が全面改正と

なり、少年鑑別所に関しては新たに少年鑑別所法という法律が制定され、昨年の６月に施

行となりました。 

 御覧いただいているスライドのとおり、新しい法律には、いくつかの柱がございます。

再非行防止に向けた取組の充実、適切な処遇の実施、社会に開かれた施設運営の推進です。

新たな法律は、これまで少年院、少年鑑別所で行われていた実務を法定化した部分が多く

ございますが、新しく設けられた制度もございます。このうち、１つ目のところについて、

後ほど、２人から詳しく紹介をさせていただく部分になりますが、地域社会との関わりを

もって展開している部分を多く含んでおります。 

 それでは、少年保護手続きにおける少年鑑別所、少年院の役割について、ここで少し御

説明をしたいと思います。既に御承知の方も多くおられるかもしれませんので、確認とい

うことでお聞きいただければと思います。日本では、未成年の子供たちが、犯罪などを起

こすと、警察に逮捕される、児童相談所に事件が送致されるなど、いくつかの流れがござ

いますが、家庭裁判所に事件が送られ、裁判官が審判を開き、立ち直りに向けてふさわし

い処分を決定します。この審判は、大人の裁判に当たるものです。 

 日本の未成年の子供たちに対する保護手続きにはいくつかの特徴がありますが、１つ目

の特徴は、家庭裁判所にすべての事件が送致されるというところです。また、２つ目は、

裁判官は審判において処分を決める前に、調査を行う手続きがあるということです。未成

年の子供たちが非行を起こす場合には、もちろん本人に何か問題がある、悪いところがあ

るということですが、それでは子供だけに問題があるかというと、必ずしもそうではない

ことがあります。例えば、家庭環境、学校や職場での関係など、彼らを取り巻く環境にも

問題があることもあります。年齢が低ければ低いほど、こうした環境の影響を受けやすい

ということはありますので、裁判官は、立ち直りに必要な処分を決める前に、子供がどの

ような性格で、家庭環境などはどうなっていて、なぜ非行に至ったのかということを調査

させ、その結果を受けて、処分を決めるということになります。こうした調査の手続きは

大人が犯罪を起こした場合にはない手続きです。この調査は、主に家庭裁判所調査官が担

いますが、少年鑑別所もこの役割を担います。 

 少年院と少年鑑別所は、よく間違えられることがありますので、その違いをいくつかご

説明します。少年鑑別所は、裁判官が処分を決める審判の前の段階の子供たちをお預かり
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して、調査をする施設です。他方、少年院は、裁判官が処分として、少年院で教育を受け

なさいという決定を行い、子供たちが入る施設です。このように役割が異なります。また、

収容する期間は、少年鑑別所は、多くの子供が約３週間から４週間で退所します。少年院

の方は、滝浦が後ほど細かく御紹介いたしますけれども、一般的には１年近く、短くて半

年間のコースがあります。少年院と少年鑑別所は目的が異なりますので、このように子供

たちが生活を送る期間も異なるというわけです。 

 右側に犯罪白書の数字を載せておりますけれども、平成26年、家庭裁判所が扱った事件

は９万4、877人、約10万弱の子供が非行をして、事件が家庭裁判所に送られたということ

になります。このうち少年鑑別所に入る子供は１万194人。少年鑑別所は全国各都道府県庁

所在地にありまして、全部で52カ所になるのですが、全国で１万余り、大体10万ぐらいの

うちの約１割の子供について、裁判官が少年鑑別所において集中的に調査をした方がいい

という判断をして、そういう決定があったということであります。 

 ちなみに、少年院はさらに少なくて、2、872人。数としては、どれだけ少ないかがおわ

かりいただけるかと思いますが、逆を申し上げると、それ以外の子供は皆、社会で立ち直

りを目指しているのだということをおわかりいただけるかなと思います。 

 それでは、続いて、非行を起こすということについて、もう少しお話をさせていただき

たいと思います。こちらも犯罪白書に載っているものなのですけれども、私、こういう機

会をいただくと、いつも御紹介させていただいているものなのですが、とてもわかりやす

いと思うものですから、持ってまいりました。これは、昭和52年、昭和58年、平成元年、

平成７年と、これらの年に生まれたお子さんについて、12歳から19歳まで、警察に補導さ

れたり、検挙されたりした人員の割合をグラフにしたものになります。 

 折れ線グラフになっておりますけれども、これを見ていただくと、例えば、緑色の昭和

58年生まれと赤の平成元年生まれ、割と似た経過を示しているなということがおわかりい

ただけるかと思います。逆に最近のお子さん、ピンク色ですけれども、平成７年、ついこ

の間20歳になったような子供は、昭和58年、平成元年の子供よりも、ピークの山が少し低

目であります。他の世代と比較しますと、警察に検挙されたり補導されたりした割合が高

くないのかなという、こんなような世代による違いをごらんいただけるかと思うのですが、

今日、私が御紹介したいのは、どの年代もピークが14、15、16、17、このあたりにあると

いうことです。これはどの世代も同じだということですね。 

 このスライドの上の方に「思春期と問題行動」と書いてありますけれども、この時期は、

まさに思春期であります。自分のことは自分で決めたいとか、大人が言っていることは本

当に正しいのだろうか、大人が言うとおりにやっても、勉強がうまくいかない、あるいは

部活でレギュラーになれない、いろいろなつまずきがあったときに、大人の言うとおりに

やってうまくいかないのであれば、自分のことは自分で決めたいという形で、大人との間

で摩擦が起きたり、反発が起きたりと、こういう時期にあります。非行は昔から、思春期

の中で、この時期、うまく自分らしさというものを発揮する方向を模索する中で起きるも
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のなのではないかと、実務をしていると感じるところがあります。同じように、この時期、

非行ではなく、体調が悪くなったり、あるいは学校にちょっと行けなくなったりと、いろ

いろな形での問題の示され方もあるかと思います。 

 もう一つ御紹介したいのは、ピークがこのあたりにあるということと、同じく18、19に

なると、この山が下がっていくということです。多くのお子さんは年を重ねると非行から

卒業していく。しかし、残念ながら、全ての子供が卒業できるわけではなく、大人になっ

ても刑務所に入るようなことを繰り返してしまうお子さんもまさにいるということです。

そんなわけで、このピークの時期、14、15、16ぐらいのお子さんを育てている保護者、家

族の方は一番大変な時期にあるのですね。それから、中学校・高校の先生も同じだと思い

ます。ですから、身近に、例えば、この世代の子供を育てている保護者、あるいは先生が

おられたら、今、一番大変な時期ですね、でも、一番大切な時期でもありますね、これは

ずっと続くわけではないからこそ、今、一緒に頑張りましょうというように、労ったり、

お話を聞いていただいたりと、そんなことで救われる子供、保護者、先生もおられるので

はないかと思って、少し紹介をさせていただきました。 

 続けて、次のスライドを見ていただけますでしょうか。先ほど、子供の場合、問題行動

の原因は、子供だけではなく、その取り巻く環境にも問題があることがあるのだというお

話をいたしました。こちらに示した左側のものは、私が少年鑑別所で子供たちの話を聞い

ているとき、初期の問題行動として、あるいは初期のルール違反として、多くの子供たち

に見られるなと感じたものをピックアップしたものです。「小さなサインのうちに」と書

きましたけれども、小さな初期の問題行動の段階で、ここに問題があるということを見つ

けて、手当てをすることはとても大切だと思います。 

 子供は、もともとは大人に対する信頼感というものを持っていると思います。保護者に

育ててもらうという小さいときからの経緯がもちろんあるからなのですけれども、例えば、

大人が自分たちに何かを注意をする、あるいはこうしなさいと言うことがあったとき、そ

れは自分のことを考えて言ってくれているのだなと感じる、自分のことを考えてくれての

ものだという信頼感のようなものがあるわけですけれども、問題行動が進んだ段階の子供

たちの中には、こうした信頼感が失われてしまって、大人の言うことが素直に入っていか

ない、あるいは反発とか不信が深刻になると、子供の支援をうまく進めていくことができ

ないということが起きてきます。そのようになる前の段階で、こうした問題行動が見られ

たときに、これらを何らかのきっかけとして、何が子供に起きているのか、家庭に何か問

題があったのではなかろうかというところで立ち止まって考えることがとても大切なので

はないかと思っています。 

 少しだけ例をお話ししたいのですが、一番上に「家財の持ち出し」と書きました。子供

が親御さんのお財布からお金を取って、アイスを買ったり、何か物を買ったりする。これ

は初期の段階でよく見られる問題行動の一つです。以前、私が少年鑑別所でお話を聞いた

子供が、親のお財布からお金を取って、友達と一緒に学校帰りにコンビニに行って、お菓
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子を買ったり、食べたりするのに使っているということを話してくれました。お友だちと

一緒に楽しんでいたということだったのですけれども、よくよく聞いていたところ、実は

友達にたかられていて、自分のお小遣いが足りなくなり、困っていたということがあった

ということでした。子供たちには大切にしたいプライドもありますし、親を心配させたり

悲しませたりしたくないという気持ちもあります。自分が友達にたかられているのだとい

うことを、親に面と向かって相談するのはなかなかしにくい。けれども、どこかで、やは

りこのままでは困ってしまうということで、親に気づいてもらいたいという思いもあって、

親のお財布からお金を取っていたということがありました。 

 あるいはそうでなくて、家族の中に何か問題が、何か環境の変化、これはいいことも悪

いこともあったりします。弟が生まれたとか、あるいはお父さん、お母さんが少しけんか

するようになったということもあります。何か問題行動が見られたときに、これは子供と

家庭の何かのサインだというように考えてみると、この子供、家庭に対して何が必要なの

だろうかということが見えてきます。問題行動があったときには、子供の言い分・事情、

家庭などの環境の変化・事情、そしてやはり世の中には守るべきルール、法・規範という

ものがありますので、右側に書きましたが、こういう３つのものを、バランスをとりなが

ら探っていくことが大切だろうと思います。特に、子供のために何ができるか、その支援

を考えるときは、子供の言い分のあたりをよく見きわめていただくと、その手がかりを得

られるようになるのではないかと思っています。これはまさに少年鑑別所で行っている調

査がこういう過程に当たるようなものですので、少し御紹介いたしました。 

 それでは、私のお話は最後にさせていただきますが、新しい法律の下で、少年鑑別所と

少年院では、社会に開かれた施設運営を目指しています。少年鑑別所、少年院でどのよう

なことをしているのかを、地域の皆さまに知っていただきたいということで、参観を積極

的にお受けしています。今日は、近隣の少年院・少年鑑別所で近々予定されている見学会

をピックアップしてまいりました。実際、子供たちが生活している中の様子も見ていただ

くことができますので、最寄りの、どこか興味があるところがありましたら、ぜひ連絡を

とって行っていただければありがたいなと思っております。 

 最初の導入ということで、話をさせていただきました。次は向野に話を引き継ぎたいと

思います。 

○司会 西岡企画官、どうもありがとうございました。 

 この視察の連絡は直接電話をしていただくのですか。 

○西岡企画官 そうですね、お配りしたしおりの後ろに連絡先が書いてございますので、

直接御連絡いただければと思います。 

○司会 見学希望という形ですね。ありがとうございました。 
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○司会 では、続いて、東京少年鑑別所の向野地域非行防止調整官から「少年鑑別所の今

～鑑別・観護・地域援助～」のテーマでお話しいただきます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

○向野地域非行防止調整官 改めまして、皆様、こんにちは。私、東京少年鑑別所地域非

行防止調整官の向野と申します。本日、このような機会をいただきまして大変ありがとう

ございます。以下、座ってお話しさせていただきます。失礼いたします。 

 私は、「少年鑑別所の今～鑑別・観護・地域援助～」ということで、少年鑑別所が取り

組んでいる、あるいは少年鑑別所の業務として行っていることについて御説明をさせてい

ただきます。 

 既に皆様方、十分御存じのところがあるかもしれませんし、重なっての説明が出てきて

しまうかも知れず、それはわかっているんだけどなという部分があるかもしれませんけれ

ども、確認といったところでお聞きいただければありがたいですし、実は余りよくわかっ

ていなかったなという方がいらしたら、この機会に御理解いただけると大変ありがたいな

と思います。 

 今日御説明申し上げる事項です。少年鑑別所、東京少年鑑別所、それから、少年鑑別所

の業務として、鑑別、観護処遇、それから、地域援助業務について御説明をさせていただ

きます。間に少し、当所の収容状況なども挟んで御説明をいたします。 

 ところで、私なのですけれども、このタイミングで大変失礼いたしますが、私自身も、

この後、説明いたしますが、心理学のバックグラウンドを持っている法務技官でございま

す。長く、少年鑑別所に収容した少年たちの資質鑑別業務に従事していた者なのですけれ

ども、少年鑑別所の業務の中に、この後、御説明いたしますが、地域援助業務というもの

を、昨年施行された少年鑑別所法下で本来業務として行うようになったことに関連して、

地域の皆様、関係機関の皆様との連絡調整、それから、各種援助業務等のニーズの掘り起

こし、それと施設のマッチング、こういったことを推進していく必要性が今、高いという

ことで、新たに配置されたポストとして、地域非行防止調整官というものがございまして、

今、そのポストにいる者でございます。長い職名、ポストなので、覚えていただけずに、

何とか調整官と呼ばれることが多いのですけれども、正式名称は地域非行防止調整官と申

しますので、お見知り置きいただければと思います。 

 それでは、少年鑑別所について、まず御説明をいたします。 

 少年鑑別所は、先ほど西岡企画官からも御説明いただいたところですので、簡単に復習

ということになりますけれども、少年鑑別所法という新しい法律に基づいて業務を行う法

務省所管の矯正施設でございます。全国に52カ所ありまして、東京には、私が所属してい

る東京少年鑑別所と八王子少年鑑別所、この２つがございます。皆様、「練鑑（ねりかん）」

という言葉をお聞きになったことがありますでしょうか。東京少年鑑別所はよく「練鑑」

と呼ばれるのですね。練馬にございます。時々、収容されている少年の保護者から、「練

鑑」から名前が変わったのですかなどと聞かれるのですけれども、昔から東京少年鑑別所
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という名称でやっているのですが、なぜか「練鑑」のほうが認知度が高くて、練鑑ブルー

スなどと言うと聞いたことがあるという親御さんもいらっしゃるのですけれども、練馬に

ございます東京少年鑑別所です。 

 それから、御存じの方には全く不要な説明になるかと思いますけれども、私ども矯正の

人間が「少年」と言うときは、少年法に基づく規定で、20歳未満の男女を指しております。

私、当たり前過ぎて、ふだん、少年、少年とすぐ言ってしまうのですけれども、あるとき、

参観に来られた方に、男子のことはよくわかったけれども、女子はどうなのですかと聞か

れて、はっとしたことがございまして、私どもが「少年」と言うときは男女を指しており

ます。あえて男子、女子を区別したいときは、違和感ある言葉だと思うのですけれども、

「男子少年」「女子少年」という言い方をしておりますので、少年鑑別所といったときの

少年は男女を指しております。全国52カ所にございます少年鑑別所は、男女ともに収容す

る施設として設置されておりますので、東京少年鑑別所には男子少年も女子少年も収容し

ております。 

 ちなみに、少年院のほうは、医療少年院を除いて男女別に設置されておりますので、少

年鑑別所と少年院の違いの一つとして、ミニ情報として覚えておいていただければと思い

ます。 

 続きまして、少年鑑別所の業務についてです。 

 少年鑑別所法下では、３つの業務が位置づけられております。それぞれ後に詳しく説明

させていただきますが、まず１つ目の業務として、鑑別というものがございます。これは

先ほど企画官から御説明いただきましたけれども、審判前に、その少年がどういう少年で、

再非行防止のためにどうしてあげたらいいのかということを調査することと言えます。鑑

別業務です。 

 それから、２つ目の業務として観護処遇というものがございます。これは、少年鑑別所

に収容される者を収容するということで、処遇という言葉は、そのものに関する取り扱い

の一切という意味ですから、少年が入所してから退所するまで、職員のかかわり全て処遇

ということになるのですけれども、これを観護処遇と少年鑑別所では称しております。こ

れを行うこと。そして、その処遇を行う際には、在所者、在所者というのは少年鑑別所に

収容している者のことなのですけれども、在所者の情操の保護に配慮し、その健全な育成

に努めることとされております。 

 それから、３つ目の業務として地域援助という業務がございます。これが地域社会にお

ける非行や犯罪の防止に向けた活動を行うこととなっていて、従来もこれに類する取り組

みは行われていたのですけれども、少年鑑別法下で本来業務として位置づけられた業務と

して、３つ目の業務をこの後、御紹介させていただきます。 

 少年鑑別所で働く職員を参考までに御説明いたしますが、私どもは国家公務員ですけれ

ども、大きく３つの職種の職員たちがチームを組んで働いています。少年の生活その他、

日々の指導を中心に行い、鑑別においては行動を日々観察している法務教官という職。そ
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れから、私もそうなのですけれども、法務技官、心理技官と呼ぶことが多いのですけれど

も、少年の資質鑑別、面接、心理検査等の実施を中心に担う職員。それから、少年の健康

管理であるとか、心身の診察を行う医師。これら３つの職が三位一体となって日々の業務

を行っております。 

 少し東京少年鑑別所のことを御説明させていただきます。 

 東京少年鑑別所は、全国52庁に少年鑑別所があるというお話をしましたけれども、法務

省が近くにあることもありまして、全国の少年鑑別所の中で中核的な役割を担っている少

年鑑別所でもあります。新しい施策の試行をさせていただくことがあったりですとか、特

に新人の法務技官を多く採用して、その育成に取り組むような役割を担っています。 

 入所数は年間約800～900人。昨年は、後で御紹介しますが、約780人の入所がございまし

た。これ、皆さんはどう思われますか。多いなという感じでしょうか。少ないなでしょう

か。皆さん、それぞれ感じ方はあると思うのですけれども、実は、記録が残っている上で、

当所の収容、昨年が最低人員でした。780人は最低だったのですね。では、最大入ったとき、

どのぐらいだろうといったところで、皆様方、少しイメージしていただきたいのですけれ

ども、昭和26年以降のデータがあるのですけれども、その中で最大は昭和36年、約8、400

人。10倍入っていたのですね。随分減ったのだなということをイメージされるかと思いま

すけれども、このような状態になっています。 

 主として東京23区内で非行を犯した少年が入ってきます。 

 ちなみに、どこの少年鑑別所にその少年を入れるかを決めるのは家庭裁判所ですので、

少年が選べるわけでも、我々が選べるわけでもございません。 

 東京少年鑑別所の組織を少し御紹介いたします。規模の大きな少年鑑別所で、いろいろ

なポストが配置されております。所長の下に次長、それから、総務系業務を行う庶務課長、

医師がおります医務課長、それから、少年の処遇であるとか、鑑別を行うところが、鑑別

部門と呼んでいるのですけれども、そこのトップであります首席専門官、それから、私で

すね、地域非行防止調整官、このような形で配置されております。 

 それから、施設の適正な運営を第三者の眼差しで見ていただけるように、視察委員会と

いうものが設置されておりまして、委員７名で構成される委員会でもって当所の運営を見

ていただいているところでございます。 

 それでは、少年鑑別所の３つの業務のうちの１つ目、鑑別について少し御説明をいたし

ます。 

 鑑別なのですけれども、平たく言えば、非行を犯したとされる少年たちについて、その

少年がどんな性格、どんな能力、どんな価値観を持っているか、なぜ今回の非行を犯して

しまったのか、再非行防止のためにどうしてあげたらいいのか、こういったことを解明す

ることが鑑別という作業になります。医学、心理学、教育学、社会学、その他の専門的知

識や技術に基づいて行うとされておりまして、方法としては、お示ししたような、面接で

すとか、各種検査、それから、医学的な検査・診察、行動観察といったことを駆使して行
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うことになっております。 

 流れをお示ししました。左から右にかけて時系列になっているのですけれども、少年鑑

別所に入所する期間は観護措置で２週間、一般的には一回更新されて、おおむね４週間の

在所期間がごくごく平均的になっておりますので、３週間から４週間かけて鑑別を行うこ

とになります。 

 図でお示ししているところによりますと、上の緑色の部分、法務教官が主に担っている

行動観察は、収容している期間、ずっと絶え間なく日々の行動を観察して、その少年の特

徴や、どのような考え方を持っているかをつぶさに明らかにしていきます。 

 それから、心理技官は、少年の面接を行ったり、必要な心理検査、知能検査、各種検査

を実施して、その少年がどのような価値観を持っていて、どのような性格の人で、何故非

行に至ったかを解明する作業を継続的に行います。 

 それから、医師は健康診断や精神医学的健診を行って、その少年の心身の状態を明らか

にします。 

 これら３種の職種がそれぞれの立場でそれぞれの情報を収集した結果を、判定会議とい

う場に持ち寄りまして、ここで集めた情報の統合作業をいたします。そして、この少年は

こういう少年で、だからこうしてあげればいいのではないかということを決めまして、そ

の結果を鑑別結果通知書というレポートにまとめます。そして、私ども、この鑑別結果通

知書というレポートを家庭裁判所に提出するのですね。裁判官はそれを審判の重要な資料

として活用いただけているものと承知しています。 

 この後ろの部分を参考までにスライドにしておりますけれども、こんな感じで判定会議、

職員、所長が参加して、情報の確認をいたします。方針の決定をいたします。そして、鑑

別結果通知書というレポートを作成して、家庭裁判所に送付することになっています。 

 それから、少し御紹介させていただきます。法務省式ケースアセスメントツール、通称

MJCAというものがございますので、御披露いたしますが、このような鑑別作業をより的確

に、精密に行うための支援ツールとして、法務省が約５年間をかけて開発したアセスメン

トツールがございます。再非行の可能性と教育上の必要性を定量的に把握するための鑑別

実施上の支援アセスメントツールでして、静的領域と動的領域の２領域について、この少

年は再非行のリスクがどの程度だろうかといったことを明らかにする一つのツールとして、

このようなものを活用しております。 

 続いて、少年鑑別所の３つの業務の２つ目、観護処遇について御説明をいたします。 

 観護処遇は少年に係る取り扱いの一切ですので、少年たちが過ごす１日24時間全て観護

処遇ということになります。当所の場合の在所者の一日を参考までにお示ししています。

朝７時に起きて、夜９時に寝るという大変健康的な生活を送っております。生活が乱れた

状態で収容される少年、夜遊びばかりでしたとか、食事もろくに食べていませんでしたと

いうような少年たちは少なからずおりますけれども、少年鑑別所の規則正しい生活を送り、

一日３食、栄養価の整った食事をきちんと食べ、適切な運動をして、職員から働きかけら
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れる中で、心身の調子を整えて、大変いい表情で審判を迎える少年は少なからずいるとこ

ろです。 

 それから、私ども、観護処遇の中で、少年たちの衣食住の管理といった日々のかかわり

に加えて、健全な育成を視野に入れた、いろいろな働きかけを行っております。この支援

については大きく２種類あるのですけれども、その１つが、今、お示ししているうち、生

活態度に関する助言・指導というものです。基本的な生活習慣であるとか、対人関係、日

常の行動、それから、健全な社会生活の維持に関する必要な助言や指導を、職員が、日々、

常々行っております。 

 それから、もう一つ、学習等の機会の提供等ということで、中学校在籍中の少年、それ

から、高校在籍中の少年、あるいは受験を考えている少年などもたくさん入ってきますの

で、学校教育の内容の学習をする機会を提供するといったことを行っております。 

 当所における健全な育成のための支援の例として、少し御紹介いたします。当所での呼

び名ですので、全国どこの少年鑑別所でもこういう名前で支援を行っているわけではあり

ませんが、まず１つは学習支援や就労支援。少年の希望に応じて、パソコンを貸与して学

習をさせたり、外部講師をお呼びして授業をしていただいたり、ハローワークの方に来て

いただいて、ハローワークの使い方であるとか、就労の大切さといったものを講話いただ

くような機会も設けております。 

 それから、少し小さくて見にくくて恐縮ですけれども、今年の７月に行った七夕会の写

真なのですけれども、こんな形で季節を感じられる取組もしております。七夕飾りをして、

短冊に願い事を書かせて、大変生々しい願い事を書く少年もいるのですけれども、お父さ

ん、お母さんが長生きしてくれますようにといった、ほのぼのするような願い事を書いて

飾るような少年もいて、非行をする前の純粋だった自分を思い出して、いい機会でしたと

いう感想を書く少年がたくさんいる。こういった季節の行事も行っています。 

 それから、これも少し見にくいかと思います。申し訳ございません。ハートフレッシュ

体験と当所では呼んでいるのですけれども、視覚障害者の体験をするという取り組みです。

みんなアイマスクをつけて杖を使って歩いている場面なのですけれども、視覚障害の方々

がどのような気持ちで日々道路を歩いているのか、物が置かれていると大変危険であると

か、どのような援助をしてもらえると生活しやすいのかといったことを体感できるような

機会を与えられたらいいなといったことで、こんなこともやっています。 

 少年鑑別所は教育する機関でも治療する機関でもございませんので、こういった良質な

生活体験ができる機会を用意して、基本的には少年たちの自主性に任せて参加して体験さ

せるということをしております。強制は一切しておりません。 

 ここで少し話題が変わりまして、収容状況について若干御説明いたします。 

 当所の収容状況ですね。先ほどお伝えしましたけれども、この青グラフとピンクグラフ

が当所の収容状況でして、ざっと見ていただければおわかりかと思います。増減を繰り返

しながらも右肩下がりということで、昨年は782名の入所がございました。この780名強の
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少年たちについて、統計データを少しお披露目したいと思います。 

 まず、主要非行名、男女別です。最も多いのは、男女ともに窃盗となっています。窃盗

は世の中で一番多い犯罪であるというのは、年代問わず、性別問わずかと思いますけれど

も、昨年の当所の収容状況を見ても、そのようになっております。 

 ただ、特徴的なのが、男子少年について見ていただくと分かると思うのですが、窃盗の

次に多いのが詐欺、23％なのですね。これは、いわゆるオレオレ詐欺、特殊詐欺で入所し

た少年です。大変増えてきています。参考までに、平成27年、全国の少年鑑別所の収容状

況を見ますと、男子の詐欺で入所した少年は約６％ですので、東京がいかに多いかを御理

解いただけるかと思います。 

 それから、女子少年ですけれども、多い順に、窃盗、傷害、ぐ犯、覚醒剤となっていて、

男子少年と異なる様相を示しております。ぐ犯や薬物が多いというのは、男女比べると、

女子少年の特徴の一つとして、割と全国共通の傾向でないかと思われます。 

 それから、入所時年齢です。こちらも男女別にお示しいたします。ざっと見ると、男女

比べると、女子少年のほうが若いかなという感じがお分かりいただけるかと思いますが、

18歳以上の年長少年が多いというのが当所の特徴、当所の昨年の、と限定できるかもしれ

ませんけれども、特徴です。男子については、半数が18歳以上。女子についても43％が18

歳以上ということで、平成27年の全国の少年鑑別所を見ますと、男子については39％が18

歳以上、女子については33％が18歳以上ということですので、それぞれ全国平均より10％

程度、18歳以上の割合が当所は高かったという傾向がありました。理由は分かりません。 

 それから、入退所事由をお示しいたします。退所事由を少し見ていただきましょうか。

退所した者がどういう結果で出たかということなのですけれども、保護観察処分で出たも

のが約３割、それから、少年院送致で出た者が２割となります。先ほど企画官のお話の中

で、平成27年の犯罪白書で、少年鑑別所に入所した者が約１万200人、それから、少年院に

入院した者が約2、800人といったお話がありましたけれども、大体、当所については２割

ぐらいの者が少年院に行っているということになりました。 

 収容状況についてお話しするのはここまでといたしまして、最後、地域援助業務につい

て御説明をさせていただきます。 

 副題として「法務少年支援センターとしての活動」としておりますけれども、法務少年

支援センター、初めてお聞きになられた方もいらっしゃるかもしれません。何でしょうと

いうことなのですけれども、実は、少年鑑別所法第131条にこのような規定があるのですね。

少年鑑別所の長は、地域社会における非行及び犯罪の防止に寄与するため、非行及び犯罪

に関する各般の問題について、専門的知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な情報

の提供、助言その他の援助を行いなさい、こういう規定がございます。これを私どもは地

域援助業務と呼んで、少年鑑別所の３つ目の業務として、今、取り組んでいるところです。 

 そして、この地域援助業務を行うときに、少年鑑別所ですと名乗ってやると、ちょっと

びっくりされますね、そこで、法務少年支援センターという名前を使って行いなさいとい
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うことになっています。ですので、少年鑑別所と法務少年支援センターはイコールです。

少年鑑別所が地域援助業務を行うときに法務少年支援センターを名乗っているということ

になります。この法務少年支援センターの頭か後ろに地域の名前をつけて名乗りなさいと

いうことになっておりまして、当所については、頭に東京を冠して、東京法務少年支援セ

ンターとして地域援助業務を行っています。 

 ちなみに、ある機関が法務少年支援センターのことを広報誌に載せてくださって、大変

ありがたいことがあったのですけれども、この「法務」が片仮名で「ホーム」となってい

て、ちょっと住宅メーカーさんみたいな感じになっちゃったねということがありましたの

で、法務省の「法務」ですということを付言させていただこうと思います。 

 では、どんなことを、どんな方法でやっていますかということなのですけれども、援助

の方法は幾つかございます。いわゆるカウンセリングとも言えるかもしれません。心理的

援助、それから、助言。必要な情報の提供、研修や講演へ講師を派遣する。それから、心

理検査、性格検査等、各種調査（検査）の実施。青少年の健全育成に資する活動の実施や

協力。こういったことを行っております。と言っても、余りぴんと来にくいだろうなと思

いますので、この後、少し例を御紹介いたします。 

 当所の取り組みです。当所、東京法務少年支援センターなのですけれども、これまたや

やこしいことを述べてしまいますが、愛称として「ねりま青少年心理相談室」という名称

を使っても、この地域援助業務を行っているのですね。と申しますのは、この地域援助業

務というのは、少年鑑別所法下で本来業務に位置づけられた業務です。では、従来、少年

鑑別所法ができる前はどうしていたのかといいますと、同じことを実施していたのですけ

れども、そのときは本来業務として位置づけられているのではなく、通常業務に支障の生

じない限り、応じていいですよというつくりだったのですね。なので、地域の皆様の御相

談に応じるということは、従来ずっとやってきておりました。そのときに、東京少年鑑別

所ですと言ってやってしまうと、利用していただく方にはちょっと抵抗感が生じますよね

といったところで、この愛称を使っていたのですね。ねりま青少年心理相談室。少年鑑別

所法下で法務少年支援センターという名前を使うことになったときに、やはりこの愛称も

捨てがたいということで、こちらも使っていきましょうということになりました。ですの

で、ねりま青少年心理相談室＝（イコール）東京法務少年支援センター＝（イコール）東

京少年鑑別所という、ちょっと分かりにくい構造になってしまっているところがありやな

しやなのですけれども、この名前を使って相談業務、それから、援助業務を行っています。 

 当所は少年鑑別所と別棟で相談専用の相談棟を持っておりますので、このスライドにお

示ししたような、入口も完全に分かれた棟で相談業務に応じております。一例をお示しい

たします。 

 当所の取り組みですけれども、まず、個人の方に対する援助として、都民の方々からの

御相談に応じています。例えば、このようなものがございます。 

 お父さんから、万引きを繰り返す子供の話を聞いてやって欲しい。自分が聞くと腹が立
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って聞けなくなってしまうので、代わりに聞いてやってくれないかといったこともござい

ます。 

 それから、お母さん。子供の家庭内暴力がおさまらなくて困っている、どのように対応

したらよろしいでしょうかとかですね。 

 あと、お子さん本人からの御相談もあります。人付き合いがうまくいかずに悩んでいる、

友達とすぐトラブルになってしまう、どうしたらいいでしょうか。 

 それから、学校の先生。授業中落ち着かずに、対人トラブルを頻発する児童がいるのだ

けれども、接し方のヒントを何かもらえないでしょうか。このような御相談をいただくこ

とが増えてきております。 

 それから、個人の方ではなくて、関係機関や団体に対する援助も行っております。この

ような例がございます。 

 まず、教育機関、教育委員会や学校の方を相手とした援助として、例えば、個別のケー

ス会議、児童・生徒に関するいろいろな学校内の会議に参加してアドバイスして欲しいと

いった依頼。それから、授業に集中できずに、先生にも反抗ばかりしてしまう、友達とも

トラブルばかり起こしてしまう、そんな児童・生徒にどのように関わっていけばよいかと

いう御相談の中で、では、一度、心理検査を実施してみましょうかということで実施させ

ていただいて、それをもとに、学校の先生、あるいは保護者の方に御助言さしあげるとい

ったことをやっております。 

 それから、福祉機関に対する援助例として、例えば、子供家庭支援センター、児童相談

所に対しては、いわゆる要対協、要保護児童対策地域協議会への参画をさせていただいた

りとか、児童養護施設から、措置児童として入所している児童の問題行動の背景に何があ

るのか分析してもらえないかといったこと、それから、１個飛ばしますが、地域活動支援

センター、精神障害者の方が利用される機関ですけれども、そこの利用者が大変粗暴であ

って困っているのだけれども、それに対して、継続的・計画的な支援をさせていただくと

いったような援助をしております。 

 それから、司法・警察関係に対しては、地検が行う法教育研修への協力、それから、被

疑者に対する知能検査等の実施、警察庁から警察大学校における非行に関する講義をお願

いされて実施するといったこともございます。それから、矯正・更生保護関係としては、

少年院や刑事施設での事例検討会の実施への協力、それから、各種調査の実施、保護司会

研修やミニ集会等における講義・講演、このようなことをしてまいっているところです。 

 世の中に数多くの相談機関がある中で、法務少年支援センターはどんな特徴があるので

すかという御質問をいただくことがあるのですけれども、今、まさに大いに売りとなる部

分を我々も模索しながら実施しているところがあるので、現時点で私自身、整理している

ところといった限定になりますけれども、このような特徴があろうかと思っております。

もちろん、非行、犯罪の専門機関であること。それから、主として少年の非行や問題行動

に対する知見や知識を、当然、通常業務の中で蓄積してきております。それから、アセス
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メントは得意だろうと思っております。通常は鑑別業務の中で実施してきていることでも

ありますので、心理検査等の実施や、問題の所在や心理機制の分析といったことを求めら

れれば、十分お役に立てるのかなと考えております。法務技官、法務教官の知見を生かし

た御助言を差し上げられるといったことも我々の強みとして考えています。 

 以上が法務少年支援センター、それから、地域援助業務についての説明でした。 

 最後、付録として、最近のトピックスを２点ほど御紹介させていただきます。 

 皆様御存じのとおり、さきの夏の参院選から選挙権年齢が引き下げられて、18歳以上が

投票できることになりました。少年鑑別所は従来、20歳までの少年を収容しておりますの

で、選挙に対する取組は特に何も必要なかったのですけれども、少年院は20歳以上も収容

しておりますので、従来から対応してきたところなのですが、18歳、19歳の少年を収容し

ております少年鑑別所でも対応することになりまして、希望者については所内で不在者投

票を実施できるように、全国各庁体制を整えて実施しております。 

 それから、もう一つ、再非行防止施策として、保護観察対象者、これは１号・２号観察

の方たちですけれども、保護観察対象者の雇用ということで、平成27年度から、東京を含

む全国10の少年鑑別所で保護観察対象者を非常勤職員として雇用するという取り組みをし

ております。当所でも、現在、１名雇用して、頑張って働いてもらっていて、間もなく雇

用期間は終わるのですけれども、大変自信になってよかったと、うれしいことを言ってく

れている状況にございますので、最近の少年鑑別所のトピックスとして御披露させていた

だきました。 

 以上で私の説明は終了といたします。御静聴ありがとうございました。 

○司会 ありがとうございました。 

 御質問はまた後ほど受け付けたいと思っております。 
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○司会 では、続きまして、久里浜少年院の滝浦首席専門官から「少年院における矯正教

育と社会復帰支援」のテーマでお話しいただきます。よろしくお願いします。 

○滝浦首席専門官 こんにちは。久里浜少年院首席専門官の滝浦と申します。 

 本日は、「少年院における矯正教育と社会復帰支援」という題目でお時間を頂戴しまし

て発表させていただきます。 

 なお、この後も述べるのですが、少年院の種類は在院者の特性などに応じて複数ありま

すので、本日、私の発表の一部は、久里浜少年院に特化したものですとか、あるいは一部

私見も含まれますので、その点、御承知おきいただければと思います。 

 本日の発表内容は、以下のとおりを考えております。まずは、先ほど冒頭で西岡企画官

からありましたとおり、昨年の６月に施行された新少年院法の概要について、その改正経

緯も含めて簡単にお話しいたします。続いて、少年院とはどういう施設なのかということ

をお話しし、久里浜少年院の対象者について触れた後、当院で行われている、あるいは全

国の少年院で行われている矯正教育と社会復帰支援の内容について、概要をお話ししたい

と考えております。 

 次のスライドです。少年院法の概要です。今、新少年院法と申し上げたのですが、冒頭

の西岡企画官の話とも重複しますけれども、この法律は平成26年に大幅な改正がなされて

成立し、昨年、平成27年の６月に施行されております。改正前の少年院法というのは、昭

和23年に制定されて以来、その後、社会情勢がさまざま変化したにもかかわらず、抜本的

な見直しをされることがなかったため、矯正教育に関する規定が乏しかったり、あるいは

少年院に収容されている在院者の権利義務関係ですとか、職員の権限、すなわち、職員が

やれることについての規定が明確でなかったため、必ずしも十分なものは言えない内容で

した。そこで、少年院の適正な管理運営を図るとともに、在院者の人権を尊重し、その特

性に応じた適切な矯正教育や処遇を行うために、平成26年に全面的な見直しが図られたも

のです。 

 改正のポイントとしては、スライドにありますとおり、３つの柱がございます。１つ目

が、再非行防止に向けた処遇の充実。２つ目が、適正な処遇の実施。３つ目は、社会に開

かれた施設運営の推進とございますけれども、本日は、時間の都合もありますため、その

中の①再非行防止に向けた処遇の充実に関するものについてお話をいたします。 

 まず、１つ目は、矯正教育の基本的制度の法定化についてです。これは、これまでの少

年院の種類や区分の見直しや、あと、この後も詳しくお話ししますけれども、生活指導で

すとか職業指導といった矯正教育の内容に関する部分を明記したり、矯正教育課程といっ

た矯正教育の体系化などが再非行防止に向けた処遇の充実に当たります。 

 ２つ目は、社会復帰支援です。これは、在院者の帰住先や就業先の確保などの支援、出

院者や保護者からの相談制度など、改正前の法律にも直接的な規定はなかったのですが、

これまで少年院で行ってきた事項が改めて法定化されたものです。 

 続いて、少年院について説明をいたします。スライドにありますとおり、少年院は法務
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省所管の施設であります。少年院法第３条では、これらの者に対して矯正教育を行う施設

とあります。対象者の１つ目は、保護処分の執行を受ける者。２つ目としては、少年院に

おいて懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者です。 

 少年院は全国に52庁ございまして、その中に分院も５庁含まれております。 

 なお、この２つ目にある少年院において懲役または禁錮の刑の執行を受ける者について

は、少年法第56条では、「懲役または禁錮の言い渡しを受けた16歳に満たない少年に対し

ては、16歳に達するまでの間、少年院において刑の執行をすることができる」とされてい

ます。すなわち刑の執行を受ける者で16歳に達するまでの間の者を収容することになって

いるのですが、これまで少年院において収容した実績はないと承知しています。 

 参考までに、先ほどの向野調整官の話にもありました平成27年中の少年院の新収容者は2、

743名です。ちょうど10年前、どれくらい少年院に新しく入ったかというと、矯正統計年報

によりますと4、482名ですので、少年院の収容者の数は年々減少している状況にございま

す。 

 なお、当院の収容人員については、本日付で94名となっております。 

 続いて、次のスライドです。少年院法第４条では、少年の年齢、心身の著しい障害の有

無、犯罪的傾向などの指標、それと、先ほど説明しました受刑在院者の別によって、第１

種から第４種までの種類に分けられています。 

 なお、これらは、御存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、改正前の少年院法では、

初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院という名称で分けられていた区分が撤

廃されて整理されたものになります。 

 また、少年院法第30条では、法務大臣は、矯正教育課程を定めるとされております。こ

の矯正教育課程とは、スライドにありますとおり、在院者の類型ごとに重点的に実施する

教育内容と標準的な教育期間を定めたものになります。なお、このスライドにはないので

すが、少年院法第31条において、法務大臣は、各少年院について実施すべき矯正教育課程

を指定するとされています。すなわち、矯正教育課程とは、いわゆる教育のコースのよう

なものであり、それらのコースが法務大臣において各少年院に指定されていると言えます。 

 続いて、久里浜少年院、当院の対象者について御説明いたします。久里浜少年院は、第

１種、第２種、第４種が指定されています。 

 なお、先ほどの説明にもありましたとおり、第４種の収容実績は当院含めてどこにもご

ざいません。 

 第１種の対象者としては、スライドの収容対象にありますが、保護処分の執行を受ける

者で、心身に著しい障害がない、おおむね12歳以上23歳未満の者とされています。その第

１種の中に、先ほどお話しした教育のコースがございまして、それを矯正教育課程と呼ん

でおります。第１種には、久里浜少年院の場合は、社会適応課程Ⅱが指定されています。

社会適応課程Ⅱの在院者の類型としては、義務教育を終了した者のうち、反社会的な価値

観・行動傾向、自己統制力の低さ、認知の偏り等、資質上特に問題となる事情を改善する
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必要があるもの。それと、社会適応課程Ⅲとして、外国人等で、日本人と異なる処遇上の

配慮を要する者が指定されています。 

 それと、第２種の収容対象としては、保護処分の執行を受ける者で、心身に著しい故障

がない、犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の者となっており、矯正教育課程

としては、社会適応課程Ⅳとして、特に再非行防止に焦点を当てた指導及び心身の訓練を

要する者と、社会適応課程Ⅲにも重なりますが、社会適応課程Ⅴとして、外国人等で、日

本人と異なる処遇上の配慮を要する者が指定されています。 

 なお、第２種の収容対象の③のところに下線を引きましたけれども、当院の特徴として

は、犯罪的傾向が進んだ者を収容しているのが大きな特徴の１つです。 

 当院に入院する前に少年院入院歴がある者、すなわち別の少年院に入った経験のある者

の割合は約70％を占めています。いわゆる再入者と呼ばれる在院者です。中には久里浜少

年院が４回目の少年院だという在院者もおります。いわば、ほかの少年院で一通りの矯正

教育を受けてきている者が少なからずおりまして、そのあたりが当院の処遇の難しさであ

ると考えています。 

 なお、当院には指定されておりませんが、第３種少年院という種類がございます。第３

種少年院とは、旧少年院法下では医療少年院という種類に分けられていた少年院でして、

心身に著しい障害がある者を収容する少年院です。現在は全国に関東医療少年院と京都医

療少年院の２庁が設置されています。 

 また、ここに示した矯正教育課程以外にもさまざまな矯正教育課程がございます。例え

ば、義務教育課程といって、義務教育が未終了の者を対象とした課程ですとか、標準的な

教育期間が家庭裁判所の処遇勧告によって短期間に設定されている課程もございます。 

 続いて、次のスライドです。当院の入院から出院までのサンプルをお示ししました。こ

れは久里浜少年院の矯正教育課程の一つです。少年院の処遇の段階は、このスライドにも

ありますとおり、３級から１級に分けられておりまして、多くの少年院が２級の処遇の段

階を半分に区切って実施しています。すなわち２級の前期、２級の後期という形ですね。

当院の場合は、３級を２か月、２級の前期を３か月、２級の後期を３か月、１級を３か月

としておりまして、それぞれの期間が経過するたびに成績評価を実施しております。その

成績評価の結果、一定の基準を満たした場合に処遇の段階が向上する扱いとなっています。 

 この後も説明しますが、少年院に勤務する法務教官は、24時間の交替制勤務で勤務して

おりまして、その中で在院者をつぶさに観察し、矯正教育の取組状況ですとか、在院者個々

に設定された個人別矯正教育計画、これは在院者の特性に応じて策定する矯正教育の目標

ですとか、教育内容などが盛り込まれた、いわゆる処遇の計画になります。この個人別矯

正教育計画に設定された個々の教育目標などの達成度の度合いを踏まえて成績評価を行っ

ていきます。この成績評価については、在院者に対してスモールステップを踏ませること

によって、区切りごとの目標を持たせて、在院者の動機づけを図るための重要なシステム

と言えます。 
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 参考までに、第１種は標準11カ月とお示ししておりますが、第２種の場合は12カ月が標

準となっています。また、先ほど当院には指定はありませんとお話ししましたが、短期間

の課程については20週が標準となっておりますので、少年院によっては４カ月程度の収容

から約１年の収容まで、幅広い収容期間の課程があると言えます。 

 続いて、矯正教育の内容についてです。矯正教育は５つの内容で構成されております。

この構成はどの少年院も同じです。あとは、それぞれの施設において、その施設の特徴で

すとか、あるいは社会資源等の実情に応じて、重点的に実施すべき矯正教育の指導内容を

定めています。 

 この５つの内容について説明します。職業指導は、勤労意欲を高め、職業生活に必要な

知識・技能を身につけさせる指導。体育指導は、自立した生活を営むための基礎となる健

全な精神を養うための指導。また教科指導は、義務教育指導のほか、補習教育指導や、高

等学校教育指導ですとか、学力の状況に応じた指導。特別活動指導は、情操を豊かにして、

自主自律、それと協同の精神を養うための各種指導。最後に生活指導として、基本的生活

習慣や適切な対人関係の持ち方などを習得するとともに、自身の問題を改善するための各

種指導。この５つの教育内容に分かれています。 

 なお、これら５つの内容はばらばらに機能するのではなくて、少年院に勤務する法務教

官が横断的に実施することによって、それぞれが有機的に絡み合って効果を発揮していく

ものになります。特に、生活指導については、矯正教育の根幹、基盤をなすものと言えま

すので、これが十分になされた上で、その他の各種指導が高いな効果を発揮していく形に

なります。 

 続いて、各教育の内容の主なものを説明しますが、ここで説明するのはたくさんある教

育内容の一部であることを御承知おきください。 

 まずは、個別担任制度による指導です。当院に限らず、少年院では個別担任制度を採用

していると承知しております。少年院によって、入院から出院まで一貫して一人の個別担

任が担当する場合と、先ほど申し上げました処遇の段階に応じて担任が変わっていく場合

がございますが、ここで築き上げる個別担任の職員との関係は、在院期間を通して、また

出院後においても非常にかけがえのないものとなります。これまで大人を信用できなかっ

たり、あるいは自己本位的な考えから人と接することが苦手だった彼らと信頼関係を築く

のは非常に難しいことです。先ほど申し上げましたとおり、当院の在院者は大変難しい問

題を抱える者が多いので、時に投げやりな態度だったりとか、乱暴な態度に職員もへきえ

きしたり、あるいは徒労感を感じてしまうことも少なくないのですが、じっくりと彼らと

向き合って丁寧に関係性を築いていきます。 

 今の話にも重なりますが、当院の在院者の特性から、最後の少年院とか、最後の砦と言

われることが少なくありません。少年院が４回目である在院者や、別の少年院に在院中に、

なかなかうまく適応できずに施設を変えて処遇するために当院に移送されてくる者もおり

ます。ただ、彼ら一人一人と話すと、本当にどん底のところまで来てしまってはいるので
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すが、誰一人として、自分はどうなってもいいですとか、もう俺の人生なんかどうなって

もいいんだというふうに諦めている者はおりません。個々に話を聞きますと、強がったり、

あるいは引きこもってしまったり、表現の方法はそれぞれなのですが、誰もが、ここ久里

浜少年院を最後の少年院にしたいのだと強く考えて生活しています。 

 なお、少年院の法務教官は通常５名から６名の人数でチームを組んで、交替制勤務によ

って仕事をしております。それぞれの職員が、年齢ですとか経験値、性格などのキャラク

ターによって、例えば、厳しい父親役の職員がいたり、それをフォローするようなお兄さ

ん的な役割がいたりということで、いわばそれぞれの役割を演じるなどしながら、寮によ

っては擬似的な家庭環境のようなものをつくり上げて処遇しています。 

 次のスライドです。特定生活指導とは、スライドにありますとおり、在院者が抱える事

情に着目して、その改善を図る指導です。つまり、在院者の本件非行ですとか、その背景

にある問題点、ここには家族との関係に関わる問題も含みます。それらに対して焦点を当

てて指導するものでありまして、新たな少年院法のもとで実施することとされたものです。

内容は全部で６種類あります。被害者の視点を取り入れた教育、薬物非行防止指導、性非

行防止指導、暴力防止指導、家族関係指導、交友関係指導であり、タイトルを見ると、ど

ういった在院者がターゲットになるかがおわかりかと思うのですが、被害者の視点を取り

入れた教育の対象者ついて補足しますと、生命犯ですとか、あるいは身体犯など、重大な

事件を犯した在院者が対象となっています。 

 これらの教育が旧少年院法において実施されていなかったかというと、そうではなくて、

法律が改正される前までも、各施設において積極的に実施してきたところ、今回の新少年

院法が施行されるタイミングで、法務省矯正局で全国共通プログラムを策定しています。

すなわち、全国の少年院において、どこでも一定のレベルを保った指導ができるようにな

っています。 

 このプログラムについては、矯正局で各分野の専門家の授業を受けて作成をしたと聞い

ております。これらは、認知行動療法などの視点を取り入れて作成されておりまして、グ

ループワークや集団指導に限らず、対象者が少ない場合には個別指導でも対応できるよう

な内容になっています。 

 具体的な内容としては、自分の非行を見つめさせて、傷つけた被害者の方々のお気持ち

ですとか、立場を深く考えさせることはもちろんなのですけれども、それに加えて、事件

について、ただ単に責めるだけではなく、少年院に入ってくる子供たちは自己イメージが

低い場合が多いので、その自己イメージを高めさせて、自己理解を促し、健全な社会生活

をイメージさせていくような、いわゆる生きるエネルギーを与えるような指導を心がけて

います。 

 例えば、薬物非行防止指導とかでありますと、薬物の依存というのは一つの慢性の病気

だと言われることもありますので、毎日毎日、使用しない日を積み重ねて生きていくこと

が大事なのだという視点も必要です。薬物をやってしまったときの状況、引き金となるも
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のが何なのか、例えば、人によっては仲間とのパーティーだったり、特定の場所や時間、

物だったりするのですが、そこからどうやって避けて生きていくかといったところに視点

を当てて指導をしたりしています。 

 また、性非行防止指導について、彼らは本当に許せない非行を犯して入ってきますが、

やった事件だけではなくて、例えば、君にとって大切にしたい価値とは何だろう、その価

値を実現するためにはどういった行動を心がけていけばいいのだろうかという点について

も考えさせています。それにより、普段の在院中の生活の、ほかの在院者とのかかわりの

中でどういう点に気をつけて生活していけばいいのかという視点で一日一日チェックさせ

て報告させるといった取組もしています。 

 そのほか、交友関係の指導についてですけれども、彼らは不良行為が悪いことだという

のはわかっているのです。でも、やめられないのです。これまでも、不良行為を断ち切る

ように指導されてきてはいるのですが、不良行為を続けるには、それなりのメリットがあ

って彼らはやっているわけです。ですので、そこのメリットが何なのかということに目を

向けさせることから始めます。そして、そのメリットを補うために自分たちに何が足りな

かったのかを考えされます。例えば、一例ですけれども、あなたが友達と一緒にいて、よ

かったこと、楽しかったことは何だいと聞くと、強くなって、欲しい物はほとんど手に入

れられるようになりましたと答える。では、友達と一緒にいなかったら、どうなっていた

かなと聞くと、弱いままで、欲しい物が手に入らないと思いますと答える。では、あなた

の問題は何だろうというところに焦点、フォーカスを当てていくという指導などもありま

す。 

 また、家族関係指導についてですが、在院者は必ずしも家族のもとに帰るとは限りませ

ん。とてもとても、この家族のもとには返せないという環境の子もいますので、そもそも、

そういった者は本指導の対象にしていないのですが、この家族関係指導というのは必ずし

も特定の家族の在り方を望ましいものだと結論づけるものではありません。いろいろな家

族のあ在り方はあるのだけれども、自分の家族にどんな課題があるのか、自分の家族に対

して何を求めることができて、何を求めることができないのかを、それぞれの事例なども

通して指導していくものです。 

 今、指導の一部を御紹介しましたが、これらの指導の結果については、少年院を出院す

るときに帰住予定地を管轄する保護観察所と、少年院を管轄する地方更生保護委員会に情

報提供して、円滑な社会復帰、社会内処遇につなげていくこととしています。 

 続いて、職業指導についてです。職業指導については、実施目的ですとか、難易度の違

いによって幾つかの種類に分けられているのですが、ここでは有為な職業人としての一般

的な知識・態度、職業選択能力、職場適応力の習得を目的とした指導についてお話しいた

します。当院に限らないのですが、少年院を出た後の就労先は、非正規雇用ですとか、不

安定な雇用形態が少なくありません。協力雇用主に対して、少年院を出院する者や刑務所

を出所する者を雇用する際のニーズについて聞くと、もちろん学歴も資格も大事だけれど
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も、それよりは、挨拶や返事をしっかりできるとか、あるいは職場でのマナーとか対人ス

キルといった部分について指導してほしいという要望が少なからずありましたので、少年

院では、ここにあるとおり、職業生活指導科という科目を設けて、原則として全ての在院

者に対して指導を行っています。 

 具体的な内容としては、社会人としての基礎マナー、事務処理能力、パソコン操作能力

の３本柱で構成されております。 

 なお、これらのプログラムについては、先ほど説明した特定生活指導と同様に、法務省

矯正局で作成した共通のプログラムを使用して指導しております。内容については、ここ

では細かくは申し上げませんが、例えば、社会人としての基礎マナーの中のビジネスマナ

ーであれば、第一印象をよくするための話し方や、身だしなみの整え方ですとか、電話の

話し方、敬語の使い方、あるいは会社を休む場合とか、遅刻する場合の連絡の仕方などに

ついて、グループワークや、ロールプレイ方式で指導を行ったりしています。 

 続いて、職業指導の②になります。ここに写真が出てきていますけれども、先ほどのス

ライドでは、新少年院法のもとでは、共通のプログラムを使用した職業生活設計指導科に

おいて、職業人として求められるマナーや基礎学力などについて学ぶとお話ししました。

もちろんこれも欠かせない視点なのですが、同時に、これまで各少年院が長い歴史の中で

実施してきた、地道で基本的な実習についても大切であると考えています。 

 暑い中、汗水流して育てた野菜を自ら収穫して、それが食事のメニューとして出される

こともありますし、そういった食事はやはり一味違うようでして、以前、私が勤務した施

設では、以前嫌いだった野菜が食べられるようになったと話す在院者もおりました。食育

推進の観点からも非常に重要な実習であると考えています。 

 また、ここに洗濯科の写真がございます。この洗濯科では、在院者の衣類や寝具の洗濯、

管理、補修作業などを行っていますが、この実習場は大型の乾燥機が回っていまして、高

温の中で行う大変な作業です。しかし、通りかかった職員から、御苦労さんとか、いつも

ありがとうといった声をかけられることは、社会の中で人に迷惑ばかりかけていた彼らに

とって、感謝されることは非常に少なく、貴重な体験であるのだろうと、彼らの誇らしげ

な表情を見ると思います。 

 続いて、各種資格の取得についてです。当院では、出院後の就労に直結するような専門

的な知識や技能を習得する資格というのはそれほど多くはないのですが、ここで取得した

資格を土台にして、さらに難易度の高い資格にレベルアップすることもできます。例えば、

ここにあるフォークリフト運転特別教育というのは、１トン未満のフォークリフトしか運

転できず、１トン以上のフォークリフトを運転する際に技能講習という講習を受ける必要

があるのですが、その際に一部の講習が免除されたりといったメリットもあります。また、

あわせて、決して難易度の高くない資格であっても、成功体験の乏しい彼らにとっては、

達成感を得る上での貴重な機会であると考えています。 

 ちなみに、危険物取扱者の乙種四類は結構難しい試験ですが、当院の在院者の場合は、
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平成27年中、５名が受験し、５名が合格ということで、合格率100％を達成しています。 

 続いて、教育内容の５つの中の教科指導、体育指導、特別活動指導についてです。 

 教科指導については、そこにあるとおり、漢字学習ですとか、自主計画学習、あとは、

平成19年から、刑務所や少年院などの矯正施設内で高校卒業程度認定試験を受験できるよ

うになっておりますので、そのための学習も行っております。当院では平成27年には11名

の在院者が全科目に合格をすることができています。 

 体育指導は、そこにあるとおり、ソフトボールですとか、あるいは水泳訓練、バレーボ

ール大会などを行っていまして、本日はちょうど、水泳記録会の日で、在院者たちは真っ

黒に日焼けして記録会に臨んでいるものと思います。 

 最後は、特別活動指導です。これは、学校で言うところの係活動に該当する役割活動で

すとか、あるいは運動会とか観桜会などの四季折々の各種行事を行っています。ここにあ

る写真は、今年の１月に実施した成人式の写真です。１月には私はまだ着任していなかっ

たのですが、当院では35名の在院者が成人を迎えました。それぞれが保護者とか職員の前

で更生の決意を新たにしたのですが、新成人が全員で最後に福山雅治さんの「家族になろ

うよ」を合唱しました。それを聞いて、保護者の中からも嗚咽が漏れて、最後には職員が

サプライズでゆずの「栄光の架け橋」を歌うという感動的な場面だったように聞いており

ます。 

 続いて、社会復帰支援になります。少年院法第44条第１項では、スライドにあるとおり、

さまざまな社会復帰支援をするとされています。まず、適切な住居その他の宿泊場所を得

ること、当該宿泊場所に帰住することを助けることについてですけれども、帰住先が確保

されて、なおかつ確実な引受人がいることは仮退院の要件でもありますので、そういった

意味で非常に重要な支援の一つと言えます。 

 また、医療及び療養を受けることを助けることですけれども、これについては、具体的

には、例えば、出院後に必要な通院が可能な医療機関を見つけたり、あるいは精神障害手

帳や、療育手帳を発給するための必要な手続をとるなどの援助が考えられます。 

 続いて、修学または就業を助けることについては、例えば、入学試験ですとか、あるい

は先ほど申し上げた高卒認定試験を受けるための便宜を図ること、あるいはハローワーク

の見学などの就労支援を行うことが想定されています。また、近年、力を入れているのが

修学支援です。これまでも中学校を終了する前のいわゆる義務教育未終了者については、

高校受験の時期であれば、一時的に外出させて受験をさせるというケースがあるのですが、

新しい法律のもとでは、義務教育の未終了者に加えて、義務教育を終了し、高等学校とか

専門学校、大学などへの復学や転学、入学を希望している者への支援も積極的に始めてい

ます。例えば、在籍している高校があって復学を希望する場合であれば、取得できている

単位数や復学の可能性について高等学校と調整を行ったり、あるいは新たな高等学校など

への転学や入学を希望する場合には、帰住予定地の周辺において転入学が可能な学校や利

用可能な経済的支援、これは奨学金ですとか支援金などについての情報収集を行うことな
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どもしております。 

 続いて、支援復帰支援②です。先ほど、帰住先の確保については、非常に重要な支援の

一つだというお話をしましたけれども、基本的には、彼らが出院する際には、お父さん、

お母さんなどの保護者がいる場合には、そこを中心とした帰住先を検討することになりま

す。実際、当院においても、平成27年に出院した者のうち、約８割が保護者ですとか、あ

るいはほかの親族のところに帰っていますが、一方で、適切な引受人のない者については、

保護観察において調整を行いますけれども、高齢である者、あるいは障害を有する者であ

って、かつ適当な帰住予定地のない者については、生活環境の調整について特別の手続を

定めて円滑な社会復帰を図る、いわゆる特別調整という制度があります。それについて若

干説明をします。 

 特別調整とは、刑務所の出所者、あるいは少年院の仮退院者の社会復帰支援策の一つと

して運用されている制度です。平成21年から法務省矯正局と法務省保護局の連携により始

まった制度であり、矯正施設に収容されている自立困難な高齢者、障害者について、釈放

後の円滑な社会復帰のために社会内の福祉サービスにつなげるものでございます。 

 なお、少年院には、平成28年４月現在で、52庁のうち16庁に社会福祉士が配置されてい

ます。それらの庁については、今、申し上げた社会福祉士が、それ以外の少年院であれば、

職員が特別調整の対象者であるスライドの①から⑤に該当するかどうかを調査して、少年

院が所在する都道府県の保護観察所に対して情報提供することから始まります。その先は、

同じく少年院が所在する都道府県の地域生活定着支援センターが福祉等実施機関と在院者

の受け入れ先についての調整を行います。また、ここでは受け入れ先の調整のみならず、

出院後の就労支援ですとか、福祉サービスの情報提供、各種手帳の取得に関する補助など、

幅広い支援を受けることができます。本制度は、法務省と厚生労働省が連携して、各都道

府県の保護観察所が事務手続の窓口となるだけではなくて、厚労省の地域生活定着支援事

業により各都道府県に設置された地域生活定着支援センターが具体的な調整業務を行って

いる画期的な制度と言えます。 

 最後に、社会復帰支援④になります。これは、退院者等からの相談制度についてです。

仮退院した者、すなわち出院者や、その保護者、その出院者の親族、引受人などから、交

友関係、進路選択など、健全な社会生活を営むためのさまざまな問題について相談を求め

られた場合において、少年院職員にその相談に応じることができることとされた制度です。

もちろん改正前の少年院法でも、少年院の職員が出院者から近況報告を受けるといった場

合もあったのですが、保護と矯正の役割分担もありまして、どちらかと言うと、積極的に

かかわるといったことを差し控えられていたような傾向もあります。今回法律の146条で定

められたこともありまして、出院した者が少年院へ相談を求めてきた場合には、少年院が

組織として対応することが、その者の再犯・再非行防止に資する場合が少なからずありま

すので、少年院の職員がしっかりとした法的根拠に基づいて、対応することができるよう

になった画期的な制度の一つです。相談の方法としては、面談ですとか、手紙、電話など
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が想定されています。また、相談した結果については、仮退院した者について相談の求め

を受けた場合には、原則として保護観察を継続している保護観察所に情報提供し、その後

の社会内処遇に生かせるようにしています。 

 当院でも、この制度が始まって数件の相談の件数がありました。必ずしも頑張っていま

すという、嬉しい報告ばかりではなくて、職場の対人関係ですとか、あとは交友関係で悩

んでいるといった相談もございます。 

 以上、簡単でございますけれども、「少年院における矯正教育と社会復帰支援」につい

ての発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
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質 疑 応 答 

○司会 それでは、再開させていただきます。 

 ３人の方、どうもありがとうございました。かなりの情報量でございましたけれども、

皆様方から御意見、御質問ございましたら、挙手いただきたいと思います。マイクをお持

ちしますので、よろしくお願いします。 

○参加者１ 本日はどうもありがとうございました。大変勉強になりました。もともと市

の中学校の教員でしたので、生徒がお世話になることもあったり、今日お話にあった機関

には、仕事上、生徒指導もやっていたので、行ったこともありますし、大体はわかってい

たのですが、また新たなお話がたくさん聞けたので、大変参考になり、ありがとうござい

ました。 

 それを踏まえまして、感想と、２つお聞きしたいことがありまして、学校と似ているな

と思ったところがたくさんありました。限度を超えるまでは学校で当然指導しますが、こ

こを超えてはだめというところを超えた少年の指導を少年院とかがしているわけで、学校

も今、「社会に開かれた」というのがキーワードですし、あと、社会の変化や法改正など

もあり、学校の指導でも、いきなり「こらっ」から「どうしたの」と聞くように変化して

きたり、そういうところも具体的なところでイメージできて、似ているなというのがまず

感想です。 

 それから、２つお聞きしたいのが、今、特別支援の業務に携わっているので、第１種と

第２種の少年院では、著しい障害がないと判断されたら、そちらに行くと思うのですが、

通常の学級にも、今、発達障害とか、グレーゾーンだな、どちらとも判断しづらいなとい

う子が増えていると感じています。私が教員時代も、神奈川の医療少年院に見学に行った

ときには、特別支援学校でやっているようなカリキュラム、似ているなと思うような指導

の場面があったりしていたのですが、実際、第１種、第２種でも、増えているのではない

か。グレーゾーンというのですか、発達障害とか、学習障害が疑われるような。そういう

子に、少年院だと全体の規律は大事だと思うのですけれども、個々にプログラムを組んだ

り、そういう子がわかるような指導をするというのはとても大変なことではないかと思う

のですが、先生方が見られていて、最近、グレーゾーンだなというか、特別な支援で教え

てあげないとわからないのではないかと思われる少年たちは実際増えているのかどうかと

か、指導の実際とかをお聞きできればと思います。 

 それから、２つ目が、練馬の法務少年支援センターのお話があったと思うのですが、そ

ちらでちょっと意外だったのが、保護者とか学校の相談はわかるのですが、例えば、ちょ

っとやんちゃをしている子が保護者に連れて来られるケースもあるのか。親と一緒に来る

ぐらいなら軽いのではないかと思ったところと、高校生本人が、ちょっと人付き合いで困

っているというようなことも具体的なお話としてあったのですが、実際、中学生、高校生

で直に来る子たちは、何を見て相談に来ているのかとか、一人で、自分で来るのは偉いな、

すごいなと思うので、そのあたり含めて２点お伺いできればと思います。よろしくお願い
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します。 

○司会 では、最初に滝浦さんから。 

○滝浦首席専門官 御質問ありがとうございます。 

 先ほどお話に出た神奈川医療少年院に私も勤務経験ございまして、10年ほど前に勤務し

ておりました。神奈川医療少年院は、支援教育課程という矯正教育課程を持っております。

先生がおっしゃるとおり、私としても第１種と第２種でもいわゆるグレーゾーンのところ

にいる少年が少なからずいるという問題意識は持っています。ちなみに，新しい少年院法

では、支援教育課程Ⅲといって、知的能力の制約，対人関係の持ち方の稚拙さ等に応じた

配慮を要する者，いわゆるグレーゾーンの者を処遇する矯正教育課程を設けています。 

 それ以外の少年院にもグレーゾーンの子がいないかというお話ですけれども、私見では

ありますが，まさに先生おっしゃるとおりだと思います。当院の在院者については、非行

性の進んだ者が対象と申し上げましたが、各種手帳を持っている子も数名おりますし、接

する中でこの子は発達障害とか、いわゆる発達上の課題を抱えているなという者は少なか

らずおります。少年院の職員も発達障害や発達上の課題に関する勉強をし始めてきていま

す。何とか少年院の枠組みに入れようとして指導しても、どうしてもはみ出る子がいたと

ころですが、これまでは、何か聞き分けが悪い子だなとか、こらえ性がない子だなという

ことで整理していたものを、職員が勉強することによって、この子はちょっと違うぞ、こ

の子の特性は何があるのかなということを考えて、確かに少年院はきちっとした枠組みに

入れなければいけないのですけれども、それと併せて個別的な対応をするようになってき

ました。例えば，この子にとっては、こういう言い方をすると絶対受け入れないなとか、

一呼吸置いて，落ち着いた環境でゆっくりと伝えてあげると受け入れてもらえるなといっ

たところを見極めながら、個別的に対応しています。 

○司会 続いて、東鑑の向野さん。 

○向野地域非行防止調整官 御質問ありがとうございます。 

 細分化すると、２点御質問いただけたかと思っております。１つは、少年自身がやって

くるというのは、問題行動の程度として重いのか、軽いのかという御趣旨だったかと思い

ますけれども、一緒に来られるお子さんというのは、家庭裁判所の非行係属歴がないお子

さんであるなど、まだ進んでいない段階のお子さんのほうが、実際にいらっしゃる方の場

合は多いかなと思います。 

 親御さんしか来られないときには、特に家庭内暴力などはまさにそうなのですけれども、

お子さん本人がいらっしゃるなどということは極めてまれで、来てくださると逆に私たち

はびっくりしてしまうぐらいなのですけれども、ほかの相談機関で、とにかく本人を連れ

てきてくれないと何もできないよと言われてしまった親御さんなどが来られることが多く

て、本少年支援センターの場合は、御本人が来ることを必ずしも求めていなくて、とにか

く来てくださった方を通じて、問題の根がどこにありそうかとか、対応の工夫で考えられ

る余地はないのかといった視点で支援できることを探して実施しておりますので、少年御
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本人が来られるときは比較的問題性はまだ軽目で、来られないときは重いけれども、それ

でもできる支援を探して実施するということでやっております。 

 それから、確かに高校生などが親御さんと関係なく、一人でこちらに相談に来られると

いうのは多い話では決してないのですけれども、私たちも極力、何をごらんになって、こ

の少年支援センターのことをお知りになったかということは情報収集するようにしている

のですが、やはり多いのは、最近はインターネットですね。検索いろいろかけて見つけま

したという方が多いかなと思います。 

 ちなみに、決め手は何でしたかなどとお聞きしてみると、比較的多いのが無料という、

そこが決め手ですなどとおっしゃる方もいらして、現実問題、それは重要な観点なのだろ

うなと思っているところです。 

 以上です。 

○参加者１ ありがとうございます。 

○司会 テストの実費も含めて無料なのですか。 

○向野地域非行防止調整官 はい。 

○司会 テストも含めて無料なのですね。ありがとうございました。 

 では、こちらの方、続いてどうぞ。 

○参加者２ おもしろいお話、どうもありがとうございました。岐阜から来ました。 

 奨学金サービスが主なのですが、更生保護と社会的養護の関係で、自立援助ホームとか、

自立準備ホームとか、補導委託などを受けています。その中で、特に社会復帰支援のとこ

ろで、いつも問題になっているのが、岐阜の場合、法人は障害という特性があって、京都

医療少年院とか、障害のある少年院から来る子が来ます。結構激しい子も来ますが、その

中でやはり帰住先がない子であるということは、イコール、もちろん親の支援もないし、

ほぼ生活保護というところにつながっていくのですが、いつも思っているのは、特別調整

になったときに、これは制度の話ですけれども、実施責任が施設の所在地になるという、

Ｑ＆Ａであると思うのです。グループホームでしたら居住地特例、住所地特例で、前の住

所地、出身地になるはずが、特別調整になった途端に実施責任が施設になるということで、

何とかしてくれということで、昨日、たまたま京都医療から１人受けることになりました

者が、偶然、特別調整ではなかったのです。直接、京都医療からお願いされたので、関係

調整会議を２回ぐらい開いておるのですが、もし特別調整だったらどうしようという話に

なって、本人の希望で特別調整は要りませんと差し戻してもらおうかなとか、何とかウル

トラＣはないものかということを話し合っていました。 

 もう一つは、そういう生活保護のＱ＆Ａがある以上、地域定着が動きにくい。この問題

は伏せて施設に話をするというけれども、それはおかしいでしょうということを言ってい

たのです。なかなか答えにくい問題だと思うのですが、現場ではそういう問題が起きてい

ることと、もう一点ですけれども、そういう子たちは働けない子がほとんどです。年度末

になってくると、保護観察所から、予算がつきましたので、自立準備費カットしますとい
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うことになるケースが出てきています。それは何とかならないものかという切実な問題が

あります。その２点、答えにくいと思いますが、どうでしょうか。 

○司会 かなり専門的なお話ですけれども、お答えできますか。 

○滝浦首席専門官 申し訳ございませんが、制度上のことについて、一現場施設の首席か

らはなかなか申し上げにくいです。ただ、特別調整については，さまざまな機関でさまざ

まな御苦労やそれぞれのニーズがあるというのは聞いたりもしていますし、そういった問

題があることは私のほうでも承知しておきたいと思います。 

 何か、西岡企画官から。 

○西岡企画官 滝浦首席からもお話がありましたけれども、最近、少年院に社会福祉士が

配置されるようになって、今まで職員が自分たちの持っている知識で，できることから行

っていたところが、社会福祉士が入られたことで、ここにこんな問題があるのだというこ

とを、少しずつ、今、分かり始めてきたところなのです。今、いただいたお話も、やって

みて改めてわかった課題なのだろうと思います。 

○司会 よろしいですか。 

 では、もう一方。 

○参加者３ 静岡県から来ました。子ども・若者育成支援推進法ができまして、それに伴

う若者相談窓口を担当しております。39歳までの若者なのですけれども、実は、来年３月、

少年院を退所して、その支援をお願いできないかと、少年院の方から、他県なのですけれ

ども、打診がありました。私はその前に家庭児童相談室で要対協をやっていたり、その前

は介護保険の方でケアマネをやっていたので、介護保険の方では、病院から退院するとき

は退院連携時加算という加算があって、退院するときは在宅サービスを全部集めてケース

会議とかを開くのですけれども、申し訳ないのですけれども、全くそういう制度がない。

要対協の方では、要保護進行管理会議とか、毎月一回、要保護にかかっている進行管理会

議がありまして、行く末を守っている法律とかはあるのですけれども、児童相談所も18歳

を一日過ぎても、私は知りませんと言ってしまうし、家庭児童相談室の方も児童福祉法だ

から、こちらの方でお願いしたい、子ども・若者育成支援推進法なのですけれども、そち

らの方でお願いしますと言われても、何の法律もなくて、野放しの状態です。私がお聞き

したいのは、来年３月なのですけれども、少年院を出られる皆様とは、どういうことを、

マニュアルというのですかね、窃盗だったので、保護司が３カ月つくとおっしゃったので

すけれども、その３カ月間は保護司がついてくださるのだけれども、その後の支援という

のはどういう方がキーパーソンになって、どういう支援をやるのが望ましいでしょうか。

ちょっと教えていただきたいのです。 

○司会 今のお話では、ケースの詳細が少ないので分かりづらいかもしれませんが。 

○向野地域非行防止調整官 細かい事例は分からないところはあるのですけれども、一つ、

少年院を出てきた少年については、基本的に仮退院という身分で保護観察所の指導がつく

形で社会に帰るケースがほとんどなのですけれども、これは少年保護手続の中で定められ
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ているものなので、一定の期間が来たら切れてしまう。恐らくそれが３カ月なのだろうな

と思うのですね。そういう法的な根拠がある中での支援はそういう形で途切れてしまうの

かもしれないのですが、だからこそ、子ども・若者育成支援推進法の中で何らかの支援が

できないかという話があったのかなと思うのですが、最近、少年鑑別所もそちらの方に入

れていただく機会が増えていて、先ほど御紹介した少年鑑別所の地域援助業務の方は、御

本人の同意とか、あるいは関係機関からの依頼に基づいて行うものですので、そういう法

的な規制みたいなことはできませんけれども、それでも何らかの支援をしている機関が困

っておられたりするようであれば、少年鑑別所の方で何かできることを一緒に考えるとい

うことはやらせていただいている事例は実際ありますし、３カ月間、保護観察がついてい

る間は、もしかしたら保護観察所がメインで対応してくれるかもしれませんけれども、そ

の間に、例えば、何が一番大事なのかということを複数の機関で話し合いながら、そこを

手厚くやっていく。 

 けれども、少年院から出た子供というのは、難しいところは、１つの機関だけでは何と

もならないというところだと思うのですね。皆で関わるところで道が見えてくるというと

ころがあると思うので、例えば、鑑別所に声をかけていただければとも思いますし、先ほ

ど滝浦から退院者等からの相談という仕組みを御紹介しましたけれども、これも御本人の

同意があれば、少年院から、例えば、職員が赴いたり、相談に乗ったりということが以前

よりもできるようになりましたので、このあたり、本人に話を向けていただくとか、そん

なふうにして、いろいろな形で使っていただければありがたいなと思っています。 

○参加者３ ありがとうございました。 

○司会 それでは、予定の時間を若干超過してしまいました。お３方には、この後、しば

らくこの会場にお残りいただけるということですので、個別に御質問がありましたら、言

っていただければと思います。 

 企画官から最後に一言メッセージございますか。 

○西岡企画官 そうしましたら、１点御案内をさせていただきます。配布資料の中に、「再

犯防止シンポジウム」というチラシがあります。本年10月29日（土）です。これまで少年

院、少年鑑別所は，施設でお預かりしている子供に対してベストを尽くし、施設を出ると

きは、例えば、保護観察所、保護司にお願いしますと引き継ぐ，どちらかというとそうい

うところがありましたけれども、子供たちの社会復帰に当たっては，地域社会や関係機関

と手を取り合ってやっていける，バトンゾーンの部分をもう少し設けていけないかという

ことを、今、模索しているところがあります。そういう意味で、子供たちの立ち直りを，

皆さまと一緒に考える機会を持ちたいと思っております。実際に，立ち直りを支援してお

られる方による講演やパネルディスカッションなどがありますので，御興味ありましたら、

ぜひ御参加いただければありがたいと思います。ありがとうございました。 

○司会 ありがとうございました。 


