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第3章 特定の状況にある青少年に関する施策

1.少年非行対策
� 少年非行対策への総合的取組

ア　関係省庁の連携

刑法犯少年の増加や，凶悪犯少年が高水

準で推移するなど，近年の少年非行の深刻

な状況を踏まえ，政府としては，少年非行対

策の推進について密接な連絡，情報交換，協

議等を行うために，青少年育成推進本部に

少年非行対策課長会議を設置し，関係省庁

が連携のうえ，少年非行対策の充実強化を

図ることとした。

イ　家庭，学校，地域の連携

少年非行は，家庭，学校，地域社会のそれ

ぞれが抱えている問題が複雑に絡み合って

発生しており，その対策の基本としては，次

代を担う青少年を健全に育成することが国

民的課題であるとの認識に立って，真剣に

国民一人一人が，この問題に地道に取り組

み，息の長い国民的運動にまで高めていく

ことが重要である。このような立場から，家

庭，学校，地域社会のより一層の緊密な連携

の下に，一体的な非行防止対策を更に推進

していく必要がある。

関係機関では，地域ぐるみの活動の強化

に関して，例えば，①地域の実情に応じた非

行防止のための活動・行事の展開，②学校に

おける非行防止教室や薬物乱用防止教室の

開催，③地域における多様な活動機会や場

所づくり，④街頭補導活動の強化，サポート

チームの形成の推進等に取り組んでいる

（詳細は，後述（２）から（４）参照）。

ウ　調査研究

関係省庁では，少年非行対策への総合的

な取組という観点から，関係機関の協力に

よる非行防止のための先進的な事例などに

ついて調査研究や情報提供を行うことに努

めることとしている。

法務省の研究機関である法務総合研究所

では，かねて少年非行問題に係る研究に取

り組んできたが，平成15年は，少年非行の中

でも，近年，社会の関心を集める凶悪事犯を

テーマに取り上げた調査研究として「最近

の強盗事犯少年に関する研究」及び「重大な

凶悪事犯の近年の動向」を実施した。これら

の研究についての結果の概要は，平成15年

に法務総合研究所が発刊した「平成15年版

犯罪白書」に盛り込まれている。また，「最近

の強盗事犯少年に関する研究」については，

法務総合研究所研究部報告としても取りま

とめて，16年に刊行した。

また，少年非行事例等についての継続的

な調査研究として，毎年十数庁の少年院に

おいて保護処分の適正かつ円滑な執行を図

るために，関係する検察庁，少年鑑別所，地

方更生保護委員会，保護観察所及び家庭裁

判所の協力を得て，事例研究会を実施して

いる。

� 非行防止，多様な活動機会・場所づくり，相

談活動

ア　社会を明るくする運動

法務省の主唱のもと，犯罪予防活動の一

環として，“社会を明るくする運動”が実施

されている。同運動は，すべての国民が，犯

罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生

について理解を深め，それぞれの立場にお

いて力を合わせ，犯罪や非行のない明るい

社会を築こうとする運動であり，運動の趣

旨に賛同した様々な機関・団体により，各地

域の実情に応じた方法による運動が展開さ

れている。

具体的には，全国各地で，直接的な非行防

止活動，しつけまで視野に入れた子育て相

第3節 少年非行対策等社会的不適応への対応
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談活動，地域で非行問題等を話し合うミニ

集会活動，パレード等のキャンペーン活動

などのほか，スポーツ大会，ワークショップ，

親子ふれあい行事など青少年の主体的参加

を得た行事等を積極的に実施している。

イ　非行防止教室・薬物乱用防止教室

文部科学省では，警察庁と協力して，学校

と警察等関係機関の連携による非行防止教

室の先進的な取組事例の情報提供等を通じ

て，非行防止教室の全国的な推進を図るこ

ととしている。

また，すべての中学校及び高等学校にお

いて，年に１回は薬物乱用防止教室を開催

するよう努めるとともに，警察職員，麻薬取

締官OB，学校薬剤師等の協力を得つつ，指

導の一層の充実を図るよう指導している。

ウ　多様な活動機会・場所づくりの推進

警察では，少年の多様な活動機会や場所

作りの一環として，関係機関・団体，地域社

会と協力しながら，環境美化活動をはじめ

とする少年の社会奉仕活動，生産体験活動

等の社会参加活動や警察署の道場を開放し

て地域の少年たちに柔道や剣道の指導を行

う少年柔剣道教室等のスポーツ活動を行っ

ている。

（文部科学省による取組みについては，72ペ

ージ，第２章第２節４�ア参照）

エ　相談活動

警察では，少年の非行，家出，自殺等の未

然防止とその兆候の早期発見や犯罪，いじ

め，児童虐待等に係る被害少年等の保護の

ために少年相談の窓口を設け，心理学等に

関する知識を有する少年相談専門職員や経

験豊かな少年補導職員・少年係の警察官が，

少年や保護者等からの相談を受け，必要な

指導や助言を行っている。また，ヤング・テ

レホン・コーナー等の名称で電話による相

談を行っているほか，FAXの設置やフリー

ダイヤルの導入，電子メールでの受理等，少

年相談を利用しやすい環境の整備に努めて

いる。平成15年に警察が受理した少年相談

の件数は８万9，886件で，前年に比べ2，208

件（2.5％）減少した（第2－3－1表）。

少年相談の内容をみると，少年自身から

の相談では，交友，学校問題に関する悩みが

多く，保護者等からの相談では，非行問題等

に関する悩みが多い（第2－3－1図）。相談

後も継続的な指導・助言を必要とするケー

第2-3-1表　警察が受理した少年相談の状況（平成15年） 

区分 

相談者別 

小　　学　　生 
未　　就　　学 

中　　学　　生 

総数 

相談件数 
（件） 

構成比 
（％） 

構成比 
（％） 

構成比 
（％） 

うち 
電話相談 

うち 
メール相談 

計 

大　　学　　生 
そ  の  他  学  生 

高　　校　　生 

有　職　少　年 
無　職　少　年 
不　　　　　詳 

保  　　 護　　    者 
そ  　　 の　　    他 

89,886 
20,791 

9 
858 
5,305 
6,892 
1,248 
650 
1,906 
2,614 
1,309 
43,381 
25,714

100 
23.1 
0.0 
1.0 
5.9 
7.7 
1.4 
0.7 
2.1 
2.9 
1.5 
48.3 
28.6

100 
21.1 
0.0 
0.9 
5.3 
7.0 
1.9 
0.8 
1.8 
2.5 
0.9 
47.4 
31.5

50,540 
10,654 

3 
455 
2,668 
3,556 
938 
380 
892 
1,287 
475 

23,966 
15,920

1,725 
1,486 
0 
6 

158 
454 
7 
4 
12 
70 
775 
130 
109

39,036 
9,357 
3 

298 
2,032 
3,171 
332 
302 
1,105 
1,081 
1,033 
14,625 
15,054 

 

100 
86.1 
0.0 
0.3 
9.2 
26.3 
0.4 
0.2 
0.7 
4.1 
44.9 
7.5 
6.3

50,850 
11,434 

6 
560 
3,273 
3,721 
916 
348 
801 
1,533 
276 

28,756 
10,660

資料：警察庁調べ 

性　　　　別 

男 女 

少
　
　
　
　
　
年
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第3章 特定の状況にある青少年に関する施策

スは，平成15年は１万7，032件で，全体の18.

９％を占めている。

法務省の人権擁護機関においては，各法

務局・地方法務局及びその支局に常時開設

している常設人権相談所のほか，市町村役

場やデパート，公民館等において臨時に開

設する特設人権相談所においても人権相談

を受け付けている。

人権擁護委員の中から子どもの人権問題

に造詣の深い委員を指名して，全国の法務

局・地方法務局に子どもの人権問題を専門

に扱う「子どもの人権専門委員」を配置する

とともに，専用相談電話「子どもの人権110

番」を開設し，「いじめ」等の子どもの人権問

題をめぐる相談を専門的に受ける体制を整

備している。

平成15年における「子どもの人権110番」

の利用件数は8,993件であり，子どもの人権

問題に関する相談としては，「いじめ」に関

する相談が2,759件と最も多い状況にある。

また，少年鑑別所は，主として家庭裁判所

から観護の措置により送致された少年を収

容するとともに，その資質の鑑別を行う施

設であるが，子供の非行等の問題に悩む学

校関係者や一般市民からの相談等に応じる

一般少年鑑別も行っている。一般少年鑑別

においては，臨床心理学の専門家である心

理技官が助言や指導に当たっている。

そのほか，保護観察所においても，犯罪予

防活動の一環として，保護観察官や保護司

が，子どもの非行や問題行動で悩む親等か

らの相談に応じている。

少年補導センターは，地域住民に身近な

市町村を中心に設立された機関であり，街

頭補導，少年相談，有害環境の浄化等の活動

を行っている。少年補導センターが扱う少

年相談の内容は，非行に関するもののほか，

いじめ，不登校，虐待の問題など様々であ

る。

オ　来日外国人児童生徒への就学支援

義務教育段階にある外国人児童生徒が，

公立の義務教育諸学校へ就学を希望する場

合には，国際人権規約等に基づき，日本人児

童生徒と同様に無償で受け入れており，教

科書の無償配布及び就学援助を含め，日本

人と同一の教育を受ける機会を保障してい

る。

また，外国人児童生徒の日本の学校への

円滑な適応を図るほか，帰国・外国人児童生

徒とその他の児童生徒との相互啓発による

国際理解教育の推進等を目的とした「帰

国・外国人児童生徒と共に進める教育の国

第2-3-1図　少年相談の内容（平成15年） 

（少年自身からの相談） （保護者からの相談） （少年自身・保護者以外からの相談） 

学校問題 
2,996 

（14.4％） 

家庭問題 
2,142 

（10.3％） 

交友問題 
3,555 

（17.1％） 

健康問題 
2,259 

（10.9％） 

犯罪被害 
2,152 

（10.4％） 

家出問題 
508 

（2.4％） 

その他 
5,102 

（24.5％） 

非行問題 
2,077 

（10.0％） 

学校問題 
4,775 

（11.0％） 

家庭問題 
7,788 

（18.0％） 

交友問題 
3,899 
（9.0％） 

健康問題 
970 

（2.2％） 

犯罪被害 
3,052 
（7.0％） 

家出問題 
6,251 

（14.4％） 

その他 
5,506 

（12.7％） 非行問題 
11,140 
（25.7％） 

学校問題 
3,055 

（11.9％） 

家庭問題 
2,695 

（10.5％） 

交友問題 
1,263 
（4.9％） 

健康問題 
2,935 

（11.4％） 
犯罪被害 
1,779 
（6.9％） 

家出問題 
1,399 
（5.4％） 

その他 
6,135 

（23.9％） 

非行問題 
6,453 

（25.1％） 

総数 
20,791件 

総数 
43,381件 

総数 
25,714件 

資料：警察庁調べ
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際化推進地域」事業を実施している。さら

に，平成16年度からは，帰国・外国人児童生

徒の早期の適応や特性の伸長等を目的と

し，母語が理解でき，来日前の生活背景や学

習歴を踏まえた指導ができる協力者を活用

した支援に関する調査研究を行うととも

に，その研究成果をデータベース化し，全国

的に情報提供することにより支援の充実を

図る観点から，「母語を用いた帰国・外国人

児童生徒支援に関する調査研究」を実施し

ている。

� 補導活動

少年の重大な非行を防止する上で，少年の

問題行動の初期段階での適切な対応が極めて

重要であることから，警察では，全国に設置さ

れた「少年サポートセンター」を中心として，

盛り場，公園等非行の行われやすい場所に重

点を置いて日常的に補導活動を実施し，重大

な非行の前兆ともなり得る不良行為等の問題

行動を早期に認知して，少年やその家庭に対

する適切な助言，指導等に努めている。

また，少年の非行を防止し，その健全な育成

を図るため，警察では，少年指導委員，少年補

導員及び少年警察協助員を民間ボランティア

として委嘱しており，これらのボランティア

は少年補導活動や少年を取り巻く社会環境の

浄化活動等地域に密着した活動を行ってい

る。

内閣府では，少年補導センター等の実態を

踏まえ，民間ボランティアを増やす工夫や，関

係機関が連携して効率的に街頭活動を推進す

る方策を検討するため，同センター所長の意

見の聴取，少年補導センターの実地調査等に

より検討を進めている。

� 関係者の連携したサポート体制の構築

ア　サポートチーム

サポートチームは，少年の問題行動が多

様化，深刻化している現状において，個々の

少年の問題状況に着目し，的確な対応を行

うため，学校，警察，児童相談所，保護観察所

等の関係機関がチームを構成し，適切な役

割分担の下に連携して対処するものであ

る。サポートチームの円滑な組織化のため

には，日常的な関係機関によるネットワー

クの構築や，必要に応じてサポートチーム

への参加を求め得る団体等との緊密な連携

を図っていくことが重要である。

文部科学省では，問題行動を起こす個々

の児童生徒に対し，学校・教育委員会と関係

機関からなるサポートチームをつくるな

ど，地域における支援体制を整備するため，

「サポートチーム等地域支援システムづく

り推進事業」を実施している。また，平成15

年７月より，専門家や関係機関からなる「学

校と関係機関との行動連携に関する研究

会」を設置し，機能的・効果的なサポートチ

ームの在り方等も含めた，地域における行

動連携を推進するための方策等について検

討を行い，提言をとりまとめるとともに，平

成16年度においては，サポートチームに加

え，「あそび・非行型」の不登校児童生徒や学

校内で深刻な問題行動を起こす児童生徒に

対応するため，学校復帰や立ち直りに向け

た，学校外での支援の場や機能の在り方等

について調査研究を行う。

政府では，サポートチームを形成する取

組を一層推進するため，少年非行対策課長

会議の場において，サポートチームを形成

する取組や少年の個人情報の共有を可能と

する方策等について検討・協議している。

イ　その他の関係機関の連携

児童生徒の非行や校内暴力を防止するた

めには，学校と警察が密接に連携する必要

があるため，全国の小学校，中学校及び高等

学校の約95%の参加を得て，約2，800組織の

学校警察連絡協議会が結成されている。
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また，都道府県警察と都道府県教育委員

会（庁）等との間で締結した協定，申し合わ

せ等に基づき，非行少年，不良行為少年その

他の健全育成上問題を有する児童生徒に関

する情報について警察・学校間で通知を行

う，いわゆる「学校警察連絡制度」が各地で

構築され，非行防止，健全育成に関し，効果

を上げつつある。

少年非行の深刻化に対処するため，少年

のプライバシー等との調整を図りながら，

関係機関が情報を共有し，各機関のなすべ

き役割を果たしていく必要がある。そこで，

家庭裁判所，少年鑑別所，少年院，地方更生

保護委員会及び保護観察所においては，少

年院や保護観察における効果的な処遇及び

連携の在り方を検討するため，定期的に協

議会を開いている。また，処遇機関において

は，必要に応じ，学校，警察，福祉施設の職員

とも個別事例の検討を行っている。

また，最近の少年非行の増加の要因とし

て，少年の規範意識や社会性の欠如，あるい

は対人関係能力の未熟さが指摘されている

が，特に中学生の問題行動が深刻化してい

る現状にあって，次代を担う中学生に焦点

を当てた非行防止活動を推進し，その健全

な育成を図る必要がある。そこで，法務省に

おいては，「中学生サポート・アクションプ

ラン」を実施している。具体的には，非行問

題に関する豊富な知識，処遇経験等を有す

る保護司（学校担当保護司）が直接中学校へ

赴き，非行問題，薬物問題をテーマにした非

行防止教室，問題を抱えた生徒への指導方

法等について教師との個別協議を実施する

などして，中学生の犯罪・非行の未然防止を

図っている。

そのほか，多くの少年鑑別所が，地域レベ

ルで整備が進められている少年相談機関の

ネットワークに参加し，非行問題の専門機

関としての役割を果たしている。

� 事件の捜査・処理

ア　警察

警察は，非行少年を発見した場合は，必要

な捜査又は調査を行い，検察官，家庭裁判所，

児童相談所等の関係機関へ送致し，又は通

告するほか，その少年の保護者等に助言を

与えるなど，非行少年に対して適切な指導

がなされるよう措置している。

①　犯罪少年

犯罪少年（14歳以上20歳未満で罪を犯

した少年）については，刑事訴訟法，少年

法等に規定する手続に従って，必要な捜

査及び調査を遂げた後，罰金刑以下の刑

に当たる事件は家庭裁判所に，禁錮刑以

上の刑に当たる事件は検察官に送致又は

送付する。

また，少年被疑者及び人定が明らかで

なく少年の可能性が認められる被疑者の

公開捜査の在り方に関し，少年の更生・保

護と社会的利益との均衡等を総合的に勘

案して，適切な運用を図っていくため，公

開に際して勘案すべき諸要素等に関する

基本的な考え方を整理し，全国の警察本

部などに示している。

②　触法少年

触法少年（14歳未満で刑罰法令に触れ

る行為をした少年）については，その者に

保護者がいないか，又は保護者に監護さ

せることが不適当と認められる場合に

は，児童相談所に通告し，その他の場合に

は，保護者に対して適切な助言を行うな

どの措置を講じている。

③　ぐ犯少年

ぐ犯少年（20歳未満で一定の事由があ

って，その性格又は環境に照らして，将来，

罪を犯し，又は刑罰法令に触れる行為を

するおそれのある少年）については，その
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者が18歳以上20歳未満の場合は家庭裁判

所に送致し，14歳以上18歳未満の場合は

事案の内容，家庭環境等から判断して家

庭裁判所又は児童相談所のいずれかに送

致又は通告し，14歳未満の場合には児童

相談所に通告する。

イ　検察庁

検察官は，警察から送致されるなどした

少年の犯罪について必要な捜査を行い，犯

罪の嫌疑があると認めたときは，事件を家

庭裁判所に送致する。犯罪の嫌疑がなくと

も，ぐ犯などの事由がある場合も，同様に事

件を家庭裁判所に送致する。

その際，検察官は，少年に刑罰を科すのが

相当か，保護観察，少年院送致等の保護処分

に付すのが相当かなど処遇に関する意見を

付すことになっている。また，平成12年の少

年法の改正により，検察官は，家庭裁判所か

ら少年審判に関与すべき旨の決定があった

場合にこれに関与し，裁判所の事実認定を

補助することとなっている。さらに，家庭裁

判所から，刑事処分相当として検察官に送

致された少年については，検察官は，原則と

して刑事裁判所に公訴を提起することとな

っている。検察官がこのように十分な捜査

を行い，事案を解明した上で適切な処理を

することは，少年犯罪に対する最も基本的

で重要な対策であり，今後も一層充実させ

ることとしている。

ウ　触法少年事件に対する調査

また，14歳未満の少年（触法少年）による

刑罰法令に触れる行為については，警察に

おいて必要な調査をするなどして事案の解

明に努めているが，犯罪に当たらないため

その調査の権限が明確でなく，強制捜査に

当たる権限もないことから，事案解明のた

めにこのような調査の権限を明確化すべき

ではないかという指摘があり，法務省にお

いては，関係省庁と連携しながら，必要な検

討を行っている。

� 少年審判

家庭裁判所は，非行少年に対する調査・審判

を行い，非行事実の有無について判断した上

で，非行があると認めるときは，家庭裁判所調

査官の調査結果や少年鑑別所の行った鑑別結

果等を考慮して，少年を適当と認める保護処

分（保護観察，児童自立支援施設等送致又は少

年院送致）に付し又は指導，教育措置を行う。

また，犯行時14歳以上の少年に係る禁錮以上

の刑に当たる罪の事件について，刑事処分を

相当と認めるときは，検察官に送致する。

ア　受理の状況

平成14年における少年保護事件の全国の

家庭裁判所での新規受理人員は，28万1，638

人で，その非行別の内訳は，第2－3－2図の

とおりである。

少年保護事件は，昭和58年をピークに減

少傾向にあったが，平成12年以降はほぼ横

ばいとなっている。14年は前年と比較して

2，698人（0.9％）減少している｡増加人数の

多い非行は，窃盗，（4,263人・4.9％），放置さ

れた自転車の乗り逃げが中心の遺失物等横

領（3,615人・11.5％），住居侵入（196人・

10.0％）等で，減少人数の多い非行は，道路

交通事件（6,720人・8.4％），恐喝（1,244人・

17.8％），業務上（重）過失致死傷（1,108人・

2.5％）等である。

イ　処理の状況

平成14年における少年保護事件の終局人

員は28万6,504人で，このうち一般事件（交

通関係事件を除く少年保護事件）が16万6，

288人，交通関係事件（業務上（重）過失致死

傷，危険運転致死傷及び道路交通事件）が12

万216人となっている。

これを終局決定別にみると，第2－3－3

図のとおりである。
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①　保護処分

平成14年に保護処分に付された少年は

５万4，883人で，前年と比較し1，023人

（１.８％）減少している。この内訳は，一

般事件が２万4,277人（44.２％），交通関係

事件が３万606人（55.８％）である。

○　保護観察

保護観察に付された少年は４万8，

568人で，前年と比較し913人（１.８％）

減少している。この内訳は，一般事件が

１万8,613人（38.3％），交通関係事件２

万9,955人（61.7％）であり，交通関係事

件のうち２万2,809人（76.1％）は交通短

期保護観察に付されたものである。

○　児童自立支援施設等送致

児童自立支援施設又は児童養護施設

送致となった少年は336人である。この

処分は，少年を児童福祉施設に送致す

るもので，その対象のほとんどが15歳

以下の少年である。

○　少年院送致

少年院送致となった少年は5，979人

で，その内訳は，一般事件が5，331人

（89.２％），交通関係事件が648人（10.

８％）である。前年と比較して，一般事

件は115人（２.１％）減少し，交通関係

事件は41人（６.８％）増加している｡

②　検察官送致

平成14年に刑事処分が相当であるとし

て検察官送致となった少年は8，815人で，

前年と比較して853人（８.8％）減少して

いる｡そのうち8，408人（95.４％）が交通

関係事件によるものである。

③　児童相談所長等送致

知事又は児童相談所長送致は，少年の

処遇を児童福祉機関の措置にゆだねるも

ので，児童自立支援施設等送致と同様に

その対象のほとんどが15歳以下の少年で

あるが，毎年その数は少なく，平成14年は

183人である。

④　審判不開始及び不処分

審判不開始及び不処分は，調査又は審

判の結果，保護処分に付することができ

ない，又は保護処分に付する必要がない

第2-3-2図　家庭裁判所の少年保護事件の新規受理人員非行別構成比（平成14年） 

（注）業務上（重）過失致死傷等とは，業務上（重）過失致死傷及び危険運転致 
 死傷を指す。資料：最高裁判所「司法統計年報」 

道路交通事件 
73,562人 
（26.1％） 

ぐ犯 
1,538人 
（0.5％） 

窃盗 
91,019人 
（32.3％） 

横領 
35,212人 
（12.5％） 

業務上（重） 
過失致死傷等 
43,612人 
（15.5％） 

刑法犯 
197,368人 
（70.1％） 

その他 
27,525人 
（9.8％） 

毒物及び劇物 
取締法違 
反3,347人 
（1.2％） 

その他 
5,823人 
（2.1％） 

道路交通事件を除く 
特別法犯 

9,170人（3.3％） 

総数 
281,638人 

第2-3-3図　家庭裁判所の少年保護事件終局決定別構成比（平成14年） 

資料：最高裁判所「司法統計年報」 

保護観察 
48,568人 
（17.0％） 

少年院送致 
5,979人 
（2.1％） 児童自立支援 

施設等送致 
336人（0.1％） 

刑事処分相当 
8,815人 
（3.1％） 

年齢超過 
3,981人 
（1.4％） 

児童相談 
所長等送致 
183人 
（0.1％） 

不処分 
55,635人 
（19.4％） 

検察官送致 
12,796人 
（4.5％） 

審判不開始 
128,378人 
（44.8％） 

移送・回付 
14,101人 
（4.9％） 

併合 
20,528人 
（7.2％） 

保護処分 
54,883人 
（19.2％） 

総数 
286,504人 
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と認められる少年に対して行われる決定

である。保護処分に付する必要がないと

してこれらの決定がされる場合にも，調

査及び審判の段階で，少年の持つ問題性

に応じて，裁判官，家庭裁判所調査官が訓

戒や生活改善，被害者への謝罪等の指導

を行って非行を反省させたり，家庭，学校

等の環境を調整するなどの指導，教育措

置（いわゆる保護的措置）を講じて，再非

行防止の働きかけをしている。

� 施設内処遇

ア　少年院・少年刑務所

少年院は，家庭裁判所において少年院送

致の保護処分に付された少年を収容し，こ

れに矯正教育を行う施設であり，収容対象

となる少年の年齢，犯罪的傾向の進度，心身

の故障の有無等に応じて初等，中等，特別及

び医療の４種類がある。

各少年院では，対象者にふさわしい教育

課程（在院者の特性及び教育上の必要性に

応じた教育内容を総合的に組織した標準的

な教育計画）を編成するとともに，個々の少

年について，少年鑑別所及び家庭裁判所の

情報や意見を参考にして個別的処遇計画を

作成し，効果的な教育を実施するよう努め

ている。

なお，この教育課程は，生活指導，職業補

導，教科教育，保健・体育及び特別活動の各

領域で構成されている。

刑事裁判において懲役又は禁錮の実刑の

言渡しを受けた少年は，刑執行のため，少年

刑務所に収容されるが，少年刑務所におい

ても，特に少年受刑者については，処遇の個

別化及び処遇内容・方法の多様化を基本的

理念とし，少年受刑者一人一人に個別担任

を指定し，個別的処遇計画に基づく教育を

実施している。

なお，平成13年の改正少年法施行により，

16歳未満の受刑者を少年院に収容し，矯正

教育を行うことができるとされたが，同受

刑者に対して少年院では，保護処分の少年

に準じた処遇を行うこととしている。

また，現行の少年院法は14歳以上の者を

少年院収容の対象にしているため，14歳未

満の少年について少年院送致の保護処分が

選択されることはないが，個々の少年の状

況に応じてその立ち直りに必要な処遇を選

択できるようにするという観点から，早期

の矯正教育が必要かつ相当と認められる14

歳未満の少年について少年院送致の保護処

分の選択を可能とするための法改正を検討

している。

イ　児童自立支援施設

児童自立支援施設においては，児童が社

会へ円滑に適応できるよう，自立の支援を

目的として個々の児童の状況に応じた指導

を行っている。

� 更生保護，自立支援

ア　仮釈放及び保護観察の概要

仮釈放は，少年院，少年刑務所等の矯正施

設に収容されている者について，法律，判決

又は決定によって定められている収容期間

の満了前に仮に釈放し，その円滑な社会復

帰を促す措置であり，仮出場を除く仮釈放

（少年院からの仮退院，少年刑務所からの仮

出獄等）を許された者は，本来の収容期間が

満了するまでの間，保護観察を受ける。平成

15年における少年院仮退院者は，全出院者

の96.５％に当たる5，587人であった。

仮釈放に先立って，保護観察所は，仮釈放

後の少年を取り巻く環境（家庭，職場，交友

関係等）が，本人の更生を促す上で適切なも

のとなるよう，引受人等との人間関係，釈放

後の職業等について調整を行い，受入体制

の整備を図っている。

保護観察は，非行や犯罪をした少年等に，
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社会生活を営ませながら，本人の更生を図

る上で必要な生活及び行動に関する一定の

事項（遵守事項）を守って健全な生活をする

よう指導監督するとともに，本人に自助の

責任があることを認めて就学・就職その他

について補導援護することにより，その更

生を促すものであり，保護観察官と民間篤

志家である保護司とが協働してその実施に

当たっている。

平成15年中に保護観察所が新たに受理し

た保護観察事件数は，成人事件を含め7万

949件であったが，このうち70.２％に当た

る4万9,794件が家庭裁判所の決定により保

護観察に付された少年及び地方更生保護委

員会の決定により少年院から仮退院を許さ

れた少年の事件であった。少年の保護観察

に関する最近の動向としては，窃盗，傷害，

恐喝のほか暴走族に加入している少年，シ

ンナーを乱用する少年及び覚せい剤を乱用

する少年が依然として多くを占めている。

イ　保護観察の実効性の向上等

少年非行の増加・凶悪化が進み，複雑かつ

困難な問題性を抱えた処遇困難な少年が増

加していることを踏まえ，問題性の高いケ

ースについては，保護観察官による直接的

関与の程度を強める等により重点的な働き

掛けを行い，合理的・効率的な処遇を展開し

ているほか，少年の持つ問題性その他の特

性を類型化し，各類型の特性に焦点を当て

た効果的な処遇を実施している。

また，保護観察中の少年に対しては，遵守

事項を遵守するように指導監督等を行って

いるが，遵守事項を守らず，指導に従わない

者に対する制度的措置が不十分であるとの

指摘があり，遵守事項の遵守を確保し，指導

を一層効果的にするための制度的措置につ

いて検討を進めている。

ウ　民間ボランティア団体等との連携

非行をした少年の更生を図るためには，

国の機関による指導・援助ばかりでなく，彼

らを取り巻く地域社会，さらには，国民全体

の理解と協力が不可欠である。そのため，更

生保護の施策の多くの分野で地域のボラン

ティアが協力している。また，毎年７月を強

調月間として法務省の主唱により実施され

ている“社会を明るくする運動”等の機会に

おいて，非行防止と更生の援助についての

民間の人々の理解と協力の必要性が訴えら

れている。更生保護を支えているボランテ

ィアとして，次のような人々が挙げられる。

①　保護司

保護司法（昭25法204）に定めるところに

より，法務大臣から委嘱された非常勤・無給

の国家公務員であるが，実質的には地域社

会から選ばれた社会的信望の厚い方々であ

り，処遇の専門家である保護観察官と協働

して，保護観察，環境調整，地域社会におけ

る非行防止活動等に当たっている。現在，全

国で約49,000人の保護司が法務大臣の定め

た保護区ごとに配属され，地域事情に通じ

た利点を生かして活動している。

②　更生保護施設

更生保護事業法（平７法86）の定めるとこ

ろにより，法務大臣の認可等を受けて設

置・運営されている施設であり，保護者がい

ないなどの理由で更生が困難な少年院退院

者や保護観察中の少年を保護し，各種の生

活指導や宿泊所の提供，食事の供与，就労の

援助等を行うことにより，その自立更生を

支援している。現在，全国には101の更生保

護施設があり，このうち少年を保護の対象

とする施設は79施設ある。なお，更生保護施

設はそのすべてが更生保護事業法の規定に

より設立された更生保護法人によって経営

されている。

③　更生保護女性会
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女性の立場から，犯罪や非行のない明る

い地域社会を実現しようとするボランティ

ア団体であり，非行をした青少年の更生の

援助，地域社会の非行防止，子育て支援活動

など，地域に根ざした幅広い活動を展開し

ている。

現在，全国で約20万人の会員が，市町村等

を単位に地区会を結成，全国各地で活動し

ている。

④　BBS（Big Brothers and Sisters Movement）会

非行少年や非行のおそれのある少年の良

い友達となってその更生を励まそうとする

「ともだち活動」を始め，非行防止のための

多彩な活動に従事している青年ボランティ

ア団体である。

現在，全国で約6,000人の会員が，市町村

等を単位に地区組織を結成し，全国各地で

活動している。

⑤　協力雇用主

犯罪や非行歴のある人に，その事情を承

知した上で職場を提供し，その人の立ち直

りに協力しようとする民間の事業主であ

る。

犯罪や非行歴のある人は，そのために職

業を得ることが難しく，また就職しても職

場での理解を得にくい場合があるため，協

力雇用主は，健全な就業生活の確保に極め

て重要な役割を果たしている。

法務省においては，引き続きこれらの民

間ボランティアの活動を支援するととも

に，その研修の充実を図ることとしている。

また，更生保護施設に入所する少年の指導，

援助の向上を図るため，平成15年度には，更

生保護施設職員を始め，保護観察所職員，児

童福祉関係者，教育関係者及び学識経験者

等とともに，更生保護施設における効果的

な少年の処遇の在り方や，関係機関・団体等

との連携の方策等について研究を行ったと

ころであり，今後とも更生保護施設のより

一層の充実に努めることとしている。

エ　自立援助ホームの充実

施設を退所したが，社会的自立が十分で

はない児童等の社会的自立を支援する自立

援助ホーム（児童自立生活援助事業）の充実

に努めている。

	 立ち直り支援

少年による凶悪重大な事件やいじめ，不登

校，引きこもり等，子供を取り巻く様々な問題

の背景として地域社会における連帯感の欠如

や人間関係の希薄化など，従来，地域社会が持

っていた犯罪抑止力や教育力の低下が指摘さ

れる現状にあっては，ボランティア団体を含

めた地域の関係機関・団体と連携し，これまで

以上に，地域に根ざした幅広い活動を行うこ

とにより，明るい地域づくりに積極的に貢献

することが求められている。

現在，法務省が主唱する“社会を明るくする

運動”等において，全国各地で，街頭補導等の

非行防止活動，地域で非行問題等を話し合う

ミニ集会等を実施・推進しており，今後とも，

地域の青少年育成に携わる機関や団体が幅広

く連携し，地域が一体となって，多様な活動の

機会や場所づくりを進めることとしている。

さらに，警察では，少年が再び非行を繰り返

さないために，少年本人に対する助言，指導等

の補導を継続的に実施しているほか，環境美

化活動，生産体験活動，社会参加活動等を通じ

た立直り支援活動を推進している。

また，文部科学省では，学校・家庭・地域に自

分の居場所がないと感じていると言われる非

行少年が，地域社会で立ち直り，再び非行を犯

さないようにするため，非行等の問題を抱え

る青少年の立ち直り支援策として，地域のボ

ランティア団体，青少年団体，スポーツクラブ

等と連携・協力し，社会奉仕活動や体験活動，

スポーツ活動などを行うことができる継続的
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活動の場を構築する事業を平成16年度から実

施している。


 処遇全般の充実・多様化

ア　社会奉仕活動や自然体験活動等への参加

保護観察を実施する上においては，犯罪

や非行の態様の変化や個々の少年の抱える

問題性に適切に対応できるよう，処遇の充

実・多様化を図っていく必要がある。

例えば，非行少年には，否定的な自己イメ

ージを抱き，健全な対人関係を持てず，社会

からの疎外感を感じている者が多いが，介

護活動やレクリエーション等の社会参加活

動への参加により，それらの問題の解消が

期待できることから，全国の保護観察所に

おいては，保護観察中の少年を対象に上記

社会参加活動を実施し，その改善更生に向

けた支援を行っており，今後，少年の特性や

地域の実情に応じて活動先や活動内容をさ

らに多様化し，同活動のより一層の活発化

を図ることとしている。

また，少年院においても，矯正教育の一環

として，地域の福祉施設等の協力を得て，社

会奉仕活動等の院外教育を実施している。

なお，保護処分の執行の過程で社会奉仕

活動を命じて行わせる仕組みについては，

その効果や，そのような活動を受け入れる

機関・施設等との関係などについて十分な

検討を要することから，現在任意に行われ

ている社会奉仕活動の実施状況や活動環境

の整備状況などを見極めつつ，必要な検討

を行うこととする。

イ　被害者との関係改善に向けた加害者の取

組の支援

近年，刑事司法の分野において，被害者や

その親族の心情等について，一層の配慮を

行うことが求められるようになってきてお

り，各少年院及び少年刑務所においては，意

図的・計画的に「被害者の視点を取り入れた

教育」が実施されるよう，指導案，指導要領

等の整備に努め，同教育により，自分の犯し

た罪に関する内省を深め，罪障感をかん養

するための働きかけを行っている。

保護観察においても，個々の事案の状況

に応じ，その処遇過程等において，少年が自

らの犯罪と向き合い，犯した罪の大きさや

被害者の心情等を認識し，被害者に対して

誠意をもって対応していくことができるよ

うになるための助言指導を行っている。

また，犯罪による被害・損害の回復につい

ては，少年審判手続において，少年の改善更

生に有益と認められ，事案の性質に反しな

いときは，家庭裁判所の保護的措置として

謝罪や弁償の指導を行うことが可能であ

る。

なお，法務省においては，諸外国における

修復的司法についても，調査等を行ってい

る。

� 非行少年の家族への働きかけ

児童相談所においては，保護者からの相談

に直接応じるとともに，必要に応じて家庭訪

問や児童相談所への招致により，家庭状況の

確認や家族関係についての助言指導などを実

施している。また，非行の背景に保護者の虐待

がある場合には，保護者に対するカウンセリ

ング等の心理的な治療などを実施している。

非行少年の保護者に対する働きかけについ

ては，家庭裁判所の調査・審判においてこれを

行いうることが，平成12年の少年法の改正に

より明確化された。

少年院においては，家族関係にかっとうを

抱えた被収容少年も少なくないことから，保

護者会，各種行事や面会のため保護者が来庁

した機会等を通して，またその他個別に，家族

関係に関する助言等を行うなど，家族関係調

整のための取組強化に努めている。

保護観察所においては，少年院在院中の者
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の環境調整や少年の保護観察処遇の中で，保

護観察官や保護司が家族と面接を行っている

が，家族関係や親の養育態度に問題が認めら

れる場合には，その改善に向けての働き掛け

を特に重点的に実施している。また，家庭裁判

所や少年院でなされた保護者への働き掛け等

との連携に努め，それらと一貫性のある環境

調整や保護観察処遇を実施するなど，保護処

分の効果が最大限のものとなるよう努めてい

る。

なお，このような任意の働き掛けに応じな

い保護者に対して，指導の実効性確保のため

の介入等の仕組みを整備することについて

は，介入的な方法による指導・助言を行うこと

の許容性や効果について慎重な検討が必要で

あると考えられ，また，もとより保護者による

自発的対応が望ましいものであることから，

保護者に対する任意の働きかけを一層充実さ

せ，その実情や効果を検証しつつ，必要な検討

を行うこととする。

� いじめ・校内暴力対策

学校生活をめぐって，いじめ，暴力行為とい

った児童生徒の問題行動が憂慮すべき状況に

ある中，その大幅な減少を目指していくこと

は極めて重要な課題である。このため，学校に

おいて規範意識を培う指導や教育相談体制の

充実を図るほか，小・中学校における出席停止

制度の一層適切な運用を図るとともに，問題

行動を起こす児童生徒に対し，学校と関係機

関からなるサポートチームを組織する等，地

域における支援システムづくりを積極的に推

進する。

警察では，少年相談活動や学校との情報交

換等により，いじめ事案の早期把握に努める

とともに，いじめ事案を認知した場合は，積極

的かつ的確な事案処理を行っている。また，関

係者のプライバシーに配意しつつ，警察が得

たいじめの原因，実態等に関する情報を関係

者に提供するなどにより，いじめの解決及び

再発防止に努めている。

さらに，警察では，学校との連携の一層の強

化を図るなど，校内暴力事件の早期把握に努

め，悪質な事案に厳正に対処するとともに，学

校内の粗暴非行集団による非行解明と集団の

解体補導を推進しているほか，非行防止に関

する情報交換を行うなど，内容に応じた適切

な措置と再発の防止に努めている。

 非行集団対策

ひったくり，路上強盗等の街頭犯罪は，その

検挙人員の約７割が少年によって占められて

おり，暴走族や非行少年グループ等の非行集

団によって敢行される各種の犯罪は，我が国

の治安にとって無視できないものとなってい

る。

非行集団は，暴走行為，集団的暴行事件等の

集団的な違法行為に限らず，遊興資金や背後

にある暴力団等への上納金等の獲得を目的と

して各種の街頭犯罪を敢行することが少なく

なく，また，暴力団等が非行集団を裏から支え，

これを資金源としている実態もうかがわれ

る。

このため，警察では，非行集団に対する取組

みを街頭犯罪抑止対策の重要な柱と位置付

け，少年部門，交通部門，刑事部門の連携を強

化して，非行集団やその予備軍となる非行少

年，更には非行集団の背後にある暴力団等に

よる犯罪を徹底的に取り締まり，非行集団の

弱体化，解体を図っているほか，少年の非行集

団への加入阻止，離脱支援等の施策を推進し

ている。

特に，暴走族については，平成13年２月，暴

走族対策関係８省庁により，「暴走族追放気運

の高揚」，「家庭，学校等における青少年の指導

の充実」，「暴走行為阻止のための環境整備」，

「暴走族に対する指導取締りの強化」等を柱と

する暴走族対策の強化についての申合せを行
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い，共同危険行為等の禁止違反を始めとする

各種法令を活用した取締りはもちろんのこ

と，暴走族への加入阻止，離脱促進等総合的な

暴走族対策を，政府一体となって推進してい

る。

また，地方公共団体においても，暴走族追放

気運の高揚等のため，暴走族根絶条例の制定

とその的確な運用に努めている。

� 被害者への配慮

警察では，被疑少年の健全育成に留意しつ

つ，捜査上の支障のない範囲内で，できる限り

少年事件の被害者の要望に応じて捜査状況等

に関する情報を提供するように努めている。

また，全国の検察庁においては，犯罪被害者

の方やその親族の方の心情等に配慮するとい

う観点から，犯罪被害者等の方々に事件の処

分結果や裁判結果等の情報を提供する被害者

等通知制度を実施している。

さらに，全国の地方検察庁に被害者支援員

を配置し，犯罪被害者の方々からの相談に対

応するなどとともに，犯罪被害者の方々の支

援を行っている関係機関や団体等を紹介する

などしている。

今後，法務省においては，被害者等の求めに

応じ，加害少年のプライバシー，健全育成への

影響や事件の性質等を個別に考慮しつつ，慎

重かつ適切な情報提供に努めていくこととし

ている。

2.不登校・ひきこもり，摂食障害等
� 青少年の心の問題への対応

不登校・ひきこもり，摂食障害，性の逸脱行

為等の学童期や思春期にある青少年に多くみ

られる心の問題に対応するため，精神保健福

祉センター，保健所，児童相談所等において医

師，保健師，精神保健福祉士等による相談を実

施している。

また，保健所等において，妊娠・出産につい

ての悩みに応ずる女性健康相談事業を行うほ

か，妊娠について悩んでいる若者を対象に，個

別に医学的，精神的，社会的な相談援助を行う

場を設置する，モデル的相談事業を実施する，

など様々な取組を進めている。

� 不登校・ひきこもり対策

ア　不登校への対応

不登校への対応の在り方については，「今

後の不登校への対応の在り方について（報

告）」（平成15年３月）において，早期の適切

な対応の重要性や連携ネットワークの構築

などの提言を受けたところである。文部科

学省では，本提言を受け学校等における具

体的な指導方法や事例の紹介等を内容とす

る指導資料を作成し配布するとともに，不

登校児童生徒の早期発見・早期対応をはじ

め，より一層きめ細かな支援を行うため，教

員や教育支援センター指導員の研修，家庭

への訪問指導など，不登校対策に関する中

核的機能（スクーリング・サポート・センタ

ー）を充実し，学校・家庭・関係機関が連携し

た地域ぐるみのサポートシステムを整備す

る「スクーリング・サポート・ネットワーク

整備事業」を引き続き推進することとして

いる。

イ　体験活動の推進

屋内に引きこもりがちな青少年等悩みを

抱える青少年に対し，自然体験や生活体験

等の体験活動に取り組む事業の実施を通じ

て，推進体制の在り方等について実践的に

研究することにより，青少年の社会性を育

む体験活動を推進している。

ウ　相談業務の充実

いわゆる「ひきこもり」については，地域

精神保健福祉業務の一環として，精神保健

福祉センター，保健所，児童相談所等におい

て，本人や家族に対する相談・支援を行って

いる。また，相談業務をより適切に実施する
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第4節 青少年の被害防止・保護

1.児童虐待防止対策
� 児童虐待の現状

児童虐待防止対策については，平成12年11

月の「児童虐待の防止等に関する法律」（平12

法82）（以下「児童虐待防止法」という。）の施行

以来，様々な施策の推進が図られてきたが，そ

の中心機関である全国の児童相談所に寄せら

れる虐待に関する相談件数は，ここ数年急増

し続け，その増加傾向に一定の落ち着きの兆

しは見られるものの，平成14年度においては，

児童虐待防止法が施行される直前の平成11年

度の約２倍の2万４千件となっており，質的に

も困難な事例が増加してきている。

また，虐待を受けて児童養護施設に入所す

る子どももここ数年急増しているが，こうし

た子どもの多くは，心身に傷を負い，情緒面・

行動面の問題を抱え，きめ細かなケアや治療

を必要としている。

こうした中，児童相談所や児童福祉施設を

はじめとする関係機関は，様々な取組を行っ

ているものの十分には対応し切れていないな

ど，大変厳しい状況に置かれており，児童虐待

への対応は，依然として早急に取り組むべき

社会全体の課題である。

� 児童虐待防止対策の充実

ア　児童虐待防止対策の充実に向けた取組み

虐待の背景は多岐にわたることから，児

童虐待を防止し，すべての児童の健全な心

身の成長，自立を促していくためには，関係

機関が緊密に連携し，発生予防から早期発

見・早期対応，保護・支援・アフターケアに至

るまでの切れ目のない総合的な支援を講じ

ていくことが必要である。

このため，従来から，次のような取組を行

っている。

○ 関係府省庁と幅広い関係団体が参加す

る児童虐待防止対策協議会を開催して関

係者間の認識と情報の共有化を図ること

により，連携の促進を図っている。

○ 発生予防に関しては，子育て中の親に

対する交流･つどいの場の提供や地域子

育て支援センターの拡充，子育ての経験

者等からなる｢子育てサポーター｣による

親に対する気軽な相談，就学時健診等の

機会を活用した子育て講座の全国的な展

開などにより，子育て不安の軽減や地域

からの孤立の解消に努めている。また，児

童虐待に関する内容を充実させた子育て

のヒント集としての｢家庭教育手帳」を乳

幼児等の親に配布することとしている。

○ 早期発見･早期対応に関しては，地方交

付税における児童福祉司の増員など児童

相談所の体制強化，警察による街頭補導，

少年相談，110番通報等様々な機会を活用

した早期発見と通告，事案が犯罪に当た

る場合の適切な事件化，検察が受理した

事件についての事案に即した適切な処理

とともに，地域の関係機関が一体となっ

て対応するための市町村における虐待防

止ネットワークの拡大などの取組を行っ

ている。

法務省の人権擁護機関においても被害

児童からの申告や人権相談，新聞･雑誌等

からの情報により，おそれのあるものも

含め児童虐待事案があるとの情報を得た

場合は児童相談所等と連携し，児童の一

ため，対応ガイドラインを作成し関係機関

に配布するなど，地域精神保健福祉業務の

より一層の充実を図っている。


