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平成17年における「子どもの人権110番」

の利用件数は，9,127件であり，このうち，

「いじめ」に関する相談は，1,175件となって

いる。

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，子どもの非行等の問題

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（参考資料13参照）。

� 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。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。

平成17年11月には，公安委員会の指示の

下，少年指導委員が風俗営業の営業所等に

立ち入ることができることとする規定を盛り

込んだ，「風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律」の一部を改正する法律

が公布された。

内閣府では，街頭補導，少年相談，有害環

境の浄化等の青少年健全育成活動を行う機

関として全国に設置されている「少年補導セ

ンター」の機能の充実・強化を図るため，セ

ンター職員等の知識や能力の向上のための

研修を実施している。

� 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」等

「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，これまでも個々の児童

生徒に対して的確な対応を行うため，学

校，教育委員会，関係機関等からなる「サ

ポートチーム」の取組を推進しており，「学

校と関係機関との行動連携に関する研究

会」が取りまとめた報告書（平成16年3月）

では，これまでの取組の成果と課題を踏

まえ，学校が関係機関等との連携を進め

る際の基本的な視点や具体的な方策が示

されているところである。
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また，平成16年度から，「問題行動に対

する地域における行動連携推進事業」に

おいて，これまでの「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

りに向けた学校内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「自立

支援教室」の取組を開始しており，平成18

年度においても，引き続き実施する。

また，平成17年度から，文部科学省，警

察庁，都道府県教育委員会及び管区警察

局が共催して，「児童生徒の問題行動に対

する連携ブロック協議会」を開催し，児童

生徒の問題行動に対する地域における関

係機関相互の緊密な連携を図っている。

政府では，非行少年等に対して，予兆の

把握，深刻化する前の段階での対応等を

可能とするための少年サポート体制の在

り方に関する基本的な考え方をまとめた

「関係機関等の連携による少年サポート体

制の構築について」を平成16年9月，少年

非行対策課長会議において申し合わせ，

地方公共団体に対して周知し，取組の一

層の普及促進を図っている（参考資料5参

照）。

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96％の参加を得て，平

成17年4月現在，約2,700組織の学校警察

連絡協議会が結成されている。

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，申合

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。

さらに，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。

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，保護観察対象者に対する処遇経験等

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（参考資料14参照）

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
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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」

（昭23法131），「少年法」（昭23法168）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

通告し，又は，その非行の防止を図る

ために特に必要と認められる場合には，

保護者の同意を得た上で，補導を継続

的に実施する。

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，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。

� 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，非行があると認めるときは，家

庭裁判所調査官の調査結果等も考慮して，

少年を保護処分（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，保護処分

に付さない場合でも教育的措置を講じる。

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
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総数 
258,040人 

刑法犯 
192,127人 
（74.5％） 

窃盗 
87,124人 
（33.8％） 

横領 
39,056人 
（15.1％） 

業務上（重） 
過失致死傷等 

　　40,341人（15.6％） 

その他 
25,606人 
（9.9％） 

道路交通事件を 
除く特別法犯 
8,794人 
（3.4％） 

毒物及び劇物 
取締法違反 
2,949人 
（1.1％） 

その他 
5,845人 
（2.3％） 

道路交通事件 
55,748人 
（21.6％） 

ぐ犯 
1,371人 
（0.5％） 

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16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」 

総数 
264,700人 

保護処分 
46,443人 
（17.5％） 

保護観察 
40,789人 
（15.4％） 

少年院送致 
5,310人 
（2.0％） 

児童自立支援 
施設等送致 
344人（0.1％） 

検察官送致 
11,800人 
（4.5％） 

刑事処分相当 
8,019人 
（3.0％） 

年齢超過 
3,781人 
（1.4％） 

児童相談 
所長等送致 
241人 
（0.1％） 

不処分 
44,188人 
（16.7％） 

審判不開始 
130,264人 
（49.2％） 

移送・回付 
13,129人 
（5.0％） 

併合 
18,635人 
（7.0％） 

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16年） 

資料 ： 最高裁判所「司法統計年報」 

る。

ア　受理の状況

平成16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，25万

8,040人で，その非行別の内訳は，第2－

3－2図のとおりである。

平成16年は，前年と比較して1万2,914人

（4.8％）減少している。増加人数の多い非

行は，住居侵入（835人・30.8％），詐欺

（609人・70.8％），軽犯罪法違反（233人・

22.8％）等で，減少人数の多い非行は，道

路交通事件（6,925人・11.0％），窃盗（2,058

人・2.3％），業務上（重）過失致死傷（1,696

人・4.0％）等である。

イ 処理の状況

平成16年における少年保護事件の終局

人員は，26万4,700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

万5,697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9万9,003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。

①　保護処分

平成16年に保護処分に付された少年

は，4万6,443人で，その内訳は，一般事

件が2万2,545人（48.5％），交通関係事件

が2万3,898人（51.5％）である。前年と比

較して，4,114人（8.2％）減少している。

○　保護観察

保護観察に付された少年は，4万

789人で，その内訳は，一般事件が1

万7,385人（42.6％），交通関係事件が2

万3,404人（57.4％）であり，交通関係

事件のうち1万8,165人（77.6％）は，交

通短期保護観察に付されたものであ

る。前年と比較して，3,601人（8.1％）

減少している。

○　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，344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

特
　
集



青少年に関する国の施策第2部

第
1
部

第
2
部

資
料
編

122

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。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，個別的な

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。

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　仮退院，仮釈放及び保護観察の概要

仮退院，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

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，5,310

人で，その内訳は，一般事件が4,817

人（90.7％），交通関係事件が493人

（9.3％）である。前年と比較して，一

般事件は，424人（8.1％），交通関係事

件は，108人（18.0％），それぞれ減少

している。

②　検察官送致

平成16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，8,019

人で，前年と比較して400人（4.8％）減少

している｡そのうち7,603人（94.8％）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16年は，241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，調査の結

果，審判を開いたり，保護処分に付する

必要がない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，教育的措置を講

じて，再非行防止の働き掛けをしている。

� 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

特
　
集


