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及びラジオで里親制度を普及させるためのCMを

流したりする等，広く里親制度の周知が図られる

よう広報・啓発活動にも努めている。

4．来日外国人家庭
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。

文部科学省では，平成18年度においては，指

定した地域の公立小・中学校の一部をセンター校

として，日本語指導教室を設置し，母語の分かる

指導協力者等を配置するとともに，域内の各学校

にも巡回指導を行うことにより，地域における日

本語指導，適応指導の充実を図る支援体制モデル

の構築を行う「帰国・外国人児童生徒教育支援体

制モデル事業」を全国16地域で実施した。

また，不就学の外国人の子どもたちの実態を把

握するとともに，これを踏まえた就学支援の取組

を行う「不就学外国人児童生徒支援事業」を全国

14地域で実施した。

さらに，平成19年度から，

① 外国人児童生徒の母国政府との教育分野で

の協力促進を図るための協議会の開催

② 外国人を対象とした日本語教室の設置や日

本語能力を有する外国人や退職教員を対象と

した指導者養成研修，実践的な日本語教育の

研究開発等を行う「生活者としての外国人」

のための日本語教育事業

③ 外国人の不就学の子どもに対する就学促進

や外国人児童生徒等の学校への受入体制の整

備等を行う帰国・外国人児童生徒受入促進事

業

④ 学習活動に日本語で参加するための力の育

成を図ることを目的として開発されたJSL

（Japanese as a second Language）カリキュ

ラムを活用した指導方法の普及・充実を図る

JSLカリキュラム実践支援事業

からなる「外国人の生活環境適応加速プログラム」

を実施している。

1．少年非行対策
（1）少年非行対策への総合的取組

ア　関係省庁の連携

近年の少年非行等の情勢は，刑法犯少年の

検挙人員が減少する一方で，少年による特

異・重大な事件の発生が後を絶たず，また，

児童虐待事件や出会い系サイトを通じた児童

買春事件等，児童が被害者となる事件が多発

し，深刻な状況となっている。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

係省庁が連携の上，少年非行対策の充実強化

を図っている。

イ　地域における取組の強化・支援方策

少年による社会を震撼させる重大事件が発

生し，また一方で，子どもが犯罪に巻き込まれ

る悲惨な事件も後を絶たなかったため，平成

18年5月に開催された青少年育成推進本部副

本部長会議における議論を踏まえ，関係府省

等において検討を行い，同年6月，子どもを非

行や犯罪被害から守るため今後特に強化・加

速化していく対策を取りまとめた「子ども安

全・安心加速化プラン～非行や犯罪被害から

子どもたちを守るために～」（195ページ，参

考資料7参照）を「犯罪対策閣僚会議」と青少年

育成推進本部の合同会議において了承した。

この「子ども安全・安心加速化プラン」で

は，特に，「地域」における取組を強化し，

支援する方策を取りまとめ，

① 「地域の力で子どもを非行や犯罪被害

から守る」
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② 「子どもが非行・犯罪被害に巻き込ま

れない力を地域で育む」

③ 「困難を抱える子どもの立ち直りを地

域で支援する」

という3つの視点から，それぞれ今後の取組

強化の方向性を示している。

現在，政府においては，同プラン等に基づ

き，各種の取組を強化・加速化させ，各地域

において関係機関や施策の十分な連携を図

り，子どもが健全に成長し，また安心して子

どもを生み育てることのできる地域社会づく

りを推進している。

ウ　法整備

法務省では，「青少年育成施策大綱」等を

踏まえ，深刻な少年非行の現状に適切に対処

するため，平成18年2月，第164回国会に

「少年法等の一部を改正する法律案」を提出

し，同法律案は，衆議院（第166回国会）で

修正の上，平成19年5月25日参議院本会議

（第166回国会）において可決，成立し，同

法は，同年6月1日に公布された（同法は公

布の日から6か月以内に施行される。）。

この法律による主な改正点は，

① いわゆる触法少年に係る事件につい

て，警察官による調査手続を整備する。

② おおむね12歳以上の少年について，

家庭裁判所が特に必要と認める場合には

少年院送致の保護処分をすることができ

ることとする。

③ 保護観察に付された者が遵守すべき事

項を遵守しなかった場合の措置等に関す

る規定を整備するとともに，少年院及び

保護観察所の長が保護処分中の少年の保

護者に対し指導，助言等をすることがで

きる旨を明確化する。

④ 裁判所の判断により国選付添人を付す

る制度を新設する。

ことなどを内容としている。

エ　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。

�（110～113ページ，後述（2）から（4）参照）
オ　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。

毎年十数庁の少年院においては，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，処

遇実績に基づく事例研究会を実施している。

文部科学省では，昨今，子どもたちの心の

問題が大きな社会的問題となっていることか

ら，「情動の科学的解明と教育への応用に関

する検討会」を設置し，平成17年10月に報

告書を取りまとめた。

平成18年度は，子どもの情動や心の発達

に関する脳科学等の科学的研究について，そ

の成果を教育等へ応用するための方策を検討

する調査研究を実施するとともに，平成19

年度は，研究成果の還元システムの構築等に
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向けた調査研究を行うこととしている。

なお，関係省庁では，「少年非行事例等に

関する調査研究」として，少年非行の原因・

背景として考えられる事項を踏まえた上で，

これに対応する現在の少年非行対策の整理・

集約と，これに関する分析，検討を実施する

とともに，新たな対策の検討を行っている。

（2）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

法務省の主唱の下，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

触れ合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

学校，家庭，地域等が十分連携を図り，子

どもの豊かな人間性や社会性などをはぐくむ

ため，道徳教育の充実を図るとともに，少年

非行防止教室の開催などにより，少年の非行

防止に努めている。

また，青少年の薬物乱用防止対策として，

「薬物乱用防止広報強化期間」を実施するな

ど，家庭・地域に対する広報啓発活動の推進

を図っている。

�（77ページ，第2章第2節2（4）イ参照）
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づ

くりの一環として，関係機関・団体及び地域

社会と協力しながら，環境美化活動を始めと

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。

文部科学省では，完全学校週5日制の実施

を契機に，関係省庁，民間団体等との連携の

下，地域の人材を活用した子どもの週末等の

活動支援やボランティア活動等の奉仕活動・

体験活動の総合的な推進を図っている（80

ページ，表2-2-3参照）。

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

少年相談窓口を設け，心理学等の知識を有す

る少年補導職員や経験豊かな警察官等が，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受けているほか，フリ

ーダイヤルを導入したり，FAXや，電子メ

ールを活用するなど，少年相談を利用しやす

い環境の整備に努めている。平成18年に警

察が受理した少年相談の件数は，8万6,926件

で，前年に比べ3,357件減少した（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，学校及び犯罪被害の問題に

関する悩みが多く，保護者等からの相談では，

非行問題・家庭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スは，平成18年は，1万

5,903件で，全体の18.3％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開設している

常設人権相談所，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

所のほか，法務省のホームページ上のインタ

ーネット人権相談受付窓口において人権相談

を受け付けている。平成18年度においては，

全国の小・中学校の児童生徒全員に対し，相

談用の便せん兼封筒「子どもの人権SOSミ
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ニレター」を配布し，これを通じて，「いじ

め」を始めとする子どもの人権問題に関する

相談に応じる取組を行った。

また，各法務局・地方法務局の本局に，専

用相談電話「子どもの人権110番（フリーダイ

ヤル）」を開設し，「いじめ」等の子どもの人権

問題に関する相談を受ける体制を整備してい

る。平成18年における「子どもの人権110番」

の利用件数は，12,885件であり，このうち，「い

じめ」に関する相談は，2,582件となっている。

子どもの人権問題に関する相談は，「子ども

の人権専門委員」を中心とする人権擁護委員

や法務局・地方法務局の職員が応じている。

さらに，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法務技官が

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。

�（221ページ，参考資料13参照）

区　分 

相談者別 

86,926 
19,245 
24 

1,100 
5,224 
6,293 
650 
632 
1,719 
2,053 
1,550 
37,744 
29,937

100 
22.1 
0.0 
1.3 
6.0 
7.2 
0.7 
0.7 
2.0 
2.4 
1.8 
43.4 
34.4

48,597 
8,661 
15 
523 
2,307 
2,878 
345 
284 
752 
996 
561 

21,824 
18,112

100 
17.8 
0.0 
1.1 
4.7 
5.9 
0.7 
0.6 
1.5 
2.0 
1.2 
44.9 
37.3

2,469 
1,983 
0 
60 
253 
462 
48 
104 
75 
68 
913 
169 
317

100 
80.3 
0.0 
2.4 
10.2 
18.7 
1.9 
4.2 
3.0 
2.8 
37.0 
6.8 
12.8

38,125 
8,331 
4 

486 
2,221 
2,655 
263 
265 
717 
667 
1,053 
9,671 
20,123

48,801 
10,914 
20 
614 
3,003 
3,638 
387 
367 
1,002 
1,386 
497 

28,073 
9,814

相談件数（件） 
性　別（件） 

資料： 
警察庁調べ 

少
　
　
年 

総  　　　　数 
計　　 

うち 
メール相談 

うち 
電話相談 

未　就　学 
小　学　生 
中　学　生 
高　校　生 
大　学　生 
その他学生 
有 職 少 年 
無 職 少 年 
不　　　詳 

保  　護 　 者 
そ 　 の 　 他 

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％） 男 女 

第2-3-1表　警察が受理した少年相談の状況（平成18年）

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

総数 
19,245件 

総数 
37,744件 

総数 
29,937件 

非行問題 
1,758件 
（9.1％） 

非行問題 
7,151件 
（23.9％） 

非行問題 
7,579件 
（20.1％） 学校問題 

2,716人 
（14.1％） 

学校問題 
4,385人 
（14.7％） 

学校問題 
5,385人 
（14.3％） 

家庭問題 
1,865件 
（9.7％） 

家庭問題 
3,808件 
（12.7％） 

家庭問題 
7,733件 
（20.5％） 

交友問題 
3,238件 
（16.8％） 

交友問題 
1,411件 
（4.7％） 

健康問題 
4,207件 
（14.1％） 健康問題 

768件 
（2.0％） 

犯罪被害 
2,444件 
（12.7％） 犯罪被害 

1,838件 
（6.1％） 

犯罪被害 
3,231件 
（8.6％） 

家出関係 
418件 
（2.2％） 

家出関係 
1,287件 
（4.3％） 

家出関係 
4,857件 
（12.9％） 

その他 
4,705件 
（24.5％） 

その他 
5,850件 
（19.5％） 

その他 
4,565件 
（12.1％） 

交友問題 
3,626件 
（9.6％） 

資料：警察庁調べ 

健康問題 
2,101件 
（10.9％） 

第2-3-1図　少年相談の内容（平成18年）
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また，文部科学省においては，昨今のいじ

め問題の対応等のひとつとして，子どもたちが

全国どこからでも夜間・休日を含めて，いつで

もいじめ等の悩みを相談することができるよ

う，全国統一の電話番号（0570-0-78310
なやみ言おう

）によ

り平成19年2月から全都道府県及び指定都市

教育委員会で24時間いじめ相談ダイヤルを

実施している。

（3）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18年5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」（平17法119）が施

行された。

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。

（4）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。

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」の取組を実施してきた。

平成19年度においては，問題行動等の未然防

止，早期発見・早期対応など，児童生徒の支援

に効果的な取組について，これまで構築して

きた関係機関と連携したサポート体制をいか

しつつ調査研究を行う「問題を抱える子ども

等の自立支援事業」を実施することとしている。

さらに，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
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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。

�（183ページ，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95％の参加を得て，平成18年3月末現

在，約2,100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，警察及び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。

（5）事件の捜査・処理

�（223ページ，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

定する手続きに従って，必要な捜査及び調

査を遂げた後，罰金以下の刑に当たる事件

は家庭裁判所に，禁錮以上に当たる事件は

検察官に送致又は送付する。

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
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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。

（6）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，検察官に送致する。

ア　受理の状況

平成17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，23万3,356

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17年は前年と比較して2万4,684人

（9.6％）減少している。増加人数の多い非行

は，器物損壊等（175人・13.4％），軽犯罪法

違反（143人・11.4％），住居侵入（109人・

3.1％）等で，減少人数の多い非行は，窃盗

（7,868人・9.0％），横領（6,161人・15.7％），

道路交通事件（5,170人・9.3％）等である。

イ　処理の状況

平成17年における少年保護事件の終局人

員は23万4,759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14万

6,614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

8万8,145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17年に保護処分に付された少年は4

万1,494人で，その内訳は，一般事件が2

万799人（50.1％），交通関係事件が2万

695人（49.9％）である。前年と比較し

4,949人（10.7％）減少している。

（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」 

窃盗  
79,256人 
（34.0％） 

総数 
233,356人 

横領 
32,895人 
（14.1％） 

刑法犯 
173,334人 
（74.3％） 

業務上（重） 
過失致死傷等 
37,316人（16.0％） 

毒物及び劇物 
取締法違反 
1,912人（0.8％） 

その他 
6,307人 
（2.7％） 

道路交通事件を 
除く特別法犯 
8,219人 
（3.5％） 

道路交通事件 
50,578人 
（21.7％） 

ぐ犯 
1,225人（0.5％） 

その他 
23,867人 
（10.2％） 

 

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17年）
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○　保護観察

保護観察に付された少年は3万6,277

人で，その内訳は，一般事件が1万6,010

人（44.1％），交通関係事件が2万267人

（55.9％）であり，交通関係事件のうち1

万5,653人（77.2％）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

4,512人（11.1％）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334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4,883人で，

その内訳は，一般事件が4,457人（91.3％），

交通関係事件が426人（8.7％）である。前

年と比較して，一般事件は360人（7.5％），

交通関係事件は67人（13.6％），それぞれ

減少している。

②　検察官送致

平成17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6,899人で，

前年と比較して1,120人（14.0％）減少し

ている。そのうち6,540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17年は250

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。

（7）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。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

資料：最高裁判所「司法統計年報」 

保護観察 
36,277人 
（15.5％） 

少年院送致 
4,883人 
（2.1％） 児童自立支援 

施設等送致 
334人（0.1％） 

 

刑事処分相当 
6,899人（2.9％） 

年齢超過 
3,303人 
（1.4％） 

検察官送致 
10,202人 
（4.3％） 

児童相談所長 
等送致 

250人（0.1％） 

不処分 
38,553人 
（16.4％） 審判不開始 

116,080人 
（49.4％） 

 

移送・回付 
11,763人 
（5.0％） 

併合 
16,417人 
（7.0％） 

保護処分 
41,494人 
（17.7％） 

総数 
234,759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17年）
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