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等を実施している。

３　非行・犯罪に陥った子ども・若者の支援等
⑴ 総合的取組
　ア 　関係省庁の連携（内閣府，警察庁，文部
科学省）

　　 　近年の少年非行等の情勢は，少年による
社会の耳目を集める重大な事件の発生が後
を絶たず，また，児童虐待事件や児童ポル
ノ事件等の被害が増加するなど，少年の非
行防止及び保護の両面において予断を許さ
ない状況となっている。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，子ども・若
者育成支援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。

　　 　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，非行等
の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。

　　 　また，文部科学省及び警察庁が共同で
「児童生徒の規範意識を育むための教師用
資料（非行防止教室を中心とした取組）」
（平成18年５月）を作成し，非行防止教室
の推進を通じた児童生徒の規範意識の育成
を促している。

　　 　文部科学省においては，「生徒指導・進
路指導総合推進事業」において，問題行動
等の未然防止，早期発見・早期対応につな
がる取組や，関係機関等と連携した取組，
「学校問題解決支援チーム」等外部の専門
家の協力を得た効果的な取組等について自
治体が行っている調査研究を支援し，成果
の普及を図っている。

　　 　平成22年度は，専門家や学校現場の関係
者による研究会を立ち上げ，学校現場にお
けるより実効性ある問題状況の解消に向け
た対応を促すため，児童生徒の暴力行為の

な委託先を開拓して，就職に必要な知識・技
能を習得するための委託訓練を拡充して実施
している。
　 　障害のある生徒が，生涯にわたって自立
し，社会参加していくためには，企業等への
就労を支援し，職業的な自立を果たすことが
重要である。このため，特別支援学校におい
ては，生徒の障害の状態等に応じ，例えば，
コンピュータや情報通信ネットワークを活用
して，情報技術や情報処理の能力を育成した
り，産業界との連携を図った職場体験の機会
を設けたりするなど，時代の進展や社会の変
化に対応した職業教育を行っている。特に，
企業等における現場実習は，生徒の職業観や
勤労観を育成し，学校生活から社会生活への
円滑な移行を進める上で重要な学習活動であ
ることから，積極的に取り組まれている。
　 　また，障害のある生徒の就労を促進するた
めには，教育，医療，福祉関係機関が一体と
なった施策を講じる必要がある。このため，
文部科学省では，平成19年度から２か年で
「職業自立を推進するための実践研究事業」
を実施し，厚生労働省との連携・協力の下
に，特別支援学校における職業教育や進路指
導の改善を図り，職域・職種を拡大するため
の方策等について先進的な研究を行った。
　 　さらに，平成21年２月20日には，厚生労働
省との連名通知を発出し，各都道府県の職業
能力開発主管部と各都道府県教育委員会等に
対して，その連携を強化し，特別支援学校の
就職未内定者向けに，障害者職業能力開発校
で実施する職業訓練についての情報提供等を
行うよう配慮を求めた。また，平成22年６月
11日には，各都道府県教育委員会等に対し，
特別支援学校就労支援セミナー等労働関係機
関等における種々の施策を積極的に活用する
などして障害のある生徒の就労を支援するた
めの効果的な取組を促しているところである。
　 　農林水産省では，農業者に障害者就労の先
進事例や就労マニュアル等の普及啓発を行う
とともに，障害者支援のための研修会の開催
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　　 　関係機関では，地域ぐるみの活動の強化
に関して，例えば，

　　・ 地域の実情に応じた非行防止のための活
動・行事の展開

　　・ 学校における非行防止教室や薬物乱用防
止教室の開催

　　・ 地域における多様な活動機会や居場所づ
くり

　　・ 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。
　エ 　調査研究（内閣府，法務省）
　　 　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。

　　 　平成21年度は，「第４回非行原因に関す
る総合的研究調査」に関する報告書を取り
まとめた。

　　 　法務省では，保護処分の適正かつ円滑な
執行を図るために，毎年十数庁の少年院に
おいて，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，処遇実践に基づく事例
研究会を実施している。

　オ 　「サポートチーム」等（内閣府，警察庁，
法務省，文部科学省）

　　 　「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，的確な支
援を行うため，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

ある学校を落ち着いた学習環境に改善する
方策や，問題状況の解消後の学校の在り方
等についての検討を行っている。

　イ　法整備（法務省）
　　 　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，同年11
月１日に施行された。

　　　この法律による主な改正点は，
　　・ 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。
　　・ 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。

　　・ 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。

　　・ 一定の重大事件について，国選付添人を
付する制度を創設する。

　ことなどを内容としている。
　ウ 　家庭，学校，地域の連携（内閣府，警察
庁）

　　 　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，次代を担う子ども・若者
が非行に走らないよう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，学校及び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。
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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・
非行の未然防止及び健やかな育成を図って
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。

　キ　スクールサポーター（警察庁）
　　 　スクールサポーター制度とは，警察官を
退職した者等を警察署等に配置し，学校か
らの要請に応じてこれらの者を学校に派遣
し，学校における少年の問題行動等への対
応，巡回活動，相談活動，児童の安全確保
に関する助言等を行う制度である。平成22
年４月１日現在，42都道府県で導入され，
約600人が配置されている。

⑵ 非行防止，相談活動等
　ア　社会を明るくする運動（法務省）
　　 　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”～犯罪
や非行を防止し，立ち直りを支える地域の
チカラ～」が全国で実施されている。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，犯罪や非行のない地域社会を築こうと
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，非行防止活動，
子育て相談活動，地域で非行問題や非行に
陥った少年の立ち直り支援を話し合うシン
ポジウム，ミニ集会活動，各種広報活動等
のほか，作文コンテスト，ワークショップ，
親子触れ合い行事等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（警察庁，文部科学省）
　　 　学校，家庭，地域等が十分連携を図り，

密な連携を図っていくことが重要である。
　カ 　その他の関係機関の連携（警察庁，法務
省，文部科学省）

　　 　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94％の参加を得て，平成22年４
月１日現在，約2,400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
的に協議会等を開いている。

　　 　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，その健やか
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
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推進を図っている。
　エ 　相談活動（内閣府，警察庁，法務省，文
部科学省）

　　 　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，有害環境の適正化等の
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，虐待の問題等様々
である。

　　 　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
メールを活用したりするなど，少年相談を
利用しやすい環境の整備に努めている。平
成21年に警察が受理した少年相談の件数
は，７万1,415件で，前年に比べ3,859件減

子どもの豊かな人間性や社会性等をはぐく
むため道徳教育の充実を図るとともに，関
係機関等と連携した非行防止教室の開催等
により規範意識を養い，少年の非行防止に
努めている。

　　 　警察では，警察職員や少年警察ボラン
ティア等を学校に派遣して非行防止教室を
開催し，具体的な非行事例等を題材にして
直接少年に語り掛けることにより，少年自
身の規範意識の向上を図り，少年の非行防
止に取り組んでいる。

　ウ 　多様な活動機会・居場所づくりの推進
（警察庁，文部科学省）

　　 　警察では，少年の規範意識の向上及び社
会との絆の強化を図る観点から，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少年柔剣道教室等のス
ポーツ活動を行うなど，少年の多様な活動
機会の確保と居場所づくりを推進している。

　　 　文部科学省では，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
もの様々な活動を支援する総合的な取組の

第２-３-１表　 警察が受理した少年相談の状況（平成21年）

相談者別／区分

　　　　相談件数（件）
性別（件）

うち電話相談 うちメール相談

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％） 男 女

総 数 71,415 100.0 39,192 100.0 1,214 100.0 32,842 38,573

少 年

計 16,565 23.2 8,022 20.5 706 58.2 7,376 9,189

未 就 学 10 0.0 2 0.0 0 0.0 6 4

小 学 生 741 1.0 424 1.1 7 0.6 278 463

中 学 生 4,444 6.2 2,054 5.2 111 9.1 2,145 2,299

高 校 生 5,966 8.4 2,827 7.2 198 16.3 2,591 3,375

大 学 生 706 1.0 380 1.0 6 0.5 362 344

その他学生 482 0.7 221 0.6 12 1.0 218 264

有 職 少 年 1,506 2.1 620 1.6 30 2.5 649 857

無 職 少 年 2,077 2.9 1,227 3.1 32 2.6 667 1,410

不 詳 633 0.9 267 0.7 310 25.5 460 173

保 護 者 33,275 46.6 18,996 48.5 160 13.2 10,190 23,085

そ の 他 21,575 30.2 12,174 31.1 348 28.7 15,276 6,299

資料：警察庁調べ
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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。

　オ　補導活動（内閣府，警察庁）
　　 　少年の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，
繁華街や公園等少年の非行が行われやすい
場所に重点を置いて日常的に補導活動を実
施し，不良行為等の問題行動を早期に発見
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，警察では，少年指導委員，少年補
導員及び少年警察協助員の少年警察ボラン
ティアを委嘱しており，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，街頭補導，少年相談，有害
環境の適正化等の子ども・若者育成支援活
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。

　カ　事件の捜査・調査
　　①　警察（警察庁）
　　　 　警察は，非行少年を発見した場合は，

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，交友及び犯罪被害の問題に関
する悩みが多く，保護者からの相談では，
非行，家庭の問題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21年は9,581件で，全体
の13.4％を占めている。

　　 　法務省の人権擁護機関では，子どもの人
権問題について，人権擁護委員や法務局・
地方法務局の職員が相談に応じている。

　　 　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，臨床心理学の専門職員
である法務技官が助言や指導に当たってい
る。

　　 　その他，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。

　　 　また，文部科学省では，いじめ問題の対
応等の一つとして，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

第２-３-１図　 少年相談の内容（平成21年）
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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。

　　②　検察庁（法務省）
　　　 　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。

　キ 　非行集団対策（内閣府，警察庁）
　　 　ひったくり，路上強盗等の街頭犯罪は，
その検挙人員の６割が少年であり，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
とって看過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
ことが少なくない。

　　 　また，暴力団等が非行集団を裏から支

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。

　　　○　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
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。

　　　○　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。

　　　 　なお，平成19年の少年法の一部改正に
より，触法少年事件に係る警察官による
任意調査権限の明確化，押収・捜索・検
証等の強制調査権限の付与等が図られる
とともに，警察官は，調査の結果，故意
の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
に触れると考えられる等一定の場合に
は，事件を児童相談所長に送致しなけれ
ばならないこととされた。

　　　○　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
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に対する取締りを強化するなどの各種施策を
実施し，薬物の供給の遮断を図っている。
　 　また，小学校，中学校及び高等学校におけ
る児童生徒に対する薬物乱用防止教室を充
実・強化させるとともに，大学生や新社会人
を中心とした若者等に対する薬物乱用防止の
広報啓発を積極的に実施するなど，薬物の危
険性・有害性について正しい知識の周知を図
り，薬物の需要の根絶を図っている。
　 　少年院においては，薬物に依存した少年は
もとより，薬物の乱用経験がある少年も対象
として，薬物問題指導プログラムを実施して
いる。また，教育内容・方法を充実させ，職
員の指導技術を向上させるという観点から，
家庭裁判所等の関係機関の職員を招へいし，
研究授業を実施するとともに，薬物依存から
離脱するための効果的な指導方法について検
討を行っている。
　 　刑事施設においては，麻薬，覚せい剤その
他の薬物に対する依存がある受刑者を対象
に，改善指導として「薬物依存離脱指導」を
実施している。同指導は，受刑者に対し，薬
物依存の認識及び薬物使用に係る自分の問題
を理解させた上で，今後薬物に手を出さずに
生活していく決意を固めさせ，再使用に至ら
ないための具体的な方法を考えさせることを
目的に，薬物の薬理作用と依存症，薬物使用
に関する自己洞察，再使用防止のための方
策，出所後の生活の留意事項と社会資源の活
用等についての指導を，グループワーク，講
義，視聴覚教材の視聴等の方法により行って
いる。
　 　保護観察所では，保護観察に付されている
者に対し，自発的意思に基づく簡易薬物検出
検査を実施するとともに，一定の条件を満た
した者について，覚せい剤事犯者処遇プログ
ラムの受講を義務付けている。
　 　文部科学省では，薬物乱用防止教育の充実
を図るため，小学校，中学校及び高等学校に
おいて薬物乱用防止教室の開催を推進すると
ともに，大学生等を対象とした薬物乱用防止

え，これを資金源としている実態もうかが
える。

　　 　このため，警察では，非行集団に対する
取組を街頭犯罪抑止対策の重要な柱と位置
付け，少年部門，交通部門及び刑事部門の
連携を強化して，非行集団やその予備軍と
なる非行少年，さらには，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，非行集団の弱体化及び解体を図っ
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。

　　 　暴走族については，平成13年２月，暴走
族対策関係８府省庁により，「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
いて申し合わせ，暴走族対策の強化を継続
している。

　　 　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，暴走族への加入防止や暴走族からの離
脱促進，車両の不正改造防止対策等総合的
な暴走族対策を推進するとともに，暴走族
追放条例等制定の促進等，暴走族を許さな
い社会環境づくりを，政府一体となって推
進している。

　　 　さらに，地方公共団体においても，暴走
族追放条例等の制定と，その的確な運用を
行い，暴走族追放気運の高揚に努めている。

⑶ 薬物乱用防止（内閣府，警察庁，法務省，
文部科学省，厚生労働省）
　 　政府では，昨今の大学生等を中心とした大
麻問題や著名人による薬物事犯の発生等を受
け，未然防止対策・再乱用対策を中心に，「第
三次薬物乱用防止五か年戦略」（平成20年８
月決定）を強化する「薬物乱用防止戦略加速
化プラン」（平成22年７月決定）を取りまと
めた。
　 　警察庁では，子ども・若者に薬物を密売し
ている暴力団や来日外国人等の薬物密売組織


