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（注）業務上（重）過失致死傷等とは，業務上（重・自動車運転）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
163,023人

刑法犯
121,275 人
（74.4％）

刑法犯
121,275 人
（74.4％）

刑法犯
121,275 人
（74.4％）

道路交通事件を除く
特別法犯

9,931人(6.1％）

道路交通事件を除く
特別法犯

9,931人(6.1％）

道路交通事件を除く
特別法犯

9,931人(6.1％）

道路交通事件
31,123人
（19.1％）

道路交通事件
31,123人
（19.1％）

道路交通事件
31,123人
（19.1％） 窃盗

58,515人
（35.9％）

窃盗
58,515人
（35.9％）

窃盗
58,515人
（35.9％）

横領
17,905人
（11.0％）

横領
17,905人
（11.0％）

横領
17,905人
（11.0％）

業務上(重）
過失致死傷等
25,375人
（15.6％）

業務上(重）
過失致死傷等
25,375人
（15.6％）

業務上(重）
過失致死傷等
25,375人
（15.6％）

傷害
5,922人
（3.6％）

傷害
5,922人
（3.6％）

傷害
5,922人
（3.6％）

わいせつ
555人
（0.3％）

わいせつ
555人
（0.3％）

わいせつ
555人
（0.3％）

刑法犯
その他
13,003人
（8.0％）

刑法犯
その他
13,003人
（8.0％）

刑法犯
その他
13,003人
（8.0％）

特別法犯その他
5,064人(3.1％）
特別法犯その他
5,064人(3.1％）
特別法犯その他
5,064人(3.1％）

軽犯罪法違反
4,567人
（2.8％）

軽犯罪法違反
4,567人
（2.8％）

軽犯罪法違反
4,567人
（2.8％）

毒物及び劇物
取締法違反
300人(0.2％）

毒物及び劇物
取締法違反
300人(0.2％）

毒物及び劇物
取締法違反
300人(0.2％）

ぐ犯
694人(0.4％）

ぐ犯
694人(0.4％）

ぐ犯
694人(0.4％）

総　　数
165,596人

資料：最高裁判所「司法統計年報」

少年院送致
3,614人(2.2％）
少年院送致

3,614人(2.2％）
少年院送致

3,614人(2.2％）
児童自立支
援施設等送致
299人(0.2％）

児童自立支
援施設等送致
299人(0.2％）

児童自立支
援施設等送致
299人(0.2％）

児童相談所長
等送致

245人(0.1％）

児童相談所長
等送致

245人(0.1％）

児童相談所長
等送致

245人(0.1％）

刑事処分相当
3,893人(2.4％）
刑事処分相当
3,893人(2.4％）
刑事処分相当
3,893人(2.4％）

年齢超過
2,169人(1.3％）
年齢超過

2,169人(1.3％）
年齢超過

2,169人(1.3％）

検察官送致
6,062人
（3.7％）

検察官送致
6,062人
（3.7％）

検察官送致
6,062人
（3.7％）

不処分
25,723人
（15.5％）

不処分
25,723人
（15.5％）

不処分
25,723人
（15.5％）

併合
12,632人
(7.6％）

併合
12,632人
(7.6％）

併合
12,632人
(7.6％）

保護観察
25,602人
（15.5％）

保護観察
25,602人
（15.5％）

保護観察
25,602人
（15.5％）

保護処分
29,515人
（17.8％）

保護処分
29,515人
（17.8％）

保護処分
29,515人
（17.8％）

審判不開始
83,440人
（50.4％）

審判不開始
83,440人
（50.4％）

審判不開始
83,440人
（50.4％）

移送・回付
7,979人
(4.8％）

移送・回付
7,979人
(4.8％）

移送・回付
7,979人
(4.8％）

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
のための啓発用パンフレットを作成し，全て
の大学等の新一年生に配布するなど，各種施
策を実施している。
厚生労働省では，地域において，若者の薬

物乱用防止・薬物依存症等に関する相談の充
実を図るとともに，医療機関による対応の充
実を図っている。
また，薬物の再乱用を防止するための取組

として，保健所及び精神保健福祉センターに
おける薬物相談窓口において，薬物乱用者本
人やその家族に対する相談事業や家族教室の
実施等により再乱用防止対策の充実を図って
いる。薬物問題に関連する相談窓口について
は，厚生労働省ホームページ等で紹介してお
り，平成２１年度実績で，保健所７６８５件，精神
保健福祉センター３９６７件の相談があった。

⑷ 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（指導助言など）
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（最高裁判所）

平成２２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，１６万３０２３
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２２年は前年と比較して９０２７人（５．２％）

減少している。増加人数の多い非行は，軽
犯罪法違反（５７７人・１４．５％），傷害（１９６
人・３．４％），わいせつ（５６人・１１．２％）等
で，減少人数の多い非行は，道路交通事件
（２８２２人・８．３％），窃盗（２３６６人・３．９％），
横領（１７１４人・８．７％）等である。

イ 処理の状況（最高裁判所）
平成２２年における少年保護事件の終局人

員は１６万５５９６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１０万
８２６９人，交通関係事件（業務上（重・自動
車運転）過失致死傷，危険運転致死傷及び
道路交通事件）が５万７３２７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。

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２２年）

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２２年）
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① 保護処分
平成２２年に保護処分に付された少年は

２万９５１５人で，その内訳は，一般事件が
１万６２４６人（５５．０％），交通関係事件が
１万３２６９人（４５．０％）である。前年と比
較し９３０人（３．１％）減少している。
○ 保護観察

保護観察に付された少年は２万５６０２
人で，その内訳は，一般事件が１万
２６８１人（４９．５％），交通関係事件が１
万２９２１人（５０．５％）であり，交通関係
事件のうち９３４３人（７２．３％）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５７０人（２．２％）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２９９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３６１４人

で，その内訳は，一般事件が３２６９人
（９０．５％），交 通 関 係 事 件 が３４５人
（９．５％）である。前年と比較して，一
般事件は３４５人（９．５％）減少し，交通
関係事件は２人（０．６％）減少してい
る。

② 検察官送致
平成２２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３８９３人で，
前年と比較して３１０人（７．４％）減少して
いる。そのうち３６９２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２２年

は２４５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
調査官が訓戒や被害者への謝罪等の指導
を行って非行を反省させたり，学校等と
連絡を取って生活態度や交友関係等の改
善に向けた協力態勢を築いたり，「犯罪
被害を考える講習」や地域の清掃等社会
奉仕活動に参加させるなどの教育的措置
を講じたりして，再非行防止の働き掛け
をしている。
また，少年の再非行を防止するために

家族が果たす役割が大きいことから，家
庭裁判所においては，少年の非行に家族
関係が及ぼしている影響を見極めて，問
題解決に向けて家族関係の調整を行った
り，社会奉仕活動に少年と保護者を参加
させるなどの働き掛けを行っている。
ほかにも，保護者会を実施して保護者

の感情や経験を語り合う場を設けて少年
に対する指導力を高めさせたり，保護者
が主体的に養育態度を考え直し，監護に
ついての責任を自覚するように働き掛け
ている。

⑸ 被害者への配慮（内閣府，警察庁，法務省，
最高裁判所）
警察では，被疑少年の健やかな育成に留意

しつつ，捜査上の支障のない範囲内で，少年
事件の被害者等の要望に応じて，捜査状況等
に関する情報を可能な限り提供するように努
めている。
法務省では，全国の検察庁において，少年

事件の犯罪被害者等を含むすべての犯罪被害
者やその親族の心情等に配慮するという観点
から，犯罪被害者等に，事件の処理結果等の



第３章 困難を有する子ども・若者やその家族の支援
（第１節 困難な状況ごとの取組）

１３３

第
２
部
第
１
章
第
２
章
第
３
章
第
４
章
第
５
章

情報を提供し，少年院，地方更生保護委員会
及び保護観察所においては，少年院送致処分
又は保護観察処分を受けた加害少年につい
て，加害少年の健全な育成に留意しつつ，被
害者等の希望に応じて，少年院における処遇
状況に関する事項，仮退院審理に関する事
項，保護観察中の処遇状況に関する事項等を
通知している。検察庁，地方更生保護委員会
及び保護観察所においては，刑事処分となっ
た少年についても，被害者等の希望に応じ
て，事件の処理結果，裁判結果，加害者の受
刑中の処遇状況に関する事項，仮釈放審理に
関する事項，保護観察中の処遇状況に関する
事項等を通知している※２２。
また，「更生保護法」（平１９法８８）に基づき，

地方更生保護委員会が，少年院からの仮退院
の審理において被害者等の意見等を聴取する
制度及び保護観察所が被害者等の心情等を保
護観察中の加害少年に伝達する制度を実施し
ている※２３。
「少年法」（昭２３法１６８）では，被害者への

配慮の充実を図るために，
① 被害者等による記録の閲覧及び謄写
② 被害者等の申出による意見の陳述
③ 被害者等に対する審判結果等の通知
④ 一定の重大事件の被害者等による少年審
判の傍聴

⑤ 被害者等に対する審判状況の説明
の制度が設けられている。家庭裁判所は，こ
れらの制度の適切な運用に努めているほか，
被害者の心情等に十分配慮しながら，被害状
況，被害感情等について，家庭裁判所調査官
が被害者に直接会って話を聞くなどして，そ
の声を少年審判手続に反映させている。
これらの制度のうち，平成２０年１２月１５日か

ら施行された④及び⑤について，同日から平
成２２年１２月３１日までの運用状況は次のとおり
である。
審判の傍聴の対象となった事件は３８３件で

あり，そのうち１７６件について申出がされ，
１５２件について審判の傍聴が認められている。
申出が認められなかった２１件については，審
判が開始されず事件が終局したことによるも
の，申出資格がない者からの申出によるもの
などである。残りの３件については，申出後
に取下げとなったものである。
次に，審判状況の説明の申出人数は９５５人

であり，そのうち９４０人について申出が認め
られている。申出が認められなかった１５人に
ついては，審判が開始されず事件が終局した
ことによるもの，申出資格がない者からの申
出によるものである。

⑹ 少年鑑別所等（法務省）
少年鑑別所は，主として家庭裁判所から観

護措置の決定がされた少年を収容するととも
に，医学，心理学，教育学，社会学その他専
門的知識に基づいて，その資質の鑑別を行う
施設である。観護措置による収容期間は，原
則として２週間以内であるが，特に必要のあ
るときは，家庭裁判所の決定により，期間が
更新（延長）されることがある（最長８週間）。
鑑別の結果は，鑑別結果通知書として家庭裁
判所に送付されて審判の資料となるほか，保
護処分が決定された場合には，少年院，保護
観察所に送付され，処遇の参考にされる。
また，少年鑑別所においては，退所する少

年の多くが地域社会に戻り，処遇を受けてい
ること等を踏まえ，少年の法的地位等を考慮
しつつ，その健全な育成に配慮した観護処遇
を実施している。
なお，鑑別には，上述の少年を収容して行

う「収容鑑別」のほか，家庭裁判所からの請
求に応じて，少年を収容せずに行う「在宅鑑
別」，少年院，刑事施設，保護観察所等の法
務省関係機関からの依頼に応じて行う「依頼
鑑別」，地域住民，学校，職場等の一般から
の依頼に応じて行う「一般少年鑑別」がある。

※２２ http://www.moj.go.jp/hisho/kokusai/kanbou_hisyo２６．html
※２３ http://www.moj.go.jp/hogo１／soumu/hogo_victim０１．html
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⑺ 少年院，児童自立支援施設等
ア 少年院・少年刑務所等（法務省）

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及び１６歳に達
するまでの間少年院において刑の執行を受
ける少年を収容し，これに矯正教育を行う
施設である。収容対象となる少年の年齢，
犯罪的傾向の進度及び心身の故障の有無に
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，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
で構成される教育課程（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。
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，
主に少年刑務所等に収容されるが，少年刑
務所等においては，一人一人に個別担任を
指定して個別面接や日記指導等の個別的な
指導を行う等，心身が発達段階にあり，可
塑性に富むなどの少年受刑者の特性に応じ
た矯正処遇を各少年の資質及び環境の調査
の結果に基づいて実施している。

イ 児童自立支援施設（厚生労働省）
児童自立支援施設においては，不良行為

をなし，又はなすおそれのある子ども等に
対して，その自立を支援することを目的と
して，一人ひとりの状況に応じた支援・ケ
アを行っている。

⑻ 更生保護，自立・立ち直り支援
ア 少年院からの仮退院，少年刑務所等から
の仮釈放及び保護観察の概要（法務省）
少年院からの仮退院及び少年刑務所等か

らの仮釈放は，少年院及び少年刑務所等の
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，少年院から
の仮退院及び少年刑務所等からの仮釈放を
許された者は，収容期間が満了するまでの
間，保護観察を受ける。平成２２年における
少年院仮退院者は，全出院者の９９．３％に当
たる３８８３人（速報値）であった。
少年院からの仮退院及び少年刑務所等か

らの仮釈放に先立って，保護観察所は，出
院・出所後の少年を取り巻く環境（家庭，
職場，交友関係等）が，その改善更生を促
す上で適切なものとなるよう，引受人等と
の人間関係，出院・出所後の職業等につい
て調整を行い，受入体制の整備を図ってい
る。
保護観察は，非行があったり犯罪をした

少年等に，社会生活を営ませながら，その
改善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（遵守事項及び生活行動
指針）を守って健全な生活をするよう指導
監督するとともに，自助の責任を踏まえつ
つ，就学・就職その他について補導援護す
ることにより，少年等の改善更生を促すも
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２１年中に保護観察所が新たに開始し

た保護観察事件数は，成人事件を含め４万
８４８８件であったが，このうち６１．８％に当た
る２万９９６３件が，家庭裁判所の決定により
保護観察に付された少年又は地方更生保護
委員会の決定により少年院からの仮退院を
許された少年の事件であった。少年の保護
観察に関する動向として近年では，暴走族
に関係のある少年や無職少年の比率が高い
比率を占める状態が続いている。

イ 保護観察の実効性の向上等（法務省）
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などにより
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重点的な働き掛けを行うほか，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処遇を実施してい
る。
また，北海道雨竜郡沼田町において，主

に少年院を仮退院した少年を対象とし，旭
川保護観察所の駐在官事務所に設置された
宿泊施設に居住させ，濃密な保護観察を実
施するとともに，同町が運営する農場で農
業実習を受けさせ，改善更生の促進を図る
「沼田町就業支援センター」が平成１９年１０
月に開所した。
なお，保護観察における遵守事項を整理

して充実させるとともに，保護観察の実施
状況に応じて特別遵守事項の変更ができる
こととするなど更生保護の機能を充実強化
する「更生保護法」が平成１９年６月に成立
し，平成２０年６月１日に全面施行された。

ウ 処遇全般の充実・多様化
① 社会参加活動や社会奉仕活動等への参
加（法務省）
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・奉仕活動やレクリエー
ション等を行う社会参加活動に参加する
ことにより，それらの問題の改善が期待
できる。そこで，保護観察所において
は，保護観察に付されている少年を対象
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
も引き続き，少年の特性や地域の実情に
応じて，多様な活動を実施していくこと
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。
② 被害者等の意見等を踏まえた適切な加
害者処遇等の推進（法務省）
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
てきている。各少年院及び少年刑務所等
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，矯正教育・改善指導等の充実に努
めており，同教育により，自分の犯した
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，被害者に誠意を
もって対応していくとともに，再び罪を
犯さない決意を固めさせるための働き掛
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，平成１９年３月からは，被害者を

死亡させ又はその身体に重大な傷害を負
わせた事件により保護観察に付された少
年に対して，犯した罪の重さや被害者の
実情等を認識させながら被害者に対する
謝罪の気持ちをかん養し，具体的なしょ
く罪計画を策定させるしょく罪指導を実
施している。
さらに，家庭裁判所では，被害の実情

や被害感情を少年に伝えて内省を深めさ
せるとともに，被害者の声を少年審判手
続に反映するよう努めている。また，被
害者に謝罪や弁償がされてなければ，少
年や保護者に指導を行っている。

エ 民間ボランティア団体等との連携（法務
省）
地域社会の中で行う更生保護活動におい

ては，官のみならず民間の協力が不可欠で
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あるところ，地域の中で更生保護を支えて
いる民間ボランティアとしては，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
常勤の国家公務員である。処遇の専門家
である保護観察官と協働して，保護観
察，生活環境の調整，地域社会における
犯罪予防活動等に当たっている。現在，
全国で約４万８５００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
情に通じた利点をいかして活動している。
なお，保護司会と地域の関係機関・団

体との連携を強化し，処遇活動，犯罪防
止活動を始めとする更生保護の諸活動を
一層促進するための拠点として，平成２０
年度からモデル的に「更生保護活動サ
ポートセンター」を導入してきたが，平
成２３年度からは「更生保護サポートセン
ター」としてすべての都道府県に計５５か
所設置することとしている。

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・運営される施設であり，保
護者がいないなどの理由で，改善更生が
困難な少年院仮退院者や保護観察中の少
年等を保護し，各種の生活指導や宿泊場
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。少年専用の更生保護施設では，
入所中の少年の円滑な自立更生を促進す
るための効果的なプログラムの実施等，
処遇機能の充実化を図るための取組がな
されている。平成２３年４月現在，全国に
更生保護施設は１０４施設あり，このうち
少年を保護の対象とする施設は，８４施設
ある。なお，更生保護施設は平成２０年
（当時は１０１施設）までは，すべて「更
生保護事業法」に基づく更生保護法人に

よって運営されていたところ，平成２１年
以降，社会福祉法人等の更生保護法人以
外の法人が施設運営に参入している。

③ 更生保護女性会
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，非行のある青少年の改善更生の援
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。
平成２３年４月現在，全国で約１８万５０００

人の会員が，市町村等を単位に地区会を
結成し，全国各地で活動している。

④ BBS（Big Brothers and Sisters Move-
ment）会
非行など，様々な問題を抱える少年の

悩み相談や学習支援等を通して，その自
立を支援する「ともだち活動」を始め，
非行防止や子どもの健全育成のための多
彩な活動を行っている青年ボランティア
団体である。
平成２３年４月現在，全国で約４７００人の

会員が，市町村等を単位とした地区組織
や大学を単位とした学域組織を結成し，
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，平成２３年４月現在，全国に約９３００の
事業主がいる。
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。
そのほか，広く地域住民の理解と協力が

不可欠であることから，法務省の主唱によ
り実施している“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～等の機会において，非行防止
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と改善更生の援助について，国民一人一人
の理解と協力を広く求めている。

⑼ 非行少年・少年受刑者等に対する就労支援
等（法務省，厚生労働省）
少年院や少年刑務所等においては，処遇の

一環として，就労に対する心構えを身に付け
させ，就労意欲を喚起し，各種の資格取得を
奨励しているほか，公共職業安定所等との連
携による職業講話，職業相談，職業紹介，求
人情報の提供等求職活動を容易にするための
就労支援を実施している。
保護観察所においては，少年院や少年刑務

所等矯正施設に在院・在所中の少年につい
て，矯正施設や家族，学校等と協力し，出
院・出所後の就労先の調整・確保に努めてい
る。
保護観察中の無職少年等に対しては，その

処遇過程において，就労意欲がない原因や意
欲があっても就労できない理由，就労しても
継続しない理由等，不就労の原因となってい
る問題点の把握に努め，その解消を図るため
の助言指導を行っている。
ハローワークにおいては少年院，刑務所，

保護観察所等と連携して，出院及び出所予定
者，保護観察に付された少年等を対象とした
職業相談，職業紹介，セミナー・事業所見学
会，職場体験講習，トライアル雇用等の就労
支援策を推進しているほか，就労後の相談，
問題点の把握，問題解決のための助言等，就
労継続のための支援を行っている。

⑽ 少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動
（警察庁）
警察では，問題を抱え非行に走る可能性が

ある少年に対して警察の方から積極的に連絡
し，警察職員が継続的に声をかけるほか，少
年の状況に応じて社会奉仕活動への参加促
進，就学・就労の支援等を行う「少年に手を
差し伸べる立ち直り支援活動」を推進してい
る。

⑾ いじめ・暴力対策（警察庁，文部科学省）
いじめ，暴力行為といった児童生徒の問題

行動は依然として相当数に上っており，教育
上の大きな課題となっている。文部科学省で
は平成１９年２月５日に通知を発出し，問題行
動が起こったときには，粘り強い指導を行
い，なお改善が見られない場合には，出席停
止や懲戒などの措置も含めた毅然とした対応
をとることを各都道府県・指定都市教育委員
会や学校に対して求めた。また，「生徒指
導・進路指導総合推進事業」においては，い
じめや暴力行為等生徒指導上の課題につい
て，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等につい
て自治体，特定非営利活動法人，民間団体等
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３月には生徒指導に関する学校・

教員向けの基本書として「生徒指導提要」を
作成し，各教育委員会及び学校に配布した。
本書では，いじめ，暴力行為等個別の課題ご
との対応の基本的な考え方について解説して
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，教育現場における
暴力行為への効果的な対応の在り方について
の検討を行っている。
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，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，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，非行集団
の実態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。



第２部 子ども・若者に関する国の施策

１３８

○開善塾教育相談研究所
保護者からの依頼があれば，全国どこにでも家庭訪問をし，不登校の子どもやひきこもる青年の

学校や社会への復帰を目指した訪問相談を行っています。
訪問相談とともに行っているのが，毎月の合宿です。鮎の里で知られる群馬県神流町にある元小学

校の校舎で，週末や長期休暇に子どもたちと寝起きを共にするのです。合宿といっても特別なプログ
ラムを組んだりはせず，うどんをこねたり，山菜を取りに行き，天婦羅にしたり，川魚を焼いたり
と，みんなで料理をし，たくさん食べる！あとは温泉に行ったり，マンガを思い切り読んだり，トラ
ンプ遊びをしたりといった内容です。
その合宿の参加者の一人が，いじめから不登校になった小学６年の太郎（仮名）でした。昆虫採集

が大好きで，小さな頃から，一人で遊ぶことが多い子どもでした。６年になり，クラスのボス的な男
子とそのグループが，太郎にちょっかいを出すようになりました。そして，大切な蝶の標本を隠すと
いった嫌がらせは徐々にエスカレートし，太郎は学校を休むようになりました。しかし，親にいじめ
のことを打ち明けられず，朝は学校に行く振りをして，通学途中の神社で過ごし，学校が終わる時間
になると帰宅していました。太郎の行動はすぐにばれ，心配した親が相談に訪れ，合宿に参加するこ
とになったのです。
合宿初日，太郎は父親の車で合宿所に到着したのですが，かなり緊張した様子でした。大人とは，

小さな声で話しましたが，同年代の子どもたちには近づこうともしませんでした。その様子が変わっ
たのは，夕飯の支度がきっかけでした。ヤマメの塩焼きを炭火で焼く係が，太郎と中学男子でした
が，中学生はなかなか炭に火をつけられません。彼が火を起こすことに嫌気が差し始めたところ，太
郎は竹筒を使って，見事に炭火を起こしてみせました。昆虫採集のため，キャンプには慣れていたの
です。
「おまえ，すごいな」「やるじゃん」と先輩格の中学生に認められた太郎は，いつのまにか子ども

の輪に入り，一緒に遊べるようになっていました。
いじめ問題そのものを解決し，太郎のような子どもの居場所を教室につくることは，実は簡単にで

きるものではありません。いじめる側の子どもたちへの指導がとても重要であり，学級経営を立て直
すには時間もかかります。
しかし，その解決を待っていると，いじめられた側の太郎のような子どもが，学校に行きにくくな

り，ひきこもる，あるいはどこかに逃げるような生活を余儀なくされてしまいます。そこで，まず
は，いじめられた子どもの自信回復を目指すことが大切です。それには，寝起きを共にしながら，炭
火の起こし方，刃物の使い方，ご飯の炊き方といったことを手に手をとって教え，子どもの生活力を
育てることが一番ではないかと，長年の実践から考えます。

合宿の模様

また，同年代の仲間から認められるようになること
も大事です。自分はだめな人間だと自信を失くしてい
た子どもが，仲間に認められたことで，自分はダメで
はないと認めることができるようになるのです。
その後，太郎は，短時間ではありますが，教室にも

入れるようになり，今では完全に学校復帰していま
す。最初は学校に行くのが不安だと訴えましたが，一
ヶ月に一度の合宿で仲間に会う度，元気を取り戻し，

いじめからの立ち直りについて
開善塾教育相談研究所・特定非営利活動法人東京シューレ4



第３章 困難を有する子ども・若者やその家族の支援
（第１節 困難な状況ごとの取組）

１３９

第
２
部
第
１
章
第
２
章
第
３
章
第
４
章
第
５
章

登校を続けました。そして，いつのまにかいじめも止んでいたのです。いじめからの立ち直り，それ
はいじめられた子どもの自信回復がその第一歩となるのではないでしょうか。

○特定非営利活動法人東京シューレ
フリースクール東京シューレでは，いじめにあった子どもや若者に対して，危険から先ずは身を守

ること，そのために学校から距離をとることも大事だよ，学校以外にもフリースクールなど育つ場は
あるよ，というメッセージを送っています。ここでは，いじめをきっかけにひきこもった女子中学生
が，東京シューレとの相談等を通じていじめから立ち直った事例について，「登校拒否を考える会通
信第２６１号」に寄稿された事例を紹介します。なお，寄稿者は，執筆当時中学生ですが，平成２３年４
月から高等学校に進学しています。

埼玉県在住（１５歳 女子・中学３年生）

私が学校に行かなくなったのは，中学１年生の２月です。小学校１年生のころから暴力や言葉
での暴力などを受けていて，中学校１年生で耐えられなくなり，不登校になりました。
どうして私がいじめられるのか。どうして，私だけに文句や暴力をするのか，正直分かりませ

ん。ただ，学校という殺風景な空間に独りぼっちでずっといました。
学校が大嫌いになり，人と話すのも，先生とも話すのも，学校に行くのも，暮らすのも大嫌い

になりました。生きることって何だろう…？人に暴力をふるったり，罪をかぶせるのはどうして
だろう？とずっと思っていました。自分にとって学校とは，自分が精神的に崩壊していく最悪な
場所でした。
とうとう，中１の８月ごろに，人や自分が嫌いになって，家から出なくなりました。出なく

なったのと同時に，「フリースクール」を検索したら東京シューレの名前が載っていたので，
シューレに相談しに行ったりしました。その行動が，私の人生を大きく左右するとは思ってもみ
ませんでした。
しかし，学校に行かないことを，当時，両親にまったく理解してもらえませんでした。毎朝，

ベッドでの格闘の日々が続きました。たぶん，不登校の皆さんは経験あると思います（笑）。
不登校のことについては，カウンセラーの説得により，学校に行かなくてもよい，と両親になん
とか納得してもらえました。
月日は流れ，現在はNPO法人全国不登校新聞社が発行する『Fonte』（フォンテ）の子ども・

若者編集部のメンバーとして活躍しています。Fonte で友だちができて，「友だちって，人っ
て，優しい人がたくさんいるんだ」と思えるようになりました。
ときには精神的に気持ちが病んだり，落ち込んだりするけれど，みんなが支えてくれるという

安心感が持てるようになりました。
親の反対があって東京シューレに入会できませんでしたが，Fonte という活動の中で，私の
居場所がつくれて，とてもよかったと思います。
私は高校生活に向け，Fonte に支えられながら頑張って受験勉強に取り組んでいます。
（初出：登校拒否を考える会通信第２６１号）

（特定非営利活動法人東京シューレ http://www.tokyoshure.jp/）
（登校拒否を考える会 http://futoko-oyanokai.sblo.jp/）
（特定非営利活動法人全国不登校新聞社 http://www.futoko.org/）


