
ウ　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，
子どもの豊かな人間性や社会性等を育むた
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，警察職員を学校に派遣して少
年警察ボランティア等の協力を得るなどし
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。
エ 　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
推進を図っている。

オ 　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23年に警察が受理した少年相談の件数
は，６万7391件で，前年に比べ7459件
（10.0％）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，
家庭及び非行の問題に関する悩みが多い

第2-3-1表 警察が受理した少年相談の状況（平成23年）
区　　分

相談者別

性別（件）相談件数（件） うち電話相談 うちメール相談
構成比（%） 構成比（%） 構成比（%） 男　　性 女　　性

総 数 67,391 100.0 34,896 100.0 1,131 100.0 31,387 36,004

少　
　
　

年

計 14,361 21.3 5,987 17.2 661 58.4 6,757 7,604
未 就 学 10 0.0 2 0.0 0 0.0 7 3
小 学 生 781 1.2 375 1.1 2 0.2 374 407
中 学 生 3,714 5.5 1,576 4.5 104 9.2 1,853 1,861
高 校 生 5,060 7.5 2,012 5.8 233 20.6 2,241 2,819
大 学 生 714 1.1 395 1.1 4 0.4 272 442
そ の 他 503 0.7 187 0.5 29 2.6 207 296
有 職 少 年 1,520 2.3 583 1.7 8 0.7 748 772
無 職 少 年 1,519 2.3 612 1.8 54 4.8 692 827
不 詳 540 0.8 245 0.7 227 20.1 363 177

保 護 者 32,251 47.9 17,732 50.8 140 12.4 10,172 22,079
そ の 他 20,779 30.8 11,177 32.0 330 29.2 14,458 6,321
資料：警察庁調べ
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(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23年は8242件で，全体の
12.2％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，保護観察所や保護司の活動拠点
である「更生保護サポートセンター」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
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。

カ　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。
キ　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，
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

第2-3-1図 少年相談の内容（平成23年）

資料：警察庁調べ

非行問題
1,214件
（8.5％）

学校問題
1,707件
（11.9％）

家庭問題
1,638件
（11.4％）

交遊問題
2,782件
（19.4％）

健康問題
745件
（5.2％）

犯罪被害
2,242件
（15.6％）

その他
3,827件
（26.6％）

非行問題
6,922件
（21.5％）

学校問題
4,016件
（12.5％）

家庭問題
7,547件
（23.4％）

交遊問題
3,412件
（10.6％）

犯罪被害
2,732件
（8.5％）

家出関係
2,892件
（9.0％）

その他
4,181件
（13.0％） 非行問題

5,420件
（26.1％）

学校問題
2,699件
（13.0％）

家庭問題
3,499件
（16.8％）

犯罪被害
1,541件
（7.4％）

その他
5,131件
（24.7％）

少年自身からの相談

非行問題
1,214件
（8.5％）

学校問題
1,707件
（11.9％）

家庭問題
1,638件
（11.4％）

交友問題
2,782件
（19.4％）

健康問題
745件
（5.2％）

犯罪被害
2,242件
（15.6％）

家出関係
206件
（1.4％）

その他
3,827件
（26.6％）

非行問題
6,922件
（21.5％）

学校問題
4,016件
（12.5％）

家庭問題
7,547件
（23.4％）

交友問題
3,412件
（10.6％）

健康問題
549件
（1.7％）

犯罪被害
2,732件
（8.5％）

家出関係
2,892件
（9.0％）

その他
4,181件
（13.0％） 非行問題

5,420件
（26.1％）

学校問題
2,699件
（13.0％）

家庭問題
3,499件
（16.8％）

交友問題
1,100件
（5.3％）

健康問題
750件
（3.6％）

犯罪被害
1,541件
（7.4％）

家出関係
639件
（3.1％）

その他
5,131件
（24.7％）

14,361件

保護者からの相談

32,251件

その他からの相談

20,779件
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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，禁錮以上の刑に
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。

　　　 　また，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
ないこととされている。

　　　○　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。

　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。
ク　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，
その検挙人員の約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，非行集団の実態把握を徹底し情
報収集に努めるとともに，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
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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，「第三次薬物乱用防止五か年戦
略」（平成20年８月）及び「薬物乱用防止戦
略加速化プラン」（平成22年７月）に基づき，
関係省庁が連携して，子ども・若者に対する
薬物乱用対策を推進している。
　警察庁では，最近の薬物犯罪情勢や政府全
体の薬物対策の取組強化等を踏まえ，平成22
年に策定した「薬物対策重点強化プラン」等
に基づき，薬物密輸・密売組織の徹底検挙，
関係機関との連携による水際対策の推進等に
より薬物供給を遮断するとともに，児童生徒
に対する薬物乱用防止教室，大学生や新社会
人に対する薬物乱用防止講習会等の推進等に
よる薬物需要の根絶を図るなど，総合的な薬
物対策を推進している。
　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，認知行動療法等に基づく覚
せい剤事犯者処遇プログラムを実施してい
る。また，再犯防止・社会復帰支援をより一
層強化するため，地域の関係機関との連携，
施設内処遇との一貫性を考慮した処遇等の充
実に努めている。
　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
のための啓発用パンフレットを作成し，すべ
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，青少年の薬物乱用の入手
先となっているインターネットを利用した密売
事犯や，外国人による密売事犯等に対する取
締りの強化とともに，地域における，青少年の
薬物乱用防止・薬物依存症等に関する相談の
充実，医療機関による対応の充実を図っている。
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　また，薬物の再乱用を防止するための取組
として，都道府県と協力し，薬物依存症の正
しい知識の普及を行い，また，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，薬物依存症者やその家族に対する相
談事業，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22年度実績で，
保健所6931件，精神保健福祉センター3474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23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，15万844
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23年は前年と比較して１万2179人
（7.5％減）減少している。増加人数の多
い非行は，軽犯罪法違反（1090人・23.9％
増），強盗致傷（93人・32.4％増），過失致
死傷（65人・16.2％増）等で，減少人数の
多い非行は，窃盗（4876人・8.3％減），道
路交通事件（3158人・10.1％減），横領（2800
人・15.6％減）等である。
イ　処理の状況（最高裁判所）
　 　平成23年における少年保護事件の終局人
員は15万985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９万
8949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５万2036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23年に保護処分に付された少年は

２万7459人で，その内訳は，一般事件が
１万5895人（57.9％），交通関係事件が
１万1564人（42.1％）である。前年と比
較し2056人（7.0％減）減少している。

窃盗
53,639人
（35.6％）

横領
15,105人
（10.0％）

業務上（重）
過失致死傷等
24,149人（16.0％）

刑法犯
その他
18,013人
（11.9％）

道路交通事件
27,965人
（18.5％）

総　数
150,844人

刑法犯
111,752人
（74.1％）

窃盗
53,639人
（35.6％）

横領
15,105人
（10.0％）

業務上（重）
過失致死傷等
24,149人（16.0％）

過失致死傷
466人（0.3％）

強盗致傷
380人（0.3％）

刑法犯
その他
18,013人
（11.9％）

軽犯罪法
5,657人
（3.8％）

毒物及び劇物
取締法違反
126人（0.1％）

特別法犯その他
4,721人（3.1％）

道路交通事件を除く
特別法犯
10,504人（7.0％） 道路交通事件

27,965人
（18.5％）

ぐ犯
623人（0.4％）

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23年）

（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過失致死傷を指す。

資料：最高裁判所「司法統計年報」

保護観察
23,654人
（15.7％）

併合
11,683人
（7.7％）

不処分
23,982人
（15.9％）審判不開始

74,118人（49.1％）

総　数
150,985人

保護観察
23,654人
（15.7％）

保護処分
27,459人
（18.2％）

移送・回付
8,049人
（5.3％） 併合

11,683人
（7.7％）

少年院送致
3,524人（2.3％）

児童自立支援
施設等送致
281人（0.2％）

刑事処分相当
3,473人（2.3％）

年齢超過
2,007人（1.3％）

検察官送致
5,480人（3.6％）

不処分
23,982人
（15.9％）審判不開始

74,118人（49.1％）

児童相談所長
等送致
214人（0.1％）

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23年）
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　　　○　保護観察
　　　 　保護観察に付された少年は２万3654

人で，その内訳は，一般事件が１万
2409人（52.5％），交通関係事件が
１万1245人（47.5％）であり，交通関
係事件のうち8070人（71.8％）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1948人（7.6％減）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281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3524人

で，その内訳は，一般事件が3209人
（91.1％），交通関係事件が315人（8.9％）
である。前年と比較して，一般事件は
60人（1.8％減）減少し，交通関係事
件は30人（8.7％減）減少している。

　②　検察官送致
　　 　平成23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3473人で，
前年と比較して420人（10.8％減）減少
している。そのうち3286人（94.6％）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23年
は214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ことが
できず，又はその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。審
判を開いたり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，少年の問題
性に応じて，裁判官，家庭裁判所調査官
が，種々の教育的措置を講じることによ
り，再非行防止に向けた働き掛けをして
いる。例えば，非行の内容を振り返らせ
たり，被害の実情を伝えるなどする中で
必要な助言・指導を行い，少年の反省を
深めさせたり，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」や地域の清掃といった社会奉仕活動
への参加を促すなどの働き掛けを行って
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た上
で，問題解決に向けて家族関係の調整を
行ったり，少年と保護者に社会奉仕活動
への参加を促す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
の気持ちや経験を語り合う場を設けるこ
とにより，保護者の少年に対する指導力
を高めさせたり，保護者が自らの養育態
度を見つめ直し，監護者としての責任を
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
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
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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※23。
　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※24。
　「少年法」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23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548件で
あり，そのうち250件について申出がされ，
219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27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４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1448人
であり，そのうち1426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22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
出によるものなどである。
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。
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

※23　http://www.moj.go.jp/hisho/kokusai/kanbou_hisyo26.html
※24　http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_victim01.html
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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23年における
少年院仮退院者は，全出院者の99.3％に当
たる3601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・出所後の少年等を取り巻く環境（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22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
7562件であったが，このうち61.8％に当た
る２万9408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
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。
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　 　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併設された
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」を平成19年10
月から設置・運営している。
　 　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貢献活動，社会

奉仕活動等への参加（法務省）
　　 　保護観察においては，近年の犯罪や非

行の態様の変化や個々の保護観察対象者
の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，保護観察処分少年等に実施し
ている社会参加活動は，社会性に乏しく，
自己肯定感が得られない少年等が介護・
奉仕活動に参加することにより，自分に
対して肯定的な感情を抱くなど，その健
全育成を期して実施している。

　　 　さらに，平成22年２月24日に法制審議
会が法務大臣に対して行った答申（保護
観察の特別遵守事項の類型に社会貢献活
動を加えること）を受けて，平成23年度
から，成人を含む保護観察対象者につい
て，その同意に基づき，地域社会の利益
の増進に寄与する社会的活動（福祉施設
での介護補助活動や公共の場所での清掃
活動等）を行わせ，善良な社会の一員と
しての意識のかん養及び規範意識の向上
を図る社会貢献活動を実施している。

　　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・施設・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・施設・団
体としては，次のような人々が挙げられ
る。
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　　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４万8000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，犯罪予
防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「更生保護サポートセンター」
を導入してきたが，平成23年度にはすべ
ての都道府県に計55か所設置された。

　　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24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24年４月現在，全国で約18万人の
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 
Movement）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24年４月現在，全国で約4600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24年４月現在，全国に約１万の
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。
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