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1 警察の体制及び関係機関との連携

　全国の都道府県警察では、少年サポートセンターを設
置し、少年問題に関する専門的な知識及び技能を有する
少年補導職員を中心に、学校、児童相談所その他関係機
関・団体と緊密に連携しながら、少年相談活動、街頭補
導活動、継続補導・立ち直り支援活動、被害少年への支
援活動、広報啓発活動等の総合的な非行防止対策を行っ
ています。

1少年サポートセンター
　問題を抱える少年の個々の状況に応じ、的確に立ち直
りを支援するため、学校、警察、児童相談所等の関係機
関の担当者が少年サポートチームを結成し、それぞれの
専門分野に応じた役割分担の下、少年への指導・助言等
を行っています。

2少年サポートチーム

　教育委員会等と警察との間で締結した協定等に基づき、
非行少年等に関する情報を学校と警察が相互に通報する
「学校警察連絡制度」が運用されています。
　また、警察署の管轄区域や市区町村の区域を単位に学
校警察連絡協議会が設けられています。

3警察と学校等との連携

　全国の都道府県警察では少年警察ボランティアとして、
少年補導員、少年警察協助員、少年指導委員を委嘱して
おり、警察職員と協働して街頭補導活動、広報啓発活動
その他少年の健全育成のための活動を推進しています。
　また、大学生を中心とした少年警察学生ボランティア
は、少年と年齢が近くその心情や行動を理解しやすい等
の特性を生かした学習支援活動や少年の居場所づくり活
動等にも取り組んでいます。

（全国で約６万人の少年警察ボランティアが委嘱されていま
す。また学生ボランティアは約5,000人が活動しています。）

5少年警察ボランティア・少年警察学生ボランティア

　警察OBや教員OBをスクールサポーターとして警察
署等に配置し、学校からの要請に応じて学校に派遣する等
して、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って
います。（43都道府県で約700人が配置されています。）

4スクールサポーター

Ⅱ. 少年の非行を防止し、犯罪被害から守る取組
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2 警察における主な取組

　家庭問題や交友問題、学校問題、犯罪被害等の少年や
保護者等の悩みや困りごとについて、少年サポートセン
ターや警察署の少年係等において、専門的な知識を有す
る職員が必要な指導・助言を行っています。
　また、「ヤングテレホン
コーナー」等の名称で電
話やメールによる相談窓
口も開設しています。
（裏表紙参照）

1少年相談
　少年の非行を防止するには、飲酒、喫煙、深夜はいか
い等の不良行為や問題行動を発見した段階で、適切な指
導・助言を行うことが重要であることから、警察職員や
少年警察ボランティア等を中心として、繁華街や公園等
の少年のたまり場となりやすい場所を重点に、街頭補導
を行っています。

2街頭補導

　少年の非行を防止するため、必要と認められる場合には、
保護者等と協力し、少年に対して継続的な助言、指導、カウ
ンセリング等の継続補導を行っています。また、問題を抱え
非行に走る可能性がある少年及びその保護者に対して警
察から積極的に連絡し、指導・助言や、少年の状況に応じ
て体験活動等への参加、就学・就労等の支援を行う「少年
に手を差し伸べる立直り支援活動」を
推進しています。

3継続補導・少年に手を差し伸べる立直り支援活動

5被害少年への支援 6非行防止教室等の開催 7広報啓発活動、情報発信

　少年の健全育成のため、関係機関・団体、地域社会と
協力し、各種スポーツ活動や、街頭清掃活動等の社会奉
仕活動、農作業体験や料理体験等の体験活動等の機会
を通じて、少年の心の拠り所となる「居場所づくり」を推
進しています。

　性犯罪やいじめ等の被害を受けた
少年に対し、心理学等の専門的な知
識を有する少年補導職員等が、精神
的ダメージの回復やその軽減に向
け、カウンセリングの実施、関係者へ
の助言等の継続的な支援活動を行っ
ています。

　少年の規範意識の向上を図ったり、
インターネットに起因した犯罪の被害
にあわないようにするため、学校等
の関係機関と連携し、警察職員等を
学校へ派遣し、非行防止教室や薬物
乱用防止教室を開催しています。

　各種イベント等の機会を通じて、少
年の非行防止と健全育成に向けた広
報啓発活動を積極的に行うほか、少
年の非行や犯罪被害の実態等につい
て国民に情報発信しています。

4少年の社会参加活動、体験活動等の機会の確保
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犯罪の起きにくい
社会づくり

●平成14年の最悪期以降の犯罪抑止対策の結果、指数治安は大きく改善したが、体感治安の改善は不十分であり、いまだ道半ば
●真に犯罪の起きにくい社会の実現に向け、社会の規範意識の向上と絆の強化が不可欠
●中でも、社会的に孤立して自らの居場所を見出せない人々の立ち直り支援は、将来に向けた犯罪抑止の基盤を形成

基本的な考え方 教育上の配慮等の観点から、一義的には教育現場における対応を尊重しつつも、犯罪行為がある場合には、
被害少年や保護者等の意向や学校における対応状況等を踏まえながら、警察として必要な対応をとる

非行少年を生まない
社会づくり

少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動 （待受け型から出前型へ） 少年の規範意識の醸成と少年を取り巻く絆の強化

●少年や家庭のＳＯＳを待つのではなく、非行を繰り返す少年に対して
積極的に手を差し伸べ支援

●地域住民や関係機関の協力を得て、対象少年と社会とのつながりを構築
●警察職員等による定期的な連絡や訪問活動
●学生ボランティア等の協力を得た少年の社会奉仕活動、体験活動等の場・機会の拡大
●関係機関と連携した就学・就労支援

●少年を見守る社会気運の醸成
●企業等の現役世代等も対象に含めて、幅広く情報発信
●少年警察・防犯ボランティアを中心とした「少年への声掛け運動」の促進

●低年齢少年を始めとする少年の規範意識向上施策の展開
●低年齢少年やその保護者を対象とした
非行防止教室等の開催

●万引き等ゲートウェイ犯罪に対する感銘
力ある取締り等、官民連携した抑止対策

平成24年の少年の再犯者率は
33.9％と過去最高

非行回数を重ねるほど次の
非行リスクが上昇（科警研調査）

少年非行の
低年齢化の進展

「̶犯罪の起きにくい社会づくり」と「少年の健全育成」̶

いじめ事案の早期把握 把握した事案への的確な対応

　最近の少年非行の背景には、従来、少年の規範意識の醸成を担ってきた家庭や地域社会の教育機能の低下、少年自身のコミュニ
ケーション能力の不足、少年がともすれば自分の居場所を見出せず孤立し、疎外感を抱いている現状があり、こうしたことが少年の規
範意識の低下の要因になっていると認められるところです。このため、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積
極的に連絡して手を差し伸べ、社会奉仕活動等への参加促進や就学・就労の支援等によりその立ち直りを支援する活動を行うととも
に、少年非行に関する社会全体の理解を深め、厳しくも温かい目で少年を見守る社会気運の醸成を図る「非行少年を生まない社会づ
くり」を推進しています。

　警察では、少年相談活動やスクールサポーターの学校への訪問活動等により、いじめ事案の早期発見に努めるとともに、把握した
いじめ事案の重大性及び緊急性、被害少年及びその保護者等の意向、学校等の対応状況等を踏まえ、学校等と緊密に連携しながら、
的確な対応を推進しています。
　また、いじめの被害を受けた少年に対して、少年サポートセンターを中心として少年補導職員によるカウンセリングの継続的な実施
等の支援を行うとともに、被害少年カウンセリングアドバイザーや被害少年サポーターと連携し、きめ細やかな支援を行っています。

非行少年を生まない社会づくりコラム①

コラム② 学校におけるいじめ問題への的確な対応について

コミュニケーション
能力の不足家庭や地域社会の

教育機能の低下 少年の規範意識の低下
自分の居場所を
見出せず

孤立感・疎外感

～ 「少年の健全育成」を通じた将来にわたる治安基盤づくり ～
次代を担う存在であり、かつ、刑法犯検挙人員の人口比が成人の4倍に上る少年は最重要対象

スクールサポーターの
訪問活動等により、
日頃から緊密に連携

相
談・通
報

少年相談

いじめ事案
被害少年

被害少年の生命・身体の安全が
脅かされているような重大な事案

迅速に捜査に着手

原則として被害の届出を
即時受理して捜査を推進

一義的には学校における対応を尊重
（必要に応じて、警察からも加害少年に注意・説論）

（学校の指導効果が不十分な場合）
警察としてのより主体的な対応を検討

被害少年又はその保護者が犯罪行為
として取り扱うことを求める事案

その他の事案

学校における対応を支援

対応状況等を警察に連絡
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死刑
罪を犯した時１８歳未満の者を死刑
をもって処断する時は無期刑を科し
ます｡

無期懲役・禁錮
罪を犯した時18歳未満の者に対して無期刑
をもって処断する時は、無期刑を科すか10
年以上15年以下の懲役・禁錮を科すかを裁
判所が選択します。

刑　事　処　分

送られてきた事件について、審判（大
人の事件でいう裁判）を開始するか
どうかを決定します。

家庭裁判所

保護処分（刑事処分や児童相談所
へ送る処分以外の処分）が必要で
あると認められる場合は、審判手
続を開始します。

これまでの手続の過程で、少年が
十分改心し、もはや審判廷に呼び
出す必要がないと判断された場
合は、審判手続を開始せず、終了
します。

＝審判不開始

少年が凶悪な犯罪を犯した場合
等、刑事処分にするべきであると
認められた場合には事件を検察
庁に送り返します。ただし、１４歳
未満の少年は検察庁に送り返す
ことはありません。

＝逆送事件

検察官が取調べをした後、少年をどのよ
うな処分にするのがよいのかの意見を付
けて、事件を家庭裁判所に送ります。

検　察　庁

児童相談所

非行のある少年が判明したら、取調
べ（逮捕する場合もあります｡）や質
問等により、どのような非行があっ
たのかを明らかにします。

警　察

14歳以上の少年で、法定刑が懲
役・禁錮等の比較的重い犯罪を犯
した場合は、検察庁に事件を送り
ます。

14歳以上の少年で、法定刑が罰
金以下の犯罪を犯した場合は、
直接、家庭裁判所に事件を送り
ます。

14歳未満の少年は罰せられるこ
とはありませんが、少年の行為や
環境等に応じ児童相談所に送致・
通告します。

家庭裁判所での審判
や保護処分が必要で
あると判断した場合
は､事件を家庭裁判
所へ送致します。

児童福祉法上の措置
をとって事件を終わら
せることもあります。

事件発生

児
童
自
立
支
援
施
設
へ
の

入
所
や
里
親
へ
の
委
託
等

少年事件手続きの流れ（概要）
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保護観察
保護司等の監督の下で少年が改善・更生することが
可能と認められる場合は、少年が自分自身の力で社
会復帰できるように、保護観察官や保護司が補導援
護する保護観察の処分にします。

児童自立支援施設･児童養護施設送致
少年を取り巻く環境を重視し、施設における生活指
導を要すると認められる場合は、児童自立支援施設
（非行を犯した児童等の支援施設）、児童養護施設
（保護者のない児童、虐待されている児童等の保護
施設）に入所させ、社会復帰を促します。

少年院送致
少年を施設に収容し、矯正教育を与えることによっ
て非行少年を社会生活に適応させる必要があると
認められた場合は、少年院に送ります。

① 初等・中等少年院
● 初等少年院
心身に著しい故障のないおおむね12歳以上おお
むね16歳未満

● 中等少年院
同じくおおむね16歳以上20歳未満

それぞれに、
●長期処遇　●短期処遇
があります。

② 特別少年院
犯罪的傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満

③ 医療少年院
心身に著しい故障のあるおおむね12歳以上26
歳未満

保　護　処　分

有期懲役・禁錮
長期3年以上の有期刑をもって処断すべ
き時は、長期と短期を定めた不定期刑を言
い渡します。この場合、短期は5年、長期は
10年を越えることはできません。

裁判所に公訴を提起するかど
うかを決定します。ただし、この
逆送事件の場合は、原則として
起訴されます。

検察庁
通常の大人の事件と同様に、
刑罰を科すかどうかの決定を
します。

裁判所

審 判

罰金刑

不　処　分
審判の過程において、少年が非行を克服し、保護処分
の必要がないと認められた場合は不処分とし、保護処
分に付さない旨の決定をします。

起訴

不起訴



0120-49-5150

082-228-3993
県警ホームページ内から

086-231-3741
youngmail@pref.okayama.jp

0120-786-719
県警ホームページ内から

0857-29-0808
youngmail@pref.tottori.jp

都道府県 名称等 電話番号
メールアドレス等

ヤングテレホン 088-822-0809
少年相談（警察本部代表） 089-934-0110

少年相談専用電話（少年サポートセンター）
少年相談専用電話（中讃少年サポートセンター）

087-837-4970
0877-33-3015

ヤングテレホン
いじめホットライン

088-625-8900
088-623-7324

ヤングテレホン
ヤングメール

099-252-7867
kp.youngmail.7867@athena.ocn.ne.jp

ヤングテレホン 0985-23-7867

ヤングテレホン
大分っ子フレンドリーサポートセンター

097-532-3741
県警ホームページ内から

肥後っ子テレホン
肥後っ子サポートセンター

0120-02-4976
higokko@police.pref.kumamoto.jp

ヤングテレホン 0120-29-7867

ハートケア中央
少年相談案内

092-588-7830
県警ホームページ内から

ヤングテレホン 0120-786-714

ヤングテレホンコーナー 0120-276-556
ヤングテレホン・いじめ110番
メール相談

073-425-7867
県警ホームページ内から

ヤング・いじめ１１０番 0742-22-0110
ヤングトーク 0120-786-109

グリーンライン 06-6772-7867

ヤングテレホン
メール相談

075-551-7500
府警ホームページ内から

大津少年サポートセンター
米原少年サポートセンター

077-521-5735
0749-52-0114

少年相談１１０番 0120-41-7867

ヤングテレホン
ヤングテレホンEメール

052-951-7867
県警ホームページ内から

ヤングテレホン
いじめ110番

0120-497-556
0120-617-867

ヤングテレホンコーナー
少年相談メール

0120-873-415
young110@gaea.ocn.ne.jp

ヤングテレホンコーナー
少年相談受付

0120-783-800
県警ホームページ内から

ヤングテレホン 0120-783-214

少年相談受付 0120-783-410
sizuoka.sc.783410@docomo.ne.jp

ヤングテレホン
メール相談

026-232-4970
県警ホームページ内から

ヤングテレホン
少年相談受付

055-235-4444
県警ホームページ内から

新潟少年サポートセンター 025-285-4970

ユーステレホンコーナー
少年相談受付

045-641-0045
県警ホームページ内から

ヤング・テレホン 0120-783-497

少年相談・親子カウンセリング
ヤングメール

048-865-4152
県警ホームページ内から

少年育成センター
メール相談

027-221-1616
県警ホームページ内から

ヤングテレホン 0120-874-152

少年相談コーナー 029-301-0900
keishonen@pref.ibaraki.lg.jp

ヤングテレホンコーナー 03-3580-4970

ヤングテレホン
いじめ110番

024-526-1189
0120-795-110

ヤングテレホンコーナー
メール相談

023-642-1777
県警ホームページ内から

やまびこ電話
チャイルド・セーフティ・センター

018-824-1212
018-831-3421

ヤングテレホンコーナー
メール相談

019-651-7867
県警ホームページ内から

少年相談電話
いじめ110番

022-222-4970
022-221-7867

ヤングテレホン
ヤングメール

0120-587-867
youngmail-587867@extra.ocn.ne.jp

少年相談110番
ヤングメール

0120-677-110
道警ホームページ内から

都道府県 名称等 電話番号
メールアドレス等

山　口 ヤングテレホン・やまぐち

広　島 ヤングテレホン広島
ヤングメール

岡　山 ヤングテレホン・いじめ110番
ヤングメール

島　根 ヤングテレホン/けいさつ・いじめ110番
みこぴーヤングメール

鳥　取 ヤングテレホン
ヤングメール

高　知
愛　媛

香　川

徳　島

鹿児島
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児童買春等の少年の福祉を害する犯罪や児童虐待事案に関する情報は、「匿名通報ダイヤル」
（警察庁の委託を受けた民間団体が受理）でも通報を受け付けています。

ウェブ
匿名通報

http://www.tokumei24.jp/
24時間オンライン受付 警察庁匿名通報

フリーコール
0120‒924‒839
9：30～18：15　月～金

警察では、少年や保護者等から、
非行、家出、いじめ等少年問題に関する
あらゆる相談を受け付けています。

全国の
ヤングテレホンコーナー

都道府県別少年相談窓口
［電話及び電子メール］



 

子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」） 
点検・評価シート 

項目：非行・犯罪に陥った子ども・若者の支援等 
 ②非行防止、相談活動等 

省庁名：法務省     
（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

    ※政策評価などで用いている関連データ（アウトカム・アウトプット指標）の推移も付記してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

○検察官は，警察からの送致などを受け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には，同様に事件を家庭裁判所に送致している。その際，少

年に刑罰を科すのが相当か，保護観察や少年院送致といった保護処分に付すのが相当かなど，処遇に関する意見を付して

いる。 

検察官が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。 

○少年鑑別所では，青少年が抱える問題（非行や不良行為，家庭でのしつけや悩み，職場・学校等でのトラブル，友人と

の問題等）について，少年や保護者等からの相談に応じているほか，地域の非行及び犯罪の防止のために，関係機関との

連携強化に努めている。 

○保護司は，直接学校へ赴き，いじめ･非行問題や薬物問題をテーマにした非行防止教室を開催しているほか，問題を抱

えた子どもへの指導方法などについて教師との協議等を行っている。 

○法務省の人権擁護機関では，全国の小・中学校の児童・生徒に「子どもの人権 SOS ミニレター」を配布するほか，全国

50 か所の法務局・地方法務局にフリーダイヤルの専用相談電話「子どもの人権１１０番」を設置し，人権擁護委員や法

務局職員が子どもの人権問題に関する相談に応じるなどしている。 

○一般相談の充実強化を推進したことにより，相談受付件数が増加しており，（１）記載の取組は非行・犯罪に陥った子

ども・若者の支援等に寄与しているものと認識している。 

・全国の少年鑑別所における一般相談受付件数（簡易な心理検査のみの実施を除く件数） 

  H22 年：1,103 件→H24 年：1,335 件 

○保護司等が“社会を明るくする”運動の行事として開催した非行防止教室の参加延べ人員は以下のとおり増加しており,

（１）記載の取組は少年非行の未然防止に寄与しているものと認識している。 

・第 60 回（平成 22 年）：63,765 人→第 62 回（平成 24 年）：99,223 人 

○（１）記載のような人権相談等を実施することは，相談体制の整備等という目標の達成に向けて，必要かつ有効である

と認められる。 

なお,人権擁護機関の活動状況は以下のとおりである。  

・子どもの人権ＳＯＳミニレター件数   

平成 22 年： 22,593 件 ,平成 23 年： 22,329 件 ,平成 24 年： 20,144 件  

・「子どもの人権１１０番」における相談件数  

平成 22 年 27,710 件 ,平成 23 年： 25,914 件 ,平成 24 年： 28,384 件  

 

○今国会に提出予定の少年鑑別所法案においては，地域の非行及び犯罪の防止に関する援助業務が新たに規定される予定

であり，同業務の充実に向け，一般相談業務の積極的な広報や関係機関との連携強化に向けた取組を更に推進する必要が

ある。 

○更生保護ボランティアの行っている児童生徒支援に係る各種活動について，学校や地方公共団体の理解と協力を更に行

っていく必要がある。 

○子どもの人権が尊重される社会の実現に寄与するため，法務省の人権擁護機関は，今後も人権相談体制等の整備を図る

必要がある。 

○一般相談の広報の積極化を更に推進するとともに，ＮＰＯを含む地域の相談ネットワークへの参画等を推進する。 

○保護司が持つ非行のある少年への指導経験等を活かし，今後も，保護司による非行防止教室等を開催していくほか，い

じめや非行問題等で困難化する学校の側面的支援をするなどして，引き続き保護司と学校との連携を図っていく。 

○法務省の人権擁護機関では，今後も引き続き人権相談等を実施する。 



 

子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」） 
点検・評価シート 

 
項目：非行・犯罪に陥った子ども・若者の支援等 

②  非行防止，相談活動等 
省庁名：文部科学省 

 

（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

【非行防止教室】 

○警察庁や関係機関と連携しながら非行防止教室を開催。子ども達に社会のルー

ルや自分の行動に責任を持つこと等の規範意識の醸成を図るとともに、犯罪に

巻き込まれないようなスキル等を育成している。 

 

（２）進捗に係る自己評価  

○非行防止教室・薬物乱用教室の開催校 

  25,580 校（H21） → 28,216 校（H24） ※警察庁調べ 

○非行防止教室は、全校又は学年単位で、少年警察部門の警察官等が外部講師と

なり、実際の少年非行情勢に直結・即応した非行事例・犯罪被害事例等を題材

として実施されている。 

 

（３）現在認識している課題  

○多様な課題に対応するため、非行防止教室の開催、内容の充実を図る必要があ

る。 

 

（４）今後の方向性  

○引き続き、警察等の関係機関と連携し、非行防止教室を開催するとともに、内

容の充実を図る。 
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