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少年鑑別所とは？



非行少年を収容する施設

•法務省の施設（全国5２箇所）
•裁判所の決定で収容する
•審判前の少年
•約1ヶ月間



非行少年の流れ
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少年鑑別所の
役割は？



①収容する

•逃がさない
•衣食住確保
•健康維持
•審判の準備



②鑑別する

•科学的に調査

•なぜ非行をした？

•立ち直るには？



同じ傷害事件でも

①かっとしやすいタイプ
→我慢の訓練
②目立ちたがりのタイプ
→まともな自己顕示
③ひがみっぽいタイプ
→ものの見方の修正
④妄想？
→精神医療



少年鑑別所での
生活は？



着替えと領置

•着替え
•持ち物を預ける
•携帯電話
•化粧品



オリエンテーション

•不安でいっぱい
•いつまでいるのか？
•どんな生活をするのか？



健康診断

•喘息，食物アレルギー
•薬物の後遺症
•骨折，けが
•妊娠



日課



面接

• じっくり話を聞く
• これまでの人生，家族，非行
•少年は話したい
•少年は自分を知りたい



知能テスト

•新田中B式
•ＷＡＩＳ－Ⅲ
•ＷＩＳＣ－Ⅲ
• Ｋ－ＡＢＣ



性格テスト

•法務省式人格目録，法務省式態
度検査，法務省式文章完成法

• ロールシャッハテスト
• ＴＡＴ
• ＰＦスタディ
•バウムテスト



面会

•保護者
•学校の先生
•和解のきっかけ
•アリバイ作り



運動

•毎日1時間程度
•バドミントン，サッカー
•健康維持と気晴らし
•行動観察



ギャンブルバスケット

•集団で点数を競う
•ゴールから遠い場所ほど高得点
•なぜみんな一番遠い場所から投
げる？



「厳しさ」と「惨めさ」

厳しい生活

公平に厳しく叱る。
わがままを許さない。
理にかなった指導。

惨めったらしい生活

恥ずかしい。
汚い。暗い。
理不尽な指導。



審判

•少年院
•児童自立支援施設
•保護観察
•検察官送致
ｅｔｃ



「反省しない」少年



反省の言葉がない

•非行については率直に語る。
• 「悪かった」「反省している」と一
切言わない。

•両親，調査官等，誰にも「反省し
ている」とは言わない。



同じ少年を見ていても・・・

•どの場面を見ているか。
• こちらが，どのように接したか。
•直前にどんなことがあったか。
•肩書きにも結構敏感。



最近の非行少年の
特徴は？



①発達障害



不可解なパニック

•運動場に出ようとして
•金切り声を上げて怒る
•途中で変わると混乱する



一手間かける必要

•反抗と混同しない
•理解させる工夫
•早期発見と二次障害の防止
•社会と本人のリスクの軽減



②非行は治りやすい病



非行少年率
（10万人当たりの補導人員）
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③基本は不変



少年による殺人事件
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大半の非行少年は？

•弱点がある(能力，性格）
•面倒を見てもらってない
•弱点を補強し，面倒を見る





アセスメントと処遇



見立ての留意点



かわいそうで，けしからん

• 「かわいそう」と思うと，「けしから
ん」面が見えてくる

• 「けしからん」と思うと，「かわいそ
う」な面が見えてくる



健康な部分と一緒に

•頭の中は見えない。
• 「健康な部分」と協力して探索す
る。

• 「良い子の部分」ではない。
• ちょっと斜に構えた，クールで客
観的な部分。



特効薬はない

•非行の原因は一つではない。
•個人，環境，社会，偶然ｅｔｃ。
•教育だけでは防げない。
•処罰だけでも防げない。
•愛情だけでも防げない。



非行は氷山の一角

•非行だけが問題なのではない。
•非行少年が一番精神的に健康
な場合

•少年への指導だけでは不十分
•様々な機関の協力が必要



何が問題の根本か？

•食うための窃盗
•統合失調症による引きこもり
•虐待からの家出
•問題の枝葉を叩いても無益



親もアップアップ

•失業，日雇，ワーキングプア
•共働きで夜もバイト
•休みをとるとクビ！
•親を悪者にしても始まらない



後ろ向きにならない

•過去は変えられない。
•結果論なら何でも言える。
• 「今の交差点左折でした」「100
メートル後方右折でした」



「対人関係が苦手」

• うまく自己主張ができない場合
•相手の気持ちが分からない場合
•発音が悪い場合，耳が悪い場合
•単に人並みに仕事ができない場
合。



「やる気が出ない」

•気分が沈んでいる場合
•生活リズムが崩れている場合
•引っ込み思案の場合
•単に「やりたくない」場合



「友達に誘われて」

•パシリになっている場合
•お調子者の場合
•むしろ主導している場合



見立てと処遇は一体

• 計画通りにはいかない。
• 見立て→処遇→見立ての修正
• 処遇が行き詰ったら，見立てをやり
直す。

• 見立てができなかったら，慎重に働
きかけてみる。



はっきり間違う

•曖昧な見立ては間違わない。
•間違わないと修正できない。
•間違わないと成長できない。
•声を張り上げて，はっきり間違う。



面接の留意点



面接は共同作業

•少年が黙ったら成立しない。
•少年が言うことしか分からない。
•少年の自己探索に同行する。



なぜ協力してくれる？

•少年は今ピンチである。
•少年は変わりたがっている
• 「一見改善意欲がない人」は強
い意欲を隠していることが多い。



真剣に聞く

•ニコニコしなくていい。
•相槌を打たなくていい。

•相手の目を見なくていい。
•ひたすら相手の言いたいことを
理解しようと努める



ペースを合わせる

• しゃべる速度
•打ち解ける速度
•話題を変える速度
•速度が違うと，互いに消耗する



教えてもらう

•知らないのは当たり前
•知らないことは知らない
•分からないことは分からない
•知ったかぶりは有害
•非行少年は教えるのが大好き



感じたことを大切に

•何を語ったかより，どう語ったか
が大切。

•内容と，口調・表情のずれ
•内容と，服装・化粧のずれ
•何となく感じたことを忘れない。



環境

•良い環境は面接を助ける
•部屋の大きさ，机，椅子
•物音
•窓，絵，花
•服装，姿勢，位置



予習

•ぶっつけ本番は避ける
•ポイントはメモしておく
• メモを見ながらの面接はダメ
•先入観は仕方ない
•先入観に縛られない



聞きたいことにこだわらない

•話の腰を折らない
•脱線を元に戻すことより，脱線の
理由を考える。

•チェックリストを埋めるのは最後
の最後。



聞きにくいこと

•聞きやすいこと→聞きにくいこと
•児童虐待，性非行，いじめ等
•自発的に語るのを待つ
• 「とても嫌なことを聞かねばなら
ない」「だが大変重要なことであ
る」「答えなくてもよい」



エピソードを聞く

• 「お母さんどんな人？」「普通」
• 「最近お母さんと喧嘩した時」
• 「ここ1年の，家族とのいい思い
出・つらい思い出」

• 「初めて非行がばれた時」



嘘，ホラ，甘い見通し

•いちいち怒ってたらきりがない。
•その裏側の気持ちを察する。
•叶わない夢，後ろめたさ，不安。
• 「ひょっとして，うまいこといかん
かもと思ってる？」



治療者側の嘘

•治療者の嘘には敏感で厳しい。
•綺麗事は言わない。
•感情を隠す嘘。
• 「正直，ちょっと腹が立っている」
• 「やっぱり，がっかりした」



反省

•反省と更生はレベルが違う。
•反省は単なるきっかけ。
•更生は長い長いプロセス。



長所や資源

•欠点は見付けやすい。
•欠点は既に指摘されている。
•調子のよかった時期
•ほめられた経験
•仲良くできた相手



何かうまくいってない

• 「うまくいってない」ことに気付く。
• 「校長先生の朝礼」ではダメ。
•同じリズムに乗れない感じ。
•見物している感じ。
•ベターと動かない感じ。



処遇の留意点



特殊な世界

•非日常を日常的に扱う
•関係者にとってはいつものこと
•少年にとっては一生一度
•無神経な扱いは致命的



「父を見返す」は危険

•幾ら頑張ってもきりがない。
•危ない橋を渡って自分の強さを
確認する。

• 「幾ら酒を飲んでも乱れないぞ」
• 「まだ落ちない」「まだ落ちない」
とジリジリ崖に近づく。



ほめるより喜ぶ

• 「ほめる」のは評価。非行少年は
常に評価にさらされている。

• 「喜ぶ」のは気持ち。気持ちで接
してくれる大人は少ない。



叱るより落ち込む

•少年は叱られ慣れしている。
•謝るだけなら主体性は不要。
•相手に落ち込まれると，「助けた
い」気持ちが動く。

•助けるためには主体性が不可欠。



一喜一憂しない

• うまい話にゃ裏がある
•忘れたころに効く薬
•早まってがっかりしない
•早まって喜ばない
•プロは絶望も安心も最後に



好奇心を大切に

• 「なぜこの人はこうなんだろう」
• 「なぜこんなことをするのか」
•情熱は裏切りに弱い。
•好奇心は逆境に強い。



人手は多いほどよい

•非行の問題は長期戦
•少人数では疲弊する
•仲間が見つかる
•隠すことのデメリット



誇りを傷つけない

• 特別調整（高齢で障害があり，身寄
りのない者を福祉につなげる施策）

• 再犯するか，死ぬかのレベル。
• 説得しても拒否する人が・・・。
• どんな惨めな状況の人にも誇りがあ
る。



リフレッシュする

•感受性はすり切れる
•疲労，気掛かり，焦り，飽き，次
の予定等

•自分では分からない場合
•休養，全然違う仕事，選手交代



家族をやめるとき

•家族を維持したいと頑張る
→相手は一層横暴・無責任に
→虐待や暴力のエスカレート

•金と暴力は致命的



人間以外の何か

• 「よい出会い」は大切だが，不可
欠ではない。

•熱帯魚
• カブトムシ
•北海道
•熱帯魚は裏切らない。



体罰

•暴力は癖になる
•暴力はエスカレートする
•暴力は暴力を呼ぶ



案外大切なこと

•相談する，助けを求める
•可愛げ，人好きがするところ
•休む，さぼる
•あきらめる



楽観的に

•少年にとっては時間が味方
•成長する力
•チャンスと出会う力
•人と出会う力
•現状維持ならＯＫ！



自分を大切に

•努力には限界がある
•疲れた頭では，いい考えは浮か
ばない

•寝食を忘れない



お疲れ様でした
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