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東海・北陸の少年院・少年鑑別所（法務少年支援センター）からのメッセージ
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地域社会の理解と支援

瀬戸少年院

１

↑瀬戸少年院のシ
ンボルマークであ
る「希望旗」

少年たちにとって、保護者はもちろん、外部の方からの励まし
の声は、社会からの「支え」を実感し、健全な社会生活への大切
な一歩でありますが、社会情勢の下、その機会が十分確保できて
おらず、改めて少年院の教育活動にとって、地域社会の理解と支
援が重要であることを強く感じます。
さて、本号では、少年たちの社会貢献活動での一コマを御紹介
しています。コロナの影響下、こうした活動も一時停止していま
したが、緊急事態宣言解除後から活動を再開し、保育園などの環
境整備等のお手伝いをしています。これに併せて、院内で育った
花を贈り、園内美化に役立てていただきまし
た。毎回社会貢献活動を終えた後は、園児た
ちからも感謝の言葉を述べられ、どの少年も
達成感を得て、笑顔で帰院します。
やがて出院する少年たちが社会から温か
い支援を受けられるためには、少年院そのも
のが社会から理解される必要があります。新
型コロナの感染状況は未だ警戒を要する状況
にありますが、当院においては、これからも
感染防止対策を講じながら、行事などの在り
方を工夫し、頑張っている少年たちの姿を少
しでも伝えられるよう努めているところで
す。新型コロナが一日も早く終息することを
願って。

農場の風景

瀬戸少年院長 岩浪 健
１０月、当院の一大行事である運動会を開催し
ました。保護者や来賓に御案内せず、少年たちの
一所懸命な姿に激励をいただくことはかないませ
んでした。ある民間協力者の方からは先日、「楽
しみにしていたのに残念」とお声掛けいただきま
したが、当院も大変もどかしい思いがしました。
本年度は、「コロナ対策」
が最重要課題であり、当院に
あっても一時は面会や外部講
師による指導を停止、職員の
出勤抑制により日課の縮小を
余儀なくされました。現在で
は通常の生活に戻りつつあり
ますが、引き続き大規模な行
事は、原則施設内のみの実施
としています。こうした中、
少しでも少年たちの様子を御
理解いただけるよう、寮内日
課中心の生活を、写真でお伝
えすることとしました。

←瀬戸少年院のシンボルマーク
「希望旗」の型に造成した花壇

地域と連携した瀬戸少年院の取組

市内の保育園への花の寄贈

真夏の花壇で咲き誇るマリーゴールドの陰に隠れるよう
に咲く綺麗な花を少年が見つけました。
以前、花壇で育てていたトレニアという花で、落ちた種
から自生したようでした。ペットボトルを活用した植木鉢
に植替えてコツコツ育てたところ、９月には多くの花を咲
かせました。院外奉仕作業の実施に併せて市内の保育園に
お届けし、感謝のことばをかけていただきました。
次のページではその花の発見から、丹精込めて育てたト
レニアを保育園へ届けるまでの様子をお伝えします。
花の成長とともに少年たちの成長の様子も見て取ること
ができます。

少年の思いを描いた詩
中庭の花壇
咲き誇るマリーゴールドに
隠れるように
日陰で咲く可憐な花
先生が教えてくれた
その名は「トレニア」

植え替えた
コツコツ育てた
もう日陰には戻らない
ありのままの自分を
受け入れてくれる人がいる
そう信じて
花を咲かせる
今度こそ日の当たる場所で

２

「社会貢献活動～日の当たる場所を求めて～」
瀬戸少年院では、出院に備える教育（１級生）として、院外奉
仕作業（ボランティア活動等）を実施しています。具体的には、
瀬戸市内にある保育園や特別養護老人ホームへ出向き、施設の除
草や清掃といった美化作業を行わせていただいています。
社会に近い環境下において、ルールやマナーを意識しながら行
動する力を身に付けるとともに、社会の人との関わりや人の役に
立ち感謝されるという経験を積みながら、自尊心を養います。
地域のみなさまの温かい御支援と御協力を得て、少年自身が社会
に受け入れられる自己像をしっかり確立できるよう、効果的な働
きかけを模索しています。

３

名古屋少年鑑別所マスコットキャラクター
「なごやか なごヤカン」

名古屋少年鑑別所の略称である「なごやか
ん」と「やかん」をもじって名称がつけら
れたゆるキャラです！

特集２ 関係機関との連携
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愛知法務少年支援センター（名古屋少年鑑別所）
富山法務少年支援センター（富山少年鑑別支所）

Ｑ 実際に少年に運動指導をしてみた感想は？
実際に少年と接すると、少年たちは相手を気遣う
場面や、純粋だと感じる場面があったり、もともと
イメージしていた少年像とは違う等身大の姿が見ら
れてイメージが変わりました。挨拶をしたり、ス
ポーツを楽しむ姿を見て、環境が良ければ、学校や
仕事に行って、非行などをせずに社会で生活できる
のではないかと感じました。また、一人一人の少年
が抱える背景が違うので、少年のことをより知りた
いと思うようになりました。

年齢の近い大学
生ボランティアと
の交流は貴重な
経験になるね！

人とのつながり
愛知県警察本部との連携から
名古屋少年鑑別所は、令和元年８月に愛知県警察本部と
非行少年に対する立ち直り支援において、連携する協定を
結びました。様々な連携の中で、少年警察ボランティア活
動の一つであるユース・サポーター（※）の中から、希望
していただいた二十歳以上の大学生の方（今年度は５名）
に在所者への運動指導をしていただいています。運動の内
容は、各指導者の方が創意工夫した内容を実施しており、
在所者と共に楽しんで行っていただいています。
※（少年の立ち直り支援について、各種活動を行う十八歳
以上三十歳未満の意欲と熱意のあるボランティアの方）
ユース・サポーターの方にインタビューしてみました！
実際に運動指導をしているＮさん（大学三年生・女性）
にお話をお聞きしましたので、紹介します。
Ｑ この活動をする前の少年鑑別所のイメージは？
最初は刑務所みたいなところで、職員の方が厳しい
のではないかというイメージでした。ドラマで見るよ
うな敵意を持った少年がいて、運動にも興味がないの
ではないかと思っていました。

愛知法務少年支援センター
（名古屋少年鑑別所）

書道教室（作品）

園芸講座

富山家庭・少年友の会との連携から
富山少年鑑別支所では、在所者の健全な育成のため、関
係機関と連携しながら様々な支援を行っています。その中
の一つである富山家庭・少年友の会と連携した各種講座に
ついてご紹介したいと思います。同会に登録された各講師
の方に特色ある講座を実施していただいています。これま
でに園芸講座、アロマセラピー講座、書道教室、押し花体
験、介護福祉入門講座が開講されました。
特に代表的な講座は、「園芸講座」です。令和２年秋頃
に講師の指導の下、在所者がチューリップの球根を植え付
けました。講座の中では、在所者が土を耕し、チューリッ
プの球根の配置を考えて植え付けており、楽しそうに取り
組んでいました。チューリップは富山県の「県の花」でも
あり、雪に覆われた土の中で春を待ち、毎年４月の下旬頃
に見事に花を咲かせてくれます。

アロマセラピー講座

５

地域援助について
法務少年支援センターでは、これまで非行少年の鑑別・
育成支援で培ってきたノウハウを地域に還元する取組とし
て、地域の方々や関係機関からの非行や問題行動等に関す
る相談・援助を行っております。これらの総称を地域援助
と呼んでいます。
また、関係機関と協力して相談者の支援を行うために、
地域援助推進協議会を開催しております。ここでは、関係
機関との連携強化を目的として各機関との意見交換や、専
門家の助言を受ける機会を設けることで、各機関のニーズ
に合わせた支援の充実やスキルアップを図っております。

地域援助を通じて地域
に貢献し、社会とつな
がっているんだね！

関係機関との連携
富山法務少年支援センターでは、昨年度に教育機関との
連携強化を図り、スクールソーシャルワーカーに対象を
絞って地域援助推進協議会を実施したところ、本年度から
は学校からの依頼が増加しています。学校等からの依頼を
受けて事例検討会へ出席し、教育機関、医療機関、福祉機
関等との情報共有、連携方針の検討を行っています。ま
た、富山県警察学校に講師として出向き、法務少年支援セ
ンター（少年鑑別所）の業務等について講義しています。
富山法務少年支援センター
（富山少年鑑別支所）

職業紹介 法務技官について 金沢法務少年支援センター（金沢少年鑑別所）

６

現場で活躍する職員

鑑別面接

少年鑑別所の業務
・家庭裁判所等の求めに応じ、鑑別対象者の鑑別を行う
・観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者等に
対し、必要な観護処遇を行う
・地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を
行う
ありのままの姿をとらえる
・面接
非行の動機や被害者、家族のことなどを話し合い、
少年の気持ちや考えを理解します。
・知能検査・心理検査
少年の能力や性格など、非行理解・改善の手掛かりと
なる点を明らかにします。
・家庭裁判所調査官との事例検討
少年の家庭や学校での情報を収集し、少年鑑別所で
の生活の様子や各種検査結果を伝えます。
・判定会議
少年の性格の特徴、非行に関する問題点を明らかに
し、今後の処遇の方針を立てます。

寮舎勤務

金沢少年鑑別所で働く西野優花技官にインタビューしました

Ｑ 学生時代はどんな仕事をしたいと思っていましたか？
学生時代は、「心理学に関する仕事がしたいなあ。」
といった程度で、あまり具体的には考えていませんでし
た。ただし、大学院への進学を考えていなかったので、
学部卒で就ける仕事がいいといった希望はありました。
Ｑ 法務技官という職業を知ったのは？
同じ大学の学科の中に法務技官を目指している人がい
て、たまたま話をしているうちに知りました。それまで
はそんな職業があることを全く知りませんでした。
Ｑ 法務省専門職員採用試験（矯正心理専門職区分）を受け
た動機は？
心理学系の公務員は何種類かありますが、その中でこ
の仕事が最も現場で心理学を活かすことができると感じ
たからです。
Ｑ 採用前と現在では仕事に関してギャップはありますか？
面接や心理検査ばかりするスマートな仕事のイメージ
がありましたが、夜勤があったり、少年の生活を指導し
たりするなど、いい意味で泥臭く、温かみのある仕事で
した。

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

少年と接してみてどのように思いましたか？
採用前は、非行をした少年なんだからみんな悪者
だ！といった考えを持っていたのですが、実際接して
みると様々な事情を抱えた少年が多く、それらを切り
捨てて一概に悪者だと言うことはできないと感じまし
た。
法務技官としてのやりがいはどんなところですか？
少年鑑別所に入所し、初めて自身を見つめ直す環境
を与えられた少年が、観護措置期間の短い間で良い方
向に変化していく様子を見ることができた瞬間だと思
います。
新型コロナ対策でリモート研修を受けての感想は？
今年の基礎科研修（採用されて最初に受ける研修）
は社会的な情勢を省みて通信研修という形になってし
まいました。同期の方と交流できなかったのは残念で
すが、代わりに施設の職員の方と交流する機会が多く
あったのは有り難かったです。また、今後フォロー
アップの研修もあるようなので、それを楽しみにしよ
うと思います。
法務技官を志す人へ
矯正施設という一見近寄りがたい場所での仕事なの
で、よく分からないこともあるかと思います。少しで
も疑問や不安があれば、近くの少年鑑別所や少年院な
どの施設に聞けば親切に教えてくれるはずです。何で
も尋ねてみて下さい。
これからの抱負について教えてください
今後は、自身の専門性だけではなく、多様に活躍で
きる法務技官を目指していきたいです。そのためにま
ずは一人前の仕事ができるように日々研さんを積んで
いきます！
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金沢少年鑑別所
鑑別部門 考査担当
西野優花技官
令和元年６月採用

施設紹介
豊ケ岡学園
少年と共に幸せを
豊ケ岡学園は、桶狭間合戦戦場跡
に近い国道１号線沿いの地に少年保
護団体「豊ケ岡可塑園（かさくえ
ん）」を母体として、昭和１２年に
設立された名古屋管内で唯一の短期
課程（短期義務教育課程、短期社会
適応課程）を持つ少年院です。関係
機関や地域社会と連携して、開放的
できめ細やかな教育や就学又は就労
の支援を行い、短期間で円滑な社会
復帰を目指しています。
地域社会との連携の一環として、
地域伝統の有松絞りを「伝統工芸
科」として職業実習科目に設定して
いる他、市内の民間事業所における
就労体験（院外委嘱指導）や社会貢
献活動等を行っています。こうした
地域社会の方々との関わりは、在院
者にとって、多くの健全な大人との
出会いであると同時に「家族以外の
社会の人も、自分を受け入れてくれ
ている。」という安心にもつながっ
ています。

交野女子学院
四季を感じて
交野女子学院は、大阪と京都のほ
ぼ中央に位置する交野市にある女子
少年院です。交野は、七夕伝説発祥
の地ともいわれ、多くの文化財があ
る歴史の町でもあります。また、地
域の方々との交流も多く、物心両面
にわたり、少女たちを支えていただ
いています。
当院には、交野市の木でもある桜
の木がたくさんあり、春から初夏に
かけてグラウンドがピンクから新緑
に変わる様子に心躍ります。敷地の
竹林でとれる筍を使った筍ご飯は、
人気メニューの一つです。うっとう
しい梅雨の時期、全国の矯正施設で
も珍しい傘をさす当院では、色とり
どりの傘がほんの少し気持ちを明る
くしてくれます。秋には、柿や栗が
実り、収穫感謝祭や日頃の食事でお
いしくいただきます。冬は、木枯ら
しが吹き、雪がちらつく日もありま
すが、元気にグラウンドで持久走に
取り組みます。

津少年鑑別所
三重法務少年支援センター

地域に役立つ
少年鑑別所を目指して

・津少年鑑別所の歴史
昭和２４年に、津市大谷町に
あった少年院「三重少年学院」の一
隅で「津少年保護鑑別所」として業
務を開始したことに始まり、昭和２
５年、現在地に庁舎を新築、移転
し、昭和２７年に「津少年鑑別所」
と名称を改めた後、平成２年に改築
され、今に至っています。
・地域援助の現状
本年度に入って、関係機関の援助
ニーズに見合うような広報資料を作
成し、重点的に教育委員会、児童相
談所、市役所などに広報を行ったと
ころ、学校などを中心として相談件
数が急増し、うれしく思っておりま
す。相談の主な内容としては、家庭
環境の複雑さを背景とした問題行動
のある生徒に関する相談が多く、問
題行動のアセスメントや、機関連携
の在り方について提言させていただ
いています。

８

庁舎前の継志碑

交野市の豊かな自然と歴史ある風
土、地域の暖かい人々に囲まれて、
今日も交野女子学院の少女たちは、
更生に向けて元気に頑張っていま
す。

・今後に向けて
個別相談の件数は増えているの
で す が、新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染
症 防 止 の た め、従 来 の よ う に 法 教
育を始めとする出前授業等を実施
で き て お り ま せ ん。今 後、再 開 の
見通しが立った時に向けてＳＮＳ
の 問 題、薬 物 問 題 そ し て 非 行 全 般
と、多 種 多 彩 な テ ー マ に 対 応 さ せ
ていただける教材を準備するな
ど、力 を 磨 い て お り ま す。ぜ ひ 津
少 年 鑑 別 所 の 外 来 相 談、法 教 育 や
講演を御利用いただければと考え
て お り ま す。御 依 頼、お 待 ち し て
おります。

地域援助の広報ツール

として、リーフレット

や名刺サイズの資料も

用意しています。

三重法務少年支援センター
の広報資料

三重県内の高校での
法教育の様子

９

こうした恵まれた環境の下、在院
者は規則正しい生活の中で自身を振
り返り、その特性に応じた矯正教育
を受け、社会適応に向けた自主・自
立の構えを養っていきます。当園で
は、社会での就労や就学を見据えた
社会復帰支援に特に力を入れていま
す。

有松絞りの作品

春の中庭に咲いた桜

梅雨明けの中庭で濡れた傘を干している様子

少年院と通信制高校の連携方策について
高等学校での学習を希望する在院者に対して、高等学校教
育の機会を在院中に提供し、出院後も学校に在籍して学びを
継続するための方策を法務省において文部科学省や通信制高
校などとともに検討し、令和３年度から複数のモデル施設に
おいて、在院中の通信制高校への入学、在院中の通信制高校
の学習の実施、少年院と通信制高校の連携による出院後の学
びと高校卒業に向けての支援、少年院の矯正教育を通信制高
校の単位にすることなどについて試行されることとなってお
ります。
在院者については、高校中退や中学卒業
の者が６割以上を占めるなど、学習ニーズ
の高い者が多くおります。管内の少年院に
おいても、引き続き、関係機関と連携し民
間協力者の理解を得ながら在院者に対する
修学支援に積極的に取り組み，社会復帰支
援の一層の充実強化に努めてまいります。

重点指導コース」を、平成２７年度に新潟少年学院に設置
し、続いて平成２９年度に多摩少年院、そして平成３０年度
には各管区に１庁程度（名古屋管区は瀬戸少年院）、これに
複数の女子施設を加えた合計１３庁に拡大して設置していま
す。高等学校卒業程度認定試験の全科目合格者の中には、出
院後、大学受験に合格した者もおり、進路の選択肢や将来の
可能性を広げるためにも同認定試験の受験を勧めて、指導の
充実を図っています。

少年たちの円滑な社会復帰に向けた支援について 名古屋矯正管区
少年院における社会復帰支援等の取組
社会復帰支援について
少年院では、在院者の改善更生と円滑な社会復帰のた
めに、本人に対する矯正教育だけではなく、出院後を見
据えて、帰住先の確保や就労・修学に係る支援を行って
います。
具体的には、文部科学省の協力を得て在院中に高等学
校卒業程度認定試験の受験機会を与えたり、ハローワー
ク等の関係機関の協力を得て、在院中に就職先が決まる
よう就労支援を行ったり、出院後に生活することとなる
施設や働くこととなる職場の見学を実施するなどしてい
ます。
また、特に必要なケースについては、処遇ケース検討
会を開催し、家庭裁判所、地方検察庁、地方更生保護委
員会、保護観察所、少年鑑別所その他の関係機関の担当
者が少年院において一堂に会して、その在院者の処遇経
過、今後の処遇方針及び保護関係調整等について検討
し、在院中及び出院後の処遇の一層の充実を図っていま
す。
少年院における修学支援
少年院では、平成１９年度から、高等学校卒業程度認
定試験を少年院内で受験することができ、同認定試験の
受験を希望する在院者への指導体制の強化にも取り組ん
でいます。具体的には，重点的に受験指導を実施する「
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付いた理由としては、「各施設の
な情
報を、少年たちの生の声をまじえて定期的にそして継続的に提
供しよう」という意味が込められております。内容としては、
少年たちの手記や作品だけでなく、施設の概要、教育内容等に
も踏み込んだ施設紹介冊子へと変化しました。また、平成３０
年１０月９日発刊の第１４０号からはデザインも刷新し、多く
の方々に見てもらうための広報誌へと変化してきました。

広報誌のタイトルの変更について 名古屋矯正管区
「Ｎｅｗｓいま僕たちは」から
「
ーわたしたちは いまー」へ
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タイトルの変更に当たって
この度、名古屋矯正管区少年施設広報誌「Ｎｅｗｓ
いま僕たちは」のタイトルを変更することといたしま
した。本誌では少年鑑別所や女子少年院の紹介も行っ
ており、時代の変化に対応した性別にとらわれないタ
イトルにすることがふさわしいと考え、長く愛用され
てきたタイトルではありますが、新たなタイトルへの
変更に踏み切り、管内施設に新タイトルの募集を行い
ました。

t
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広報誌の新タイトルについて
新しい広報誌のタイトルが「Ｎｅｗｓ Ｗｅ Ａｒｅーわたし
たちは いまー」に決まりました！
このタイトルとした理由としては、応募のあった意見に「Ｎ
ｅｗｓいま僕たちは」の名称を活かした意見が多くあったこと
から、長らく親しまれてきた「Ｎｅｗｓいま僕たちは」の名前
を受け継ぎながらも、性別にとらわれることのない新たな名称
とすることで、今まで続いてきた広報誌とのつながりを維持し
ながらも、新たなスタートを切ることができるのではないかと
考えたからです。
今後とも、御愛読のほどよろしくお願いします！

Ｎｅｗｓいま僕たちは
１４０号～１４２号
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Ｎｅｗｓいま僕たちは
創刊号～３号、特集号
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名古屋矯正管区少年施設広報誌の歴史
名古屋矯正管区の広報誌は、昭和６０年６月１日に
「いま僕たちは」という名称で書籍として初版が発刊
され、少年院在院者・少年鑑別所在所者の手記が掲載
されました。題名の由来は、「社会で無軌道な生活を
していた少年達が、施設に収容されたことによって
「更生」という目標を掲げ、これを達成するために精
一杯生きているありさまを言い表そうとしたもの」と
初版の編集後記に記されております。
そして、「いま僕たちは」が第３号まで発刊された
後、平成２年７月に「Ｎｅｗｓいま僕たちは」へ名称
と内容を変更し、各施設が担当記事の編集を行う雑誌
として現在に至っております。題名に「Ｎｅｗｓ」が

いま僕たちは
創刊号～３号
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名古屋矯正管区ロゴマーク
名古屋矯正管区内の各県の地形を、それぞれ丸形で色を変え
表現したもので、「ＮＲＣＨ」は、「Nagoya Regional Correction Headquarters」の略称を意味しています。

法務少年支援センターシンボルマーク
このシンボルマークは、少年鑑別所が「地域とともに、子ど
もたちの未来、可能性を育てていく」という意味を込めたもの
で、芽を育て、花ひらくために、色々な要素を注ぐということ
をイメージして、７色のしずくを降らせています。
・法務少年支援センター全国共通ダイヤル
０５７０－０８５－０８５
（最寄りの法務少年支援センターにつながります。）
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