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少年院・少年鑑別所の視察委員会及び在院者等の処遇の改善

に関する意見書 

２０２１年（令和３年）７月１６日

日本弁護士連合会

第１ 意見の趣旨

 当連合会は，少年院及び少年鑑別所（以下「少年院等」という。）における視

察委員会の活動を通じて，在院者及び在所者（以下「在院者等」という。）に対

する処遇の改善が実施され，もって改善更生及び円滑な社会復帰に資する矯正教

育等が適切に実施されるよう，以下のとおり，意見を表明する。

１ 視察委員会について

以下のとおり，視察委員会の活動を充実させるための改善をすべきである。 

(1) 少年院等の視察委員の選任数を法定の数の上限にまで増員し，多様な専門

職から人選すること。 

(2) 視察委員会を必要な回数だけ開催できるよう予算措置を講じること。

(3) 会議への参加以外の活動に対しても日当等を支払うよう予算措置を講じ 

ること。 

(4) 面会控室等にも提案箱を置いて，在院者等以外の関係者からの意見を聴取

すること。 

(5) 意見書の書式について改善を図ること。

(6) 少年鑑別所の分所及び少年院の分院にも，本院とは別に視察委員会を設け

る等，視察委員会の実効性を確保すること。 

２ 在院者等の処遇の改善について

 処遇環境が不十分な施設にあっては，冷暖房設備の設置や入浴回数の増加，

夕食の開始時間の改善，医療を受ける機会の確保等，在院者等の健康に悪影響

を及ぼすことのないよう改善すべきである。

第２ 意見の理由

 １ はじめに

 ２０１５年（平成２７年）６月に新たな少年院法及び少年鑑別所法（以下「新

少年院法等」という。）が施行されて約６年が経過した。

 当連合会は，２００５年（平成１７年）の広島少年院における職員による暴

行事件をきっかけとして，視察委員会（ただし，当連合会は，当初「監督委員
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会」という名称を提唱していた。）の設置義務付けを提唱していたことから（２

００９年（平成２１年）９月１８日付け「『子どもの人権を尊重する暴力のな

い少年院・少年鑑別所』への改革を求める日弁連提言」），視察委員会の制度

が法定されたことを歓迎している。そして，当連合会は，その運用が新少年院

法等の趣旨にのっとって実効性のあるものとなるよう，全国の弁護士会に適任

者を視察委員として推薦するよう呼び掛けるとともに，全国の弁護士視察委員

による連絡協議会を年間１回から２回のペースで毎年開催し，各視察委員会の

実情について情報交換及び意見交換を行ってきた。 

 この連絡協議会を通して得られた情報や各施設の視察委員会が提出した意

見書に記載された事実を分析したところ，視察委員会が十分な活動を確保する

上で様々な改善すべき点があること，視察委員会による意見が出されたにもか

かわらず，個々の少年院等の努力では改善が難しい等の理由により，十分な対

応がなされていない課題があることが明らかになった。 

 子どもは，未成熟で環境に依存して生活せざるを得ず，多くの場合に意見表

明の機会が奪われている。自由を拘束された子どもは，とりわけその要素が強

い。子どもの最善の利益を確保するためには，子どもに寄り添い，意見を代弁

することが重要である。 

 このような観点を踏まえ，本意見を述べる。 

 

 ２ 視察委員会について 

  (1) 委員の人数及び人選について 

 視察委員会は，定員の上限が７名となっている(少年院法９条１項，少年鑑

別所法８条１項)ところ，多くの少年院等において４名しか選任されていな

い。委員の数が４名の場合，欠員や会議での欠席者が生じた場合に，少年及

び職員の面接（原則として複数の視察委員で行っている。）や視察委員会の

意思決定を行う上で定足数を満たさない場合が生じ得るといった様々な困

難が伴う。また，非行をした少年という在院者等の特性，社会学的見地の専

門家として，現在は選任されていることが少ない刑事法，社会学及び心理学

等の学者・研究者等の知見も重要であり，多角的な視点が確保される必要も

ある。 

 以上の理由から，法律上の定員の範囲内で，実際に任命する人数を増やす

べきである。 
  (2) 会議開催回数の制約について 

 本来，視察委員会は，必要に応じて，適時，委員会を開催して視察を行う
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ことができるはずであるが，現実には，法務省が獲得した年間予算によって

実質的に委員会開催回数が制約されており，十分な活動ができていない。 

 ２０１５年度は１年間に４回，２０１６年度からは１年間に５回の開催が

可能となる予算が確保されている旨，少年院等から視察委員会宛てに伝達さ

れているが，少年院等によっては，それ以上の回数の委員会を開催する必要

があると判断して，日当の支払いをせずに委員会を開催しているところがあ

る。 

 各視察委員会が，その目的を達するために必要と判断して委員会を開催す

ることを，予算上の問題で制限することがないよう，十分な予算を確保する

ことを求める。 

  (3) 会議以外の活動に対する日当等の支払いについて 

 現在，視察委員会の活動のうち「会議」の実施に対してのみ，委員に対し

日当が支払われる運用がなされている。しかし，視察委員会では，在院者等

との面談，職員との面談や意見交換，授業見学，意見提案箱の解錠や意見書

の内容確認のための施設訪問，意見提案内容の確認や集計作業，アンケート

の実施及び集計，意見書の起案等様々な活動を行っているが，日当はもとよ

り交通費さえも支払われていない少年院等がほとんどである。 

 このような会議以外の視察委員会の目的達成のために不可欠の活動に対

しても，日当等が支払われるべきであり，そのための予算措置を講じるべき

である。 

  (4) 在院者等以外の関係者からの意見の聴取について 

 視察委員会の役割は，施設の運営について意見を述べることであり，施設

の運営の中には，在院者等に対する外部交通や差し入れについての運用も含

まれる。そして，外部交通や差し入れに関しては，在院者等から意見を聞く

だけではなく，面会や差し入れをする者からの意見も聞くことにより，運営

上の問題点が認識されることもある。 

 実際に，面会控室に意見提案箱を設置したところ，少年の面会に来た保護

者から面会の運用に対する意見があり，その意見を取り入れ，面会の運用が

改善された事例もある。 

 したがって，在院者等からのみ意見を求めるのではなく，面会控室等に提

案箱を置いて，保護者その他面会のために来院した者からも意見を求めるべ

きである。 

  (5) 意見書用紙の書式について 

 在院者等が意見を述べるときに使用する意見書については，現在法務省が
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定型の書式を作成しているところ，この内容を改善するか，当該書式は参考

にすぎず，各施設が定型書式以外の書類を備え付けることに問題がないこと

を周知すべきである。 

 現在の定型書式は，改善を求める事項について「調査してほしい」という

チェック欄が設けられているところ，他方で「名前を書く必要はありません」

との注意書きがあり，氏名を記載する欄がない。そのため，個別の意見聴取

を希望しているにもかかわらず，氏名を記載しないまま調査希望である旨を

記載している事案が相当数存在していると考えられる。 

 視察委員会によっては，独自の書式を作って，「面接を希望する人は名前

を書いてください」という欄を設けているが，これにより多くの在院者等が

面接を希望している。 

 以上のとおりであるから，当該定型書式を改めるべきである。 

 なお，視察委員会が独自に作成した意見書用紙を備え置いてほしいと要望

しても，法務省が定型書式の利用を定めているとして，これに応じない施設

がある。当該意見書の様式は，法令の定めに基づくものではないにもかかわ

らず，法務省が定めたものしか認めないという運用は，在院者等からの詳細

な意見聴取の妨げになっており，適切ではない。法務省においては，当該書

式は参考書式であって，各施設が独自の工夫を行い，その判断で定型書式以

外の用紙を備え付けることは問題がないことを周知すべきである。 

  (6) 少年鑑別所の分所及び少年院の分院にも，本院とは別に視察委員会を設け

る等，視察委員会の実効性確保について 

 近年，施設運営の合理化のため，複数の少年院等について，機能を集約し，

分所化（少年鑑別所），分院化（少年院）する動きが進んでいる。これによ

って，視察委員会の活動が制約を受けている。 

 その問題点と改善策について，少年鑑別所と少年院に分けて指摘する。 

   ① 少年鑑別所について 

    ア 分所化の現状 

 ２０２１年４月時点における少年鑑別所の分所は，以下のとおりで

ある。 

      ・函館少年鑑別支所，釧路少年鑑別支所（以上，札幌少年鑑別所の分

所） 

      ・盛岡少年鑑別支所，山形少年鑑別支所（以上，仙台少年鑑別所の分

所） 

      ・富山少年鑑別支所，福井少年鑑別支所（名古屋少年鑑別所の分所） 
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      ・小倉少年鑑別支所（福岡少年鑑別所の分所） 

      ・鳥取少年鑑別支所（広島少年鑑別所の分所） 

    イ 遠隔地の複数施設を視察することによる弊害 

 ２０２１年４月現在，少年鑑別所の分所には視察委員会が設置されて

おらず，本所の視察委員会が遠隔地に設置されている分所についても視

察しなければならない。 

 そのため，例えば，分所における視察委員会の開催回数が概ね年１回

にとどまる等，単独の施設を視察する視察委員会に比べると視察委員会

の活動が十分に行われていない。 

 特に，少年が意見箱に投書をした場合や緊急の面接を要請した場合に

は，視察委員が当該施設に赴いて投書を回収したり，面接を実施したり

する等の対応をする必要があるが，遠隔地の複数施設に視察委員が赴き

これらの対応をするには，視察委員の大きな時間的制約がある。しかも，

先に指摘したとおり，視察委員会の正規の会議以外の活動に関し，視察

委員に日当や交通費等を支給している少年院等はほぼない。 

   ② 少年院について 

    ア 分院化の現状 

 ２０２１年４月時点における少年院の分院は，以下のとおりである。 

      ・紫明女子学院（北海少年院の分院） 

      ・青葉女子学園（東北少年院の分院） 

      ・泉南学寮（和泉学園の分院） 

・播磨学園（加古川学園の分院） 

・貴船原少女苑（広島少年院の分院） 

      ・沖縄女子学園（沖縄少年院の分院） 

    イ 性別の異なる少年を収容する複数施設を視察することによる弊害 

 ２０２１年４月現在，少年院においても少年鑑別所と同様，分院には

視察委員会は設置されていない。 

 現在存在する少年院の分院は，いずれも本院に隣接した場所にあり，

少年鑑別所の分所について述べたような遠隔地にある施設を視察する

困難さは生じていない。しかし，現時点での少年院の分院は，泉南学寮

及び播磨学園を除き，いずれも女子少年のみを収容する少年院であり，

男子少年のみを収容する本院とは，性別の異なる少年を収容していると

いう点で施設の性格が大きく異なる。そして，特に女子少年の面接にお

いて，生理，性病，入浴，衣服等の様々な女子少年特有の生活に関する
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やりとりに及ぶことも少なくなく，女子少年がこのような事項を話しや

すいよう，視察委員の性別等に配慮が必要である。 

 そのため，男子少年を収容する少年院と女子少年を収容する少年院で

は，視察委員会の視察委員の構成は異なるべきである。 

   ③ 必要な対策 

    ア 分所及び分院にも視察委員会を設置すること 

 上記①及び②の問題点を改善するためには，少年鑑別所の分所及び少

なくとも本院と分院とで収容する少年の性別が異なる少年院の分院に

も，本院とは別に視察委員会を設置する必要がある。 

 この点，成人の矯正施設においては，刑務所，拘置所の支所には本所

とは別に視察委員会が設置されていないが，在院者等が年齢的に成人に

比べて適切な意見表明をすることが困難であること，少年院等における

生活態度，職員への対応等の評価が審判結果や在院期間に大きく影響す

るため意見表明への萎縮が生じやすいことを考慮すると，成人矯正施設

に比べ，よりきめ細かく在院者等の意見表明を反映させる機関として，

分所及び分院での視察委員会設置の必要性は大きいと言える。少年鑑別

所法及び少年院法においては，それぞれ「少年鑑別所」，「少年院」に

視察委員会を置くと定められているのみであって（少年鑑別所法７条，

少年院法８条），分所及び分院に視察委員会を設置することを禁止して

おらず，法改正を経ずとも対応が可能である。 

    イ 視察委員を法が定める上限まで増員すること 

 仮に，分所や分院に視察委員会を速やかに設置することが困難である

としても，複数の施設の視察を行っている視察委員会において，法が定

める上限である７名の視察委員を任命し，視察委員の負担を減らし，視

察委員会の視察の実効性を確保するべきである。 

 視察委員の増員は，２(1)においても述べたとおり，全ての視察委員会

における共通の課題ではあるが，複数の施設を視察しなければならない

視察委員会においては，特段の高い必要性が認められる。 

    ウ 分所が所在する地域を管轄区域とする弁護士会に所属する弁護士を

視察委員として選任すること 

 現在，少年鑑別所の分所を視察対象とする視察委員会においては，分

所が所在する地域から１名の視察委員が選任される運用となっている

ところ，その１名について弁護士が選任される運用にはなっていない。 

 視察委員会制度の主要な目的は，在院者等の人権侵害を防止すること
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であり，法的な権利侵害が生じているか否かをチェックするためには，

法律に詳しい弁護士委員の存在が不可欠である。したがって，分所のあ

る地域から１名の視察委員を選任する場合には，その視察委員は弁護士

とすべきである。 

    エ 視察委員会の開催回数を増やすこと 

 現状では，年５回の開催を可能とする予算措置がとられているが，複

数の施設の視察を行っている視察委員会については，開催回数を増やし，

それに見合う委員の日当や移動の交通費等の手当を支給すべきである。 

 この点も，２(2)において述べたとおり，全ての視察委員会における共

通の課題ではあるが，複数施設を視察の対象とする視察委員会において

は，特にその必要性が高い。 

 

 ３ 在院者等の処遇の改善について 

  (1) はじめに 

 約６年の視察委員会の活動により，在院者等の処遇環境及び生活状況につ

いて，各施設の自助努力だけでは改善できない課題が明らかになった。 

 このような改善すべき処遇環境及び生活状況は多岐にわたるが，在院者等

の健康に悪影響を及ぼす可能性のある冷暖房，入浴，食事及び医療に関連す

る課題について意見を述べる。 

  (2) 冷暖房器具の設置等について 

 ２０２１年４月現在，在院者等の居室スペースに冷暖房器具が設置されて

いる少年院や少年鑑別所はほとんどない。そのため，収容区域に冷房器具が

全くなく午後に直射日光の当たる居室の使用を制限している鑑別所，熱中症

の罹患が危惧されることから体育，運動の内容を制限している少年院，在院

者等から「冬場の寒さで霜焼けができる」「夜間の寒さで眠れない」との訴

えがある等，在院者等の健康への悪影響が懸念される少年院等が少なくない。 

 自庁予算で冷暖房器具を新たに設置する等の対策を講じている少年院等

もあるが，抜本的な解決には至っておらず，法務省の予算措置によって，地

域の気候に応じた冷暖房器具の更なる整備が求められる。 

  (3) 入浴について 

    ① 入浴回数について 

 在院者等の入浴回数については，少年鑑別所法施行規則及び少年院法施

行規則において，いずれも週２回以上とされている。近年，収容人員の減

少の影響もあって，最低の基準である週２回ではなく，週３回の入浴を実
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施している少年院等が増加しており（特に少年鑑別所ではその傾向が顕著

である。），一定の改善の傾向がある。 

 ただ，ほぼ一般の全ての住宅に入浴設備が整い，多くの市民が毎日入浴

（シャワーを含む。）している生活実態からすると，週２，３回の入浴で

は健康管理及び衛生管理は不十分であり，実際に，霜焼け，皮膚炎等に悩

む少年も存在している。 

 したがって，在院者等の入浴回数については，週２回の最低の基準回数

を改定する等して，より一層の回数増加を実施すべきである。 

   ② シャワーの運用について 

 夏季を中心に，入浴を補うものとしてシャワーを実施している少年院等

は多いが，シャワーの使用時に石鹸，シャンプーの使用が認められていな

い施設や，お湯ではなく水のみの使用しか認められていない施設が散見さ

れる。健康管理及び衛生管理の観点から，シャワーの使用時に石鹸，シャ

ンプー及びお湯の使用が認められるべきである。 

   ③ 在院者等のドライヤーの使用について 

 在院者等に対し，入浴後のドライヤーの使用が認められていない施設，

電気容量等の理由で使用時間が短い施設が散見される。在院者等の頭髪の

乾燥が不十分であれば，湯冷め等による健康への悪影響が懸念されるため，

頭髪の乾燥のために必要な時間のドライヤーの使用が認められるべきで

ある。 

  (4) 夕食の時間について 

 夕食の時間について，全国の少年院及び少年鑑別所の弁護士視察委員に対

して実施したアンケート調査によれば，午後５時以前に開始される施設が約

半数に上っており，当該少年院等の在院者等からは，就寝時までに空腹に悩

まされるとの意見が出ている。 

 この点，視察委員会がその旨の意見を述べても，少年院等からは，例えば，

「夜間の人員配置ができないので，開始時間を遅らせることができない」と

の回答がされているところ，人員配置体制を工夫する等して，この点を改善

すべきである。 

  (5) 医療体制について 

 少年院等の医療体制について，全国の少年院及び少年鑑別所の弁護士視察

委員に対して実施したアンケート調査によれば，常勤の医師が存在し，週５

回の診察が可能である施設がある一方，非常勤の医師が月２回程度診察に来

るにとどまる施設もあり，施設間によって医療体制に大きな差異がある。ま
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た，少年院等において，精神科医による診察を定期的に受診できる体制が整

備されているところも少ない。 

 在院者等の心身の健康を保つためには，医師が常勤であるか非常勤である

かにかかわらず，在院者等が適時，適切な診察を受ける機会を確保すること

が重要であり，また，その診察の機会は，可能な限り施設間で差異がないよ

うにすべきである。矯正施設における医師の確保が困難である場合には，医

師の待遇改善等を図るべきである。 

 

第３ 結語 

 以上，第２において触れた改善すべき点について，各施設の工夫，努力によっ

て改善することに限界があるため，国による抜本的な解決を求めるため，意見を

表明するものである。 

 

以 上 


