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映画「記憶 少年院の少女たちの未来への軌跡」上映会 

上映会後のパネルディスカッションの様子 

令和３年１２月１８日（土） 

会場：さいたま市産業文化センター     

主催：埼玉弁護士会  

共催：日本弁護士連合会・関東弁護士会連合会 

パネリスト 

中村 すえこ さん  

映画「記憶」の監督 

15 歳でレディース（暴走族）の総長になるなど、自らの波乱の半生を綴った

「紫の青春恋と喧嘩と特攻服」で 2008 年に作家デビュー。少年院経験者らによ

る少年院出院者の社会復帰を支える NPO 法人「セカンドチャンス！」の創設メ

ンバーとなり、自らも少年院出身者として講演活動などを続ける。 

須藤 明 さん 

駒沢女子大学人間総合学群心理学類教授、公認心理師、臨床心理士、 

さいたま市スクールカウンセラー・スーパーバイザー 

専門は犯罪心理学、家族心理学。裁判所職員総合研修所研究企画官、広島家庭裁

判所次席家庭裁判所調査官などを経て、2010 年から現職。複数の刑事事件・少

年事件にて心理鑑定を担当。 

菱田 律子 さん 

元龍谷大学矯正・保護課程講師・元浪速少年院院長 

少年院や刑務所で 37 年間にわたり矯正職員として勤務した後、龍谷大学にて 8 

年間矯正教育学の教鞭を執る。日本各地で開催される少年法改正に関する各種イ

ベントに参加するなど、精力的に活動されている。 

・コーディネーター 

森田 智博 

 埼玉弁護士会子どもの権利委員会委員長 弁護士 
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パネルディスカッション

 司会：これよりパネルディスカッションを開始いたします。ここからの進行は，コ

ーディネーターの埼玉弁護士会子どもの権利委員会委員長森田智博が行いま

す。 

 森田：まず，パネリストの皆さんを御紹介したいと思います。先ほど御覧になった

映画監督でいらっしゃる中村すえこさんです。 

 森田：中村さんよろしくお願いします。続いて，駒沢女子大学の須藤明さんです。 

続いて，菱田律子さん。 

 森田：須藤さんは元家庭裁判所の調査官ということで，来年の４月から施行の改正

少年法に関しては衆議院法務委員会の参考人として御発言などされておりま

す。菱田さんは，元浪速少年院院長などを務め，少年の矯正教育に関わって

こられた方になります。菱田さんと須藤さんの御紹介として，お２人から冒

頭に１０分ずつぐらいお話しいただこうかなと思っております。よろしいで

すか。 

 須藤：皆さんこんにちは。今，御紹介いただきました駒沢女子大学の須藤と申しま

す。私，家裁の調査官として，２８年間，裁判所におりまして，２０１０年

の４月から現在の駒沢女子大学というところで大学の教員をしております。 

前職がそういう仕事をしていたということもあり，大学に移ってからは，

刑事裁判のいわゆる心理鑑定を，弁護士の方からお願いされたり，あと，裁

判所のほうから鑑定の依頼を受けたりということで，年に二，三件のペース

でしょうか，大体二十四，五件にはなると思いますけれども，やっています。 

家庭裁判所の手続について馴染みもある方もない方もいろいろな方いらっ

しゃると思いますけれども，少々お時間取らしていただきたいと思います。

それで，これはあれですかね，先生のほうで作られた資料ですかね。 

 少年は１４歳から１９歳の年齢の少年を対象にしています。 

児童相談所からの経由で１４歳未満の少年も扱う場合があるわけですけれ

ども，全ての事件は全件送致ということで必ず家庭裁判所に送られてきます。

家庭裁判所では，私の前職のような家庭裁判所調査官が社会調査を行いまし

て，本人の非行に至る背景となる様々な要因について分析をするということ

を行います。また，必要によっては，少年鑑別所というところで別途，心身

鑑別といいますけれども，本人の資質，性格，行動傾向，精神医学的な問題

等があるかどうか，そういったところをまあ分析すると。そういった家裁調

査官の調査結果，又は少年鑑別所の心身鑑別の結果を参考にして，裁判官が

処分を決めると，これが審判と呼んでいますね。大人で言う裁判にあたりま

すけれども，少年審判は原則として非公開ということになります。その上で
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処分が決まり，処分のうちの１つが今日の映画で御紹介のあった少年院送致

ということであります。 

保護観察は社会の中で更生を図るということですね。それから，検察官送

致というのは，検察官に事件を戻して，検察官が刑事裁判，地方裁判所のほ

うに起訴をして刑事裁判手続に付すというものが検察官送致ということにな

ります。 

私は家裁の調査官でしたので，非行をどのように捉えているかという点に

ついてごく簡単にお話ししたいと思います。 

いわゆる思春期，青年期というのは，発達の危機場面ということで，非行

も危機場面の１つの反応，構造，様式であるというふうに捉えるというのが

基本的なところにあるかと思います。この時期というのは非常に疎外感とか

孤独感を抱きやすかったり，仲間集団への過剰な同一化とか，あと，自分自

身への関心が非常に高まるといった様々なことが起きるということですね。

こういった中で，精神医学的な症状を呈する子どももいれば，行動上の問題

を起こすというお子さんもいるということで，それが１つの典型例が非行だ

ということですね。ですので，どうしても一般に非行少年というと，何か好

き勝手に，何かこう傍若無人に振る舞っているような，かのような印象をお

持ちの方が少なからずいらっしゃると思いますけれども，非行を捉えるとき

に，そこに出てきた，行動に現れた側面とその背後にあるもの両方を見てい

くということがとても大事ということになります。 

非行要因はなかなか複雑でして，様々なところが絡み合っていて，生物・

心理・社会っていうこの３つの要素ですね，先天的な要素もあれば，その後

に家庭環境その他ですね，そういった環境要因が様々に影響し合って，その

結果として非行に至ると，そこの辺りを少年事件の手続では心理学等々の科

学的な分析を極力用いて適切な処遇に結びつけていこうということでありま

す。 

非行臨床の基本的なこの視点というのが，歴史的には，ざっくり言うと大

きく流れがありまして，当初はですね，これは医学的なモデルが念頭にあっ

たかと思いますけれども，個人に焦点を当てて処遇していこうといったとこ

ろ，それから，家族その他，そういった集団，グループの力そういった影響

を見て，それも活用していこうという対人関係のアプローチがあって，現在

では，そういったところにプラスしてですけれども，社会資源ですね，ソー

シャルリソースを活用していこうという，いわゆるネットワーキングモデル

と呼ばれているものがあるということですね。 

問題抱えた少年を何かこう改善するんだというところ，当然そこも大切な

んですけれども，それだけではなくて，当該の子どもたち，少年たちがより
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よい人生をどのように送っていけるか，それが送れることによって結果的に

は再犯が減っていくというこの「グッド・ライブス・モデル」というのがま

あ最近注目がされているということですね。 

究極的にはですね，少年たち，これは大人も同じかもしれませんが，更生

していくためには，やはり社会的な居場所，居場所，ここをどのように獲得

できていくのか，それから，もう１つは人間関係のつながりですね，この２

つの要素，これがある意味下支えとなって更生の道が歩んでいくだろうとい

うことですね。 

最後に「見えないリレーの視点」ということなんですけれども，今日の映

画を拝見していて，ある意味こう昔と全く変わらないなというか，生きづら

さを抱えた子どもたちがいて，そこでもがいている子どもたち，なかなかで

すね，一筋縄ではいかない難しさがあろうかと思います。ただ，周囲の大人

たちとつながっていくことっていうのは，これは絶対的に必要なので，そこ

を辛抱強くやっていくということがとても大事であって，ここに指導・ドゥ

ーイングだけではなくどのような存在であるのかっていうビーイング，つま

り，何かする，してあげるとか，指導するとかっていうことではなくて，本

人にとっての，周囲の大人っていうのは環境ですから，環境が変わらぬ存在

としてあり続けるっていうのがとても大事なところなんだろうなというふう

には思っております。 

そういった点で関わり自体が最初は点で終わってしまう関わりが徐々に線

につながっていったときに，人はきっと更生の道を歩んでいくんだろうとい

うようなことですね。こういった問題というのは，我々のその全く別の世界

で起きている話ではなくて，そこにいる子どもたちというのは，特別な非行

少年っていうラベリングをされた特別な子どもがそこにいるわけじゃなくて，

１６歳だったら１６歳の子ども，その同じ地平線上にあるいろんな子どもた

ちがいて，その中にはその非行ということが行われてしまっている，そうい

った我々の１人１人の問題としてきちっと意識していくことが大事なんじゃ

なかろうかといったところをまあちょっと最初にお話をしておきたいと思い

ます。以上です。 

 森田：では，菱田先生お願いいたします。 

 菱田：菱田でございます。本日はお招きいただきましてありがとうございます。こ

うして対面で皆様の前でお話しできるというのはほんとに有り難いことだと

思います。そして，もう１つ，私は，ここ数年少年法改正について反対の立

場でいろいろ活動してきました。というのは，現場の職員はなかなか反対と

思っていても，それは発言できませんので，ＯＢである私がするべきではな

いかということで活動してまいりました。 
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御承知のとおり今年の５月に少年法改正が成立いたしまして，来年の４月

から施行されます。とっても残念なんですね，正直言いまして，もうほんと

疲れ果てたという感じなんですけれども，だからこそ少年法ってなんだろう

ってことで，埼玉弁護士会で取り上げていただけるというのは，私にとって

は非常にある意味励みになりますね，希望になります。 

今日お集まりいただいた皆様にも是非少年法について，そして，できれば

少年院についても更に理解を深めていただければ有り難いなと思います。 

前置きは以上にしまして，まず，浪速少年院なんですけれども，東の多摩，

西の浪速と言いまして，大正１２年に創立された，もうすぐ１００年になる

日本で一番古い少年院です。 

どちらかと言うと，年齢の高い１８歳，１９歳の，それも能力の比較的恵

まれた男子の少年を収容している施設です。そこで私の実感なんです。浪速

少年院へ来て，ほんと１人１人の少年を見て，なんてまあこの子たちこんな

軽微な事件で少年院送致になったのっていうふうにびっくりする事案があっ

たんですね。おにぎり１個で少年院送致，放置自転車を乗っていて，それが

捕まって少年院送致，一体日本ってどういう国なんだろうと思ったんです，

正直。 

私はもう女子の少年院が長いので，女子の少年院というのは先ほどの映画

の中にもありましたように，本当に環境的に様々なものを負っている子ども

たちなんですね。 

男子の少年はどうかと言うと，一言で言えば雑に扱われた子たちなんです

よね。ぽーいとほったらかされたような，そんな子たちなんですね。粗雑に

扱われた，粗末に扱われた子たちで，皆さんのイメージとしては，１８歳，

１９歳の男子少年というと，なんかワルの塊みたいなイメージだと思うんで

すが，決してそうじゃなくって，ほんとおにぎり１個で何でと思うような，

少年院長の私が何でと思うようなそういう軽微な事件で来た子たちなんです

ね。 

その子たちに何ができるのだろうかということを一生懸命職員と共に考え

てまいりました。アンケートなんですが，ちょっと関西弁っぽく読みますの

で聞いてください。 

父から言われて嫌だった言葉「出てけ，施設に入れ，おかんとこ行け，で

きそこない，信用でけん，おまえのせい，どあほ，はよ，死ね，殺すぞ，死

んだらええねん。」 

母から言われて嫌だった言葉「出てけ，うちの子じゃない，あんたの親や

める，産まなければよかった，何で育てないけん，できそこない，小さい頃

おまえを殺しかけた，信用でけん，金食い虫，おまえのせい，あんたが頑張
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らんと，兄ちゃんが頑張ってるんだから。」皆さんどう思われます？これ恐

らくね，どこの少年院でアンケート取ってもこんなような答え出てくると思

うんです。本当に男子の少年も女子の少年も，虐待を受けてきた子たちなん

ですね。暴力を一杯受けてきた子たちなんです。だから，ほんとに彼らにと

って，まずは少年院が安全，安心な場所，ここは信用してもいいかな，ここ

はちょっと大人を，先生をちょっとは信頼してもいいかなと思ってもらえる

場所にならなきゃいけないんです。その上でやっと教育が始まるんですね。 

事例を紹介いたします。事例１，ケントさん，１９歳，このケントという

のは私が勝手に付けた名前です。この子は両親が離婚して，そのあと実母と

は交流がありません。お父さんは借金を残して所在不明，この子１人天涯孤

独になったわけで，お金はありませんので高校を中退して，不良仲間の所在

を転々としていて，本件はほんとに少額の食料品の万引なんです。その日食

べるものにも困って万引したっていうところで，１９歳という年齢を考えた

ら，他に手立てがないんですよね。 

だから，少年院に行って取りあえず３食保障されるところで，まあ頑張っ

てみようねっていうところしかない，だから，調査官も，裁判官も，究極の

決定だったと思うんですね。でも，彼はね，幸いなことに非常に能力の高い

子で，少年院では頑張っていろんな資格を取得いたしました。 

これ見てください，彼の絵です。すっごい才能豊かな子なんですよ。彼，

美術の才能があって，非常に，何て言うんでしょうかね，少年院生活最初の

うちは不満,一杯あったと思うんですけれども，慣れてきたら伸び伸びと生

活して，無事に雇い主さんの元に仮退院しました。 

事例２，タツヤさん，この少年は，義理のお父さんと実のお母さんで，お

母さんは病気でずっと通院されている方なんですね。彼はですね，いろいろ

あって少年院送致になったときに，資格を取りたいからということでわざわ

ざ遠方から，浪速少年院に来た子なんです。というのは，浪速少年院は職業

訓練，当時は職業訓練と呼んでいましたけれども，資格取得に力を入れてい

る施設なんで，彼は浪速に来て電気工事士の資格を取りました。電気工事士

難しいんですよ。でも，少年院ですとかなりの合格率です。大体９割以上合

格いたします。ただ，彼賢いから表には出さないんですけれども，どっかこ

の子ひがんでるな，どっかこの子寂しいな，どっかこの子何かあるなあとい

うのをちょっと感じていたんです。というのは，入院以来一度も面会がない

ということで，だったら，連れて行けばいいという発想で，少年鑑別所に１

泊して，地元のハローワークへ行って就職のめどをつける，それから，保護

観察所の協力を得て，保護司さん，保護観察官，そして，義理のお父さんと

お母さんも来てくださいまして，面会しました。 
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彼はほんとに１泊２日で少年鑑別所で１泊して，満面の笑顔で帰ってきま

した。もしそういうことをしなかったら，彼はほんとに内心の寂しさを抱え

た，ひがみだけを抱えていたと思うんですけれども，でも，そういうことで，

彼はね，ほんとに，何て言うんでしょうかね，１つの希望が見えてきたかな

と思うんです。 

この少年の場合，１９歳男子で窃盗ですので，刑事処分だと起訴猶予か罰

金になるケースなんですね。ということは，どういうことかって言うと野放

しになるってことですよ。もう誰も面倒見ないっていうことですよね。です

から，是非ここは調査官の方，裁判官の方に考えていただいて，まあ１８歳，

１９歳，あっさり刑事処分に持っていくんじゃなくって，保護処分として，

特定少年として少年院送致を，視野に入れてほしいなと思います。 

同じような例は，事例３のエイタさんもそうですね。エイタさんの場合も，

まあいろいろあって少年院に来ました。保護観察所の「生活環境調整通知書」

には就労についてたった１人の身寄りであるおばあちゃんが心配していると

ありました。職員が保護観察所に掛け合って，保護司さんが面会に来てくだ

さって，保護司さんがやっぱりこれはおばあちゃんの言うとおり何とかしな

きゃいけない子だねっていうことで，協力雇用主さんに当たっていただいて，

連れて行ったんです，面接に。面接に連れて行って，そして，そこでおばあ

ちゃんにも来てもらって面会も果たした，そういうケースです。事例２，事

例３のケースで何が言いたいかというと，少年院だからできるんです。例え

ば，面接に連れて行くとか，１泊２日で鑑別所まで連れて行って面会させる

とか，こういったことは少年院だからできるんです。刑務所では絶対にでき

ません。外泊制度はありますけれども，まず，刑務所でこういったことは望

むべくもない，ということで，少年院ならではですね。女の子の事例につい

ては時間の都合で省略いたします。 

最後に申し上げたいのは，刑務所には少年院の代替はできないということ

ですね。少年院と刑務所とは違いますので，そこはまあちょっと理解してい

ただきたいなと思います。そして，私としては，少年司法，特に弁護士会が

今回主催ですので，弁護士会に対してお願いしたいのは，全ての観護措置の

少年，要するに少年鑑別所に入った少年に対して国選で付添人を付けてほし

いという要望を是非埼玉から発信していただきたいなと思うんです。 

少年たちと面接していて，鑑別所の先生になりたいっていうのをよく聞い

たんです。それはなぜかと言うと，鑑別所の先生が初めて会った普通の大人

だったんです。初めて会った自分のことを聞いてくれる大人だった，という

ことで鑑別所の先生になりたい。多分，鑑別所で最初に信頼できる大人に会

ったということだと思うんです。ただ，そうは言っても，観護措置になる少
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年全部が全部そう言ってくれるわけではなくって，中にはやっぱり孤独で非

常に自分のことは誰も言い分聞いてくれないということで，鑑別所なんてっ

ていう子どももいるわけですね。そういったときに，やっぱり弁護士さんが

きちっと付添人として付いてくださるっていうのは，後々プラスになること

だと思いますので，是非埼玉弁護士会から。 

 森田：はい，分かりました。 

 菱田：是非少年に，観護措置には付添人をということで発信していただけたらと思

います。以上です。 

 森田：はい。埼玉はもっと頑張れっていう言葉を頂いたのかなと思います。 

 森田：中村さん。 

 中村：はい。 

 森田：この映画で伝えたかったことですとか，今，お２人の話聞いてですとか，自

由に何かお話しいただければと思うんですけれども。 

 中村：こんにちは。最初に３点皆さんにお伝えしたいことがあります。一番，１つ

目に今日はドキュメンタリー映画を上映する機会を作っていただき，弁護士

会の皆さんありがとうございます。関係者の皆さん準備等大変だったと思い

ます，ありがとうございます。 

２つ目に，音声のほうが少し，草刈り機が入っていたりとか，女の子の声

をちょっと後援の法務省のほうにもう少し分からないようにしてくださいっ

ていうので，音声を変えていることによって音が高くなり聞きづらかったか

と思いますが，そのことに関しておわび申し上げます。 

３つ目ですが，中間ぐらいから出ていた黒川さんにいつも毎回こういう機

会があるときに必ず言ってくれって言われていることがありまして，黒川さ

んは悪者ではありません。 

（笑い） 

 中村：最後のシーンがちょっと印象深く皆さんに残っていると思うんですけど，あ

のシーンを映画に使うということを承諾してくれた黒川さんは，私はこの映

画を社会を変えるために作りたいって，作る，社会を変えるために作りまし

た，その私の思いを理解してくれて最後のシーンを使うことを承諾してくだ

さった。でも，悪者に映ってしまうふうに見えてしまうので，毎回私ここで

弁解させていただいております。もう一度言います，黒川さんは悪者ではあ

りません。 

（笑い） 

 中村：はい。先ほどのこの映画についてなんですけど，伝えたいことってたくさん

あるんですけど，この映画を作ろうと思った，社会を変えたいと思うように

なったことについて少しお話しさせていただきたいと思います。 
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映像の中にもありましたけれども，私は，１６歳のときに暴走族の抗争事

件で少年院に入りました。その後，社会に帰り，予期せぬ，自分が思ってい

なかった社会で生きづらさを感じて，再び犯罪を犯しました。その後，信じ

てくれる大人とか，周りの支えによってどうにか生きることができ，子育て，

４人子どもを産み，少し落ち着いた頃にセカンドチャンスという団体の立ち

上げの話があり，２００９年ですかね，このセカンドチャンスは少年院出院

者の自助グループです。 

主な活動は，少年院講話，少年院を回って人は変われるよっていうことを

伝えたりすることと，交流会と呼んでいる居場所作りをしています。私，暴

走族で全国制覇できなかったから，女子少年院全国制覇しようと思って，活

動を始めてから女子少年院を回り始めたんですね。菱田先生には愛光学園で

もお会いして，北から南まで全部回って，２０１５年に全て女子少年院は全

て回りました。 

少年院に行って，多くの女の子の話を聞いているうちに，何でこの子たち

少年院に来ることになったんだろうと思うようになりました。彼女たちは，

加害者になる前に被害者だったんじゃないのかなと。何らか犯罪を犯し，少

年院に入り，１年間近い間，社会で無事自分が生きていくようなスキルだっ

たり，自分と見つめ合うことなりして，変わろうと思って社会，少年院を出

ます。 

でも，彼女たちは変わって社会に出たとしても，社会が何にも変わってな

い，出てきた彼女たちに，どうせ少年院上がりの悪いやつ，そういう目で見

ます。それは私自身も感じたことです。もちろん加害者になる前に被害者だ

った，だからと言って悪いことをしていい理由にはなりません，彼女たちも

変わらなければいけない。だけど，社会も変わる必要があるんじゃないのか

なというふうに思うようになりました。 

どうやったら社会を変えられるだろうと思ったときに，今あるリアルを社

会の人に見てもらう，そして，それを知ってもらって意識を変えていくこと

ができたら，社会は変わっていくんじゃないのかなっていうふうに思うよう

になりました。この映画を作るのに８年掛かりました。６年間構想，構想は

暴走族の抗争ではなくて考えるほうの構想です。 

（笑い） 

 中村：撮影と編集で２年，２０１９年に完成しました。一般上映はしてなくて，ほ

んとは多くの人に見てもらいたい，ただ，たくさん社会には敵がいるなと思

って，まず理解がある人，こういった団体や保護司さんや，少年院や，法務

教官を目指してくださっている方とかに今あるリアルを見てもらって，そこ

から少しずつ少しずつ社会を変えていけたらいいなというふうに今も思って
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います。はい。 

 森田：ありがとうございます。３人のお話聞いていて，社会という言葉が何回も出

てきて，一般的にこの我々の社会で，例えば，若者の重大な犯罪が増えてい

るんじゃないかとか，若者の再犯率上がっているんじゃないかってお話しあ

りますけれども，須藤先生，何かお考えありますかね。 

 須藤：今，再犯率が上がってきているんじゃないかということですが，犯罪白書の

関係ですかね，ちょっと専門的なんですけど，犯罪白書で上がっているのは

再非行少年率ですね。すいません，再非行少年率と再犯率って厳密に言うと

違うんですね。再非行少年率というのは，例えば１００人検挙したとします

よね，その中に初犯の人もいれば，初犯じゃない人もいる，初犯以外の人の

率，つまり１００人を検挙しました，そのうちの２０人が前にも捕まったこ

とがある人です，８０人が初犯ですといったときに再非行少年率というのは

２０パーセントになるんですね。再犯率というのは，例えば１００人少年院

を出ました，で，少年院を出た人が２年後に再非行しているのは何人いるの

か，５年後に何人いるのかっていうことなんですね。再非行少年率っていう

と，少年事件がずっと減っているんです。減っているんですけど，そういう

意味では，再非行の少年も減っているんです。でも，それ以上に初犯の少年

のほうがより減っているので，結果的には再非行少年率は高くなっているっ

ていう現象が起きています。 

その再犯率という意味で言うと，その少年院を出た子が，どのぐらい，２

年後，５年後に再びそういう施設に入ってくるのかっていうところが，見る

のがまあ再犯率に比較的近いんじゃなかろうかというふうに思います。そう

いう意味で言うと，ちょっと手元に犯罪白書のデータちょっとコピーして持

ってきていますけれども，平成１７年から３０年までのデータで言うと，出

院して，少年院を出て２年以内に少年院に入る，若しくは刑務所に入るって

いう子が大体，そうですね，平成１７年のデータで言うと１２．４パーセン

トです，平成３０年が１０．９パーセント，ほぼ横並びでこう来ています。

それから，５年後ですね，５年以内に今度少年院に再入院，刑務所に再入，

それが，平成１４年のデータだと２４．３パーセント，２７年だと２２．７，

つまり，再入率そのものは余り変わらないということなんで，再犯率は決し

て上がっていることではないなというふうには見ています。 

 森田：ありがとうございます。そうすると，若者が減ってきていて，まず初めに少

年院に入る子どもが減っているとそういうお話だと思います。 

幾つか少年院がこう閉院というか閉鎖されているっていうことになってお

ります。そうすると，疑問として，少年院は楽になっているんじゃないのと

か，そういうふうにも考えられると思うんですけど，菱田先生何かお考えあ
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りますでしょうか。 

 菱田：少年院に入る少年たち減っていることは事実です。それこそ榛名とか交野女

子学院，女子少年院で言えばかつては１００名超えていましたけれども，今

はもうほんとに３０名ぐらいですかね，５０名切っている，そういう状態に

なっていますので，さぞかし楽だろうと思ったら，そうじゃないんですよね。 

実は質が変化しているんです。ほんとに１人１人が問題を抱えた少年たち

で，もうほんとに１人１人をケアしていかなければいけない，ある意味では

ようやく１人１人に目を向けられるようになってきたのかなあと思うわけで

す。 

それから，徐々に少年院が減らされておりますので，例えば，帯広少年院

なんかは来年の３月で廃止になります。 

どういうことかと言うと広域収容になるっていうことです。広いところか

ら１か所の少年院に集めてくることになる。ということは，保護者との関係

を改善しようと思ったら，ますます難しくなるっていうことです。 

     例えば，四国は小さいところだから，少年院は要らないだろうという，じ

ゃ，四国の少年院を潰して大阪に持っていけばいいか，そういう問題ではな

いんですよね。そうすると，保護者との関係の改善に困ってしまうというこ

とになります。だから，私としては，もうとにかく経済効率も大事ですけれ

ども，今の少年院の数を何とか維持してほしいなと思っております。 

 森田：中村さん，昔の少年と今の少年ちょっと違ってきているっていうお話しあり

ましたけれども，中村さん，その辺り何かお話しいただけます？ 

 中村：私がいたときは榛名女子学園に１２０人ぐらいいました。で，撮影のときは

３０人ぐらいで，今は多分もうその半分ぐらいかなっていうふうに思います。 

時代がっていう一言で済ませられないと思うんですけど，まず暴走族，私

のような暴走族はほぼいないと思います。映画の中で１人女の子金髪でした

けど，なんか非行のイメージを，不良というイメージを持っていると，皆さ

んあると思うんですけど，そういう子が全員かと思ったらそうではないです

ね。どちらかと言うと，自分の意見を前に出して言えなかったりとか，集団

で生活することが難しい子とか，元気がない，比較的元気がない子が多いか

な，女子の場合多いかなと思います。男子もそう思います。１２０人いたと

きは，陰でこっそりなんか悪いことしても，なかなかばれない，ばれなかっ

たです。 

お昼御飯のパンをこっそりポッケに入れて，就寝終わってからこっそり食

べたりしてもばれなかったけど，今，人数少ないから，少年にしてみたらも

うかなりうざいっていう状況かなっていうふうに。 

（笑い） 
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 中村：もうちょっと具合が悪いって気付いてもらえるけど，かなり先生たちの，ま

あいろいろなうれしいっていう少年もいるだろうし，うざいって思っている

少年もいるんだろうなっていう環境かなって思います。 

 森田：ありがとうございます。今回映画見させていただいた上で，こう社会に出て

もうまくいかない子たちっているじゃないですか。 

その子たちを社会がどう見たらいいのかとか，どうしたらいいのかってい

うのは，３人にお聞きしたいんですけれども，須藤さんから聞いてもよろし

いですかね。 

 須藤：はい。以前からその少年院の教育，社会に出てからっていうこのギャップっ

ていうのが以前からずーっと課題だったと思います。 

実は私が駆け出しの頃というのは，やたらに少年意見書く調査官はだめな

調査官だってさんざん教育されて育った世代なんですね。そこのラベリング

の問題とか，あと，少年院の先生，今日の映画じゃないですけど，ほんとに

手厚いんですよ。 

私もいつからか非常にこう少年教育って，とっても信頼できるなって思う

ようになってきた，ただ，社会は皆少年院の先生みたいに優しくないわけで

す。ですから，安易に，非常に理想化されるんですね，少年院の先生が。そ

うすると，今度は社会に出たあと，すごく落胆するという，そのギャップの

中で，本人がなかなかそれを処理しきれない，それをまた支える環境がない

と，結局，今日の話でも，自分で決めろって言われても，本人どうしたらい

いか分かんない。あと，あの先生たちは，あのときにほんとに涙流したじゃ

ない，うんっつって，そんなやつ関係ないとかって，でも，多分そのときほ

んとにそう思っているはずなんですよ。ただ，それを引きずったら本人は苦

しくて苦しくてしょうがないから，ああいう断ち切り方をしているんだろう

と思います。 

成人もそうですけれども，社会において，なかなか容易ではないですけれ

ども，その本人たちの生きづらさっていうのをいかに，社会全体が理解して

いるかっていうことがまず第一歩としてないとなかなか次に進めないし，あ

と，１人１人がやれることっていうのが，今日のあの，えーと。 

 中村：黒川さん。 

 須藤：あ，黒川さん。 

（笑い） 

 須藤：ええ，ほんとに貴重，ああいうことをやっていただける方ってほんとに貴重

だと思うんですね。ただ，みんながみんなまた黒川さんのようなことができ

るわけじゃないし，でも，それぞれが少しでも何かできることがないかなっ

ていうことを考えるっていう第一歩をまずこう踏み出していくことがまず大
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事なんじゃないか，そういう意味で言うと，今回のようなですね，こういう

映画会とこのプロの方とのまあいろんな形でディスカッションしていく機会

っていうのが，もっともっと増えていけばいいかなっていうふうに思ってい

ます，はい。 

 森田：ありがとうございます。菱田先生，何か意見ありますでしょうか。 

 菱田：はい。社会とのつながり，その前に保護者との関係なんですよね。ほんとに

保護者との関係がぐじゃぐじゃになっている人たちが多いんです。映画の中

にもありましたけれども，保護者の方が少年院に入ってほっとしたって言っ

ていましたよね。で，少年院に入って半年では考えられなかったけれども，

やっとその手紙，週２回書いて，自分で考えて書いてみたいなお話があった

と思うんですけれども，保護者の方も変わることが必要なんです，保護者に

も支援が必要なんです。 

少年院というところは，少年も支援するけれども，保護者にも支援する，

両方やっていくところなんですね。くどいようですけど，刑務所にはそんな

ことはできませんので，刑務所の面会者に対していちいちどうでしたかなん

てそんなこと聞いたりしませんので，もう機械的に処理していきますから，

まあそれはそれでいいんですけどね。だから，ほんとに少年院の機能を刑務

所に求められても困るということなんで。とにかく少年院にとっては少年を

支援するけれども，保護者も支援する，そうしないと将来大変なことになる

と思うんですよ。将来ほんとにもうがちゃがちゃの家族になって，ほんとに

今度は立場が逆転して，将来年老いたときに子どものほうからまあとんでも

ないしっぺ返しが来る，そんな家族になるかもしれない。 

とにかく保護者との関係を何とかしなきゃいけない。そして，社会との関

係ですよね。で，社会との関係においても，やっぱり私，黒川さん，非常に

良心塾という名前のとおりほんとに頑張っていらっしゃる方だなと思うんで

す。ほかにも大阪でＮＰＯで活動していらっしゃる方いらっしゃいますけれ

ども，そういったＮＰＯの方たちとの関係というのをやっぱり大事にしてい

かなきゃいけないんじゃないかな，やっぱり一市民として応援していかなき

ゃいけないんじゃないかなと思うんです。 

それから，もう１つ，ここ埼玉弁護士会の主催だから言うじゃないんです

けれども，少年院というところは，１人１人についてよく見ていて，ケース

研究会，処遇検討会っていうのをやっているんですね。私がかつて現職の頃

は，少年も入れて，保護者も入れて処遇検討会やっていた頃もあるんです。

だけど，それはやっぱり負担が大きいということでなされなくなって，今は

恐らく，少年も入れて，保護者も入れて処遇検討会しているところはないと

思うんですけれども，是非それには，少年がまず主人公である，少年主体に
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処遇検討会をやっていただいて，保護者にも入っていただく，そこへもう１

つ弁護士さんにも入っていただけたらなと思うわけですね。それは付添人で

あった弁護士さん，あるいは，もし付添人がいらっしゃらなかったら，地元

の弁護士会にお願いして，どなたかその少年に関心のある弁護士さんに入っ

ていただく。 

それはなぜかと言うと，やっぱり信頼できる大人が１人でも多いほうがい

いんです。出てから被害弁償等との関係もありますので，そういうときにや

っぱりきちんと専門家の立場でアドバイスできる人が必要なんですね。そん

なときに１から１０まで説明してというのはすごく大変なことなんです。で

も，少年院で顔合わせしておけば，１から１０まで説明しなくても，森田先

生，実は加害者からこういうことがあって困っているんです，どうしたらい

いですかって相談に行けるわけですよね。そしたら，森田先生は，きっとね，

一肌脱いでくださると思うんですよね。 

     そこからもしかしたら次の一歩につながるかもしれない，そういう意味で

は是非少年院の処遇検討会，これは少年院がやらなきゃいけないことですけ

れども，弁護士さんを呼ぶということ，ＮＰＯの方を呼ぶ，社会につなげる

という努力をしてほしいなと思います。 

 中村：同じように，社会の理解とか，少年院の中と外のギャップとか，社会に少年

院みたいな法務教官はいないので，あと，つながりがないっていうこととか

が今出てて，ああ，そうだよなって言おうとは思ったことが，今出ちゃった

ので，折角なので，私当事者なので，当事者目線で発言させていただきたい

なって思っています。 

少年院に入ると，まあ少年院に入っていた人と社会で会っちゃいけない，

あと，社会にいる悪い友達と付き合っちゃいけませんよっていうふうに言わ

れるんですね，少年院の中で。社会へ出たら，仲間に電話をしたんですよ，

そしたら，親が出て，二度と電話かけてこないでちょうだい，ガチャンと切

られて，社会に出たら，悪いやつって私だったんだなとそのとき気付いて。 

（笑い） 

 中村：少年院の中で悪い友達と付き合っちゃいけないって言われたけど，社会の中

では私が悪いやつだったんだって気付いて，それって，友達のお母さんだけ

じゃなくて，社会に出てずっとそうで，例えば，バイトを探そうと思っても

悪くて有名すぎて誰も雇ってくれないし，何か，誰かと話をしようと思うと，

まともに自分を人として，普通の人として話を聞いてくれる人はいなかった

んですよね。 

だから，いろいろ事情があって，私はかつての仲間とも決別してしまった

ので，社会で独りぼっち，孤独になってしまった，その孤独から再犯となっ
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てしまったんですけど。社会で必要なことって，今も言ったようにつながり

とか理解とかいろいろあると思うんですけど，私は孤独っていうものを感じ

ることがない，それこそほんとに黒川さんが映画の中で言っていたけど，た

った１人でも寄り添う人がいたら生きていける，そういうふうに社会も，答

えは１つじゃないかなっていうふうにすごい感じています。 

先ほどのお母さんの来てくださった方，完成後，２０１９年のときに，試

写会のときに親子で来てくれました。 

     最後にお母さんが，これから彼女と，これからですって最後に言って帰っ

て，あ，これからを今しているんだなっていうのは感じました。 

     今も，４人取材して，２人はまだ連絡を取っているんですけど，その連絡

が取れているほうの子なので，お母さんとは今もいい関係でいるっていうふ

うに聞いているので，これからなのかなあって思います。 

 森田：須藤先生，いかがでしょう。 

 須藤：いろんなこと抱えていて，子どもたちそう簡単に，そんな簡単にですね，人

を信頼してくれるわけがないんですよ。 

それで，こちら側がいかに誠実に信頼できる大人として，信頼してもらえ

るようにやっていても，そう簡単にはいかないですよ。それで，まあ私の拙

い経験で言うと，なんかまあこの人悪くはないよなぐらいのところがまずど

うやって作っていくかって。 

     うーん。ちょっともう一回話し合ってもいいぞぐらいな，そんな感覚って

いうところからそういう積み上げていかないと，変にこう理想的な，理想的

な大人に出会ってみたいな展開を，まあ精神分析で転移とかって言うんです

けど，そういう転換点をばぁーっと出すよう形で信頼関係を作ると，今度は

その落胆のところに本人が耐えきれなくなる。 

つまり，いつもいつも１００パーセントでこちらはいれるわけじゃないわ

けなので，そういったところを踏まえておかないと，安易にこちらにわぁっ

て感情を向けさせるような関係作りっていうのは非常に危険なんですよね。 

ですから，まあある程度距離感あって，で，そこから徐々に近づいてきた

り，離れてみたり，でも，まあくっついてみたりっていうそんな関係をやは

り作っていくっていうのはとても大事なんじゃないかなとは思うんですよね。

だから，そこはこう極めて専門的ななんか関係作りっていう意味じゃなくて，

ちょっとしたこちらの心構えとして。 

     そう簡単に信用できないし，時には試してみようとわざと変な振る舞いを

してみたりするわけなんで，そういったことを踏まえて，こちらがずっと，

本人にとっての１人の大人として存在し続けていくためには，そういう感覚

が必要だということを言いたい。そういうことです。 
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 中村：よく大人が，信頼してもらえる大人，信頼できる大人にはどうしたらなれる

かっていうこととか，こういう会があると出るんですけど，まず，その大人

が少年を信頼してるのかなって私はいつも思って。 

     そこが，非行少年超敏感ですからね。 

    こいつ俺のこと好きか嫌いかっていうのと，もう敵か味方しか考えられない

から，見て，この人俺のこと好き，よし味方だって。 

もう単純なんですよね。だから，そこすごい重要じゃないかなって私は思

います。 

 須藤：今の話聞いて，私，初任のときにですね，自分の指導官から口酸っぱく言わ

れていたのは，少年たちを疑うことは誰だってできる，でも，信じきること

がどこまでできるかっていうのがおまえに問われてるんだって，いつも怒ら

れているというか，そういう訓戒を受けて。 

（笑い） 

 須藤：だから，結局，まあ実際にケース担当する中で，結果的に再犯されたり，さ

れたりってあえて言います，されたりっていう，あ，されちゃったっていう

感じあるんですよ。それは，何て言うか，あれだけ言ったのに裏切られたみ

たいな感覚はなるんだけど，それでも，なおかつ本人がちゃんとやろうとす

るところをどうやって信じていくか，それを重ねていくかってことがとても

大事だっていうことは若い頃にいろいろこう，そういう薫陶を受けて育った

なということを今思い出しましたね，はい。 

（笑い） 

 森田：菱田先生なにかありますか。 

 菱田：私，関西が主としてエリアなんですね。交野女子学院に１０年間，和歌山刑

務所に９年間，まあ行ったり来たり往復したわけですね。ということは，交

野で見た少年を和歌山で見る，和歌山で見た人の子どもを交野で見るってい

うことになるわけですよね。 

 菱田：で，交野で，ほんとに手が掛かって，手が掛かって，この子は将来多分犯罪

者になるんじゃないかなと思った少年が，意外と刑務所に来てないんですよ

ね。それよりもこの子は大丈夫だろうと思った子が来てたりして，とにかく

ほんとに人は分からないもので，やっぱりその子の将来にかける，その子の

未来に希望を託すということじゃないかなと思います。 

 森田：分かりました。時間がもうほぼなくて，最後に３人に１人一言ずつお話しい

ただこうかなと思うんですけど，中村さんどうぞ。 

 中村：今日は皆さん映画を見に来てくださりありがとうございます。映画を一番最

後にこの時間いただいたときに，皆さんにお願いしていることがいつもあり

まして，今日見た映画を家に帰ったら，家族の人，お友達や自分の身近な人
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に話してください。宣伝しろと言っているんではないです。見たものを人に

話すことで，ああ，この映画ってそういうことだったのかっていうふうに，

新たに気付くことがあるんです。なので，今日帰ったら，今日こういう映画

を見てきたよというふうに身近な人に話してください。 

 森田：菱田先生どうですか。 

 菱田：はい。この皆様への配付資料の中のここに書いているところですね。１ペー

ジ目の右の上のところですね，少年院というところは，子どもが変わり，親

が変わるところ，そして，親が変わり，子が変わるところ，その順番は人に

よって違います。親御さんのほうが先に変わって，親，その変わった親を見

て子どもが変わるケースもあれば，まあ大体が子どもが変わって，その子ど

もを見た親が変わってくれるケースのほうが多いかなと思うんですけれども。 

それから，ある子がこう言ったんです，親が親になったって。親御さんは

子どもが子どもになったって，ああ，これも実感だなあと思うんです。そし

て，私は，実感として，子どもも親も再出発するところということで，今日，

少年院についてなんかちょっとイメージをね，変えていただけたら有り難い

なと思います。ありがとうございます。 

 森田：須藤先生お願いします。 

 須藤：はい。映画の存在は前からずっと存じ上げていたんですけど，全く見る機会

がなくて，今日見ることができて大変よかった，ありがとうございます。 

そうですね，最後ということなんで，私，大学の教員になってから心理鑑

定とか，あと，海外のその判決で調査とかっていう関係で，アメリカに時々

行くような機会があって，実は３年ほど前にですね，シアトルのキング郡っ

ていうところの少年事件の対応を見てきたんですけど，そこでですね，かな

りキング郡の中に２０ぐらいのＮＰＯ団体があって，様々なそういう団体が

その非行した子どもたちの支援をしていってました。 

例えば，その中には芸術を通じてその芸術活動をして，それを発表の場を

与えて本人たちに社会参加を促すとか，で，それに対して，その場にいろん

なメンターということで若者が入ってきて行っている。しかもそういうＮＰ

Ｏ団体に行政がけっこうお金出しているんですね。ですから，アメリカって

１９８０年代からかなり厳罰のほうにこうシフトしていたんですけど，そこ

からどうもまた揺り戻しで，できるだけ社会の中でどうやって居場所作りし

て本人たちを定着させていこうかということで，司法と行政と民がある意味

一体となって取り組んでいるっていうのを目の当たりにしてきて，これって

非常に，アメリカいろいろ問題抱えていますけど，非常にこう参考になると

ころが多いなということで，まあそんなところもですね，これから日本でも

取り組んでいけたらいいのかなという思いをしております。以上です。 
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 森田：ありがとうございました。それではパネリストの皆様ありがとうございまし

た。最後の最後に，中村さんから何かお話があると。 

 中村：はい。お願いばかりなんですけど，映画の最後，カナちゃん最後どうなった

のかなって思っていらっしゃる方いると思うんですけど，彼女の人生まだ終

わってなくて，今も現在進行中で，第２弾の映画に，取材しています，第２

作の映画の中にも入れる予定です。で，彼女のその後は本にも書いてあるの

で，ちらしのバーコードを読み取るとアマゾンに飛べると思いますので，ど

うかぽちっとお願いします。 

（笑い） 

 中村：それと，第２弾の映画を現在撮影に入りました。撮影するのは東京にある多

摩少年院と神奈川県にある久里浜少年院，少年院最後のとりでと言われてい

る久里浜少年院で撮影します。こちらも前作同様寄附で作っていく予定です。 

ちらしに寄附願いを入れさせていただいたのでよろしくお願いします。 

（拍手） 

 森田：ありがとうございました。 

以 上 
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