
少年院は，家庭裁判所の決定により保護処分として送致された少年を収容する，法務省

所管の施設です。

少年院では，在院者の特性に応じた適切な矯正教育その他の健全な育成に資する処遇を

行うことにより，改善更生と円滑な社会復帰を図っています。１６歳未満の受刑者を収容

することもあります。

久里浜少年院は，「反社会的な価値観・行動傾向があるなど，非行の程度が深い少年」「外

国人等で日本人と異なる処遇上の配慮を要する少年」「１６歳未満の受刑者」などを対象

に，健全な価値観を養い，堅実に生活する習慣を身に付けるための各種の指導のほか，個

別の問題性に応じた指導，日本語や日本文化・習慣を定着させるための指導などを重点的

に行っています。

CHANGE   CHALLENGE   COOPERATE SOCIETY
（改革・変革） （国民との協働） （安全な社会）

在院者の円滑な社会復帰のためには，保

護者等の皆様との協力関係が大切です。

そのため，当院では，在院者と保護者等

の皆様を交えて面接を実施したり，保護者

等の皆様に保護者会，運動会等の行事へ参

加していただくことなどを通じて，当院の

教育活動への理解や協力を得られるよう

に努めています。

当院の施設運営の透明性を確保し，社

会に開かれた少年院を目指すことを目的

として「久里浜少年院視察委員会」が設

置されています。

委員は，弁護士，医師，町内会，教育

委員会職員，大学教員など少年の健全育

成に造詣の深い方々により構成されてお

り，当院の視察，在院者との面接，在院

者から提出された書面の確認，当院から

の情報提供等を受けて，当院の運営状況

を把握し，意見を述べることができます。

当院は，視察委員会の意見に基づき，

施設運営の改善向上に役立てることにな

ります。

当院では，在院者の円滑な社会復帰を

図るため，出院後に自立した生活を行う

ことが難しい在院者に対し，修学・就労

の支援，帰住先の確保，医療・福祉機関

との連携による継続的な調整，退院者か

らの相談対応等の支援を行っています。

社会復帰支援の充実

国際科では，外国人等で日本人と異なる

処遇上の配慮を要する在院者に対し，日本

語教育，日本の文化・生活習慣等の理解を

深めるとともに，健全な社会人として必要

な意識，態度を養うための各種の指導を行

っています。

国際科 久里浜少年院視察委員会

保護者等との協力

交通案内

【公共交通機関を利用される場合】

○京浜急行線京急久里浜駅から，京浜急行バス「千代ヶ崎行き久９番」又は「千代ヶ崎経

由浦賀行き久１９番」に乗車，「千代ヶ崎」で下車

○京浜急行線浦賀駅から，京浜急行バス「浦賀病院前・千代ヶ崎経由京急久里浜駅行き久

１９番」に乗車，「千代ヶ崎」で下車

→バスを降りたら，フェンス沿いに左側に進むと，当院が見えます。

【自動車等を利用される場合】

○横浜横須賀道路「浦賀インターチェンジ」を降りる→最初の信号を右折→浦賀駅前交差

点を右折→川間トンネルを抜けたら，消防総合訓練センターの角を左折→突き当たりの門

の手前を左折→そのまま進むと，当院が見えます。

当院では，矯正教育（職業指導）の一

つとして，陶芸指導を実施しています

が，在院者の作品を当院の地名にちなん

で「長瀬焼」と呼んでいます。

陶芸科では，陶芸技術の習得を通じ，

集中力，達成感など，出院後の就労生活

を定着，維持する上で必要な心構えや職

業意識を養います。

長瀬焼

（H2９.９版）

〒２３９－０８２６

神奈川県横須賀市長瀬３－１２－１

久里浜少年院
℡０４６（８４１）２５８５

法務省は，現在「世界一安全な国・日本」を実現するため，再犯・再非行防止対策を推進しています。



                                

処遇段階

矯正教育

社会復帰支援

                        

時 間 日 課

７：００ 起床・洗面・清掃等

７：３０ 朝食

９：２０ 朝礼

９：３０ 職業指導

１１：２５ 昼食・余暇時間

１３：１０ 体育・運動・講義等

１６：２０ 夕食・居室内体育

１８：００ 日記・内省・学習

１９：００ テレビ視聴・自主学習

２１：００ 就寝

（当院の標準教育期間は，第１種少年院の場合１１か月，第２種少年院の場合１２か月です。）
進路指導【個別面接，視聴覚教育等】

久里浜少年院の沿革

特別活動指導

生活指導

教科指導
社会生活に必要な基礎学力を身に付けさ

せるための指導や，高等学校への進学等を

希望する者に対する指導を行っています。

特に，高等学校卒業程度認定試験は，修

学・就労支援の一環として，受験機会の拡

大など積極的に実施しています。

情操を豊かにし，自主性，自律性，協調

性を育てるための指導を行っています。

自立した生活のための基本的な知識や生活態度を身に

付けるための指導を行っています。

職業指導

勤労意欲を高め，職業上有用な知識や技能

を身に付けるための指導を行っています。

基本的生活訓練【集団行動訓練，個別面接等】

問題行動指導【個別面接，非行性対応指導等】

特定生活指導（※）【被害者の視点を取り入れた教育，薬物非行防止指導，性非行防止指導，

暴力防止指導，家族関係指導，交友関係指導】

保護関係調整指導【保護者参加型プログラム等】被害者心情理解指導【講話，課題作文等】

治療的指導【課題作文等】

行事【ソフトボール大会，運動会，

駅伝大会，成人式，観桜会，野外炊飯等】

自主的活動【役割活動等】

高等学校教育指導

【高卒認定試験のための指導】

補習教育指導

職業能力開発指導

【ＯＡ科，資格取得講座】

自立援助的職業指導【陶芸科，木工科】

職業生活設計指導【対人関係円滑化指導，

パソコン学習，農園芸科等】

情操的活動【読書指導，視聴覚教育等】

処遇の流れ

矯正教育は，生徒の犯罪的傾向を矯正するとともに，健全な心身を培わせ，社会生活に適応する

のに必要な知識及び能力を習得させることを目的として，生活指導，職業指導，教科指導，体育指

導及び特別活動指導の５つの分野を適切に組み合わせ，体系的かつ組織的に実施しています。

矯正教育の内容

入院 出院

当院の教育活動は，地域の皆様をはじめ，篤志面接委員，教誨師，更生保護女性会，保護司，外部協力

者（講師等）など，多くの方々の御支援，御協力をいただいています。

日課（例）

３級 ２級（前期・後期） １級

自己改善への具体的指導

・反社会的行動傾向の改善

・被害者の心情理解

・今後の生活への展望

社会生活への円

滑な移行を図る

指導

自己の問題改善への意欲の

喚起を図る指導

成績評価に応じて処遇段階を向上又は低下

円滑な社会復帰のため，在院者の意向を尊重しつつ，修学，就労．帰住，福祉等の支援

個人別矯正教育計画を策定

競技等

【ソフトボール，水泳，バレーボール等】

基礎体力づくり

【持久走，サーキットトレーニング等】

自立した社会生活を営むための健

全な心身を育てることを目的とした

指導を行っています。

体育指導

（※）生徒一人一人が抱える問題性に着目し，その問題性の改善に特化した教育を「特定生活指導」と呼びます。
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久里浜少年院
℡０４６（８４１）２５８５
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