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１ 日本のＢＢＳについて
■ＢＢＳとは
ＢＢＳは Big Brothers and Sisters の頭文字をとった略称で，これは後述の米国で展開されていた運
動に由来します。ここでは BBＳを Big Brothers and Sisters Movement という広義の意味で用います。
■日本におけるＢＢＳ
日本におけるＢＢＳは，「友愛とボランティア精神を基礎とし，少年（以下，少年法に基づき
20 歳に満たない者を「少年」といいます。）と同じ目の高さで共に考え学びあうこと」を理念として，非
行少年や生きづらさを抱える少年たちのいない，犯罪や非行のない明るい社会の実現を目指す青年
ボランティア運動です。
■日本のＢＢＳの特徴
海外にもＢＢＳに類似した活動がありますが，その支援対象や活動方法などは国によってさまざまで
す。日本のＢＢＳの最大の特徴は，官民協働態勢を特徴とする日本独自の更生保護制度の中で，法
務省の協力団体として，地域においては保護観察所のほか保護司や更生保護女性会等の民間篤志
家とも協力しながら，非行少年等の立ち直りを支援する活動を展開してきた歴史的な経緯にあります。
■地域社会に根付いた活動
日本では，各地区ＢＢＳ会等が，各々の地域において活動プログラムの企画，研修，実践活動を行っ
ています。全員がボランティアですが，70 年以上の活動を通して培った知識や経験を代々引き継ぎ，
また，保護観察所を始め，地方公共団体や福祉・教育機関等の関係機関・団体との連携や協力・支
援により活動を進めています。
■非行の変化
近年，日本では少年非行の数は減少し続けています（図 1 参照）。また，その非行の内容は，集団で
社会や大人に反抗するような行動化は少なくなり，社会から疎外され，非社会的で表面には見えづら
いものが多くなってきています。
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図１： 少年の検挙人員
出典：令和２年版犯罪白書・少年の検挙人員（刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等）

■現代社会の課題
日本は経済的に発展したにもかかわらず，非行や，社会から取り残され孤立し，生きづらさを抱えて
いる少年たちが少なからずいます。貧困，いじめ被害，不登校，中退，被虐待，更には自らを傷つけ
てしまう少年たちの存在は現代の日本社会の大きな問題のひとつです。これらの少年たちは，自尊
感情や自己有用感を持つことができず，そのために他者を信頼することもできず，自分の居場所を見
出すことが難しくなるなどします。さらに，このコロナ禍で支援の手が届かず，生活に困窮している家
庭の中で十分な養育を受けられない少年もいます。
■ＢＢＳが目指すもの
ＢＢＳは，このような非行や生きづらさを抱えた少年たちへの支援のほか，青少年の健全育成や非行
防止活動にも，同じ年代の若者として問題意識をもって取り組み，排除や差別ではなく，包摂，寛容
な社会を目指しています。
P.1

２ 日本のＢＢＳの歴史
■日本のＢＢＳのルーツ
日本のＢＢＳのルーツは，1904 年，米国でアーネスト・クールター（Coulter,E.K.） が提唱し始まったと
言われる BB/BS（Big Brothers/Big Sisters）運動にあります。その日本への紹介の嚆矢は，1913 年
基督教青年会が Big Brother を「大兄（あにさん）」と訳した『救済研究』の記事に見ることができます。
■ＢＢＳ組織の誕生
それを受けて，日本においても，類似の活動の萌芽が各地で見られましたが，組織的な動きとしては，
1946 年，第二次世界大戦の戦災孤児等の非行対策会議に関する新聞記事を読んだ京都の大学生
が，荒んだ社会環境の中で，孤児となり非行に走る少年たちの姿に心を痛め，「非行少年が正しい社
会生活を送るためには年齢ならびに社会生活的にも最も近い健全な青少年がよき友人として交際す
る必要がある」と京都府庁へ投書したことが契機となり，京都少年審判所長（現在の京都家庭裁判所
長）の後押しにより始まりました。1947 年 2 月 22 日，京都女子専門学校（現在の京都女子学園）で
「京都少年保護学生連盟」第 1 回創立総会が行われ，1950 年には，「全国ＢＢＳ運動団体協議会」が
設立され，1952 年に「日本ＢＢＳ連盟」と改称されました。
■ＢＢＳの基本原則
1957 年には， ＢＢＳ会員は，①友愛と良識をもって，非行少年のよいともだちとなる，②自己の反省
と錬磨に努める，③明るい社会の建設に寄与する，という会員綱領が制定され，さらに，1967 年には，
活動類型として，「ともだち活動」，「非行防止活動」，「研さん活動 」の３領域を規定するなどしたＢＢ
Ｓの基本原則 が定められました。
■そして現在へ
ＢＢＳ発足 50 周年となる 1997 年には，社会情勢の変化に鑑み，同基本原則が改正され，活動の対
象となるのは非行少年だけでなく，社会不適応少年を含めた活動とされ現在に至ります。そして，日
本ＢＢＳ連盟は 2016 年にＮＰＯ法人となり，また，本年で結成から 75 年目を迎えています。

３ 日本のＢＢＳの組織
日本のＢＢＳの組織の基本は地区ＢＢＳ会で，市区町村などの行政区域や大学などを単位に全国に
300 を超える地区会があり，地域に根ざした様々な活動を展開しています。約 5000 名の会員がこの地
区会のいずれかに所属し，現在は，そのうち半数以上の会員が学生です。学生の比率は年々増加傾
向にあり，2020 年では全体の 54％です。
このような地区ＢＢＳ会が，各保護観察所に対応した都道府県
日本ＢＢＳ連盟
毎に集まって，50 の都道府県ＢＢＳ連盟（北海道は４組織）を形作
り，同連盟で，地区会の統括や相互の連絡調整を行っています。
8 地方連盟
さらに，都道府県ＢＢＳ連盟が全国の地方更生保護委員会に対
応する形で８つの地方ＢＢＳ連盟を組織し，地方単位の研修会な
50 都道府県連盟
どを行っています。そして，全国組織である日本ＢＢＳ連盟が，各
ＢＢＳ組織相互の連絡調整，関係機関との連携，広報などを通し
300 以上の地区会
て，運動全体の推進の役割を果たしています（図２参照）。
図２： 日本のＢＢＳの組織構造
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４ 日本の地域社会における BBS
非行少年が社会の一員として立ち直ろうとするには，本人の強い意志や司法・行政機関からの働き
掛けのみならず，地域社会の理解と協力が不可欠です。
そのため，日本では，保護観察中の少年に対しては，官民協働で少年の指導や支援に当たっており，
「更生保護ボランティア」と呼ばれる様々な人たちが，それぞれの特性を活かして更生保護の諸活動に
積極的に参加しています （図３参照）。
●保護司
犯罪をした人の改善更生を助けるとともに犯罪予防活動などを行う。保護観察対象者に対しては保
護観察官と二人三脚で保護観察処遇を行う。
●更生保護女性会
女性の立場で青少年の健全育成や非行防止啓発活動等に協力する。生きづらさを抱えている少年
たちを「ほっとけない」という思いで活動している。
●BBS 会
少年たちの年齢に近く，少年と同じ目の高さで関わることができる青年であることの特性を活かし，少
年たちを支援するための様々な活動に携わっている。その活動は，保護観察所の支援，協力を受け
主体的に行っているが，保護観察所からの依頼を受けて行うともだち活動に限っては，保護観察処
遇の枠組みの中で行われるので，その指導のもと実施している。
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図３ 地域社会における BBS
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５ 日本の BBS の実践活動
（１）非行少年等に対する立ち直り支援
①ともだち活動
ともだち活動は，日本の BBS を特徴づける中核的な活動です。これは BBS 会員が非行少年や生き
づらさを抱える少年と「ともだち」となることを通して，彼らの立ち直りを支援しようとする継続的な活動
です。
■活動の枠組み
• 依頼元は多くの場合，保護観察所や家庭裁判所，児童相談所，児童自立支援施設及び学校と
いった公的機関で，依頼元の方針に従って活動を行います。保護観察中の場合は，保護観察官
や保護司のスーパービジョンのもとで行われます。
• 保護者等の個人から依頼を受けることもあります。その場合は保護者等と相談しながら，また，
状況に応じて，ときには専門家の助言を仰ぎながら活動します。
• 対象となる少年は非行や他者には知られたくない事情を抱えています。したがって，活動を通し
て知り得た事実は誰にも漏らさないことが原則であり，また，情報管理には細心の注意を払って
います。
■活動プロセス
• 依頼元からの依頼により，BBS 会員が保護者や少年と顔合わせをし，双方が同意したときに，そ
の関係が始まります。
• 少年と会員との関係は，互いに知らない 2 人が，ある目的の下で結ばれた関係で，上下関係は
ありません。資格や権限を与えられて少年を指導する関係ではないことが，むしろ自然にいい影
響を与えられるものと期待されています。
• 継続的に関わるうちに同年代ならではの疑似的な「ともだち」関係が形成されるところに，この活
動の特徴があります。
• 活動は，一般的な友人関係とは異なり，依頼元から終了する旨の連絡があったときをもって終了
します。ただし，多くの場合，終了前には依頼元から少年の近況についての確認や終了に関する
意見を求められるなどします。
■活動形態
• 活動の基本は BBS 会員と非行少年の 1 対 1 の活動ですが，少年の特性や状況に応じて，複数
の会員が一人の少年に対応したり， グループ ・ ワークなどの集団技法を利用したりすることも
あります。
■年間の活動件数や結果
• 少年人口の減少，少年非行の減少などもあり，ここ数年の活動件数は全国でおおむね ２００件
程度です。
• 依頼元から，少年の表情が明るくなった，家族とよく話すようになった，将来について考えるよう
になったなどとの報告があり，少年によい変化があったことが窺われます。
• 大人からの指導には反発する少年も，年代の近い BBS 会員からの話は自然に受け入れたり，
知らず知らずのうちにいい影響を受けたりすることもあるようです。
• ともだち活動は，依頼があってはじめて開始されるものですので，日頃から関係機関との連携を
密にし，ＢＢＳへの理解をしていただけるように配意しています。この長年にわたる実績によって
ＢＢＳは社会的評価を受けており，学校の相談室等から協力を求められたり，地方公共団体等
から少年の健全育成や再非行防止についての相談を受けることもあります。会員にとっても少年
と直接かかわることができるやりがいのある活動であり，会員自身の学びの機会ともなっていま
す。
②少年院や児童自立支援施設等における訪問活動
非行少年等の入所施設において，依頼元の希望に応じて，学習支援やレクリエーションを通して少年
たちとの交流を図っています（別冊活動事例紹介参照）。
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（２）非行防止活動
■非行防止活動とは
少年や地域に広く働きかけ，少年の健全な発達支援や明るい社会環境づくりを行おうとするものです。
大別すると，少年たちの健全育成や非行化の防止に向け，地域の少年たちに参加を呼びかけて行う
活動と，地域社会から非行の誘因をなくし，社会環境を改善していくために，市民に呼び掛ける広報
啓発活動とがあります。
■少年の健全育成や非行化防止の活動として
例えば，学習支援，スポーツ，キャンプ，子ども会活動，放課後の居場所作りの活動等，地域の実情
に合わせて実施しています。2019 年において当連盟に報告があったグループ活動は，全国で 1343
件，参加した少年は 10961 人，参加したＢＢＳ会員数は 4733 人でした。どの活動においても，少年が
自信や達成感が持てるように工夫しています。
■地域社会から非行の誘因をなくしていく活動とは
犯罪や非行を助長するような有害環境の浄化活動や啓発活動があり，例えば，公共の場の落書き
の除去の活動など更生保護関係団体や地域の少年育成に関わる団体等と共に実施しています。
■主な啓発活動として
法務省主唱の“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える地域のチカラ～が
あり，それぞれの地域の地方公共団体を中心に，保護観察所と BBS 会を含む更生保護ボランティア
の官民協働で，各種の講演会，ワークショップ，街頭でのチラシ配り等を行い，犯罪や非行からの立
ち直りへの理解と，犯罪や非行のない地域社会づくりへの協力を市民に呼び掛けています。
（3） 自己研さん
■BBS 活動を実施するためには，非行少年や生きづらさを抱える少年たちのありのままを理解し，少
年たちと相互に理解し合うための基礎となる対人理解の技法を習得することが必要であり，保護観
察所の職員や専門家の講義を受けたり，ロールプレイングやレクリエーション技法を学ぶなどして，
少年との信頼関係が築けるよう研さんを重ねています。
■組織研修としては，法務省と日本 BBS 連盟が共催で行う全国的な中央研修のほか，地方連盟 ご
と，県連盟ごと及び各地区ごとで多くの研修会が用意されています。
■コロナ禍においては，集合研修の多くは中止になりましたが，オンラインでの研修会が各地で 始ま
り，オンラインであるからこそ遠方の多くの会員も参加できてよかった，もっと工夫していきたいなどの
積極的な意見が寄せられています。

６ 海外へ向けた BBS 運動の発信
私たちは日本の BBS を海外の方々にも知ってもらい連携していきたいと考え，機会を捉え海外にも
発信しています。最近参加した会議や交流の場は次のとおりです。






第 3 回世界保護観察会議 (2017， 東京)
日本中国青年親善国際交流（2018，中国 北京等）
第 14 回国連犯罪防止刑事司法会議 アジア太平洋地域準備会合（2019，バンコク）
第 4 回世界保護観察会議 (2019，シドニー)
コングレス・ユースフォーラム (2021，京都)

このような会議等への参加を通して，私たちは世界の関係者から多くを学び，改めて国内での活動を
振り返るとともに，その成果を地元の BBS 会に持ち帰り将来の地域活動等に活かすようにしています。
今回の第 14 回国連犯罪防止刑事司法会議に先立って行われた京都コングレス・ユースフォーラム
には 7 名の BBS 会員が参加しました。SDGｓや「青少年犯罪の予防・罪を犯した青少年の社会復帰に
おける若者の役割」などについて、海外の若者と活発に議論を交わすことができ，これからの私たちの
活動に活かせる大きな財産となりました。
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７ コロナ禍における BBS 活動
■これまでの活動の方法，認識
ともだち活動やグループワークなどを行うなかで知り得る少年に関する情報の機密性は高く，また，
対面だからこその安心感から少年の個人的な悩みなどの相談を通して信頼を培っていく場面が多い
ことから，BBS においては対面が重要であるという認識のもと，これまではほぼ対面で活動してきまし
た。そのほか，少年たちとのスポーツ，キャンプなど対面や集合でしかできない活動も多くあります。
■コロナ禍での課題
コロナ禍で対面が制限された状況の中，BBS では活動しないという選択ではなく，その代替としてオ
ンラインによる活動等を模索してきました。そこで，次のような課題が浮かび上がってきました。
① 対面がベストであるという BBS 会内外の固定化した考え方
② 個人情報流出に関する依頼元の懸念
③ 会員の IT リテラシーの不足
④ 連携先団体等の理解や対応の不足
■課題解決に向けた努力
BBS では上記の課題を克服してコロナ禍でも BBS 活動を続けるために，次のような取組をしていま
す。
① オンラインで活動をするためのルールづくり
② オンライン定例会，総会，勉強会，広報誌作成等のトライアル実施
③ 対面での活動におけるルールづくり（検温・消毒ルール含む対面活動実施の条件，何かあった
際の対応等）
④ 対面でどこまでできるか，人数制限をした上でのグループワークのトライアル実施
⑤ 関係団体（保護司会）との意見交換会や講演会などの研修活動による相互理解の促進
■実践活動例
① オンラインでの不登校少年向け学習支援
これまでのような対面ではなくオンラインであったが，学習支援を行い効果を上げて いる（詳
細は別冊活動事例紹介参照）。
② オンラインでのグループワーク活動
これまでオンラインでのグループワークは実施はしたことがなかったが、コロナ禍が続く中、
BBS 会内部や保護観察所ともオンラインで行うことの問題点や活動を中止し続けることとの比
較考量など慎重に検討した結果、実施上のルールを明確にした上で行うこととした。その内容
は、コロナ禍でのオンライン授業やイベント参加の経験を活かし，ジェスチャーゲームやすごろ
くなどオンラインで行えるゲーム大会とした。
③ 児童自立支援施設入所中の少年に対する郵送での学習支援
週末に問題のプリント，リアクションペーパーを施設に送り，少年から送られてきたものに採点
とコメントをつけて，週初めに返送するという方法で支援を行った。
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８ BBS 活動と持続可能な開発目標(SDGs)
BBS 運動の目的である「非行少年や生きづらさを抱える子どもたちのいない，犯罪や非行のない明
るい社会の実現」と 2030 年までのグローバル目標である「持続可能な開発目標」とは次のような共通
項目があります。
私たちはこれら SDGs のゴールを意識しつつ，誰一人取り残すことなく持続可能な社会を目指して，
さらに活動を進めていきたいと思います。

BBS 活動

SDGs

ともだち活動
非行少年等と「ともだち」となることで彼らの社会復帰を
支援

学習支援
非行少年等の基礎学力やコミュニケーション能力の向上
を目指す。

レクリエーション
非行少年等にスポーツ等を通して，ストレス発散や楽し
さ，社会とのつながりを感じてもらう。

相対的貧困の少年たちへの食事提供
相対的貧困層が増加する中で，食事を共にすることで，
少年たちに安心や楽しさそして社会とのつながりを感じ
てもらう。

広報啓発活動
誰一人取り残さない，犯罪や非行のない安全で安心な
明るい地域社会を築くための啓発活動
国際会議での発表
青年ボランティアによる非行少年等の社会復帰支援へ
の関わりについて，海外に向け紹介と提案
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第 14 回国連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）
及びユースフォーラムにおける

日本 BBS 宣言
コロナ禍においても止めることはない支援を
世界を覆うコロナ禍の中，私たちはここ京都に集いました。
日本における BBS 運動は，第二次世界大戦直後の戦後復興の混乱期に
荒んだ少年たちのありように心を痛めた京都の学生たちの思いから始ま
りました。
現在のコロナ禍は， 70 年以上前の混乱期とは社会状況は異なるもの
の，生きづらさを抱えている「ほっとけない」
（何かせずにはいられな
い，そのままにしておけない）少年たちがいることに今も変わりありま
せん。BBS には，同世代の若者であるからこそ，非行のほか，貧困，い
じめ被害，被虐待など様々な生きづらさ困難を抱えた少年たちを支え，
ともに成長し，次代を担っていきたいという思いがあります。
感染拡大が続いている COVID-19 は，人と人との直接的な交流を妨
げますが，私たちは近年急速に発達した ICT を活用するなどして，この
状況を乗り越えるべく努力しています。どのような状況にあっても止め
ることなく支援し続けます。
また，私たちはこのコングレスに向けての準備やユースフォーラムへ
の参加を通して，困難を抱えた少年たちを「ほっとけない」との思いを
持って，自ら考え，仲間と語り合い，行動している同志が世界中におら
れることを確信しました。
私たちは，この貴重な出会いと感動をもって，これからも同じ思いの
人たちと連帯し，誰一人取り残さない明るい社会を共に構築していくこ
とをここに宣言します。
2021 年 3 月７日
特定非営利活動法人日本 BBS 連盟
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