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街頭補導実施回数 １８回
従事補導委員数
９１人
相談件数
０件
補導した少年数
０人
声かけ人数
２５４人

８ 月 の 補 導 日 誌 か ら
８月１日（木）
１班（M・N 記）
巡回経路 ゲームセンター → 書籍等販売店 → インターネットカフェ →
ゲームセンター
補導の様子
夏休みに入り、今日は８月１日、佐久地方ではお墓参りの風習があり、休日
の企業もあったかもしれない。親子連れで賑わうゲームセンターもあり、親子
連れに声をかけると「仕事も学校も休みなので一緒に遊びに来た。」とのことで
した。子どもは笑顔で楽しそうでした。連日の猛暑でエアコンの効いた室内で
の遊びは最適だと思う。その一方で、中・高校生の姿はなく、声かけするよう
な子はいなかった。暑さで出歩かないのか、それとも夏休みとはいえ部活等が
忙しいのか。とはいえ、羽を伸ばせる夏休み。健全に過ごすことを願っている。
８月２日（金）
９班（A・H 記）
巡回経路 野沢会館 → 県民佐久運動広場 → 野沢児童館 → 中嶋公園 →
原公園 → 野沢会館
補導の様子
野沢会館には、10 数名がおり夏休みの宿題をしているようでした。生徒数人
と世間話をし、最近の状況を聞きました。原公園にて、幼稚園児と３歳の子ど
もが６名おり、その母親や祖父母がおりました。日常会話等談笑して５時には
帰るようお願いしました。暑い真夏日でした。学校が夏休みに入ってしまった
ので、小・中・高校生はどこにもおりませんでした。
８月３日（土）
夜間補導 （臼田よいやさ）
17 班（K・K 記）
巡回経路 臼田支所 → 稲荷山公園北登り口 → 臼田橋 → 臼田駅 →
臼田橋→ 臼田支所
補導の様子
当日は「臼田よいやさ」の市民祭りであり、午後８時ころになると「子供神
輿」「大人神輿」も終了し、遠くから和太鼓の音が聞こえ、歩行者天国に昨年よ
り少なくなってしまったが露店が５軒ほどあった。どの露店にも 20 人くらいの
親子連れが列を作り、楽しそうに買い物をしているようであった。高校生グル
ープは少なく、５・６人のグループの男子中学生を時折見かけたが、服装も地
味であり、特に問題となるような状況は見受けられなかった。午後８時過ぎに
打上花火が始まったが、花火がよく見える臼田橋上に保護者同伴の子どもたち
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が多く集まって花火を見ており、他の歩行者天国は、歩行者がまばらとなって
しまった。花火が終了するころには、家路を急ぐ人も多くなり、祭りは終了に
向かい、特に補導を必要とする状態は認められなかった。
８月５日（月）
13 班（H・K 記）
巡回経路 中込駅 → 佐太夫町公園 → 食料品等販売店 → 成田公園 →
中込公園 → 横町公園 → サングリモ
補導の様子
今日も気温が高く暑いため、公園や商店街を歩いている子どもたちの姿はほ
とんど見かけませんでした。成田公園で３人の高校生が部活帰りで休息してい
た（暑いため涼をとっていた）
。特に変わったことはありませんでした。
８月６日（火）
２班（S・I 記）
巡回経路 大型スーパー・同ゲームコーナー→ 若宮児童公園 →
岩村田小の通学路 → 一本柳公園 → 大型スーパー
補導の様子
大型スーパーでは、夏休み中ということもあり、ゲームセンター・フードコ
ートとも賑わっていました。夕方、小中学生が若宮児童公園や一本柳公園で遊
んでいるということを伺ったので巡回に行きました。直前に夕立があったため、
人出はありませんでした。若宮児童公園は、木陰となっているので、夏でも涼
しく遊べそうです。一本柳公園は、屋根付きベンチのみでしたので、ゆっくり
遊ぶことは厳しいと思いました。猛暑期であり、日中は室内で過ごしているの
で、安全に過ごせていると良いなあと願います。通学路は、細い路地もありま
すが、登下校時には見守り隊の方が毎日立ってくださっているので安心して登
下校でき、とてもありがたいと思いました。地域の見守りの方に感謝です。
８月７日（水）
３班（W・K 記）
巡回経路 インターネットカフェ → ゲームセンター → 小田井児童館 →
ビデオ等販売店 → 大型ゲームセンター
補導の様子
雨上がりの夏休みの夕方、巡回を実施した。インターネットカフェでは数人
の成人が、ビリヤード・ダーツ等を楽しんでいた。小田井児童館では 20 人程の
低学年を中心に、夏休みなので弁当持参で終日遊んでいるとのこと、宿題につ
いて聞くと全て終わっているとのことであった。大型ゲームセンターでは多数
の親子連れが来店していました。男子４人組はお菓子のゲームで大当たりをし
て喜んでいました。今日の巡回で特に声かけしなければいけないような問題の
ある少年はなく、良かったと思いました。
８月８日（木）
10 班（S・K 記）
巡回経路 野沢会館 → 野沢中学校 → 大型書店 → 野沢会館
補導の様子
野沢会館のロビーでは、高校生 15 人位が会話したり、飲食したりしながら勉
強していました。野沢中学では夏休みのクラブ活動後。バスケ部の帰宅途中の
生徒７～８人と会話した。元気良くあいさつがあり、気持ちが良かったです。
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玄関で顧問の先生と教頭先生が対応してくださり「クラブ活動は月曜日から日
曜日まで活動して週に２日間の休みを取る。」とのことでした。その後、大型書
店を訪問、16 人位来店中、店長とお話をして巡回しました。
８月９日（金）
４班（M・K 記）
巡回経路 浅間会館 → 東地区（佐久東児童館・鼻顔公園・駒場公園） → 浅間会館
補導の様子
声かけについて、近年つくづく感じたり、思ったりすることですが、この声
かけは現代（近年）の補導に必要なのか？今日は、普段のコース「王城公園付
近～岩村田商店街他」を変更し、東地区内の佐久東小学校、佐久東児童館等を
訪問した。児童館は 20 人位の児童が数人位のまとまりで勉強会やゲーム等をし
て楽しんでいた。館の先生に夏休みの利用度をお聞きすると、平均で 70 人前後、
最高で 90 人超であるという。午前、午後の各１人の担当割、大変な激務である。
子どもたちの遊び、学習内容に声かけする難しさ、多忙は敬意に値する。駒場
公園では丁度天候も落ち着き、外周を見回り補導することができた。老若男女
それぞれに目的があり、夏休みの雰囲気を感じる。雨に遭うこともなく、２人
の専門補導員の方と世間話を含む有意義な時間を過ごすことができました。
８月 13 日（火）
14 班（Y・S 記）
巡回経路 中込駅 → 成知公園 → 中込児童館 → 学童保育 → さくラさく小径
補導の様子
盆の入りと高温注意報が出ている中で、外で遊ぶ子どもたちは少なかった。
成知公園で、２組の親子連れに熱中症に気をつけるよう促した。中込児童館で
は４人の子どもがクーラーのある室内で遊んでいた。学童保育は休みのようだ。
さくラさく小径では、サッカーサークルの中学生親子 20 人位がバーベキューを
楽しんでいた。
８月 14 日（水）
夜間街頭補導 （浅科どんどん） 19 班（A・Y 記）
巡回経路 千曲川浅科グランド浅科納涼花火大会会場及びその周辺
補導の様子
天候にも恵まれ花火大会会場内を巡回しました。屋台も多数出店
しておりましたが、家族同伴も多数見受けられ、午後８時 45 分
花火終了とともに帰宅者も多く、特に補導等もありませんでした。
８月 15 日（木）
夜間街頭補導 （榊まつり）
20 班（H・M 記）
巡回経路 望月支所 → 榊まつり会場及びその周辺 → 望月支所
補導の様子
榊まつりの巡回では台風の雨が心配されたが、巡回終了までは霧雨程度で助
かりました。人出も例年と同じくらいで、外国人観光客が多いと感じました。
また、小学生くらいの子どもは保護者と一緒で、中高校生は集団で行動してい
たが問題を起こす様子もなく、屋台通りにも怪しい人もいなく安心しました。
８月 20 日（火）
巡回経路 大型スーパー

→

インターネットカフェ
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→

５班（T・K 記）
市民交流ひろば

→

佐久平浅間児童館 → ねむの木公園 → 枇杷坂公園 → 岩村田駅
→ 大型スーパー内ゲームコーナー
補導の様子
巡回を開始する前に大型スーパーの店長さんからお話しをお聞きしました。
お盆休み明けの火曜ということもあり、大型スーパーの駐車場は満車状態で込
み合っていました。それに比較すると、市民交流ひろばや公園にはあまり人が
いなかったのが印象的でした。学校などが休み明けのせいか、岩村田駅や佐久
平浅間児童館の利用者も少なかったです。児童館の先生によると夏休み期間の
利用者は毎日１００人を下らなかったとのことでした。大盛況です。
８月 21 日（水）
11 班（T・U 記）
巡回経路 野沢会館 → 泉児童館 → 旧前山グランド → 岸野児童館 → 野沢会館
補導の様子
泉児童館は、夏休み明け初日ということもあり 65 人の来館、普段は 75～90 人
とのこと。旧前山グランドでは、少年野球チームの練習、16 人の児童が一所懸
命にボールを追いかけ、これを保護者が見守っていた。岸野児童館は、42 人が
来館、
「今年度は岸野小１年生が 16 人（例年は 20 数名）と少ないこともあり、
来館者は少ない。
」と館長さんがおっしゃっていました。
８月 22 日（木）
15 班（S・F 記）
学校訪問
地球環境高校
概
要
学校の玄関を入ると、職員室から出て来た２人連れの生徒が大きな声であい
さつしてくれ、廊下にもあいさつの標語が掲げられていた。最近は物静かな生
徒が多くなり、この２年間、補導を要するような事例はないとのこと。最近、
スマホによる迷惑事例が 1 件、家庭訪問を含め指導済み。通信制高校の特徴を生
かし、多様な生徒（小中学校での不登校、難病等特殊事情がある者、アスリー
ト向け、アルバイトなど自己の時間を確保したい etc）一人ひとりに合った学習
スタイル（週 3 日制、週 1 スクーリング、短期集中スクーリング等）を提供、生
きる力を育むきめ細かな学習に感銘を受けた。また、ボランティア活動・地域
の祭りへの参加・ステンドグラス体験教室や学園祭のバザー等で地域の人たち
との交流を積極的に行い、コミュニケーション能力の向上・人や社会との協調
性を学び“生きる力”のアップにつながることに拍手を送りたい。このような
環境の下、補導を必要とする生徒が皆無という地球環境高校に敬意を表したい。
８月 23 日（金）
６班（N・S 記）
巡回経路 浅間会館 → 中央公園 → 岩村田児童館 → 岩村田公園 → 浅間会館
補導の様子
中央公園は、誰もいませんでした。下校時であったため、多くの児童と行き
合いました。こちらからあいさつすると返事があったり、児童のほうから大き
な声で「こんにちは。」とあいさつがあったりし、とても気持ちがよかったです。
児童館では、多くの児童が宿題・トランプ・オセロ・一輪車乗り等をそれぞれ
に楽しんでいました。一輪車乗りでは、得意気に見せてくれていましたが、自
分では絶対に無理と思いながらすごいと感心しました。
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８月 26 日（月）
18 班（K・T 記）
巡回経路 田口児童館 → 五稜郭公園 → 臼田駅 → 下の宮児童公園
補導の様子
田口児童館では、70 名以上の児童が利用していた。入口で「こんにちは」と
元気にあいさつをしてくれる児童がいて、気持ちよかった。奥の部屋では集中
して宿題をやっている児童が沢山いた。外では砂遊び、内ではこま回しや卓球、
ボール遊びをしている姿があった。仲良く楽しそうに活動する子どもたちだっ
た。受付名簿を見ると１年生の来館が一番多かった。五稜郭公園には、保育園
のお迎えとその兄弟関係となる小学生が鬼ごっこ、滑り台などで遊んでいた。12
名ほどいたけれど、母親たちが何人か見守る中で、元気に遊んでいた。ここで
も、皆が元気にあいさつをしてくれた。臼田駅に立ち寄ってみたが、列車の出
発時刻が離れていたのか１人もいなかった。下の宮児童公園には、８名ほどの
児童がブランコや自転車乗りをしていた。数人の児童が進んで近寄ってきて、
元気にあいさつをしてくれた。大きな木の虚（うろ）に蜂が出入りしているこ
とあるとのことだったが、夕方のせいか一匹も見ることができなかった。
８月 27 日（火）
12 班（S・Y 記）
巡回経路 野沢会館 → 野沢中学校 → 大型スーパー → 野沢会館
補導の様子
野沢会館に集合時に、専門補導委員よりライポ君安心メールを渡され皆で話
す。自分にも思い当たる件があり、気を付けなければと思う。野沢中からの帰
りの生徒達にスクールゾーンで行き会う。「こんにちは。」と声をかけると、皆
元気に返事をして気持ちが良い。野沢中では部活の準備をしている生徒達、柔
道部の女の子達、また帰る生徒達が元気に向こうから「こんにちは。」と声をか
けてくる。夏休みが明けて、生徒達も元気一杯だ。大型スーパーに寄り店長さ
んより最近の様子を聞く。過去には袋破りがあり、母親が申し出て謝るという
ことがあったとのこと。最近は問題ないとのことです。
８月 28 日（水）
８班（M・N 記）
巡回経路 大型スーパー → 市民交流ひろば →
インターネットカフェ → 佐久平浅間児童館
補導の様子
天気が悪かったこともあり、大型スーパー・市民交流ひろばの利用者が少な
かった。市民交流ひろばの管理人室にて、夏休み中の状況を聞き取り「猛暑の
影響か利用者が少なかった。」とのこと。また、夜間にテントを張り野宿をする
利用者もいるが、問題となるような事故等はない。」とのことでした。6 月の活
動時に発見した新幹線高架下の落書きは対応されていました。児童館では、100
人以上の小学生で賑わっており、子どもたちの元気に圧倒されました。
８月 29 日（木）
７班（F・Y 記）
学校訪問
佐久東中学校
概
要
本校訪問は、２度目になるが、相変わらず気持ちの良いあいさつが生徒たち
からあり、清々しく校長室に入りました。生徒指導の先生より、生徒の様子の
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資料を見せていただき全体としては落ち着いた雰囲気の中で生活できていると
のこと。ただ、上履きの紛失が数回起こり、ＰＴＡや外部機関との連携を図り
ながら指導を進めているとのこと。早く解決してくれることを祈る。ほかには、
ＳＮＳの不適切な事案・不登校傾向の生徒が若干いるが、家庭との連携を図り
ながら支援を進めているとのこと。また、部活においては生徒数が少ない中、
昨年度新人戦では、陸上女子 800Ｍの全国大会出場はじめ、各部活の活躍が目立
ちました。少人数の中、大変ですが、これからも活躍を期待しております。
８月 30 日（金）
16 班（I・M 記）
巡回経路 中込駅 → ゲームセンター → インターネットカフェ → サングリモ
補導の様子
中込駅より佐久インター東にあるゲームセンターまで 15 分、中には 40 人くら
いが楽しんでいました。10 分ほどでインターネットカフェに、中には 20 人ほど
が楽しんでいました。

≪８月の補導を終わって。 専門補導委員≫
朝夕は、清々しい清涼な気候となり肌で秋を感じるこの頃ですが、８月を振り返
ってみますと、例年同様とても暑い月でした。猛暑の中、各地域でのお祭りには、
夜間の街頭補導に従事していただき大変お疲れ様でした
なお、さる９月５日、市役所南棟３階大会議室において第３回少年センター補導
委員協議会理事会が開催されましたので報告いたします。
◎ 報告事項
・ 青少年補導委員会会長・事務局担当者会議について（８月 19 日 中野市）
・ 青少年補導センター東信４市連絡会について
（８月 23 日 上田市）
◎ 協議事項
・環境浄化活動について
日時 ９月７日（土）午前９時４５分
・補導委員協議会視察研修について
日時 １２月１０日（火）
場所 長野県警察学校・長野県警察本部通信指令課・ＮＨＫ長野放送局
・佐久市青少年健全育成市民集会について
日時 １１月２４日（日）午後１時から
（補導委員協議会理事は正午集合）
場所 市民創錬センター
今月は、通常の街頭補導の他に
12 日（木） 野沢中学校
10・11 班
17 日（火） 佐久長聖中学
４班
19 日（木） 望月中学校
20 班
26 日（木） 佐久平総合技術高校臼田キャンパス ２班
の４校を学校訪問します。学校訪問は午後４時前に学校に直接集合となっています。
《事務連絡》
ご都合がつかず、街頭補導に欠席されるときは、少年センター（６２－０６７１）
に連絡をお願いします。
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