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街頭補導実施回数
１７回
従事補導委員数
７９人
相談件数
０件
補導した少年数
０人
声かけ人数
２７５人

12 月 の 補 導 日 誌 か ら
12 月２日（月）
５班（T・K 記）
巡回経路 ゲームセンター → バッティングセンター → 平根児童館 →
書籍等販売店 → ゲームセンター
補導の様子
あまり天候が優れず、今にも雨が降ってきそうでした。そのせいかバッティ
ングセンターに立ち寄るもお客はいませんでした。平根児童館は施設が少し古
いと感じましたが、子どもたちが元気で活気に満ちていました。午後４時を過
ぎたころには 40 人程の下級生に加え５年生 20～30 人が入館して来ました。平根
児童館の利用率の高さを感じました。男性職員によって建物の防寒対策がされ
てあり感心しました。その後、書籍等販売店を訪問、店長より店舗荒らしがあ
り、玄関の大きなガラスが割られていたとの出来事を聞いて驚きました。
12 月３日（火）
11 班（K・U 記）
巡回経路 野沢会館 → 野沢中学校周辺 → DVD 等レンタル店 →
大型スーパー → 城山公園 → 原公園 → 野沢会館
補導の様子
学校帰りの小中高校生が大勢いたが、交通ルールを守った通行が徹底されて
いた。２ヶ所（城山公園、原公園）の公衆便所には暖房設備があり驚いた。自
宅より良いと感じた。また室内はきれいであった。トイレを只で使用できる日
本のすばらしさが感じられた。DVD 等レンタル店、大型スーパーで万引き等につ
いての注意及び警戒依頼、原公園で母親及び子どもに不審者等に対する注意指
導を実施した。
12 月４日（水）
６班（N・S 記）
巡回経路 大型スーパー → カラオケボックス → 市民交流ひろば →
佐久平駅 → 大型スーパー内ゲームセンター
補導の様子
最初にカラオケボックスに行きましたが、31 ルームある中で１ルームに社会
人らしき人がいただけでした。まだ時間が早いためだろうか。次に市民交流ひ
ろばを回りましたが、この日は寒くほとんど人影がありませんでした。プレイ
サークルでは数人がスケートボードを楽しんでいました。大型スーパー内ゲー
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ムセンターに行きました。数人の生徒がゲームに真剣になって遊んでいました。
12 月５日（木）
10 班（S・K 記）
学校訪問
野沢北高校
野沢北高校を訪問しました。校長先生は会議で欠席、教頭先生と生徒指導の
先生が対応してくれ、604 人の生徒の様子を伺いました。自転車通学で４月から
今日までに自転車の事故が○件、SNS の不適切事案が〇件あったとのことです。
多くの生徒は心身の練磨に励み、粘り強く勉学に「創造と友愛の精神」を貫く
自主自律に心がけ、生徒目標達成すべく、９割以上が班活動に取り組み、質実
剛健、文武両道の伝統の精神で励み、学び舎に集っていることがわかりました。
12 月６日（金）
15 班（S・F 記）
巡回経路 中込駅 → 成知公園 → 中込児童館 → 学童保育 → 中込駅
補導の様子
成知公園では、10 名の子どもたちが縄跳び・サッカーボール蹴りで元気に遊
んでいた。声かけすると「寒くない」「楽しい」と明るい声が返ってきた。中込
児童館・学童保育ともに、手洗い・うがいなどインフルエンザ予防に努めてお
られた。中込小から「インフルエンザ患者が出たので注意してください。」と連
絡があった由。情報共有できていることに安心させられた。両施設ともに狭い。
若い女性もこどもを施設に任せ、安心して仕事ができる子育て環境が充実した
“子育て安心社会”の佐久市になって欲しいと感じた。佐久市内で“金”が廻
る一助になるでしょう。巡回途中で５名の子どもが自転車で追いついてきた。
子どもたちは「逃げた犬を探している。」とのこと。「犬だけに気を取られてい
ると危ないよ。車など周りをよく見て行動するように。
」と指導した。
12 月９日（月）
７班（T・M 記）
巡回閉路 大型スーパー → 市民交流ひろば → インターネットカフェ →
ミレニアムパーク → 佐久平駅 → 大型スーパー内ゲームセンター
補導の様子
師走になり、大型スーパーも混雑しているかと思ったが、お客は少なかった。
中学生は保護者懇談会で帰宅が早く、ミレニアムパークでバスケットをしたり、
大型スーパーで親と一緒に買い物をしたりしている姿があった。インターネッ
トカフェを巡回したが、２４時間営業で利用者もいた。青少年には適切に対応
してくれているようだ。市民交流ひろばは、寒くなって来たためか、利用者は
少なかった。佐久平駅では、沢山の利用者が忙しそうに乗り降りしていた。
12 月 11 日（水）
12 班（S・H 記）
巡回の経路 野沢会館 → 県民佐久運動広場 → 中嶋公園
→ 成知公園 → 大型スーパー内ゲームセンター
補導の様子
台風１９号で災害のあった中嶋公園南側の復旧が進んでいる。国の支援の大
きさを感じる。完全復旧し多くの人々の憩いの場になることを望む。成知公園
では、児童 25 人程がボールや遊具で遊んでいた。児童館はルールがあるので、
自由に公園で遊ぶことが多いとのことであった。大型スーパー内ゲームセンタ
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ーでは、高校生がゲームを楽しんでいた。学業や部活から離れて無心になれる
のだろう。息抜きも必要である。穏やかな年末年始になることを願う。
12 月 12 日（木）
18 班（K・T 記）
学校訪問
臼田中学校
個別懇談会中で生徒はまばらで校内は静かだった。教頭、生徒指導の先生か
ら、「学校目標“信頼される人になる”と生徒の関わり、全校生徒数は減少して
いるが部活動で活躍し頑張っている、生徒会が２年生に移行していく時期、不
登校の問題、スクールメンタルアドバイザーとの関わり」等、多くのお話をし
ていただいた。また、「『あいとぴあ』の協力いただき、月１回ホリディ自習室
を行っている。校外の場所を利用する際の指導も併せて行っている。交通事故
等安全に過ごす工夫についても指導している」などのお話を聞くことができた。
12 月 13 日（金）
８班（H・K 記）
巡回経路 浅間会館 → 小田井児童館 → 平根児童館 → 東児童館 → 浅間会館
補導の様子
小田井児童館は調理室がないなど規模が小さめですが、利用児童数も少ない
ことから、ゆったりと過ごしているように見えました。また、送迎バスによる
待機場所としても十分活用していると感じました。平根、東の二つの児童館は
施設も整っていて寒い中ですが、大勢の児童が庭に出て元気に飛び回っていま
した。全体では図書室の本などもきれいに整頓されており、職員のみなさまも
熱心に児童と接している様子もうかがえ、ありがたいことだと思いました。
12 月 16 日（月）
16 班（I・M 記）
巡回経路 中込駅 → 成知公園 → 中込児童館 → 学童保育 → サングリモ
補導の様子
今日は風もなく暖かい日差しもありました。成知公園には人がいません
でした。中込児童館には 30 人程の子どもがいました。外で男子２人が
元気に遊んでいました。６年生の１クラスがインフルエンザで
休みなので、うがいをして元気に過ごしてもらいたいと思いました。
12 月 17 日（火）
１班（M・K 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 →
ミレニアムパーク → 佐久平駅 → 大型スーパー内ゲームセンター
補導の様子
12 月とは思えない暖かい日でした。市民交流ひろばで、男女の中学生に「暗
くならないうちに家に帰りな。」と声をかけました。明るい子どもたちだったの
で安心しました。インターネットカフェでは、従業員が一人だったようで清掃
に回っていて受付にはいませんでした。利用者が多いように感じました。ミレ
ニアムパークでは暖かいせいか、バスケットをしている子どもたちがいつもよ
り多いように感じました。佐久平駅小海線乗り場で生徒の様子を見ていました
が、電車の中の生徒は皆スマホを見ていました。時代の風景なのか、会話は少
なくなっているように感じました。大型スーパー内ゲームセンターでは親子連
れが多かったです。
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12 月 18 日（水）
９班（T・O 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 →
成知公園 → 佐久平浅間児童館 → 大型スーパー内ゲームセンター
補導の様子
野沢会館では、ロビーに５人、自習室に 15 人の中学生が勉強をしていました。
県民佐久運動広場には人はいなかった。野沢児童館には、130 人の児童が利用し
ていました。中嶋公園も人はいませんでした。成知公園では小学生 12 人程がサ
ッカー、遊具で遊んでいました。佐久平浅間児童館では 140 人程が利用していま
した。職員さんの話では「児童数が年々増加、児童館の利用者も多くなってい
る。」と話されました。大型スーパー内ゲームセンターでは高校生がおり、その
中の３人の男子生徒に声かけしたところ、ゲームを終え帰宅するとのことでし
た。フードコートでは、３テーブルで勉強している生徒の姿が見られました。
12 月 19 日（木）
20 班（Y・S 記）
学校訪問
望月高校
来年度は、生徒が望月高３年生と長野西高通信制望月サテライト校１年生と
なる望月高校を訪問し、校長先生と生徒指導の先生に現在 60 数名と寂しくなっ
てしまった２・３年生の校内での様子をお聞きした。生徒は落ち着いた様子で、
高校周辺にも目立った生徒は見受けられませんでした。２年後には母校がなく
なってしまう３年生の進路相談に先生方が熱心に取り組んでいらっしゃる様子
で安堵感を持ちました。先生方のお話では、来年度４月から年齢も風貌も変わ
った生徒が在校するとのことで補導委員としては不安感を覚えました。
12 月 20 日（金）
13 班（H・K 記）
巡回経路 中込駅 → 成知公園 → 中込児童館 → 学童保育 → サングリモ
補導の様子
成知公園では、５人位の子どもたちが楽しそうにブランコ遊びをしていた。
午後４時過ぎころ、学校帰りの大勢の子どもたちと出会い、声かけしたら元気
よくあいさつをしてくれました。中込児童館では、今日は 86 人位の子どもたち
が利用しているとのことでした。外では、寒い中楽しそうに友達と縄跳びで遊
んでいる子どもがいました。学童保育では、室内で勉強している子ども、屋外
で友達と仲良くサッカーで遊んでいる子ども、またクリスマスツリーの飾りつ
けをしている子どもがいました。ここは、30 人位の子どもが利用しているとの
ことでした。風邪等ひかないで元気で良い年が迎えられることを願っています。
12 月 23 日（月）
２班（M・M 記）
巡回経路 浅間会館 → 中央公園 → 西念寺 → 菓子店 → 岩村田駅
補導の様子
昨夜は佐久地方に大雪注意報が発令されましたが、街頭補導の頃には日陰を
除いてほぼ融けてしまい無事巡回が出来ました。浅間山は真っ白、冷たい風が
吹き冬本番を感じさせる中、中央公園には子どもの姿はありませんでした。岩
村田の菓子屋さんには子どもの姿はありませんでした。お店の人の話では最近
は子どもが来なくなり、万引きなどの問題はないとのことでした。岩村田駅へ、
上下の列車の到着に合わせて多くの高校生が乗車するので賑やかでしたが、列
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車が到着すると駅に駆け込む高校生もいました。下車するお客はなく、列車が
出発すると待合室には誰もいなくなりました。岩村田の町を巡回しましたが遊
ぶ子どもの姿はほとんどなく、気が付いた問題もありませんでした。
12 月 24 日（火）
17 班（K・I 記）
巡回経路 あいとぴあ → 龍岡城駅 → 田口児童館 →
青沼児童館 → 臼田駅 → あいとぴあ
補導の様子
龍岡城駅、臼田駅の巡回では生徒たちの帰宅時間帯に合わず、子どもに出会
いませんでした。田口児童館は、いつもの三分の一程の児童だけだったので確
認すると、インフルエンザで学級閉鎖となり利用者が少なかったようです。利
用している児童は一輪車で遊んだり、宿題や読書をしたりしていました。青沼
児童館では、庭に雪があったので４・５人の児童が雪遊びをしていました。ま
た庭の片隅に大きな穴を掘り、砂を山積みにして元気に遊んでいました。室内
では 30 人程の児童が積み木や宿題などをしていました。田口、青沼両児童館の
来館児童は元気にあいさつしてくれました。年末年始休みは 27 日からのようで
す。田口小学校のインフルエンザが早く鎮静化することを願っています。
12 月 25 日（水）
３班（M・K 記）
巡回経路 ゲームセンター → ビデオ販売・書店 → インターネットカフェ→
ゲームセンター 小田井児童館 → ゲームセンター
補導の様子
ゲームセンターでは、20 人位の客がゲームを楽しんでいた。ビデオ販売・書
店は、客が１人であった。なお、店内入口には 11 月と 12 月に万引きした証拠の
写真が貼ってあった。インターネットカフェでは、インターネットに１人、ダ
ーツに３人が楽しんでいた。次に訪問したゲームセンターでは、４人の高校生
がゲームを楽しんでいた。小田井児童館では、スクールバスが停車し、８人が
下車し館内に入り全員で 25 人位。館内では、児童がゲーム、一輪車、卓球遊び
をしていた。このバスを降りたのは、低学年生だけだった。
12 月 26 日（木）
４班（M・K 記）
巡回経路 佐久平浅間児童館 → ねむの木公園 → 市民交流ひろば → 大型スーパー
補導の様子
ねむの木公園にて児童４人と保護者に声をかけた。終業式が終了、年末年始
休業に入った児童の顔は明るい。夜間、市民交流ひろばのトイレで喧嘩があり、
警察官が対応してくれたとのこと。雨の降るあいにくの天候のため佐久平駅周
辺、市民交流ひろば等には子どもが見当たらないため、佐久平浅間児童館、市
民交流ひろば事務所に立ち寄り、12 月の様子を伺った。佐久平浅間児童館では、
子どもたちのインフルエンザ等の疫病は現在確認されていないとのことであっ
た。12 月 17 日、児童館の近くにあるゴミ収集ステーション内のごみが散らかさ
れる事案があった。たまたま連絡がスムーズに行われ、児童館職員が対応して
くれた。また佐久平浅間小学校、長土呂区衛生委員長にも連絡して頂き対応、
指導してもらった。今後、子どもの注意をひく物が多い埋め立てごみには気を
つける必要がある。大型スーパーでは終業式を終えた小中学生で二階は特に賑
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やかであったが特に問題はなかった。
12 月 26 日（木）
14 班（M・K 記）
巡回経路 中込駅 → 佐久城山児童館 → リサーチパーク → 佐久東児童館
→サングリモ図書館
補導の様子
中込駅を出てすぐに高校生が「こんにちは。」と声をかけてくれとても気持ち
よかった。今日は雨のため、佐久城山児童館には子どもたちがたくさんいて、
元気に跳びまっていた。女の子は、何人かでビニールテープで三つ編みをして
いた。声をかけると笑って返事をしてくれた。佐久東児童館の体育館は、天井
が高いため寒さを感じたが、子どもたちは元気にボール遊びをしていた。サン
グリモ図書館では、職員が最近の中学生の行動が目につくとおっしゃっていた。
12 月 27 日（金）
19 班（Y・K 記）
巡回経路 浅科支所 → 浅科図書館 → カラオケ店 → コンビニ３店 → 浅科支所
補導の様子
本年度最後の補導活動は、雪の舞う寒い日でした。浅科児童館利用児童 20 人、
遊んでいる児童に声かけすると元気のよい返事が返ってきました。インフルエ
ンザが流行っており、児童館でも注意を払っているとのことでした。浅科図書
館では児童７人が静かに読書をしていました。カラオケ店では７部屋中３部屋
が利用中で児童はいないとのことでした。コンビニエンスストア３軒に立ち寄
りました。子どもたちの姿はなく、青少年健全育成の協力のお願いをしました。

≪12 月の補導を終わって。 専門補導委員≫
明けましておめでとうございます。皆様におかれましては健やかに新春をお迎え
のこととお慶び申し上げます。昨年は平成から令和に元号が変わり、明るい話題が
あった半面、台風１９号による災害が佐久市内でも発生しました。お亡くなりに
なられましたお二人のご冥福をお祈りするとともにご遺族の皆様に心からお悔やみ、
また、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。一刻も早い復旧復興を願って
おります。
さて、１月は、通常の街頭補導活動のほか、
１４日（火） 中佐都小学校 学校訪問
（５班）
１６日（木） 第４回少年センター補導委員協議会 理事会
２３日（木） 野沢小学校 学校訪問
（９・１２班）
３０日（木） 浅科中学校 学校訪問
（１９班）
３１日（金） 佐久東小学校 学校訪問
（８班）
が予定されております。
『次代の日本を担い、明日の佐久市を大きく発展させる者は、青少年であります。
かけがえのない青少年が、豊かな自然環境の中で、心身とともに健やかに育ち、確か
な知性と豊かな情操を培い、たくましく生きていく力を貯え、広く社会の発展に役立
つ人に成長することは、全市民共通の願いであります・・』佐久市青少年健全育成都
市宣言の冒頭部分です。この願いを実現するため、補導委員の皆様とともに青少年健
全育成活動を推進してまいりたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。
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