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令和３年度 草津市立少年センター運営委員会 会議録 

 

■日 時：令和３年 12月８日(金) 10時 00分～11時 50分 

■場 所：キラリエ草津３階会議室 

■委 員： 

宝泉 将司（草津警察署生活安全課課長）    

湯浅  敦（草津市青少年育成市民会議会長） 

清水 昭博（草津市少年補導委員会会長）      

棚橋 清子（草津市更生保護女性会会長）   

野口 正樹（草津市民生委員児童委員協議会児童福祉部会部会長） 

髙岡 由喜晃（草津保護区草津支部保護司会会長）<委員長>  

政川 純子（草津市 BBS会会長） 

廣瀬 智彦（草津市小学校校長会代表常盤小学校長） 

髙野 裕子（草津市中学校校長会代表草津中学校長）<副委員長> 

梅本 正史（草津市内高等学校代表玉川高等学校長） 

玉置 広実（公募委員）   岡 典子（公募委員）  藤田 恵理子（公募委員） 

中地 耕一（草津市まちづくり協議会連合会 志津南学区まちづくり協議会） 

西村 宏栄（草津公共職業安定所統括職業指導官） 

■欠 席：中地 耕一 

■事務局： 

杉山 泰之（草津市立少年センター・あすくる草津所長） 

中出 幸宏（同補導員）横井 晴美（同専門員）中瀬 悟嗣（同無職少年対策指導員） 

■報 告：草津警察署・事務局 

■傍聴者：なし 

■会議での発言 

【事務局】ただ今より令和３年度草津市立少年センター運営委員会をはじめます。今年度は

コロナ禍の緊急事態宣言により、９月開催から本日開催に変更しました。本日の会議は委嘱

した１５名の委員のうち１０名の方が役員改選等による委嘱替後の初会合です。草津市で

は、審議会等の委員選任を行う際、平成２５年度制定の草津市市民参加条例の規定に基づい

て委員の選任を行っており、今回も公募委員選任等の手続きを行い、３名の公募委員に委嘱

しました。さらに、今年度、草津市ＰＴＡ連絡協議会から委員推薦困難との申し出があり、

新規加入について検討した結果、草津市ＢＢＳ会に承諾していただいたことを報告します。

また、青少年問題に関係のある機関・団体から推薦いただき、新たに委嘱した７名の皆様、

再任の委員様とともに２年間お世話になります。どうぞよろしくお願いします。それでは、

開会にあたり当少年センター所長が挨拶いたします。 

【所長】皆さん、おはようございます。所長の杉山です。本日はご多用にもかかわらず、ま
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た、コロナ禍の対応で業務体制も変わる中、令和３年度草津市立少年センター運営委員会に

出席いただきありがとうございます。また、運営委員に委嘱させていただいたところ、快く

引き受けていただき重ねてお礼申しあげます。 

 さて、平成１６年に県の非行少年等立ち直り支援事業として「あすくる」が本センター内

に設置されて１８年目を迎えています。今年８月には、大津市内で６歳の妹を１７歳の兄が

暴行によって死亡させた事件、さらに１１月には中学校内で同級生による刺殺事件が起きま

した。もはや対処療法では通用しないことが多く、未然防止の難しさも考えさせられました。

県の少年センター連絡協議会で、少年の不適応行為の中でも、非社会的行為（の少年）、引

きこもり等の少年の支援をせざるを得なくなってきている実情が県内どこの少年センター

からも報告されているところです。実際、センターと少年補導委員会、警察等で巡回補導活

動をしていますが、ここ５年は蝟集している子どもを見かけることが激減している状況があ

ります。ただ、青少年の課題がなくなっているのかというとそうではなく、（当センターで

は）少年の非行防止や社会適応に向けた支援をこれからも行っていきます。 

 本日は、本センターの取組を紹介し、活動のあり方や支援の具体的な手だてについてご意

見やご提言をいただきたく、短い時間ですがどうぞよろしくお願いします。 

 

【事務局】それでは、今年度の最初の会合ということで、委員名簿にそって自己紹介をお願

いします。 

              （自己紹介）  

 

【事務局】今後の運営委員会を進めるにあたり、草津市立少年センター条例施行規則第９条

に基づき委員長、副委員長は委員の互選によりますが、どのように選出をさせていただいた

らよろしいでしょうか。 

（事務局一任の声） 

 

【事務局】ありがとうございます。それでは事務局といたしましては、委員長を髙岡由喜晃

様、副委員長を髙野裕子様にお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

     （拍手） 

 

【事務局】ありがとうございます。それでは、髙岡様ご挨拶をよろしくお願いします。 

 

【髙岡】委員長を務めさせていただく髙岡です。皆様には日ごろより、それぞれの団体、機

関におかれて、様々な分野で青少年の健全育成ならびに非行防止にご尽力いただいており

感謝申しあげます。さて、少年センターは、補導委員、関係団体や学校、まちづくり協議会

等を含めた地域ぐるみの連携により、地域の実情に応じた組織的、計画的な街頭巡回活動や

環境浄化活動、相談活動、無職少年支援対策などの青少年対策の活動に取り組んでいただい
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ています。特に、非行少年等立ち直り支援事業「あすくる」は、悩みを抱え困っている少年

が自分自身を見つめ直し、社会に適応していくための活動として、その果たす役割は非常に

大きなものがあると考えています。私も４月に骨折し、入院しました。それまで健康に過ご

してきましたが、今年に入りこのような経験をし、様々なことにこの年齢になって気付きま

した。大人の私は（心身を）自分で直すことができましたが、（厳しい状況下の）子どもた

ちには支援がないとなかなか立ち直れないと思いました。本日の運営委員会では、草津署管

内の少年非行の現状と、少年センターの活動状況についての説明を受け、皆様方からご意見、

ご助言をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【事務局】ありがとうございました。続きまして髙野副委員長様、よろしくお願いします。 

 

【髙野】副委員長に指名された草津中学校の髙野です。所長の挨拶にもありましたが、先日

の愛知県の事件で（動機等の面で）考えにくい部分がいろいろ報道されています。さらに、

本日は群馬県で１７歳の少年が小学４年生の女の子を刃物で襲うという悪質な事件（の報

道）があり、明日は我が身と緊張している毎日です。また、蝟集している状況が少ないとい

う話がありましたが、蝟集している子どもたちの広がりは、スマホ（SNS）で、より遠くへ、

速くつながるという状況があり、内容も年々変化してきています。小中学校校長会は、地域

の団体様等に日ごろから子どもたちの見守りでお世話になっています。青少年の健全育成

の観点からも、夢を持って明るい未来と自分がどうつながるか（という）ビジョンを持って

行動できるような子どもたちを育てていきたいと思っています。少年センターの運営委員

会ということで、本日は忌憚のない意見を活発に出していただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

【事務局】ありがとうございました。それでは会議に入ります。本日の運営委員会について

は、草津市の市民参加条例、草津市立少年センター運営委員会の傍聴要領に審議会等の公開

等に基づき、委員会の公開、傍聴および議事録の公表の手続きをしています。本日の傍聴（希

望者）はありません。それでは会議の進行につきましては、草津市立少年センター条例施行

規則第９条の規定に基づき、委員長に議長をお願いします。 

 

【議長】それでは議事に入ります。最初に草津署管内の少年非行の現状について、草津警察

署より情報提供をお願いします。 

 

【草津警察署】改めまして、草津警察署の宝泉です。草津署管内は現在のところ、昨年に比

べ落ち着いている状況です。昨年は中学生、高校生がからむ強盗事件が発生しましたが、今

年についてはそういった事件は発生していません。本日は皆さんのお手元に「少年非行のあ

らまし」という統計資料を配付しています。その統計資料を基に説明させていただきます。 
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 まず、「１ 少年非行の検挙補導状況」の欄をご覧ください。数字は今年１１月末のもの

になります。刑法犯少年（刑法に違反する行為を行った少年）は、今年は５２人の少年を検

挙・補導しています。昨年は６３人の検挙・補導があったので、（昨年同時期と比較すると）

１１人の減少となっています。それから特別法犯少年です。今年は６人で、こちらは逆に（昨

年同時期比）プラス２人ということになっています。さらに不良行為少年（喫煙、深夜徘徊

という不良行為を行った少年）は今年２７５人で、増加傾向にあります。 

次に、「２ 刑法犯少年の状況」の欄をご覧ください。刑法犯（少年）の今年の特徴とし

ては、窃盗犯の中でも自転車盗などの乗り物盗が減少しています。昨年は今の時期で７人を

自転車盗で補導しましたが、今年は１人となっております。オートバイ盗につきましては昨

年３人、今年はゼロとなっています。ただ、増加しているものもあり、今年は万引きが非常

に増加しており、昨年比＋８人となっています。中でも小学生によるものが増加しています。

今年は７人、昨年はこの時期までゼロでした。私が日頃勤務する中で、小学生の万引きが非

常に増えているという印象を持っています。 

先ほど特別法犯少年の話をしましたが、（今年度検挙・補導した）６人の罪名を申します

と、大麻取締法違反１人 廃棄物処理法違反（不法投棄）が１人、滋賀県迷惑行為等防止条

例違反（盗撮）が２人、軽犯罪法違反（火遊び）が２人となっています。昨年は県下全域で

大麻による検挙が増えたのですが、今年については当署管内において、そういう状況になっ

ておりません。ただ、大麻については若者、それも若年層に広がりを見せているのは間違い

のない状況で、今後の対策に力を入れていく必要があると感じているところです。 

次に、不良行為少年について説明します。先ほど今年については２７５人、昨年比２４人

増と言いましたが、行為別に申しますと深夜徘徊１１７人（昨年比－１１人）、喫煙７９人

（同－１人）、飲酒３３人（同＋２０人）、家出・無断外泊１９人（＋９人）となっており、

今年の一つの特徴は、飲酒、家出・無断外泊が増えていることとなります。学職別では、中

学生が増えています。一つの事例を申しますと、今年中学生が飲食店で飲酒をして急性アル

コール中毒で病院に緊急搬送された事件がありました。中学生については事なきを得たの

ですが、中学生に酒類を提供した店舗は当署で検挙しました。 

それから数年にわたる懸案事項になっていますが、「ｄｅ愛ひろば」についてです。（旧）草

津川沿いにある「ｄｅ愛ひろば」は市民の憩いの場として貴重な場所ではありますが、夜間

に少年が蝟集している状況があります。現在は寒いのでそれ程ではありませんが、気温とと

もに人が増えてくる傾向があります。警察に１１０番通報として入るものは、少年蝟集、ス

ケートボードや花火の騒音が多数あります。また、「ｄｅ愛ひろば」で、傷害事件、恐喝事

件などが複数発生しており、当署でも毎週金曜日の夕方から（午後）９時、１０時辺りまで

の時間帯に捜査員を出して街頭補導等をしたり、活動を続けているところです。先ほど補導

件数を２７５人と申しましたが、約１５％が「ｄｅ愛ひろば」での補導となっているのが現

状です。私からは以上です。 
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【議長】ありがとうございました。ただいま草津（警察）署管内の少年非行の現状について

説明いただきましたが、どなたか質問等がありましたら発言いただきたいと思います。 

 

【湯浅】飲酒ですが、（コロナ禍で）大人でも外で飲酒できなかったのに、なぜ中高生が飲

酒できたのでしょうか。 

 

【宝泉】飲酒の補導については、コンビニで酒を購入して公園や広場などで飲酒して騒いで

いるという通報（への対応）が多かったです。 

 

【湯浅】ｄｅ愛ひろばでの補導が多いと言われました。私も草津学区の住民ですが、あの（通

報の多い夜間の）時間帯に一般市民がなかなかパトロールはできません。そして、安全も考

えなければなりません。それらを踏まえて、われわれにできること、警察として考えておら

れることは何かありますか。 

 

【宝泉】ｄｅ愛ひろばの現状から言いますと、冬場になり人出も少なくなって、（少年蝟集

等による）騒音関係は減ってきています。ただ、春先や秋口には増えていきます。（ｄｅ愛

ひろばでの課題を解決するためには）公園駐車場をどうしていくかという設備的な問題を

考えなければならないと思いますし、地元の方であれば、地域や関係団体等と連携してパト

ロールをしていただく等を考えていただけたらと思います。 

 

【議長】他に何かご質問のある方はございませんか。 

    （他の質問者なし） 

 

【議長】では、協議事項に入りたいと思います。草津市立少年センターの（令和２年度）業

務活動状況、（令和３年度）活動計画について事務局より説明をお願いします。 

【事務局】＜活動全体＞ 

ＰＰ（パワーポイント）の画面を見てください。少年センター全体のことを私、中出の

方で、あすくるのことを担当 横井から、さらに無職少年指導のことを担当 中瀬から説

明します。 

まず、概要ですが、少年センターは現在、子ども未来部子ども家庭課が所管しています。

ご存じのようにこの建物（キラリエ草津）へ５月６日に移転しました。（昨年度）湯浅委員

からもありましたように（移転に伴う）一番の課題は、「あすくる農園」をどうするかとい

うことでありましたので（屋上につくっていただきました）。時間があれば後ほどご案内

します。人口につきましては全国的に減少傾向にありますが、草津市では去年比１０８８

人増えています。所員は７名と、心理臨床担当（１名）が大体月に３～４回、年間２７０

時間、それから補導委員は、（同じ方ですが）市長から委嘱された補導委員、草津署からの
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委嘱は補導員となっており、１４学区で９０名おられます。 

主な活動は、まず「１ 街頭巡回活動」で、補導委員さんには緑の帽子と緑のベストを

着て、ｄｅ愛ひろばを中心に（非行の）抑止力として回っていただいています。（愛の声か

け運動）「２ 有害環境浄化活動」は、（有害図書等の）立入調査を月２回行っています。

「３ 相談活動」は、後ほど（ＰＰ上に）表が出てきますので、そちらで確認したいと思

います。「４ 無職少年対策活動」についても、後ほど担当の者から説明いたします。「５ 

広報・啓発活動」は、（今日も資料に付けている）少年センターだよりを年間６回、うち７

月については全戸配布しています。また、今月もそうですが、（市内小中学校で）初発型非

行防止や薬物乱用防止などの啓発教室を実施したり、様々な活動を行っています。「６ あ

すくる草津の活動」についても、後ほど担当から説明させていただきます。 

街頭巡回活動は、（ＰＰの資料を指して）この４つに分かれています。通常（街頭巡回）

というのは、夕方４時、６時、８時、これを毎月６回、時間帯を変えて、補導委員さん４

名とセンター職員１名の５名で回っています。特別街頭補導は、各学校の体育祭等に回っ

ています。それから（学区別街頭補導は）学区の方でそれぞれ回っていただいています。

（ＰＰの資料「接触した少年の人数」を指し）これが過去３年間の様子です。喫煙で声か

けをしたケースが、昨年度ありました。（昨年度の数字が）全体として減っているのは、

４、５月がコロナの関係で（巡回）活動を停止している期間がありましたので、減ってい

ます。有害環境浄化活動についても、１０、１１月に県内一斉の立入調査がありまして、

草津市内の量販店、コンビニなどすべて回り（有害玩具、包丁等の調査を行い）ました。

今年はその期間中に大津市で殺人事件が起こりましたので、新たな調査が出てくると思い

ます。（ＰＰの資料「年度別相談件数」を指し）相談活動も数字的にはこのような感じです

が、臨床心理士と保護者、あすくるに通っている少年たちとの信頼関係がかなり強く、何

年もの間続けて来所される方も多々ありますことから、数字としては増えてきています。

また、年度別相談件数では、「学校学業関係」が一番多くなっています。４（無職少年対策

活動）は後で説明してもらいます。（ＰＰの資料「非行防止啓発活動」を指し）これは昨年

度の様子です。薬物乱用防止教室、初発型非行防止教室、防犯教室、インターネット犯罪

防止教室、これらについても後ほど説明してもらいます。あすくるは、基本的には非行少

年の立ち直り支援が大原則となっています。その他、皆さんのお手元に（小中学生の）メ

ッセージ付きのティッシュが置いてありますが、７月や１１月の強調月間には、補導委員

さん、あるいは高校生も参加して、草津駅、南草津駅で配布を行っています。（令和２、３

年度は中止）それから、啓発グッズ（鉛筆）は昨年より中学３年生の皆さんに配付してい

ます。何か困ったことがあった時に（そのグッズを見て）少年センターに電話する等して

くれればとの思いがあります。昨年は、（高校野球の）甲子園（大会）が中止になった時の

（高野連の）八田会長の言葉「挑戦する限り、青春は続く」を入れました。では、バトン

タッチします。 

【事務局】＜あすくる＞ 
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あすくる担当の横井です。あすくるについて説明します。 

まず、「あすくる」という名前は「明るい明日が来るように」とまたは「A SCHOOL」とい

う由来があるようです。あすくるでは問題を抱える少年たちだけでなく、家族の支援もして

います。あすくる草津は２００４年６月にスタートしました。県内に１６の少年センターが

ありますが、あすくる（があるの）は９か所です。隣の栗東市にはあすくるはないので、草

津のあすくるに栗東の子が通ってくることもあります。対象者は成人までですが、２０歳に

なったからといって切ってしまうというわけではなく、柔軟に対応しています。１１月現在

で２４名の子どもたちを支援しています。中学生は４名が毎週１回定期通所しています。中

学生はあすくるに来ると、学校に出席したことになります。高校生は通信制高校に通ってい

る子が多く、高校の課題を一緒にやったりする支援が中心になります。 

あすくるの目的はいろいろありますが、すべてを当てはめるのではなく、その子に応じて

組み合わせて対応しています。相談内容は（ＰＰに示したように）多種多様で、複数にまた

がっている相談ももちろんあります。あすくると連携する関係機関は（ＰＰに示した）御覧

の通りで、あすくるだけで子どもを支援するのではなく、場合によっては別の関係機関で支

援してもらう方が、その子にとってよいとなればその機関につなぐこともあります。相談の

きっかけも様々です。あすくるでの支援実施の流れは各関係機関からとなっていますが、

（中でも）学校からの支援要請が圧倒的に多いというのが現状です。支援をするには保護者

の了解が必要で、いざ支援が決定しても結局来られない少年もいます。あすくるでの支援は

職員だけでなく、サポーターと呼ばれる方々も一緒に関わってもらっています。現在、９名

の方が登録されており、主婦の方、学生の方、お孫さんのいる年齢の方などで、いろいろな

大人に関わってもらい、子どもたちの世界を広げるようにしています。 

あすくるでの支援プログラムには（ＰＰに示した）５つのものがあります。特に力を入れ

ているのが「自分探し」と「学習支援」です。いろいろな活動をすることで、自分に向いて

いることを見つけたり、自分の新たな一面が見つけられたらと思っています。このプログラ

ムでは本当にいろいろなことをしますが、中でも調理をすることが多いです。（ＰＰの写真

を指しながら）活動の様子です。これは移転前のあすくるの畑でじゃがいもを掘っています。

「土、触るの、いやや」、「虫、かなん」と言って恐る恐るやっていました。今は（キラリエ）

屋上に農園があります。栽培、収穫、調理、試食をすることで、自分で植えたものを収穫し

て食べるという、なかなかできない経験をします。また、調理することの楽しさを味わって

もらいます。（ＰＰの写真を指しながら）これは、収穫したじゃがいもで作ったポテトチッ

プスです。これを作ったときに「ポテトチップスなんて自分で作れるんや」と驚いていまし

た。（ＰＰの写真を指しながら）これは職員とカードゲームをしている様子です。今の子ど

もたちは一人でするケータイやゲームが多いので、このような昔ながらのボードゲームな

どなかなかする機会がないと思います。こんなゲームをすることでコミュニケーションを

とっています。（ＰＰの写真を指しながら）この子はほとんど話をしない子ですが、恥ずか

しそうにカードを配っています。また、季節の行事なども取り入れており、（ＰＰの写真を
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指しながら）これは七夕の短冊に願い事を書いています。「推しが当たりますように」と書

かれているのですが、（推しは）アニメ関係のようです。また、今の季節はクリスマスリー

スを作っています。（ＰＰの写真を指しながら）これは屋上の畑の写真です。プランターで

なすびやきゅうりがとれました。これは右側がさつまいもです。左側に大根を植えました。

種まきから間引きまでやっています。（ＰＰの写真を指しながら）こんなにたくさんさつま

いもがとれました。へっぴり腰でさつまいもをおこしています。真ん中の下の写真は、さつ

まいものつるを取っています。今の子はさつまいものつるなんて食べたことがないので、食

べられるのか不思議がっていました。サポーターの主婦の方に教えてもらっておいしく煮

付けました。（ＰＰの写真を指しながら）これは卓球をしています。ほとんどやったことが

ない子が多いのですが、上手な職員相手にやると続くのでおもしろがってやっています。子

どもたちは、すぐに上手になります。（ＰＰの写真を指しながら）これはさつまいもで天ぷ

らを作りました。（ＰＰの写真を指しながら）これは先ほども言ったクリスマスリースを作

っているところです。拾ってきた松ぼっくりやどんぐりにスプレーで色付けするところか

らやります。個性豊かないろいろな作品ができます。（ＰＰの写真を指しながら）これは、

迎えにきた弟と一緒にとったものです。（ＰＰの写真を指しながら）これは、高校のことな

ど話をしているところです。その他に、カレーライスなど本当にいろいろなものを作ります。

調理をするときに、自分でも取り組めるように、簡単な準備でできる材料で調理します。そ

うすることで家でも自分でやってみようという気になってほしいからです。（ＰＰの写真を

指しながら）これは、調理したものを職員に給仕しています。恥ずかしそうにしながら自分

が作ったものを渡しています。（ＰＰの写真を指しながら）これは、一緒に作ったものを食

べているところです。いろいろな家庭環境の子がいます。なかなか団らんというものを経験

できない子もいるので、一緒に食べることで少しでも団らんの楽しさを味わってほしいと

思ってやっています。（ＰＰの写真を指しながら）あとはパズルなどもやります。１０００

ピースのパズルを根気よく完成させます。完成したものが、センターの壁に飾られています。

（作成中は）お互い下を向いている状態ですが、ぽつりぽつりいろいろなことを話します。

顔を見ていない分、話しやすいというのもあるみたいです。ここにくる子どもたちは、ここ

（ＰＰに表示）に書いてあるような状態の子も多いのです。でも、あすくるでサポーターの

方やたくさんの人と関わることで変わってきます。あすくるでは、１人の子どもに複数の大

人がじっくり関わります。そうすることで、自分は大切にされているということと、安心で

きる場所だと感じてほしいと思っています。子どもたちは、ここで見せる顔と学校で見せる

顔が違う子もいます。学校ではあまり態度がよくなくても、あすくるでは丁寧な言葉遣いを

するし、礼儀正しいです。それは、いい子を演じているというか、なりたい自分を演じてい

るのかなと思います。そうすることで「褒めてもらえるんだ」「こうすればいいんだ」とい

うことがわかるのだと思います。（ＰＰの写真を指しながら）これは学習支援をしています。

テスト前にテスト勉強をしたり、高校生は通信制の子が多いので、課題レポートを手伝って

ほしいと連絡がくるので、それに一緒に取り組むことが多いです。支援経過、終了は（ＰＰ
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に示した）このようになっています。高校に入学したけど辞めてしまったとか、就職したけ

どやめてしまった場合、再支援することもあります。以上です。 

【事務局】＜無職少年対策＞ 

それでは、ここからは当センターの「無職少年対策事業」について、担当の中瀬から説明

します。まず、「無職少年」とは１６歳から２０歳までで、学校に在籍していないし、定職

にも就けていない少年ということになります。現在は、通信制・定時制高校に在籍している

生徒も含め、支援しています。正確には（先ほどの）定義から言うと「無職少年」ではあり

ませんが、将来「無職少年」にならないように、また万一そうなった時、少年センターを頼

りにしてくれるよう、今から支援をしています。 

次に、無職少年とセンターが関わるきっかけについて話します。前（ＰＰ）に示した通り

いくつかのパターンがありますが、私自身が一番よいパターンだと思っているのが、「あす

くるに通所している少年への継続支援」というパターンです。なぜなら、担当者と少年がす

でに顔見知りで、お互いにある程度理解のある関係からスタートできるので、速やかに就労

の話ができるからです。また、高校を中退した少年、または様々な課題から中退が危ぶまれ

る少年の情報を早くつかみ、（中退しないための支援をする）センターにつないでもらうた

めに、あすくる担当と定期的、継続的に高校訪問を実施しています。 

次に、少年センターの無職少年対策事業の目玉の一つである「就労体験協力企業の募集」

について説明します。「就労体験協力企業」とは、ついこの間まで、中学生・高校生だった

少年は「就労」や「働く」ことにイメージが持てず、いざ働いてみると「思っていたよりし

んどい」とか「何のために働くのかわからない」といった理由で早期に辞めてしまう場合が

たくさんあります。ですから、就労前に「職場体験」や「職業講話」を経験させてもらって、

「就労」に対するイメージや心構えを持たせる目的で始めました。平成２８年度末に草津ラ

イオンズクラブさんなどに協力いただき、協力企業を募集し始め、現在は４３社に登録いた

だいています。今年度になって新たに２社増えました。（ＰＰの写真を示しながら）これは、

昨年度通信制高校の生徒が、就労体験に行かせていただいた時の写真です。今年度も中学３

年生の生徒が一人就労体験に行かせていただきました。（センター担当者が）企業を訪問し

少年の就労等について話を聞かせてもらうと、どの企業からも必ず言われることがありま

す。それが（ＰＰに示した）次の４つのことです。そして、それら４つの根本になるのが、

「就労するためには、コミュニケーション力が必要不可欠ですよ」ということです。ですか

ら、就労やアルバイトを希望する少年には、必ず伝えるようにしています。 

最後に、無職少年対策の現状と課題について、お話しします。昨年度、無職少年対策で関

わった少年は高校生のアルバイト支援も含め、１２名でした。うち無職少年は３名、そのう

ち２名は何とか就労先が決まり、約１年経った今も仕事を続けています。しかし、正直に言

いますと、そのうち一人の子は数か月前トラブルがあり、「やめる」寸前まで行ったのです

が、何とか持ちこたえてくれました。このように、無職少年が一旦就職してもなかなか長続

きしないことも多く、センターの継続した関わりが就労後もある程度必要であると感じて
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います。そのことも踏まえ、無職少年対策に関する今後の課題を３点言わせていただきます

と、最大の課題は、「来所する少年の減少」です。無職少年に限ると昨年度は３名、今年度

も４名です。定期的に就労決定まで通所できる少年となりますと、さらに限られてきます。

そのような状況ですから、これまでよりも一層、中学・高校、関係機関と連携強化を図り、

対象少年の情報収集と少年センターの利用促進を啓発していくつもりです。２つ目は 「発

達障害・引きこもり等への対応」です。様々な課題のある少年たちにピンポイントで適切な

支援ができるよう担当の力量アップに努めていく必要があります。３つ目は「就労に向けて

の自信と意欲を持たせる」ことです。４３社の協力企業の業種が建設・土木業などに偏りが

あるため、少年の様々な希望も考え、飲食業や製造業等にも広げていく必要があると考えて

います。体験協力企業を増やすとともに、そのことを広く市民に周知することで、無職少年

に対する社会的認知を広げていきたいと思っています。これで説明を終わります。 

【議長】これまでの説明で、質問等があればお願いします。 

【湯浅】体験協力企業が 43社ということですが、テレワークができる企業はあるのですか。 

【事務局】ありません。職業体験や講話の希望者は少なく、年間１～２人です。子どもの性格

にもよりますが、積極的にうんと言える子は少ないです。無職少年自体が少ないのです。 

【湯浅】私はテレワークしていますが、先程の４つの内、働く意欲はいらないのです。引きこ

もりの人はパソコンの扱いに慣れています。私はテレワークが嫌いですが、顔が見えないので

ストレスが溜まらず、若い世代は馴染んでいます。家族に介護者がいたらテレワークは有効で

す。無職少年のレッテルを貼られるよりかは良いのです。 

 

【議長】意見交換に移ります。 

【野口】ヤングケアラーのことが話題になっていて、これからどうなっていくのでしょうか。

不登校等につながっていかないか、中学校ではヤングケアラーを把握されていますか。 

【髙野】担任として家庭の状況は把握していて、ゼロではありません。不登校は総合的な理由

でなっています。家庭内の役割として洗い物や洗濯物をしなければならない中学生はいます。

貧困家庭への支援として生理用品の支給があります。トイレに設置したり、養護教諭に貰いに

行ったり等、利用や申し込みはあり、助かると言っていた生徒もいました。 

【議長】会議等の開催が難しい中で開催しています。どんなことでもいいですので、質問があ

ればお願いします。今後の方向性を見出すこともあります。 

【棚橋】1 か月程前、この地域でも大変な事件がありました。気になったらスーパーで見かけ

た子には声掛けしています。市内の量販店で買い物をしていた小学４年生の女児が 40 歳代の

男性に声を掛けられ付いていったのです。周りには親子のように見えます。その子が発信しな

ければ周りには不自然には見えません。市外に遊びに行ってはいけないと聞いています。怖れ

もなく人に付いていくこと、どこに問題があるのか。家庭の事情かもしれません。何を求めて

子どもがついていくのか、どのような対処がよいのか、考える必要があり、危ないと思います。 

【廣瀬】小学校では、長期休暇前に生徒指導の方から児童と保護者にこんなことに気を付けよ
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うと便りを出して、学区外に出ないことや帰宅時刻等を親に伝えて外出するように言っていま

す。守れていない子がゼロとは言えません。朝の登校時に子どもを出迎えると、気持ちのいい

挨拶が返ってきます。多くはありませんが中学生も挨拶してくれることもあります。大人から

声を掛けられて仲良くなり、一緒に・・・と考えると。（知らない人には付いていかないと言っ

ていますが）そういうことがあった時、どうしたらいいのでしょうか。 

【湯浅】挨拶運動や愛の声掛けは中止しています。見守りや声掛けをすると不審者と間違えら

れるので、腕章やジャンパー等で分かるようにしています。挨拶をすると声が返ってきます。

気持がいいし、地域全体が活性化します。団体で行動したり、服装を整えたりしています。（不

審者でなく）いつものおじさんやおばさんだと思ってもらえる関係作りをするようにしていま

すが難しいですし、時間がかかります。 

【清水】補導委員は 90名います。補導委員になって 16年目になります。最初の頃は（問題傾

向のある少年と）わかる姿で数も多かったです。見た目で判断するのはよくありませんが、最

近は全くわかりません。抑止効果につながっているかわかりませんが止めるわけにはいきませ

ん。南笠東学区では小学校を中心に巡回しています。補導委員の顔を覚えてもらうようにして

います。思いとどまってくれるのではないかという思いでしています。 

【湯浅】マスクをしていると中々覚えてもらえないです。 

【政川】BBS 会は大学生 20 人程と社会人（正副会長は社会人、事務局長は大学生）。コロナ禍

で大学が外部のボランティア活動をしてはいけないと言っているところがあります。最近は緩

和され、外部との活動の手続きも再開し始めています。京都の大学は制約がないところもあり

ます。週１回開催している寺子屋では、母子家庭や多子家庭の子が多く、送り迎えをしている

こともあります。子どもの話では、友達と遊べない、宿題が多い、学校のタブレットの授業が

全然わからない、クラスのみんなの顔を覚えていないと言っています。スマホの使い方にはた

けています。子ども同士の関わりが減っていて、それも子どものストレスになっています。ペ

ーパーやラインだけではだめで、ズーム会議をしています。１分間スピーチでは対面でできな

い分、交流できるようになります。月１、２回ズーム会議ができるようになり、続けていきた

いと思っています。 

【議長】求人状況はどうですか。 

【西村】少年の求職者数は全国的にも年々減少しています。少子化や進学率にもよりますがハ

ローワークに来なくても探せる等理由は様々です。最近はネット等で探しています。You tube

等雇用にこだわらない働き方があります。テレワーク可の求人は少ないです。製造業が県内は

多いので、現場に行かないとだめです。宣言が明けて求人状況も変わり、人手が足りない会社

も増え、改善しつつあります。求人倍率は１倍を超えていますが（草津管内）が近畿では一番

低くまだまだ厳しいのが現状です。 

【岡】一市民として関係機関の尽力に感謝しています。通所少年は何らかの悩みを抱えていま

す。育ちの問題と言われましたが、しっかりとアセスメントを取って見極めて、少年の強み（長

所）を見ての支援をする必要があります。臨床心理士１人で、多くの子どもを抱えておられま
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す。負担や制約がかかるのではないでしょうか。（人員を増やすために）県や市の予算で対応で

きないか、その子の強みをしっかり把握して対応した方がいいのではないでしょうか。無職少

年がハローワークに行き仕事をしますが、そこで失敗体験をすることがあります。一緒に仕事

に行って、どこでつまづくのか、何ができないのか、仕事ぶりを見てあげるジョブコーチをつ

けて、成功体験を味わわせてほしいと思います。 

【梅本】900 名を超える生徒が在籍していますが、家庭環境は様々です。生徒の動きは想定が

難しく、突発的な行動をすることがあります。様々な権利を守る活動を日常の教育活動の中で

行っています。SNS 等、日常の取り組みだけでは難しいことがあります。世の中の変化でいろ

いろな問題が複雑化しています。どうすればよいのか、必要な時に関係機関につないでいきた

いと思います。 

【玉置】女性の起業塾に参加しています。コミュニケーション能力を高め、夢を叶えるという

カードゲームを広げていきたいです。ゲームという遊びを通して達成感、協力を味わうカード

ゲームを学校に広めていきたい、その相談をしていきたいと思っています。 

【藤田】（担当している少年から）一緒にあすくるへ行かへんかと声掛けをしてきます。高校に

入ったらあすくる卒業だったが、つまづいたらあすくるへ行き、あすくるに助けてもらってい

ます。 

【議長】ご意見、ご提案いただき、ありがとうございました。今後の運営に生かしていきたい

と思います。10年間保護司をしてきました。１人で 3～4人担当しており、草津栗東管内で 30

数件の事案を扱っています。事件後の担当になります。 

【事務局】終わりにあたり、副委員長からお願いします。 

【髙野】様々な立場からの意見が出ました。コミュニケーション力を、街頭巡回や声掛け時に

それとわかる服装で行い、テレワークや SNSをツールとして、また遊びやゲームを通して身に

付けていきます。学校と地域との敷居は低くなっています。SNS はプラス、マイナス両方に働

くことがあります。オンライン授業には不登校生は参加できます。昨年の休校時には不登校生

が登校できました。iPad の創始者スティーブジョブズ氏は自分の子どもには iPad を触らせな

かったといいます。記憶のプロセスが壊れていくとのことです。情報を体験に結び付けること、

体験がないと自分のものにならないのです。ジョブコーチは参考になりました。今後とも関係

機関の協力をお願いしたいと思います。 

【事務局】これで運営委員会を終わります。よろしければ、活動室や農園を見学してください。 


