
　平素は、警察業務の各般にわたり、格別のご理解とご協力をいただいております
こと、また、少年の健全育成及び非行防止活動に献身的に取り組んでいただいてい
ることに対しまして、本誌をお借りして厚くお礼申し上げます。

　さて、令和３年中の草津警察署管内の少年非行の情勢でございますが、非行少年・不良行為少年を合わせ
まして362人の少年を検挙補導しており、全体では、わずかに減少はしていますが、14歳未満の少年によ
る犯罪行為での補導が増加しています。また、全国的にも少年の大麻の乱用による検挙が増加傾向にありま
すが、当署管内においても、少年による大麻の乱用や、SNS等で高額バイトがあるなどとの書き込みを見た
少年が、特殊詐欺の受け子、出し子役となり、暴力団や半グレ集団と言われる組
織犯罪の一端を担わされるなど、まだまだ予断の許さない状況が続いています。
非行を生む要因として、「家庭」、「交友関係」、「本人の性格」などさまざま挙げ
られますが、少年の「スマートフォン」をはじめとした通信機器の所有率の高ま
りにより、大人には見えにくいインターネットの世界の中で、犯罪の加害者ある
いは被害者となり、便利であるはずの通信機器が非行を生む温床となってしまう
など、少年を取り巻く環境は様変わりしています。
　しかしながら、いかなる環境の変化があろうとも、少年を非行に走らせない、被害に遭わせないようにす
るのは、大人の責任であることには変わりはありません。
　そのため、我々大人が少年らを取り巻く環境に関心を持ち、時には厳しく、時には温かい目で少年を見守
り、手を差し伸べていく必要があります。
　当署といたしましても、これまでから、少年補導（委）員や少年センターの皆様方と協働し、少年の非行
防止と健全育成に努めているところでございます。今後とも、皆様方の一層のご支援、ご協力を賜りますよ
うよろしくお願い申し上げます。

　国では、毎年７月を「青少年の非行・被害防止全国強調月間」と定め、青少年の
非行防止対策と犯罪被害から守る活動を全国的に展開しています。本県でも非行・
被害防止に関する諸施策・活動を実施してきました。今回は、新型コロナウイルス
感染症の影響を考え、街頭での啓発活動を中止し、啓発看板の設置と通常の街頭巡
回を充実する取組に変更しました。

草津警察署長　川口　　豊

７月は「青少年の非行・被害防止滋賀県強調月間」です！！

少年の健全育成に向けて少年の健全育成に向けて

令和４年７月少　年　セ　ン　タ　ー　だ　よ　り

草津市立少年センター
あ す く る 草 津 〒525-0032　草津市大路二丁目1-35　TEL 077-562-6561
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第28期 草津市少年補導（委）員の皆さま第28期 草津市少年補導（委）員の皆さま
～任期は令和６年３月31日まで～～任期は令和６年３月31日まで～

　少年補導（委）員は少年の非行防止と健全
育成のために、地域で街頭巡回・有害環境
浄化・啓発活動を行っています。

第28期 草津市少年補導（委）員会　清 水 昭 博 会長 あいさつ
　平素は草津市少年補導（委）員会にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　前期に続き28期（令和４・５年度）の会長を務めさせていただく清水です。よろ
しくお願いいたします。さて、今期のスタートは新任の方を含む90名の補導（委）
員の体制で少年センターの協力のもと活動してまいりたいと思います。活動の方針
は学校と地域の連携を軸に活動していきます。少年が安心して地域でも過ごせるよ
うみなさんと一緒に補導活動に励みたいと思います。
　よろしくご協力をお願い申し上げます。

※　清水会長は５月20日に「近畿少年補導員等連絡協議会少年補導功労者表彰」を受賞されました。おめでとございます！

（２）少　年　セ　ン　タ　ー　だ　よ　り

草 津 学 区
　奥　村　弘　美
　見　保　美智江
　松　尾　数　明
　古　川　清　一
〇青　木　昌　子
　田　中　康　子

監　事 ◎山　田　九州雄
　山　田　益　弘
大　路　区
　菊　地　武　史
　小　林　浩　子
○中　村　啓　子
◎根　本　千　明
　梅　田　由紀子
　伊　藤　治　郎
　吉　田　健　一
渋 川 学 区
◎上　籔　義　晴
　北　川　　　稔
　中　村　　　昇
　中　村　　　孝

会　計 ○平　岡　典　子
　水　野　博　之
矢 倉 学 区
○岡　田　雅　人
　山　本　恵　子
　土　井　正　博

　山　本　雅　将
　佐々野　哲　郎
　飯　田　浩　美

監　事 ◎吉　川　豊　司
　木　村　智　子
　森　田　恵　子
志 津 学 区
　我孫子　　　博
　服　部　千　草
　奥　村　昌　美
　山　岡　順　子
〇須佐美　富　雄

副会長 ◎宇　野　敬　造
志津南学区
◎中　地　耕　一
　三　谷　輝　男
　荒　木　キクエ
〇山　本　秀　司
　鈴　木　敬　子
老 上 学 区
　田　村　道　子
　熊　川　　　勉
　礒　嶋　玲　子
〇高　倉　幸　次
◎杉　江　英　也
老上西学区
　内　田　智　彦

副会長 ◎中　島　美　徳

　奥田　傳右衛門
〇中　西　真由巳
　立　岡　隆　二
玉 川 学 区
　檀　原　　　泉
　周　防　直　美
〇松　井　　　隆

副会長 　髙　畑　直　美
　木　村　秀　子
　奥　村　　　清
◎藤　原　　　悟
南笠東学区

会　長 　清　水　昭　博
◎山　田　絹　代
○安　東　智　美
　山　﨑　正　人
　渡　邉　由佳子
　今　井　　　続
山 田 学 区
○木　村　庄　次
　久　保　和　久
　木　下　弘　美
　岡　　　多紀雄
　池　尾　利　浩
◎橋　詰　雅　章
　池　田　浩　弥
　楠　原　茂　雄

笠 縫 学 区
　中　村　重　代
　藤　田　　　健
　山　元　　　清
◎森　　　俊　一
　福　井　英　行
○矢　追　　　彰
笠縫東学区
○髙　田　実　則
◎橋　本　正　之
　上　村　光　男
　遠　藤　善　隆
　大　菅　　　茂
　髙　田　繁　則
常 盤 学 区
　今　村　孝　三
　川　井　健　治
　中　川　真佐雄
◎中　嶋　一　雄
　松　井　ひとみ
○福　谷　義　孝

順不同　敬称略　　　◎は学区・区幹事、○は学区・区副幹事　青字は新任

写真は、４月16日（土）に開催さ
れた草津市少年補導（委）員会総
会の様子です。



　草津市立少年センターでは、就労を考えている
通所少年に働くことへの心構えを教えたり、どん
なことをするのかわからないという不安を可能な限り払拭するために、
「職場体験」や「職場見学」「就労講話」などを体験させていただける企業・
事業所様等を募集しています。
　現在、就労体験協力企業様は43社に登録をいただいております。協力
企業を増やす目的は、少年に希望する体験の機会を与えることが第一で
すが、違う観点から申しますと、このような形で

少年を支援しようと考えてくださる多くの企業・事業所様があることを人々に広く啓
発することで彼らを理解しようとする温かい環境や風土を社会の中につくっていくこ
とにつながり、たいへん大きな意味があると考えています。
　未来ある少年たちが自分の夢に挑戦できる社会をつくっていくためにもご賛同の
上、ご登録いただけたら幸いです。新しくご登録いただける場合は、当センターまで
連絡いただきますようお願いします。

<登録いただいている就労体験協力企業の皆様>（順不同）
㈱伊藤工務店 今井自転車店 エムズホールド㈱ ㈱岸本工業
㈱近商物産 草津板金㈲ ㈲クサツパイオニアファーム くすのき住建
㈱髙陽建設 ㈱湖光 こはる農園 坂元工業㈱
サガワ産業㈱ ㈱酒のかなざわ ㈱山協 三大宝建設㈱
㈱シゲタ しが草津ボクシングジム 滋賀マリン 新洋建設㈱
㈱新和 ㈱千商 ㈱大同 竹村商事㈱ ㈲大拓建設工業
㈲立岡写真館 田中商事㈱ ㈲寺田事務所 ㈱トップ ㈱中島電業所

中村石材㈱ ㈱ナルディック ㈱藤田 ㈱びわ湖タイル
平井自動車工業㈱ ㈱フットワーク Hair Salon SAITO
まごころ㈲ 守建設㈱ ㈲山邑石材店 
㈲ヤマモト運送 洋菓子工房エス・ヴェール㈱ ワークスタッフ滋賀営業所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和４年５月現在）

＜就労体験協力企業様の声＞
　少年センターの方から就労体験協力企業の話をうかがい、その趣旨に賛同し登録し
ました。今まで少年の就労をはじめ少年に関心を持つことはありませんでしたが、協
力企業に登録してからは少年センターで発行されているセンターだよりやマスコミが
報道する少年に関する記事に敏感になりました。私たち企業・事業所（大人）が少年
を正しく理解し、受け入れる流れを広げていくことが少年たちの可能性を発揮できる
社会づくりにつながると信じています。（Ａ社）

　実際に就労体験に来られた少年たちは、信頼できる職員さんに付き添って頂き、
とても心強く感じておられました。笑顔が時折見受けられ、自分も出来ると自信
を持ち体験されていたようでした。就労体験は、働くことの大変さや、また自分
で作った商品が販売されることの楽しみ等、自身で感じて頂ける良い機会だと思
います。（Ｂ社）

　　　　　 　

協力企業に配布しているステッカー

就労体験中の少年の様子

「就労体験協力企業」募集中！
（３） 少　年　セ　ン　タ　ー　だ　よ　り



草津市立少年センター・あすくる草津
～ ～

〒525-0032　草津市大路二丁目１番35号　市民総合交流センター（キラリエ草津）3階
TEL（077）562-6561 FAX（077）567-0557 ホームページ

少年センターの活動少少少少少少少少少少少年年年年年年年年年年年少少少少少少少少少少年年年年年年年年年年少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少 セセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタターーーーのののののののののののンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタ のののののの活活活活活活活動動動動動動動動動活活動動少年センターの活動

あすくる草津の活動あああああああああすすすすすすすすすすくくくくくくくくくくくるるるるるるるるるるあああああああああすすすすすすすくくくくくくくくくああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 草草草草草草草草津津津津津津津津草草草草草草津津津津津津津のののののののののの活活活活活活動動動動動動動動活活活活活活動動動動動動動あすくる草津の活動

相 談 活 動

自分探し支援

生活改善支援 家庭支援

就労支援
就学支援

無職少年相談活動 街頭巡回活動 有害環境浄化活動 啓 発 活 動

少年センターは、少年補導（委）員さんや関係機関
の協力を得ておもに５つの活動を行っています！

「あすくる」とは、少年が支援を受けて立ち直る
ための地域の学校（あ・すくーる）であり、少年
に「明るい明日（あす）が来る（くる）ように」
という願いを込めてつけられた呼称です。

少年本人、保護者な
どから少年問題に関
する様々な相談を受
けています。
臨床心理士によるカ
ウンセリングも実施
しています。(要予
約)

担当指導員が学校、
保護者、関係機関な
どと連携し、就労・
就学支援をしていま
す。また、少年たち
の就労支援をしてい
ただける企業を募集
したり社会への働き
かけも行っていま
す。

少年補導（委）員の方
たちと市内のゲーム
センターやカラオケ
店、大型量販店など
を巡回し、少年たち
に「愛の声かけ」をし
ています。

青少年に有害な図
書・ＤＶＤ・玩具等
の販売店を訪問し、
必要な指導や要請を
しています。また市
内５個所に設置され
ている白ポストから
有害図書等を回収し
ています。

薬物乱用防止教室や
初発型非行防止教室
などの啓発教室を市
内の小中学校を対象
に補導（委）員、草津
警察署等の方と一緒
に行っています。ま
た、宿場まつりや強
調月間においても啓
発活動を実施してい
ます。

あすくるのスタッフと話をした
り、自然体験やスポーツ体験・
調理実習などをしたりして、不
安を取り除き、自分の夢や目標
を見つけます。

決めた曜日、時間に来所するこ
とで、１日の生活リズムを正し
く整えます。

保護者や家族の方と子どもへの
対応について一緒に考えます。

仕事に就くため
の必要なマナー
や学力を付け、
一緒に仕事を探
します。

自分に必要な学力を付けるため
に学習をしたり、進学に向けて
何が必要なのかを
あすくるのスタッ
フと一緒に考えた
りします。

ひとりで悩まず！
まずは相談を‼

●電話相談　●面接相談   （相談は無料です。）
　月曜日から金曜日（祝日、年末年始は休）９：30～16：00

相談専用電話  （077）562－0594

　あすくる草津では、非行等の問題を
抱え自分の居場所もなく悩み苦しん
でいる20歳までの少年が自分を見つ
め直し課題を克服しながら社会に適
応し生活できるよう、次の５つのプロ
グラムを組み合わせて支援を行って
います。

います。

あす

（４）少　年　セ　ン　タ　ー　だ　よ　り



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2011 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a003100350030002d67009ad8005200470042005d0020005b0027003000370032002d67004f4e00270020306b57fa3065304f005d0020005b0027003000370032002d67004f4e00270020306b57fa3065304f005d0020005b0027003000370032002d67004f4e00270020306b57fa3065304f005d0020753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


