育成センターだより
〒390-8620 松本市丸の内３－７ 松本市青少年育成センター

No.５７３
令和４年９月１日

ハイライト：
６月２７日（月）に松本市勤労者福祉センターにて、メディアリテラシー研修を行
い、補導委員７６名にご参加いただきました。
講演会では、「子どもとメディア信州」の宮原明人先生（千曲市立五加小学校長）
に、「子どもたちを取り巻くＩＣＴ環境～子どもたちの実情・社会の動き～」と題しま
して、現代の子どもたちがどのようにネットを利用し、どのような
危険があるのかなどを講演いただきました。スマートフォンやゲー
ム機の普及、コロナによる在宅時間の増加、学校でのタブレットの
利用など、子どもでもネット環境に触れる機会が増えている状況の
中で、オンラインゲームや、ＳＮＳ等でのいじめや誹謗中傷、誰も
が加害者にも被害者にもなりえる状況ということを学びました。ま
た、ゲームやスマホの依存症になってしまうケースもあり、長時間
の利用による身体的負担（視力の低下など）や、学力低下にも影響
していることも心配されます。
補導活動をする中で、公園等でゲームやスマートフォンを利用している子どもを見か
けたら、「どんなゲームをしているの？」など子どもが気軽に話せるような言葉を選
び、トラブルには気をつけるよう声かけすることも大切だと感じました。気にかけてい
る大人がいると知ることで、子どもたちの心に届くものがあると思います。
講演いただいた宮原先生、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

７月１日(金)に、松本駅前にて青少年の非行・被害防止全国強調月間における街
頭啓発として、のぼり旗を持って啓発活動を行いました。ご協力いただいた皆様、
ありがとうございました。
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７月７日（木）に、千曲市主催でオンライン（ｚｏｏｍ）による、「長野県青少
年補導センター・同補導委員会両連絡協議会研修会」が松本市勤労者福祉センター
にて開催され、補導委員３１名にご参加いただきました。例年行われている「長野
県青少年補導活動推進大会」がコロナの影響により中止となったため、代替えとし
て研修会が開催されることとなりました。
研修会は３部構成で、①「青少年健全育成施策」について（長野県県民文化部次
世代サポート課 荒井健司 様）、②「長野県の児童生徒における生徒指導の現状と
課題」について（長野県教育委員会事務局心の支援課 鎌田真 様）、③「少年非行
の概況」について（長野県警察本部人身安全少年課少年サポートセンター 割田美由紀 様）の３名の講演
をお聞きしました。
①では、非行少年は減少しているが、詐欺やＳＮＳによる性被害が増加しているといったお話があり、
特に性被害に関しては、直接接触するもの以外にも、ＳＮＳ上でわいせつな写真を相手に送ってしまい悪
用されるなど、深刻な問題に発展している状況を知り、長野県では性被害防止のため、現在どのような取
組をしているのかなどの話をお聞きしました。
②では、子どもたちの中でのいじめや暴力行為、不登校、メディア機器の利用、性被害等に関する現状
を、具体的な数字やグラフで説明いただきました。いじめは減少傾向にあり、暴力行為件数は長野県は全
国平均より少ないが、対人暴力件数や器物損壊件数は全国平均より多いことを知りました。子どもが信頼
できる大人、相談できる大人が必要で、そういった信頼関係の構築が大切だと学びました。
③では、警察の人身安全少年課の業務内容の説明や、最近の子どもが関わる犯罪の傾向等を説明いただ
きました。「電話でお金詐欺」は検挙人員数の約１割が少年で、受け子や出し子が多く、遊ぶ金欲しさに
安易に犯行に加担してしまうとのことでした。他にも、大麻の乱用や児童の性被害の話など、目に見えな
いネット上で、子どもたちが犯罪に巻き込まれている現状を知りました。
今回の講演内容を参考に、今後の補導活動に生かしていければと思います。ご参加いただいた皆様、あ
りがとうございました。

松本市役所大手事務所２階
松本市子どもの権利相談室

◆電話･面接での相談は
☎０１２０－２００－１９５ まで

はなしにきてね
お城の近くです

(月～木・土：13～18時、金：13～20時)
※祝日・年末年始を除く

◆メールでの相談は

kodomo-s@city.matsumoto.lg.jp まで
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※1/13～6/12までと7/21以降は、新型
コロナウイルスの感染拡大により、街頭
補導活動を中止しています。

６月１８日（土）

７月１４日（木）

午後１時３０分 から ３時３０分

午後４時 から ６時

蒸し暑い土曜日の午後でしたが、コロナの警戒レ
ベルも下がり、親子連れの買い物客の姿も目立ちま
した。ショッピングモールＥのゲームコーナーで、
子ども1人でゲームをしていたのでやさしく声をかけ
たら、「お母さんと一緒に来てここで待っている」
と明るく答えてくれました。ショッピングモールＩ
のゲームコーナーの担当者から「久しぶりに見えま
したね」と声をかけていただきました。活動を見て
くださっているのだなと感じました。

コロナの影響でセンター補導は久しぶりでした
が、とても気持ちよく感じました。
ショッピングモールＥ内は全体的に人が少なく、
特に問題はないとのことです。帰りの途中雨が降り
始め、強くなりそうな空だったので、早めに中断し
市役所へ戻りました。
今回初めてのメンバー３名と一緒に回り、皆さん
元気でとてもうれしく思いました。２年間体に気を
付けて補導活動を行いたいと思います。

６月２５日（土）
午後１時３０分 から ３時３０分
新体制になって初めての補導でした。松本駅の温
度計は３５度でとても暑く、巡回するには厳しい日
でした。健康チェックをしてから出発しました。
花時計公園でＡ高校の生徒さんたちが浴衣や学ラ
ンを着て文化祭のチラシを配っていて、コロナ禍で
も文化祭ができることは良いことだと思いました。
書店Ｂに向かう途中、高校生が溝にお金を落として
しまい、班の男性３人が手助けしていてとてもすば
らしいと思いました。

６月２８日（火）

例年７月～９月に学校補導委員との合同補導を
行っております。７月は小中学校の学校付近の地
域補導に同行いただき、子どもたちの様子や地域
の環境、危険な場所等を確認するほか、情報交換
も行いました。残念ながら７月２１
日以降はコロナの感染拡大により補
導活動を中止しましたが、ご参加い
ただけた先生方のご意見を一部ご紹
介します。

午後４時 から ６時
コロナ感染がようやく落ち着きを見せ始め、何カ
月ぶりかの補導活動が始まりました。
市営住宅内で、中学生２名が歩道に座っていたの
で、体 調 管 理 も 含 め 声 か け。問 題 な い と の こ と。
ディスカウン トショッ プ Ｄでは、１ ８歳以上 コー
ナ ー 等 確 認 し た が、特 に 問 題 な し。シ ョ ッ ピ ン グ
モールＩでは、おもちゃ売り場に小学生３名、トレ
カを購入していたので最近のトレカ事情を聞きなが
ら雑談。他店舗も問題ないとのこと。

７月５日（火）
午後４時 から ６時
ショッピングモールＥのフードコートでは、高校
生男女１１人が３か所のテーブルで勉強していたの
で、「長時間しないように」と注意すると「わかり
ました」とノート や参考 書などを片 付け始 めまし
た。ショッピングモール中間にある市道を女子高校
生がスマホを操作しながら自転車走行していたので
「スマホのながら運転はダメですよ」と注意すると
「すいません。わかりました。」と答え、駐輪場に
自転車を置き、鞄の中に入れていました。

学校補導委員の補導記録より
◆いつも温かく見守っていただいてありが
たいと感謝を伝え、気になることがあれ
ば、学校補導委員または学校に連絡をして
いただくようお願いをして巡回を終了した。
◆他校の児童の様子が伺えたり、地域の補導委員の
方とお話できたことがありがたかった。俗にいう産
官学の連携ではないが、産（親・地域）官（役所）
学校のコミュニケーションのあり方が、人間をより
幸せに導くのだと感じた。
◆車道と歩道がブロックで分かれていないため、接
触の場面がありそうで危険であると感じた。
◆学区内でも子どもが多く集まり、周辺からの連絡
も学校へよく来る公園は、時々学校としても巡回す
るようにしていきたい。他校の先生と一緒の巡回
だったので情報交換し、互いに郊外施設の使い方に
ついて指導を行っていくことを確認した。実際に見
てみるとよくわかることが多く良い機会になった。
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今日は部活のない日で、中学生は一斉下校で多くの
子どもたちと会うことができました。小学生の下校
にも会いましたが、気持ちよく挨拶をしてくれまし
た。スーパーＤは以前店で中学生が買い物をして、
店のベンチで飲み食いをしていたということでコー
スに入れましたが、今はそのようなことはないとの
ことでした。先生の話だと、店で買い物をすること
は禁止で、自動販売機で買うことも禁止だそうで
す。また、通学路も右側通行と限定せず、歩道と車
道の段差があって幅の広いほうを歩くよう指導して
いるそうです。
（田川地区 補導委員）

６月１５日(水) 地域５１班
今年度初めての地域補導。松原中央公園では、小学
生２０名ほどが自転車に乗ったりサッカーをして元
気に遊んでいた。スーパーＤで副店長に「夜遅い時間
に子どもだけで買い物にくる子はいるか」と尋ねた
ら、「昔はいたが今はいない」とのことで安心した。
児童センターでは、子どもたちが元気に挨拶してくれ
た。センターとクラブの役割の違いを聞くことができ
て良かった。Ｋ小学校で担当の先生に聞いたところ、
４月は登下校時に石を蹴って車に当ててしまったり、
フェンスに落書きをするなどがあったが、今は落ち着
いているとのこと。
（内田地区 補導委員）

７月１６日(火) 地域４４班
今日はＳ小学校の先生も同行いただきスタートし
ました。途中Ｓ小学校とＭ中学校の下校時間と重な
り、生徒たちが「え！先生がいる！」という様子で
皆こんにちは、さようならの声が続きました。Ｍ中
学校の先生の話では、オリンピックの影響かスケー
トボードを音文ホールの駐車場で行う生徒がいるの
で、ゴミや事故に合わないよう気をつけているとの
ことでした。音文ホールで女子高生と思われる２名
があぐらをかいて座っていたので、女性補導委員
に、スカートなので下着が見えないよう気をつけて
と声をかけてもらいました。（島立地区 補導委員）

６月２１日(火) 地域３１班
集合場所の開智小学校では、ちょうど一斉下校の時
間だった。校門近くにいた私たちに声をかけてくる子
もおり、学年などを聞いたりし話をした。走ったり、
車などには注意して帰るよう話し別れた。
久しぶりの補導活動、１年近くのブランクがあり、
少々ペースを掴めず疲れた。（白板地区 補導委員）

７月１９日(火) 地域３１班
Ｍ中学校の先生と補導委員４名で巡回しました。
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青少年に有害な地域環境実態調査 説明会

１０日

月

スポーツの日

夏本番で暑い日が続いています。
日本全国で熱中症警戒アラートが出る猛
暑の中、コロナの第7波で感染者が増加し
ている毎日。せっかくの夏休みやお盆です
が、外出するには対策と注意が必要です。
皆さん安全に楽しく夏を過ごしましょう。
私事ですが、9月中旬頃から産休に入る
こととなりました。ご迷惑おかけいたしま
すがよろしくお願いします。元気な赤ちゃ
んを産めるよう頑張ります！
(こども育成課 平林)

「育成センターだより」を 松本市公式ホームページでご覧いただけます。
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/225/2553.html

この紙は、市役所で発生した使用済古紙を
制紙機で再生したものです。

「育成センターだより」についてのお問い合わせは 松本市役所 こども部 こども育成課 こども政策担当まで
℡：0263-34-3000(内線2213） E-mail：kodomo-i@city.matsumoto.lg.jp

