
平成３０年度 第１回甲賀市少年センター協議会 次第 

 

 

                               日時：平成３０年（２０１８年）６月２６日（火） 

                                   １３：３０～１５:３０ 

                               場所：甲賀市役所３階 ３０１会議室 

 

１．開 会 

    市民憲章唱和 

 

 

２．あいさつ 

 

 

 

３．委員自己紹介 

   ・ 甲賀市少年センター協議会委員名簿 ・・ 資料１ 

 

 

４．附属機関会議の公開等に関する指針確認事項について 

   ・ 甲賀市附属機関の会議の公開等に関する指針 ・・ 資料２ 

 

 

５．議事 

 （１） 甲賀警察署管内の状況 

 （２） 平成２９年度甲賀市少年センター活動状況について ・・ 資料３ 

 （３） 平成３０年度甲賀市少年センター活動計画について ・・ 資料４ 

 （４） 意見交換 

                                                            

 

  ［ 添付資料 ］ 

   ・ 少年センターだより４・５・６月号 ・・ 資料５ 

   ・ 甲賀市少年センター条例 ・・ 資料６ 

   ・ 甲賀市少年センター条例施行規則 ・・ 資料７ 

   ・ 甲賀市少年補導委員名簿 ・・ 資料８ 

 

６．その他 

 

７．閉会 



甲賀市市民憲章 

 

わたしたちは「みんながつくる住みよさと活気あふ

れる甲賀市」を目指して、この憲章を定めます。 

 

あふれる愛に あなたも仲間 

いろどる山河と 生きいき文化 

こぼれる笑顔に 応える安心 

うみだす活力 受けつぐ伝統 

かがやく未来に 鹿深の夢を 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



資料１ 

甲賀市少年センター協議会委員名簿 

 

No 機  関  名 職　名 氏　名 委嘱日 任期

1 甲賀警察署生活安全課 課　長 小谷　正樹 H30.4.1 H29.10.1～H31.9.30

2 甲賀保護区保護司会 会　長 朏　宗男 H29.10.1 H29.10.1～H31.9.30

3 甲賀市民生委員児童委員協議会連合会 理　事 渡邉　滿栄 H29.10.1 H29.10.1～H31.9.30

4 甲賀市更生保護女性会 会　長 辻　好子 H29.10.1 H29.10.1～H31.9.30

5 甲賀市少年補導(委)員会 会　長 北村　正之 H29.10.1 H29.10.1～H31.9.30

6 甲賀市青少年育成市民会議 会　計 中井　れい子 H29.10.1 H29.10.1～H31.9.30

7 甲賀市区長連合会 理　事 黄瀬　忠幸 H30.5.9 H29.10.1～H31.9.30

8 甲賀市ＰＴＡ連絡協議会 副会長 菅本　裕二 H30.6.6 H29.10.1～H31.9.30

9
甲賀市小学校校長会
（甲南第二小学校）

校　長 山本　寛 H30.4.1 H29.10.1～H31.9.30

10
甲賀市中学校校長会
（甲賀中学校）

校　長 木村　明美 H30.4.1 H29.10.1～H31.9.30

11
甲賀市湖南市高等学校校長会
（滋賀県立水口東高等学校）

校　長 岨中　貴洋 H30.4.1 H29.10.1～H31.9.30

12 甲賀公共職業安定所 統括職業指導官 丸亀　大輔 H30.4.1 H29.10.1～H31.9.30

13 市民環境部生活環境課 課　長 中島　教仁 H30.4.1 H29.10.1～H31.9.30

14 こども政策部子育て政策課 課　長 澤田いすづ H30.4.1 H29.10.1～H31.9.30

15 教育委員会事務局学校教育課 課　長 福井　篤子 H30.4.1 H29.10.1～H31.9.30
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 資料３ 平成２９年度甲賀市少年センター活動状況（Ｈ２９．４～Ｈ３０．３）  

（１）街頭補導活動 

   非行少年の早期発見と早期補導、少年の街頭における生活実態把握、少年を取り巻く環境の浄化等を目的として、

少年補導委員や学校関係者、地域社会、警察署等の支援・協力のもとに街頭補導活動を計画的・組織的に実施。 

巡回補導延べ回数 

（内補導委員会計画活動） 

 

比 較 

活動延べ 

人数 比 較 

補導少年 

（内女子） 比 較 

平成２９年度 ２９１（７４）  

４．３％減 

（２１．３％増） 

１，１９９  

６．９％増 
７０５（２５５）  

４０．４％増 

（２６．２％増）平成２８年度 ３０４（６１） １，１２２ ５０２（２０２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

●昨年と同様、街頭で問題行動の少年の姿を見かけることが少なくなったが、小学生の姿を遅くまで見かけることが 

多かった。 

●少年センターが主体となった巡回補導 

 ※法律違反や不良行為ではないが、非行の芽・兆候が見られる少年への声かけ 

（小：小学生 中：中学生 高：高校生 無：無職少年 有：有職少年 他：その他学生）・・人   

月 日（曜日） 時間 事業内容 備  考 

４ ３日（月） １８：００ 合同街頭補導 水口・甲南町内量販店、公園等 

５日（水） １５：３０ センター巡回パトロール 水口町内ゲームセンター ※小・・１ 中・・３ 

６日（木） １４：３０ センター巡回パトロール 甲南・水口町内量販店、公園等 

７日（金） １７：３０ 合同街頭補導 水口町内ゲームセンター ※中・・３ 

１７日（月） １５：３５ センター巡回パトロール 水口町内公園、駅等 

１９日（火） １９：３０ 合同街頭補導（水口祭り宵宮） ※中・・１５ 高・・２ 有・・６ 無・・３ 

２０日（水） １４：５０ センター巡回パトロール  （水口祭り） ※有・・２ 

２１日（金） １３：３０ センター巡回パトロール 水口町内量販店、公園等 

２４日（月） １３：４０ センター巡回パトロール 甲賀町内公園等 

２５日（火） ９：００ センター巡回パトロール 甲南・水口町内公園等 

２８日（金） １１：００ センター巡回パトロール 信楽町内コンビニ店、駅等 

５ １日（月） ９：００ センター巡回パトロール 土山町内中学校通学路                

１日（月） １１：００ センター巡回パトロール 水口町内中学校通学路 

⼩学⽣ 34.9％

中学⽣ 41.0％

⾼校⽣ 15.1％

その他学⽣ 1.8％

有職少年 6.8％
無職少年 0.4％

補導少年内訳
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月 日（曜日） 時間 事業内容 備  考 

５ ２日（火） １３：３０ センター巡回パトロール 土山町内大野周辺 

８日（月） １５：１５ センター巡回パトロール 甲南町内公園 ※小・・７ 

９日（火） １５：００ センター巡回パトロール 水口町内量販店等 ※中・・８ 高・・１ 

１０日（水） 

 

１０：４０ センター巡回パトロール 水口町内コンビニ店等 

１５：００ センター巡回パトロール 水口町内公園等  

１１日（木） １３：３０ センター巡回パトロール 甲南町内公園 ※中・・２ 

１２日（金） 

 
１０：００ センター巡回パトロール 信楽町内コンビニ店、駅等                 

１３：３０ センター巡回パトロール 水口町内量販店、公園等  

１５日（月） １５：３５ センター巡回パトロール 甲南町内量販店、駅等 

１６日（火） １４：３０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、公園等 

１７日（水） １６：００ センター巡回パトロール 水口町内量販店 ※小・・２ 中・・１ 高・・３ 

１８日（木） ８：３０ センター巡回パトロール 甲南町内公園等                      

１５：００ センター巡回パトロール 甲南・水口町内公園等 

１９日（金） １８：３０ 合同街頭補導 水口町内量販店 ※有・・１ 

２２日（月） １５：００ センター巡回パトロール 土山・甲賀・水口町内公園等（不審者対応） 

２４日（水） １５：３０ センター巡回パトロール 水口町内カラオケ店、公園等（不審者対応） 

２５日（木） １８：３０ 合同街頭補導 甲賀町内公園 ※中・・２ 

２６日（金） １４：４０ センター巡回パトロール 甲南・甲賀・水口町内公園等（不審者対応） 

２９日（月） １５：３０ 合同街頭補導 信楽町内駅、量販店 ※中・・２０ 

３１日（水） １３：４５ センター巡回パトロール 水口・甲南町内公園等 

６ 1 日（木） １４：３０ センター巡回パトロール 甲賀・甲南・水口町内量販店、公園等 

２日（金） １５：００ センター巡回パトロール 信楽町内、駅等 ※高・・４ 

５日（月） １５：１０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内公園、駅等 

６日（火） 

 
１４：３０ センター巡回パトロール 水口町内ゲームセンター ※小・・１  

１８：３０ 合同街頭補導  水口町内量販店 ※中・・２ 

 ８日（木） １４：３０ センター巡回パトロール  甲賀・甲南・水口町内公園等  

１２日（月） １４：１０ センター巡回パトロール  土山・甲南・水口町内量販店、公園等 

１４日（水） １３：００ センター巡回パトロール 甲南・水口町内公園等 

１５日（木） 

 

１３：００ センター巡回パトロール 水口町内公園等（不審者対応） 

１４：１５ センター巡回パトロール 甲賀・甲南町内公園等（不審者対応） 

１６日（金） １５：１０ センター巡回パトロール 土山中学校通学路 

１９日（月） １４：３０ センター巡回パトロール 甲南・水口町内量販店等 ※中・・２ 高・・２ 

２０日（火） １４：１０ センター巡回パトロール 甲南町内通学路 ※小・・１ 

２３日（金） １８：３０ 合同街頭補導 水口町内量販店、公園、カラオケ店等  

２６日（月） １４：３０ センター巡回パトロール 甲賀・甲南町内通学路 ※小・・1 中・・１ 

２７日（火） １５：３０ センター巡回パトロール 水口町内公園 ※高・・２ 

２８日（水） １４：３０ センター巡回パトロール 信楽町内量販店、駅等 

２９日（木） １０：３０ センター巡回パトロール 水口町内量販店 ※小・・１ 

３０日（金） １３：３０ センター巡回パトロール 水口･甲南・甲賀町内量販店、公園、駅等 

７ ３日（月） １８：３０ 合同街頭補導 水口町内量販店 ※高・・６ 
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月 日（曜日） 時間 事業内容 備  考 

７ ７日（金） １４：３０ センター巡回パトロール 水口町内公園等 

１８：３０ 合同街補導（矢川神社七夕祭り） 甲南町内神社周辺 ※小・・１３ 有・・１ 

１０日（月） １６：００ センター巡回パトロール 水口町内公園、駅等 

１１日（火） １５：３０ センター巡回パトロール 水口・甲南・甲賀町内公園等 

１２日（水） １３：１５ センター巡回パトロール 水口・甲南町内公園、駅等 

１３日（木） 

 
１３：５０ センター巡回パトロール 甲南・甲賀町内量販店、公園等 

１８：３０ 合同街頭補導 土山町内量販店、コンビニ店等 

１４日（金） １５：００ センター巡回パトロール 甲南・甲賀町内量販店、公園、駅等 

１８日（火） １４：００ センター巡回パトロール 甲賀・土山町内神社、公園等 

１９日（水） １１：００ センター巡回パトロール 水口町内量販店、河川敷等 

２０日（木） １１：００ センター巡回パトロール 水口町内公園等 

１３：００ センター巡回パトロール 水口町内ゲームセンター ※中・・８ 

２１日（金） １４：３０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、カラオケ店等 

２２日（土） ２０：００ 合同街頭補導（しがらき火まつり） ※中・・１３ 

２３日（日） １８：３０ 合同街頭補導（大原祇園宵宮） ※小・・３ 中・・３ 高・・７ 他・・２ 有・・２ 

２４日（月） １５：００ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店等 ※小・・２ 中・・８ 

２５日（火） １５：５０ センター巡回パトロール 水口町内ゲームセンター ※中・・３ 

２６日（水） １３：３０ センター巡回パトロール 水口町内コンビニ店 ※高・・２ 

２７日（木） 

 
１０：５０ センター巡回パトロール 甲南町内量販店 ※中・・３ 

１４：１０ センター巡回パトロール 水口町内カラオケ店等 ※中・・５ 高・・６ 

２８日（金） 

 

１０：３０ センター巡回パトロール 甲南町内量販店 ※小・・２ 

１３：３０ センター巡回パトロール 水口町内公園、河川敷 ※小・・１２ 

２９日（土） １９：３０ 合同街頭補導（甲賀市夏祭り） ※小・・２ 中・・５ 高・・２ 有・・７ 

３１日（月） １４：００ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店等 ※小・・１３ 中・・１ 

８ １日（火） 

 
１５：２０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店等 ※小・・４ 高・・４ 

１８：３０ 合同街頭補導 水口町内量販店 ※有・・１人 

３日（木） １４：３０ センター巡回パトロール 甲南町内量販店 ※小・・１ 中・・３ 

４日（金） １３：１０ センター巡回パトロール 水口町内量販店等 ※小・・８ 中・・４ 高・・２ 

７日（月） 

 

１０：００ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、公園等 

１５：１０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、公園、河川敷等 

８日（火） １４：５０ センター巡回パトロール 信楽・水口町内河川敷等 

１０日（木） １５：００ センター巡回パトロール 甲南町内量販店 ※小・・１ 

１６日（水） １９：３０ 合同街頭補導（杣川夏祭り） ※喫煙（高・・１） 高・・４ 有・・２ 

１７日（木） ９：４０ センター巡回パトロール 甲南町内量販店 ※小・・３ 中・・２ 

１８日（金） 

 

１０：３０ センター巡回パトロール 水口町内河川敷等 

１３：３０ センター巡回パトロール 甲南町内量販店 ※小・・３ 中・・３ 

２１日（月） 

 
１５：２０ センター巡回パトロール 水口町内ゲームセンター ※中・・３ 

１８：３０ 合同街頭補導 水口町内量販店 ※中・・５ 高・・２ 有・・１ 

２２日（火） １３：３０ センター巡回パトロール 水口町内ゲームセンター ※中・・2 

２３日（水） １４：００ センター巡回パトロール 土山・甲賀・甲南町内公園、量販店等 
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月 日（曜日） 時間 事業内容 備  考 

８ ２４日（木） １０：３０ センター巡回パトロール 甲南町内量販店 ※高・・４ 

２５日（金） １４：００ センター巡回パトロール 水口町内量販店 ※有・・１ 

２８日（月） １４：００ センター巡回パトロール 水口町内公園等 ※小・・７ 中・・３ 

２９日（火） １４：００ センター巡回パトロール 水口町内公園等 ※小・・５ 中・・５ 高・・５ 

２９日（火） １８：３０ 合同街頭補導 水口町内量販店 ※高・・１ 

３０日（水） １５：３０ センター巡回パトロール 水口町内量販店、河川敷等 ※高・・１ 他・・２  

３１日（木） １４：３０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、公園等 

９ １日（金） 

 
１５：００ センター巡回パトロール 水口町内量販店、公園等 ※小・・７ 中・・１ 

１８：３０ 合同街頭補導 甲南・水口町内量販店、河川敷等 ※他・・７ 

４日（月） １５：１０ センター巡回パトロール 水口町内ゲームセンター等 ※小・・８ 

５日（火） １０：２０ センター巡回パトロール 水口町内量販店 

６日（水） １５：２０ センター巡回パトロール 甲南町内量販店等 ※小・・２ 

７日（木） １４：２０ センター巡回パトロール 水口町内公園等 ※高・・２ 

８日（金） １５：１０ センター巡回パトロール 甲南町内団地 ※中・・５ 

１１日（月） １５：００ センター巡回パトロール 甲南・水口町内量販店 ※中・・１８ 

１２日（火） １４：４０ センター巡回パトロール 甲南町内量販店、公園等 

１３日（水） 

 
７：３０ 登校時における駅周辺等街頭補導 貴生川駅（高等学校等生徒指導連協主催） 

１４：１０ センター巡回パトロール 甲南・水口町内量販店、公園等 

１４日（木） 

 
７：３０ 登校時における駅周辺等街頭補導 貴生川駅（高等学校等生徒指導連協主催） 

１８：３０ 合同街頭補導 甲南町内量販店、駅 ※小・・１ 高・・２ 

１５日（金） １４：３０ センター巡回パトロール 水口町内コンビニ店、公園等 

１９日（火） １４：００ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、公園等 ※高・・２ 

２０日（水） １４：００ センター巡回パトロール 信楽町内公園、駅等 

２１日（木） １４：４０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、公園等 

２２日（金） １４：２０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内駅、公園等 

２５日（月） １５：３０ センター巡回パトロール 甲南町内公園等 

２６日（火） １５：００ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、公園等 

２７日（水） １５：３０ センター巡回パトロール 甲南町内量販店、駅等 

２８日（木） １５：３０ 合同街頭補導 信楽町内量販店、駅等 ※小・・３ 

２９日（金） ９：３０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内公園等 

１０ ３日（火） １４：３０ センター巡回パトロール 甲南・信楽町内公園等 

５日（木） １５：１０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内公園、駅等 

６日（金） １８：３０ 合同街頭補導 甲南町内量販店、駅、パチンコ店等 

１０日（火） １４：３０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、公園等 

１６日（月） １４：３０ センター巡回パトロール 信楽・甲南町内量販店、駅等 

１７日（火） １４：４０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、公園等 ※中・・２ 

１９日（木） １４：００ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、公園等 ※高・・１ 

２５日（水） １８：３０ 合同街頭補導 甲南・水口町内量販店、公園等 ※中・・１ 

２６日（木） １５：１０ センター巡回パトロール 水口町内量販店、公園等 ※高・・２ 

２７日（金） １５：２０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、駅等 
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月 日（曜日） 時間 事業内容 備  考 

１０ ３１日（火） １５：１５ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、カラオケ店等 ※中・・６ 

１１  ２日（木） 

 
１３：３０ センター巡回パトロール 信楽町内駅、公園等 

１８：３０ 合同街頭補導 水口町内量販店、ゲームセンター等 ※中・・２ 

６日（月） １５：１０ センター巡回パトロール 水口町内量販店、ゲームセンター等 

８日（水） １５：３０ 合同街頭補導 信楽町内量販店、駅等 

１５日（水） １４：３０ センター巡回パトロール 水口・甲南・甲賀・土山町内公園等 ※小・・２ 

１６日（木） １５：１０ センター巡回パトロール 甲南町内量販店公園等 ※高・・２ 

１７日（金） １８：３０ 合同街頭補導 甲南町内量販店、甲賀町内公園等 ※小・・１ 

２０日（月） １０：１０ センター巡回パトロール 甲南・甲賀町内駅、公園等 

２２日（水） １４：３０ センター巡回パトロール 甲賀・水口町内公園、甲南町内量販店等 

２４日（金） 

 
１０：３０ センター巡回パトロール 信楽町内量販店、駅等 

１５：１０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、公園等 ※高・・３ 

２７日（月） １５：００ センター巡回パトロール 水口町内量販店、公園等 ※小・・３ 有・・２ 

２８日（火） １８：３０ 合同街頭補導 水口・甲南町内量販店、公園等 ※中・・５ 

３０日（木） １５：００ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、公園等 

１２ １日（金） １５：３０ 合同街頭補導 信楽町内量販店、駅等 ※小・・３ 

４日（月） １８：３０ 合同街頭補導 水口・甲南町内量販店等 ※中・・１ 高・・２ 

６日（水） １４：２０ センター巡回パトロール 甲南・甲賀町内駅、神社等 

７日（木） １４：４５ センター巡回パトロール 甲南・甲賀町内量販店等 ※小・・１ 中・・１ 高・・３ 

８日（金） １５：００ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、駅、公園等 

１１日（月） １５：３０ センター巡回パトロール 水口町内神社、公園等 

１４日（木） １４：３０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店等 ※小・・３ 中・・２ 

１５日（金） １５：００ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店等 ※中・・９ 高・・２ 

１８：３０ 合同街頭補導 水口・甲南町内量販店等 ※小・・１ 高・・１ 

１８日（月） １５：４５ センター巡回パトロール 甲南町内量販店、公園等 ※小・・３ 中・・３ 

１９日（火） １４：００ センター巡回パトロール 水口・甲南町内公園、通学路等 

２０日（水） １４：００ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、公園、通学路等 

２１日（木） 

 
１４：３０ センター巡回パトロール 甲南町内量販店、公園等 ※高・・２ 

１８：３０ 合同街頭補導 水口町内量販店、公園等 ※中・・２ 高・・２ 

２２日（金） １４：００ センター巡回パトロール 甲南・水口町内量販店、公園等 

２５日（月） １４：２０ センター巡回パトロール 甲南町内量販店、公園等 ※小・・４ 

２６日（火） １５：００ センター巡回パトロール 甲南・水口町内量販店等 ※小・・１４ 中・・１２ 

２７日（水） １５：００ センター巡回パトロール 水口町内量販店、カラオケ店等 ※小・・１ 

２８日（木） １５：１５ センター巡回パトロール 甲南・水口町内量販店等 ※中・・２ 高・・１ 

１ ５日（金） １４：００ センター巡回パトロール 水口・甲南・甲賀町内量販店、公園等 ※小・・２ 

９日（火） １５：００ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店等 ※小・・５ 中・・１７ 

１０日（水） １５：００ センター巡回パトロール 水口町内量販店、カラオケ店等 ※小・・３ 

１１日（木） １５：１０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、駅、公園等 

１２日（金） １４：３０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、駅、公園等 ※中・・５ 

１５日（月） １４：００ センター巡回パトロール 水口・甲南・甲賀・土山町内公園等 
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月 日（曜日） 時間 事業内容 備  考 

１ １６日（火） １５：００ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、公園等 

１９日（金） １５：３０ 合同街頭補導 水口町内量販店、ネットカフェ等 ※中・・２ 高・・１ 

２２日（月） １４：３０ センター巡回パトロール 水口町内量販店、カラオケ店等 ※高・・２ 

２４日（水） １５：３０ 合同街頭補導 水口・甲南町内量販店等 ※小・・４ 中・・５ 有・・２

２６日（金） １３：３０ センター巡回パトロール 水口町内量販店、公園等 ※高・・１ 

２９日（月） １４：２０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内コンビニ店、公園等 ※有・・１ 

３０日（火） １４：００ センター巡回パトロール 甲南・水口町内量販店、公園等 

２ １日（木） １５：００ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、カラオケ店、駅等 

２日（金） １４：１０ センター巡回パトロール 土山・水口町内通学路、公園等 ※小・・１ 

５日（月） １５：３０ センター巡回パトロール 甲南町内量販店、通学路等 

７日（水） １４：３０ センター巡回パトロール 甲南・信楽・水口町内量販店等 ※小・・４ 

８日（木） １５：３０ 合同街頭補導 甲南・水口町内量販店、カラオケ店等 

９日（金） １４：３０ センター巡回パトロール 甲南・水口町内量販店、公園等 ※中・・２ 

１３日（火） １４：３０ センター巡回パトロール 甲南・水口町内量販店、公園等 

１５日（木） １５：３０ センター巡回パトロール 水口町内量販店、公園等 ※中・・５ 

１６日（金） ９：２０ センター巡回パトロール 甲南町内量販店、コンビニ店等 

１８日（日） １３：３０ 合同街頭補導 田村神社境内（祭礼） ※中・・３ 

１９日（月） １４：３０ センター巡回パトロール 田村神社境内（祭礼）、水口町内量販店等 

２０日（火） １５：３０ センター巡回パトロール 水口町内量販店、公園等 ※中４ 

２１日（水） １４：３０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、ゲームセンター等 

２２日（木） １５：３０ 合同街頭補導 水口・甲南町内量販店等 ※小・・２ 中・・４ 

２３日（金） １５：１０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店等 ※小・・４ 中・・３ 高・・２ 

２８日（水） １４：１０ センター巡回パトロール 水口・土山町内量販店等 ※中・・２ 高・・４ 

３ １日（木） １３：４０ センター巡回パトロール 水口町内量販店等 ※高・・２ 他・・２ 

２日（金） １４：００ センター巡回パトロール 信楽・水口町内駅等 

５日（月） １４：３０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、公園等 

１２日（月） １５：３０ センター巡回パトロール 信楽・水口町内量販店 ※中・・１２ 高・・２ 

１３日（火） １３：２０ センター巡回パトロール 水口町内量販店、駅等 ※中・・６ 

１５：００ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店量販店 ※中・・１２ 

１４日（水） １８：２０ 合同街頭補導 水口・甲南町内量販店、公園等 

１５日（木） １４：３０ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店、公園、駅等 

１６日（金） １５：２０ センター巡回パトロール 甲南町内量販店、駅、公園等 ※中・・１ 

１９日（月） １５：００ センター巡回パトロール 水口・甲南町内量販店等 ※小・・６ 

２０日（火） １４：２０ センター巡回パトロール 信楽・水口町内量販店、駅等 ※１７ 

２２日（木） １３：１０ センター巡回パトロール 甲南・水口町内量販店等 ※小・・９ 中・・２ 

２６日（月） ９：５０ センター巡回パトロール 甲南・水口町内駅、公園等 

１５：３０ センター巡回パトロール 水口町内量販店等 ※小・・１０ 中・・３ 

２８日（水） １３：３０ センター巡回パトロール 水口町内公園 ※小・・６ 

１４：４０ 地区別補導委員会巡回パトロール 水口町内量販店等 ※小・・１０ 中・・４ 

２９日（木） １３：１０ センター巡回パトロール 甲南・甲賀・土山・水口町内 ※小・・３ 中・・９ 
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（２）相談活動（内女子数）  

年 度 延べ件数 比 較  

内

 

訳

来 所 電 話 メール 

平成２９年度 ４３５（４０） １２．４％増 

（20.0％減） 

１４６（２０） ２８９（２０） ０（ ０） 

平成２８年度 ３８７（５０） １２１（２７） ２５９（２３） ７（ ０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

●少年本人の来所・電話相談の延べ数が、昨年度に比べ４６．９％増加した。 

 

（３）環境浄化活動 

   青少年に悪影響を与える恐れのある環境をつくらせないために、有害図書等取扱店などへの立入調査を実施し、

販売についての指導や陳列・管理に関する協力依頼をした。さらに、携帯電話等販売店への一斉立入調査を実施し、

フィルタリングの推奨のお願いをした。また、深夜営業店等には青少年の立入りを禁止する旨を入口の見えやすいとこ

ろに掲示し、条例の趣旨に基づく協力を求めた。 

月 日（曜日） 時間 事業内容 備考 

４ ７日（金） １８：３０ 深夜営業店立入調査 ゲームセンター 

１２日（水） １０：００ 有害図書等立入調査 コンビニ店 

５ １０日（水） １０：４０ 有害図書等立入調査 コンビニ店 

１７日（水） １５：１０ 深夜営業店立入調査 カラオケ店 

１９日（金） １８：３０ 深夜営業店立入調査 カラオケ店 

２４日（水） １５：３０ 深夜営業店立入調査 ネットカフェ総合施設、カラオケ店 

３０日（火） １４：００ 有害図書等立入調査 コンビニ店 

６ ６日（火） １８：３０ 有害図書等立入調査 ゲームセンター 

１２日（月） １４：００ 有害図書等立入調査 コンビニ店 

２３日（金） １８：３０ 深夜営業店立入調査 カラオケ店、ゲームセンター 

２４日（金） １８：００ 有害図書等立入調査 図書等量販店 

２９日（木） １０：３０ 有害図書・深夜営業店等立入調査 ネットカフェ、書店、コンビニ店 
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月 日（曜日） 時間 事業内容 備考 

７ １０日（月） １５：００ 有害図書等立入調査 コンビニ店 

２１日（金） １４：３０ 深夜営業店立入調査 カラオケ店 

２５日（火） １６：００ 深夜営業店立入調査 カラオケ店 

２６日（水） １３：３０ 有害図書等立入調査 書店、コンビニ店 

２７日（木） １４：１０ 深夜営業店立入調査 カラオケ店 

８ １日（火） １８：３０ 深夜営業店立入調査 ネットカフェ、深夜営業量販店 

１７日（木） １０：００ 携帯電話等取扱店一斉調査 フィルタリング調査依頼含 

１８日（金） １３：３０ 携帯電話等取扱店一斉調査 フィルタリング調査依頼含 

２１日（月） １８：３０ 深夜営業店立入調査 ゲームセンター、カラオケ店 

２８日（月） １４：００ 有害図書等立入調査 コンビニ店 

９ ４日（月） １３：３０ 携帯電話等取扱店調査 アンケート回収 

５日（火） １０：００ 携帯電話等取扱店調査 アンケート回収 

１３日（水） １５：００ タバコ販売店立入 啓発 

１５日（金） １４：３０ 有害図書等立入調査 コンビニ店 

２０日（金） １３：３０ 図書等取扱店県下一斉立入調査 書店、コンビニ店、刃物店等 

２４日（火） １３：３０ 図書等取扱店県下一斉立入調査 書店、コンビニ店、刃物店等 

２５日（水） １８：３０ 有害図書等立入調査 ＤＶＤ等量販店 

３０日（月） １３：３０ 図書等取扱店県下一斉立入調査 書店、コンビニ店、刃物店等 

１１ ２日（木） １８：３０ 有害図書等立入調査 図書・ＤＶＤ等量販店 

６日（月） １５：００ 有害図書等立入調査 深夜営業図書・ＤＶＤ等量販店 

７日（火） １３：３０ 図書等取扱店県下一斉立入調査 書店、コンビニ店、刃物店等 

９日（木） １３：３０ 図書等取扱店県下一斉立入調査 書店、コンビニ店、刃物店等 

１０日（金） １３：３０ 図書等取扱店県下一斉立入調査 書店、コンビニ店、刃物店等 

２７日（月） １５：００ 深夜営業店立入調査 カラオケ店 

２８日（火） １８：３０ 図書等取扱店県下一斉立入調査 深夜営業図書・ＤＶＤ等量販店 

１２ ８日（金） １５：００ タバコ販売店立入 啓発 

１１日（月） １５：００ 有害図書等立入調査 コンビニ店 

１５日（金） １８：３０ 深夜営業店立入調査 カラオケボックス・複合ネットカフェ等 

１９日（火） １４：００ 有害図書等立入調査 コンビニ店 

２１日（木） １８：３０ 深夜営業店立入調査 カラオケ店、ゲームセンター 

２７日（水） １５：００ 深夜営業店立入調査 カラオケ店 

１ １５日（月） １４：００ 有害図書等立入調査 コンビニ店 

１９日（金） １５：３０ 深夜営業店立入調査 カラオケボックス・複合ネットカフェ等 

２９日（月） １４：２０ 有害図書等立入調査 コンビニ店 

２ ２８日（水） １４：１０ 有害図書等立入調査 コンビニ店 

３ １日（木） １５：４０ 有害図書等立入調査 コンビニ店（新規開店） 

１２日（月） １４：３０ 有害図書等立入調査 コンビニ店 

※対象店 ： 図書・ＤＶＤ等取扱店・・５６店舗  ゲームソフト取扱店・・１１店舗  カラオケ店・・３店舗  

エアガン取扱店・・５店舗  刃物取扱店・・３２店舗  ネットカフェ複合店・・１店舗   

試写室・・１店舗  携帯電話等取扱店・・１２店舗 等 
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（４）街頭啓発活動  

   少年補導委員会ならびに甲賀警察署との合同による「街頭啓発」や「薬物乱用防止教室」「誘拐防止教室」等、 

市内の小学校等に出向き啓発活動を実施した。  

月 日（曜日） 時間 事業内容 場所 

５ ２５日（木） １０：４５ 「誘拐防止教室」ペープサート劇 土山小学校 

６ ２４日（土） １４：００ 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動「6・26 街頭補導キャンペーン」 長浜市 

２８日（水） １１：００ 「薬物乱用防止教室」 水口女子専門学校 

７ 

 

 

 

３日（月） １７：００ 「社会を明るくする運動」街頭啓発 平和堂水口店前 

３日（月） １８：３０ 「青少年の非行・被害防止滋賀県強調月間」街頭啓発 平和堂水口店前 

７日（金） １８：３０ 「青少年の非行・被害防止滋賀県強調月間」街頭啓発 矢川神社境内（七夕祭り）

１３日（木） １８：３０ 「青少年の非行・被害防止滋賀県強調月間」街頭啓発 フレンドマート土山店前 

１９日（水） １５：３０ 中学校ボランティア部と補導委員との合同啓発しおり作成 水口中学校 

２５日（火） １４：３０ 「誘拐防止教室」指人形劇 伴谷東児童クラブ 

２９日（土） １８：００ 「青少年の非行・被害防止滋賀県強調月間」街頭啓発 甲賀市夏祭り会場内 

８ ９日（水） １４：００ 「誘拐防止教室」指人形劇 伴谷児童クラブ 

１１ ２日（木） １８：３０ 「子ども・若者育成支援滋賀県強調月間」街頭啓発 平和堂水口店前 

８日（水） １５：３０ 「子ども・若者育成支援滋賀県強調月間」街頭啓発 信楽駅前 

１７日（金） １８：３０ 「子ども・若者育成支援滋賀県強調月間」街頭啓発 フレンドマート甲南店前 

２８日（火） １０：４０ 「薬物乱用防止教室」 伴谷東小学校 

１２ ７日（木） １０：３５ 「薬物乱用防止教室」 水口小学校 

１２日（火） １４：４０ 「薬物乱用防止教室」 佐山小学校 

１ １７日（水） １０：００ 「誘拐防止教室」着ぐるみ劇 柏木保育園 

１８日（木） １３：４５ 「薬物乱用防止教室」 甲南第一小学校 

１９日（金） １３：４５ 「薬物乱用防止教室」 貴生川小学校 

２３日（火） １０：４５ 「薬物乱用防止教室」 希望ケ丘小学校 

２５日（木） １３：００ 「薬物乱用防止教室」 大野小学校 

３０日（火） １０：４５ 「薬物乱用防止教室」 甲南第三小学校 

３１日（水） １３：４５ 「薬物乱用防止教室」 信楽小学校 

２ ５日（月） １０：４５ 「薬物乱用防止教室」 甲南第二小学校 

６日（火） １３：３０ 「薬物乱用防止教室」 雲井小学校 

１４日（水） １０：００ 「誘拐防止教室」着ぐるみ劇 水口北保育園 

１５日（木） １１：３５ 「薬物乱用防止教室」 朝宮小学校 

１９日（月） １０：４０ 「薬物乱用防止教室」 柏木小学校 

２１日（水） １０：４５ 「薬物乱用防止教室」 大原小学校 

２３日（金） １３：００ 地域ふれあい事業「土山中生徒会とのコラボ」 土山中学校 

３ ５日（月） １０：４０ 「薬物乱用防止教室」 小原小学校 

８日（木） １０：４５ 「薬物乱用防止教室」 土山小学校 

９日（金） ９：３５ 「薬物乱用防止教室」 綾野小学校 
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（５）各種会議、研修会等 

   青少年の健全育成・非行防止のため、学校・関係機関等との連携はますます重要課題であり、今年度は積極的に学

校等に出向き情報交換を実施している。 

月 日（曜日） 時間 事業内容 場所 

４ ４日（火） １０：００ 滋賀県青少年補導センター連絡協議会役員会 滋賀県庁 

１０日（月） 

 
１３：３０ 城山中学校入学式 城山中学校 

１４：００ 水口中学校入学式 水口中学校 

１１日（火） １８：００ 甲賀市少年補導委員会定例幹事会（事務局と合同） 水口中央公民館 

１２日（水） １０：００ 水口地区民生児童委員協議会主任児童委員情報交換 少年センター 

１４日（金） １０：００ 水口女子専門学校入学式 水口女子専門学校 

１９日（火） １４：００ 少年センター職員・あすくる職員等研修会 滋賀県庁 

２１日（金） １５：００ 土山地区区長会 土山開発センター 

２２日（土） ９：００ 甲賀市少年補導（委）員会総会・研修会 市役所甲南庁舎 

２４日（月） １３：４０ 学校訪問（情報交換） 甲賀中学校 

２５日（火） 

 
９：００ 学校訪問（情報交換） 甲南中学校 

１１：００ 学校訪問（情報交換） 水口東中学校 

１５：３０ 信楽地区区長会 信楽開発センター 

２６日（水） １４：００ 滋賀県青少年補導センター連絡協議会総会・研修会 こうか市民ホール 

２８日（金） １０：３０ 学校訪問（情報交換） 信楽中学校 

５ １日（月） ９：００ 学校訪問（情報交換） 土山中学校 

１１：００ 学校訪問（情報交換） 城山中学校 

１３：３０ 学校訪問（情報交換） 水口中学校 

２日（火） １４：００ 学校訪問（情報交換） 淡海学園 

９日（火） １０：００ 平成２９年度甲賀保護区保護司会総会 土山開発センター 

１０日（水） １１：００ 学校訪問（情報交換） 水口女子専門学校 

１２日（金） １０：００ 学校訪問（情報交換） 信楽高等学校 

１３：３０ 学校訪問（情報交換） 水口東高等学校 

１５：００ 学校訪問（情報交換） 水口高等学校 

１７日（水） １３：３０ 有害図書等立入調査員研修会 滋賀県庁 

１８日（木） 

 
９：００ 学校訪問（情報交換） 甲南高等学校 

９：４５ 学校訪問（情報交換） 甲南養護高等学校 

１９日（金） １４：００ ダメ。ゼッタイ。普及運動キャンペーン実行委員会 大津合同庁舎 

２３日（火） 

 
１４：００ 県学校教育課 SST 来訪（情報交換） 少年センター 

２０：００ 土山地区誘拐防止教室講習会 土山中央公民館 

２４日（水） １３：３０ 近畿地区青少年補導センター連絡協議会役員会 神戸市 

３１日（水） １３：３０ 甲賀市子ども・家庭支援ネットワーク協議会代表者会議 こうか市民ホール 

６ ６日（火） １０：５０ 石部高等学校来訪（情報交換） 少年センター 

７日（水） 

 
１１：００ 滋賀県青少年補導センター連絡協議会役員会 長浜市 

１３：３０ 滋賀県青少年補導センター連絡協議会所長会議 長浜市 

１６：００ 就労支援計画策定研究会 かえで会館 

９日（金） １０：００ 「社会を明るくする運動」推進会議 甲賀市役所 
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月 日（曜日） 時間 事業内容 場所 

６ ９日（金） １５：００ 滋賀県青少年補導センター連絡協議会役員会 高島市 

１３日（火） １４：００ 甲賀地区高等学校等生徒指導連絡協議会 石部高等学校 

２１日（水） 

 
１１：００ 滋賀県青少年補導センター連絡協議会役員会 近江八幡市 

１３：３０ 無職少年指導員研修会 近江八幡市 

２２日（木） １４：００ 甲賀市・湖南市・日野町少年センター合同連絡会 湖南市少年センター 

２６日（月） １４：５０ 学校訪問（情報交換） 大野小学校 

２７日（火） ２０：００ 甲賀市青少年健全育成市民会議総会 市役所甲南庁舎 

２８日（水） 

 
９：００ 甲賀市少年補導委員会臨時三役会議 少年センター 

１４：００ 「青少年の非行・被害防止強調月間」推進会議 滋賀県庁 

２９日（木） １４：３０ 甲賀市・湖南市中高生徒指導連絡協議会 忍の里プララ 

７ ３日（月） １３：００ 「社会を明るくする運動」大臣メッセージ伝達式 甲賀市役所 

４日（火） １８：３０ 甲賀市少年補導委員会定例幹事会 水口中央公民館 

８日（土） １３：３０ 甲賀市少年補導委員会研修会 鹿深ホール 

３１日（月） １９：００ 甲賀市青少年自然活動安全の誓い こうか市民ホール 

８ ２日（水） １１：００ 滋賀県青少年補導センター連絡協議会役員会 湖南市 

１３：３０ 滋賀県青少年補導センター連絡協議会所長会議 湖南市 

８日（火） １５：３０ 学校訪問（情報交換） 信楽中学校 

９日（水） 

 

９：３０ 学校訪問（情報交換） 水口中学校 

１０：００ 学校訪問（情報交換） 城山中学校 

１０：４０ 学校訪問（情報交換） 甲南中学校 

９ ５日（火） 

 
１４：００ 甲賀地区高等学校等生徒指導連絡協議会 石部高等学校 

１８：３０ 甲賀市少年補導委員会定例幹事会 水口中央公民館 

９日（土） ８：４５ 中学校体育大会 城山・甲南中学校 

１１日（月） １０：００ 「子ども・若者支援のための地域連携推進事業」近畿ブロック研修会 兵庫県民会館 

１４日（木） １６：００ 甲賀市あんしん・あんぜんなまちづくり幹事会 甲賀市役所 

１９日（火） １５：００ 学校訪問（情報交換） 水口女子専門学校 

２０日（水） 

 
１０：４０ 学校訪問（情報交換） 城山中学校 

１２：００ 学校訪問（情報交換） 甲南中学校 

２１日（木） ９：３０ 学校訪問（情報交換） 信楽中学校 

２２日（金） 

 

 

 

９：２０ 学校訪問（情報交換） 土山中学校 

１０：２０ 学校訪問（情報交換） 甲賀中学校 

１１：１０ 事案会議 甲南中学校 

２５日（月） １３：３０ 学校訪問（情報交換） 水口中学校 

２８日（木） １３：２０ 学校訪問（情報交換） 城山中学校 

３０日（土） 

 
９：００ 滋賀県青少年補導センター連絡協議会役員会・研修大会 高島市観光物産プラザ 

１３：３０ 平成２９年度「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり県民大会 草津クレアホール 

１０ ４日（水） １３：３０ 滋賀県青少年補導センター連絡協議会所長会議 高島市 

７日（土） １３：３０ 甲賀市あんぜん・あんしんなまちづくり市民大会 あいの土山文化ホール 

１２日（木） １４：３０ 甲賀市・湖南市中高生徒指導連絡協議会 サンライフ甲西 

１３日（金） １５：００ 滋賀県青少年補導センター連絡協議会湖南ブロック研修会 守山市商工会館 
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月 日（曜日） 時間 事業内容 場所 

１０ １８日（水） ８：００ 甲賀市少年補導委員会管外研修会 大津少年鑑別所等 

１１ １０日（金） １２：００ 近畿地区青少年補導センター連絡協議会研修大会 神戸市 

１３日（月） １３：３０ 甲賀市少年センター協議会 甲賀市役所 

１４日（火） １４：００ 薬物乱用防止推進大会 栗東市文芸会館さきら

２１日（火） １４：００ 甲賀警察署新庁舎落成式 甲賀警察署 

１２ ５日（火） １８：３０ 甲賀市少年補導委員会定例幹事会 水口中央公民館 

６日（水） １０：００ 滋賀県青少年補導センター連絡協議会役員会・所長会議 彦根市 

８日（金） １９：３０ 水口地区少年補導委員会定例会議 水口中央公民館 

１２日（火） ２０：００ 土山地区少年補導委員会定例会議 土山中央公民館 

２５日（月） １４：００ 暴力追放甲賀湖南市民協議会・総会 甲賀警察署 

１ ７日（日） １３：３０ 甲賀市成人式 あいこうか市民ホール

２３日（火） １３：３０ 滋賀県青少年補導センター連絡協議会役員引継会 水口中央公民館 

１４：００ 甲賀地区高等学校等生徒指導連絡協議会 石部高等学校 

２ ６日（火） １８：３０ 甲賀市少年補導委員会臨時幹事会 水口中央公民館 

８日（木） １０：３０ 甲賀市セーフコミュニティ推進協議会 甲賀市役所 

１４日（水） １３：１５ 滋賀県青少年補導センター連絡協議会役員会・所長会 守山市 

２３日（金） １４：００ 近畿地区青少年補導センター連絡協議会役員会 神戸市 

３ １日（木） １０：００ 県立甲南高校・甲南養護学校卒業式 甲南高校 

２日（金） １４：００ 滋賀県子ども若者支援地域協議会代表者会議 滋賀県庁 

６日（火） １８：３０ 甲賀市少年補導委員会定例幹事会 水口中央公民館 

７日（水） １４：００ 少年センター・あすくる職員研修会 滋賀県庁 

９日（金） １０：００ 水口女子専門学校卒業式 水口女子専門学校 

１３日（火） ９：００ 城山中学校卒業式 城山中学校 

９：３０ 水口中学校卒業式 水口中学校 

２３日（金） １４：００ 土山町更生保護女性会総会（講演） 土山開発センター 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県青少年補導センター連絡協議会総会             少年補導委員会研修会 

 

 

 

 

 

 

 

「青少年の非行・被害防止滋賀県強調月間」街頭啓発             有害図書等立入調査 
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平成２９年度少年センター諸活動のまとめ 
 

１．街頭補導実施状況について 
 ○街頭補導活動（補導委員会活動含む）          ※上段：平成２９年度 下段：平成２８年度 

補導回数 増 減 傾             向 
２９１回  

４．３％減
近年、少年の姿をあまり⾒かけないこともあり、２９年度は地域の店舗や学校
訪問等に⼒を⼊れ情報収集を図った。⼜、「薬物乱⽤防⽌教室」「誘拐防⽌教
室」等で⾒せる啓発活動にも⼒を⼊れた。 ３０４回 

 
従事者延⼈数 増 減 傾             向 
１，１９９⼈ 

６．９％増
合同街頭補導の時間帯を補導委員さんの参加しやすい時間（１８時から１８時
３０分）にずらした結果、微妙に増加した。 １，１２２⼈ 

 
２．少年センターにおける補導少年の状況について                   （内数：⼥⼦） 

補導少年の数 増 減 傾             向 
７０５（２５５）⼈  

 
 
 
４０．４％増 

街頭で問題⾏動等の少年の姿を⾒かけることは少なくなったが、⼩学
⽣の⼤幅な増加が⾒られた。その増加に繋がった⼀因として、平成２
８年６⽉２３⽇から⾵営適正化法県条例の⼀部改正により、午後６時
以降、保護者同伴であれば午後１０時まで深夜営業店等に⽴ち⼊るこ
とが出来るようになったことも考えられる。 
（内訳）⼩学⽣・・１３７％↑ 中学⽣・・７０％↑  

⾼校⽣・・１３．２％↓ 有職少年・・３２．４％↓  
無職少年・・５０％↓ その他学⽣・・増減なし 

５０２（２０２）⼈ 

（区分） 
ぐ犯・不良⾏為 増 減 傾             向 

１（  ０）⼈ ９３．３％減 補導は⾼校⽣１名のみであった。 
１５（ ３）⼈ 

※ぐ犯・不良⾏為・・⾮⾏には該当しないが、喫煙・深夜はいかい、その他⾃⼰⼜は他⼈の徳性を害する⾏為
をしている者 

愛の⼀声・その他 増 減 傾             向 
７０４（２５５）⼈  

 
 

４４．６％増

※⼩学⽣の増加について、午後６時以降、親と⼀緒に買い物に来てい
るが、親は買い物をし、⼦どもだけで別の場所（ゲームコーナー、
ベンチ等）で待っている。不審者に狙われる可能性もあるので、保
護者への声かけが必要である。 

（内訳）⼩学⽣・・１３６．５％↑ 中学⽣・・７７．３％↑  
⾼校⽣・・２３．４％↓ 有職少年・・２５％↓  
無職少年・・５０％↓ その他学⽣・増減なし 

４８７（１９９）⼈ 

 
●少年たちの⾏動が⼤きく様変わりしている中、地域性等も考慮しながら、今後の補導・啓発活動等を⾒直す

時期となった。⼀つは「⾒せる街頭補導」により⾮⾏防⽌・犯罪の抑⽌⼒に繋がればと考える。しかし、少
年の姿が⾒えないからとはいえ、広域にまたがる交友関係が垣間⾒られる状況であるので、関係機関等との
連携を密にし少年たちの動向をしっかりと⾒守る必要がある。 
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３．少年相談受理状況について 
相 談 件 数 増 減 傾             向 
４３５（４０）件  

 
 
１２．４％増

（相談⼿段）来所相談・・２０．７％↑ 電話相談・・１１．６％↑  
（相 談 者）本⼈・・４９．６％↑ 家庭・・６．３％↑  

学校・・２５％↓ 職場・・３７．５％↓  
警察・７１．４％↓ 他機関・・７７．８％↓  

       その他補導委員・・１５０％↓ 
（被相談者）⼩学⽣・・４０％↑ 中学⽣・・２４．１％↓  

⾼校⽣・・２６．３％↓ 有職少年・・５２．９％↑  
無職少年・・６８．７％↓ その他学⽣・・４４．５％↓ 

３８７（５０）件 

 
●来所した少年の内訳（実数） 

○中学⽣（男⼦） ①Ａ・・８回 ②Ｂ・・１４回 ③Ｃ・・１３回 ④Ｄ・・５回 ⑤Ｅ・・５回 
⑥Ｆ・・２回 ⑦Ｇ・・１回 ⑧Ｈ・・１回 ⑨Ｉ・・１回 ⑩Ｊ・・１回  
⑪Ｋ・・１回  

○中学⽣（⼥⼦） ①Ａ・・２回 ②Ｂ・・1 回 ③Ｃ・・1 回 ④Ｄ・・1 回 
○⾼校⽣（⼥⼦） ①Ａ・・1 回 ②Ｂ・・1 回 ③Ｃ・・1 回  
○有職少年（成⼈男性） ①Ａ・・49 回 
○有職少年（成⼈⼥性） ①Ａ・・1 回 ②Ｂ・・1 回 ③Ｃ・・1 回 ④Ｄ・・2 回 

⑤Ｅ・・１回  
 
（主な内容）前年度との⽐較 

■２８年度にはなかったが、２９年度にあった相談 
○盗癖・窃盗関係 ○校内暴⼒ ○家庭内暴⼒ ○家出 ○深夜はいかい 

■前年度との⽐較 
○たかり・恐喝・・５０％↓  ○怠学・・７７．８％↑ （年度後半から急激に増加） 
○不登校・・８０％↓  ○学校・学業・・３３．４％↓ 
○就職・仕事・・７７．３％↓ 

※協⼒企業等から仕事の話はいくつかいただいたが、対象少年の就労には結びつかなかった。 
無職少年等を含む対象少年の把握の難しさはあるが、その努⼒が少し⾜りなかったという反省 
だけが残った。また、街頭で出会う少年が減少している中、⼀昔のように⼀⼈の少年からその友 
だち・知り合いに繋がっていく状況が⽣まれない今⽇、かなり困難なことではあるが街頭に出て 
きっかけを作る必要がある。 

○家庭・・７５％↓  ○しつけ・⽣活・・４０．９％↑  ○交友・・８５．７％↓ 
○性・・５５．６％↓  ○健康・⾝体・・増減なし 
○いじめ・・１５０％↑(関係機関等に引継ぎ)  ○有害環境・・６０％↓  
○その他・・１７．７％↓ 

 
４．環境浄化活動について 
 ○⽴⼊調査のねらい 
   書店等に対する⽴⼊調査は条例第２６条を根拠にしています。また、そのねらいは、感受性に富み、精

神的に未熟な? 少年にとって有害と思われる図書、ビデオ、ＤＶＤ等（以下、「図書等」という。）、が
ん具等を取り扱っている販売店、レンタル店、インターネットカフェ等に? ち? って、? 少年に有害な図
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書等を１８歳未満の? 少年に販売したり貸し付けたり、観覧や視聴をさせていないか、また、深夜にイン
ターネットカフェやカラオケボックスの店内に? 少年が? 場していないかなど、条例の遵守状況を調査し
ています。そのことにより、? 少年の健全な成? を阻害する? 為を未然に防? しようとするものです。 

 
※市内対象店：図書・ＤＶＤ等取扱店・・５６店舗  ゲームソフト取扱店・・１１店舗   

カラオケ店・・３店舗  エアガン取扱店・・５店舗   刃物取扱店・・３２店舗  
ネットカフェ複合店・・１店舗 試写室・・１店舗 携帯電話等販売店・・１２店舗 等 
 

（１）⽴⼊調査年間延べ回数及び⼈員    ４９回   延べ１２１⼈  
   ⽴⼊調査員・・⾼等学校（⽣徒指導）、甲賀県事務所（保健所）、警察署、少年センター等 

 （２）情報、資料の収集及び報告件数  陳列指導件数 ２０件  包括指定本購⼊ １８冊  
閉店報告 ２件  新規報告 ２件    

 
・新規オープン店等に対し、滋賀県? 少年の健全育成に関する条例による、? 少年に有害な図書等の販売陳

列⽅法の説明を⾏い、定期的な⽴⼊調査実施の協⼒依頼の実施。 
  ・万引き防⽌、喫煙防⽌ポスター等の配布。さらに煙草・酒類の販売店へ、必ず年齢確認をしていただく 
   よう、警察署と⼀緒に協⼒依頼の実施。 
  ・深夜営業店等に対し、深夜の? 少年の? 場制限等の協? 依頼の実施。 
  ・携帯電話等取扱店に対し、契約時に? 少年がインターネット接続サービスを利? することの有無の確認と 
   フィルタリングの推奨を促していただいているかの調査実施。 
  
５．啓発活動について 
 （１）「街頭啓発」・・８回（７・１１⽉の強調⽉間中） 
 （２）「薬物乱⽤防⽌教室」・・１８校 
 （３）「誘拐防⽌教室」・・５回 
 （４）「ふれあい事業」中学校⽣徒との共同作業（啓発しおり作成）・・２校 
 
●⼀年を通し、学校・関係機関（者）との連携を強化しつつ、? 少年の健全なる成? を? 守り⾮⾏防⽌・犯罪   
 の抑⽌に努めた。 
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平成 30 年度甲賀市少年センターの活動計画について 

 少年センターは、市内の青少年の「非行防止、健全育成」および「安全を守ること」や「困り感を

もっている青少年の相談・支援」を行い、少年補導委員と協力して活動の充実を図る。また、各機

関・団体との連絡・調整を行い、青少年の健全育成につとめる。以下の六つを重点項目とする。 

 

１、補導活動 

    少年の非行を未然に防ぐために学校、少年補導委員会、警察署と連携し、青少年の見守りと

支援を行う。関係機関・団体等と共に補導活動を行う。 

合同街頭補導，巡回補導，特別夜間補導，地域巡回補導等 
 

２、相談活動 

少年の抱える悩みや諸問題（非行・不良行為、不登校、いじめ、交友、就労就学等）について

相談を受け、相談者とともに解決の方向をさぐり、支援を行う。 

来所相談，電話相談，メール相談，学校訪問，学校支援 
 

３、環境浄化活動 

   滋賀県青少年健全育成に関する条例に基づき、青少年の健全な育成を阻害する恐れのあ 

る有害環境から青少年を守る。そのために青少年に有害な図書等(書籍、雑誌、コミック 、ＤＶ 

Ｄ、ゲームソフト等)の販売店､レンタル店、カラオケボックス、インターネットカフェ複合施設、携 

帯電話やスマートフォン等取扱店、刃物やがん具店等への一斉立入調査を警察署・甲賀健康 

福祉事務所・高校教師と共に実施し、フィルタリングの推奨もお願いをする。 

 有害図書等立入調査，図書等取扱店への一斉立入調査 

 
４、広報・啓発活動 

青少年の健全育成を願い、青少年および市民に積極的な啓発活動を展開する。毎月１回少

年センターだよりを発行する。（年１回は全市組回覧）また、「補導委員会だより」の発行(年１回

全市組回覧)に協力する。あいコムこうかの音声放送を活用して、非行防止・非行予防を呼びか

ける。また、誘拐防止教室や薬物乱用防止教室、万引き防止教室、非行防止啓発しおりの作

成などを行い、青少年の非行・被害防止強調月間、児童虐待防止推進月間、薬物乱用防止強

調月間、子ども・若者育成支援強調月間等の啓発活動に力を入れる。 

広報紙の発行，防犯・防止教室，各種推進月間・強調月間の取組 

 
５、関係機関・団体との連携                                                                                                  

青少年の非行防止や健全育成のため、関係機関や関係団体との連携を図るとともに研修や 
会議等に参加し、情報交換や連絡調整をする。関係機関(甲賀警察署、生活支援課・家児相・ 
教育関係)、各種団体(保護司会・民生委員児童委員協・更生保護女性会・青少年育成市民会 
議・区長会・ＰＴＡ連協)と相互に協力しながら、進めていく。 
甲賀警察署，生活支援課，家児相，教育機関，保護司会，民児協，更女会・青少年育成会議 
 

６、無職少年対策活動 

    無職少年に対し、モラルや勤労意欲の高揚を図り、自立・就労のための支援を行う。 中学

校や高等学校等の訪問や巡回活動を通し、対象者の把握に努める。 

  有職・無職少年の掘り起こし，ハローワークの職業指導官との面談，協力企業の開拓   
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＜ 月 別 の 事 業 計 画 ＞ 

月 事    業    内    容

４ 

＊合同街頭補導９日（月） ・ １２日（木） ・ １９日（木）水口祭り宵宮、＊少年補導（委）員会第１回定例幹事会（地区

事務局合同） １０日（火）、＊少年補導（委）員会総会ならびに第１回研修会･２８日（土） 甲賀警察署、＊県少年セ

ンター協議会総会、＊誘拐防止教室(てんてん) 、＊巡回補導(随時) 、＊相談活動随時) 
                          ＊センターだより発行

５ ＊合同街頭補導１６日（水） ・ ２４日（木） ・ ２８日（月）、＊有害図書等立入調査(2 回) 、＊立入調査員研修会   

＊誘拐防止教室(土山小) 、＊巡回補導(随時) 、＊相談活動随時)         ＊センターだより発行 

６ 
＊合同街頭補導５日（火） ・２２日（金） ・ ２７日（水）、＊少年補導委員会第２回研修会９日（土）、＊有害図書等立

入調査(2 回)、＊巡回補導(随時)、＊相談活動随時)、＊甲賀市少年ｾﾝﾀｰ協議会(第 1 回)､＊センターだより

発行  

７ 

＊ 「青少年の非行・被害防止滋賀県協調月間」街頭啓発＊合同街頭補導２日（月）・７日（土）（矢川神社七夕祭

り街頭啓発兼ねる)・１２日（木）・２３日（月）（大原祇園宵宮）・ ２８日（土）しがらき火まつり・２８日（土）甲賀市夏

祭り・２９日（日）白川祇園本宮祭、 ＊少年補導（委）員会第３回定例幹事会４日（火）＊有害図書等立入調査

(2 回) ＊巡回補導(随時)、＊相談活動随時)、            ＊ センターだより発行(組回覧) 

８ 
＊合同街頭補導３日（金） ・ １６日（木）（杣川夏祭り） ・ ２０日（月）・２２日（水） ・ ２８日（火）、＊県青少年補導セン

ター連協研修大会２５日（土）米原市、＊夏休み中特別巡回補導、＊ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ調査、＊有害図書等立入調査(2
回)、 ＊巡回補導(随時、＊相談活動随時)                           ＊センターだより発行

９ 
＊合同街頭補導７日（金） ・ ２０日（木） ・ ２７日（木）、＊少年補導（委）員会第３回定例幹事会４日（火）、＊有害図

書等立入調査(2 回)、＊補導委員会管外研修下旬頃（京都医療少年院）、 ＊ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ調査、＊巡回補導(随
時)＊相談活動随時)                              ＊ センターだより発行 

１０ 
＊合同街頭補導５日（金） ・ ９日（火） ・ ２４日（水）、＊図書等一斉立入調査(10～11 月)、＊滋賀安全なまちづく

り県民大会６日（土）東近江市、＊市少年ｾﾝﾀｰ協議会(第 2 回)、＊近畿ｾﾝﾀｰ協滋賀大会、＊有害図書等立入調

査(2 回)、＊湖南ブロック研修会、＊巡回補導(随時)、 ＊相談活動随時)     ＊ センターだより発行

１１ 

＊｢児童虐待防止推進月間｣｢薬物乱用防止強調月間｣｢滋賀県子ども･若者育成支援強調月間｣街頭啓発、＊

合同街頭補導 1 日（木）（兼街頭啓発） ・ ７日（水）  ・ １６日（金）・７日（火）、＊薬物乱用防止研修会、＊薬物乱用

防止推進大会 、＊小学校薬乱防止教室、＊有害図書等立入調査(2 回)、＊巡回補導(随時)、＊相談活動随

時)                                                ＊ センターだより発行

１２ 
＊県下一斉街頭補導（第三金曜日）、＊合同街頭補導３日（月） ・ １０日（月） ･ １４日（金） ・ ２１日（金）＊少年補

導(委）員会第４回定例幹事会４日（火）、＊小学校薬乱防止教室、＊有害図書等立入調査調査(2 回)＊巡回補

導(随時、 ＊相談活動随時) 、                       ＊ センターだより発行

１ ＊・合同街頭補導１７日（木） ・ ２３日（水）、＊小学校薬乱防止教室、＊有害図書等立入調査(2 回)、＊巡回補

導(随時)、＊相談活動随時)                            ＊ センターだより発行 

２ ＊合同街頭補導７日（木） ・ ２１日（木）、＊小学校薬乱防止教室、＊有害図書等立入調査(2 回)、＊保育園誘

拐防止教室、＊巡回補導(随時)＊相談活動随時                 ＊ センターだより発行 

３ ＊合同街頭補導４日（月） ・ １３日（水）＊少年補導（委）員会第５回定例幹事会５日（火）、＊有害図書等立入調

査(2 回) 、＊巡回補導(随時)、＊相談活動随時)                 ＊ センターだより発行 
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平成３０年度少年センター活動状況（４? ? ５⽉） 

１．街頭補導実施状況について                 
   昨年と同様、街頭補導中に⾒かける問題⾏動等の少年は少ない。しかし、本年に⼊って問題⾏動を起し

ている不良少年グループの情報があることから、同少年らが徘徊・たまり場とする場所を中⼼にパトロー
ルを強化している。 

また、不審者情報も増加していることから巡回パトロールを実施中。 
2．少年相談受理状況について   

延 べ 相 談 件 数 （内数⼥⼦） 延べ１１６（６）件 
○相談⼿段（Ｈ２９年度４? ５? 分との? 較）   ○相 談 者  

   来 所・・１５４％↑             
電 話・・１１９％↑             
メール・・２００％↑ 
 
 

 
 

 
                              

 
 
 
 

 
 
○主な内容・・怠学、学校・学業、就労・仕事、性、しつけ・⽣活（引きこもり含む）、その他 
○Ｈ２９年度の相談件数 ・・ １ヶ⽉平均延べ３６件  
        ↓ 
○Ｈ３０年度４⽉から５⽉中は、Ｈ２９年度２ヶ⽉平均合計に対し６１％増加。 

※怠学・・中学⽣の他校⽣等（他市含む）との繋がりが気になる。各学校・関係機関等との連携を密にし
少年たちの動向を注視している状況。 

 ※引きこもり・・? い年? をかけてのご家族等の深い悩み等の相談を受け、ご本⼈・ご家族の意向を⼤切
にしながら、⽀援関係機関（団体）へ繋ぐべく対応中。 

 ※就労・仕事・・現在は有職少年ではあるが、⼼配な課題を持ち合わせており、いつ離職するかわからな
い状況にあるため、本⼈に対する継続就労指導を強化中。。 
また、就労受け⼊れ会社（協⼒者）の新規開拓に⼒を⼊れるとともに、無職少年の実態
把握⽅法を模索中。 

●来所した少年の内訳（実数） 
○中学⽣（男⼦）   ①Ａ・・２回 ②Ｂ・・２回 
○⾼校⽣（⼥⼦） ①Ａ・・２回 ②Ｂ・・２回 ③Ｃ・・１回 
○有職少年（男⼦）    ①Ａ・・１回 ②Ｂ・・１回 
○有職少年（成⼈男性）  ①Ａ・・９回  
○無職少年（成⼈男性） ①Ａ・・１回 

H29 H30
他機関 0 9
警察 1 0
職場 1 5
学校 5 12
家庭 3 7
本⼈ 40 83

本⼈

本⼈
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資料６  

〇甲賀市少年センター条例 

平成１７年６月２４日 

条例第４４号 

改正 平成２５年１２月１８日条例第３６号 

（設置） 

第１条 少年補導活動及び少年相談活動等を総合的かつ効果的に行い、少年の非行を防止

し、少年の健全な育成を図るため、甲賀市少年センター（以下「少年センター」という。）

を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

甲賀市少年センター 甲賀市水口町本丸１番１０号 

（事業） 

第３条 少年センターは、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 少年の健全育成に関すること。 

（２） 少年相談に関すること。 

（３） 少年支援に関すること。 

（４） 少年の非行防止に関すること。 

（５） 少年補導に関すること。 

（６） 有害環境の浄化に関すること。 

（７） 情報・資料の収集及び整理に関すること。 

（８） その他少年センターの設置の目的を達成するために必要な事業 

（協議会） 

第４条 教育委員会の諮問に応じて少年センターの円滑な運営を調査し、審議するため、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、甲賀市

少年センター協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

２ 協議会は、委員１５人以内で組織する。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

（１） 少年の健全育成に関係のある機関又は団体の代表者 
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（２） 関係行政機関の職員 

（３） 関係教育機関の職員 

（４） 教育委員会が指名する職員 

（５） その他教育委員会が適当と認める者 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織、運営その他必要な事項は、教育委員会規

則で定める。 

（職員） 

第５条 少年センターに、所長その他必要な職員を置く。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、甲賀市教育委員会規則で定める。 

付 則 

この条例は、平成１７年７月１日から施行する。 

付 則（平成２５年条例第３６号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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資料７ 

〇甲賀市少年センター条例施行規則 

平成１７年６月３０日 

教育委員会規則第１６号 

改正 平成１８年３月３０日教委規則第１１号 

平成２６年１月２９日教委規則第８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、甲賀市少年センター条例（平成１７年甲賀市条例第１４号。以下「条

例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（分掌事務） 

第２条 甲賀市少年センター（以下「少年センター」という。）において所掌する事務は、次

のとおりとする。 

（１） 条例第３条に掲げる事業の企画実施に関すること。 

（２） 甲賀市少年センター協議会（以下「協議会」という。）に関すること。 

（３） 甲賀市少年補導委員（以下「少年補導委員」という。）に関すること。 

（４） 関係機関との連絡調整に関すること。 

（５） 少年センターの管理に関すること。 

（６） 少年センターの庶務に関すること。 

（協議会の会長） 

第３条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がそ

の職務を代理する。 

（協議会の会議） 

第４条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（協議会の運営） 

第５条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に
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諮って定める。 

（相談業務） 

第６条 条例第３条第２号に掲げる相談業務（以下「相談業務」という。）の時間は、午前９

時から午後５時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更する

ことができる。 

２ 相談業務の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めると

きは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。 

（１） 土曜日及び日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２８年法律第１７８号）に規定する休日 

（３） １２月２９日から翌年１月３日まで 

（少年補導委員） 

第７条 少年センターに少年補導委員を置く。 

２ 少年補導委員は、教育委員会が委嘱する。 

３ 少年補導委員の定数は、７９人以内とする。 

４ 少年補導委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の少年補導委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

５ 少年補導委員は、再任することができる。 

（少年補導委員の任務） 

第８条 少年補導委員は、少年センターの事業目的達成のために次の任務を行う。 

（１） 少年の保護及び少年補導 

（２） 非行少年等の早期発見及び継続補導 

（３） 少年をめぐる有害環境の浄化 

（４） 非行防止のための地域社会に対する啓発 

（５） 非行防止対策に必要な地域団体との連携及び連絡調整 

（６） 前各号に掲げるもののほか、少年の非行防止対策のために必要と認められる事項 

（少年補導委員の服務） 

第９条 少年補導委員は、その職務上知り得た事項については厳に秘密を保持しなければな

らない。 

２ 少年補導委員は、常に他の少年補導委員との連絡を密にし、知識の向上に努めなければ

ならない。 
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３ 少年補導委員が、補導活動その他任務に従事するときは、常に少年補導委員証（別記様

式）を携帯しなければならない。 

（専決事項） 

第１０条 所長は次に掲げる事項を専決することができる。 

（１） 少年センターの事業の企画実施に関すること。 

（２） 少年センターの管理、運営及び職員の服務に関する軽易な事項 

（公印） 

第１１条 少年センターが使用する公印の名称、ひな形、寸法及び用途等は、次のとおりと

し、所長がこれを保管する。 

公印の名称 ひな形 書体 寸法 

（ミリメート

ル） 

用途 

甲賀市少

年センター所長 

 れい書 方２１ 所長名をもって発す

る文書用 

２ 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則（平成１６年甲賀市規則第１０号）の規定を

準用する。 

（その他） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

付 則 

この規則は、平成１７年７月１日から施行する。 

付 則（平成１８年教委規則第１１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第５条第４項の規定にかかわらず、少年補導委員の任期は、平成１８年度の委嘱する者

に限り平成１８年６月１日から平成２０年３月３１日までとする。 

付 則（平成２６年教委規則第８号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 
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別記様式（第９条関係) 
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平成 30 年度甲賀市少年補導委員名簿 
（任期：平成３０年４⽉１⽇から平成３２年３⽉３１⽇） 

 
№ 地区 ⽒   名 № 地区 ⽒   名 № 地区 ⽒   名 
１ ⽔⼝ 池 本 寿 志 ２８ ⼟⼭ 岡 ⽥ 淳 ⼦ ５５ 甲南 ⽊ 村 圭 ⼀ 

２  ⽯ 川 富美代 ２９  加 藤 絹 代 ５６  倉 ⽥ 啓 介 

３  上 島 孝 男 ３０  ⽊ 村     茂 ５７  神 ⼭ 裕 史 

４  岡 村 あつ⼦ ３１  ⽵ 嶌     理 ５８  ⼩寺澤  清 ⼦ 

５  北 出 孝 ⼦ ３２  ⼟ ⼭ 真 司 ５９  ⽵  若 能 ⼦ 

６  北 村 正 之 ３３  前 ⽥ 武 広 ６０  ⾕    和 代 

７  ?  ⽥ 義 則 ３４  村 上 明 ⼦ ６１  廣 瀬 保 夫 

８  坂 ⽥ 泰 ⼦ ３５  森 ⽥ ⼀ 夫 ６２  福 永 哲 也 

９  坂 本 正太郎 ３６ 甲賀 東    斐 彦 ６３  堀    恵 ⼦ 

１０  杉 本 義 ⼀ ３７  荒 川 雅 幸 ６４  的 場 計 利 

１１  鈴 ⽊ 惠 ⼦ ３８  北 澤  みゆき ６５  ⼭ 本 利 次 

１２  ?  村    久 ３９  佐  治 育 ⼦ ６６ 信楽 今  井 智 ⼀ 

１３  野 﨑 浩 平 ４０  瀬 古 祐 嗣 ６７  ⽚  ⽊ 享  央 

１４  林   春 信 ４１  辻    しげみ ６８  ⼩  ?    憲 

１５  林   善 彦 ４２  中 井 徳 昭 ６９  ⾥  ⾒    淳 

１６  林 ⽥ ⼀ ⼦ ４３  中 本  博 之 ７０  ⾼  本 和  昇 

１７  福 ⽥ 英 之 ４４  平 ⽥  昌 規 ７１  ⽥  中 孝  志 

１８  藤 村 和 之 ４５  藤 江  慎 ⼆ ７２  中  井  れい⼦ 

１９  宮 城 善 美 ４６  森  ⽥ 秀 次 ７３  中 村 津弥⼦ 

２０  ⼭ ⽥ ?  則 ４７  森  地  智 ⼦ ７４  福  ⼭ 博  ⼠ 

２１  ⼭ ⽥ 康 廣 ４８ 甲南 網    千鶴⼦ ７５  藤 原 也之亮 

２２  ⼭ 中 茂 利 ４９  井 澤  信 ⾏ ７６  洞    重 則 

２３  ⼭ 崎   勇 ５０  奥 村  享 ⼦ ７７  村  ⽊ 幹 也 

２４  吉 ⽥  泰 啓 ５１  奥  ⽥  宏 嗣 ７８  村 ⽥ 浩 似 

２５  吉 原  やすゑ ５２  神 ⽥  剛 史 ７９  脇  阪   昇 

２６ ⼟⼭ 東    正 也 ５３  北  浦 紀 道    
２７  井 上    勝 ５４  ⽊  ⽥ 宣 夫    
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資料８

西

西

長

黒


