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今年度は，新型コロナウイルスの感染状況も落ち着きを見せ，少しずつ日常生活

が戻ってきていましたが，また新たな状況を迎えているようです。今一度基本的な感

染対策について留意し，活動を進めていきたいと思っています。別紙を参照しなが

ら，引き続きご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 今年度は，３年ぶりに２回の校区別研修会を行うことができました。人数制限など感染対策に配

慮しての開催でしたが，各校区で補導委員が顔を合わせて話し合うことができました。 

確認や連絡事項のみでなく，日頃感じていた事など何時にも増して熱心に話し合いが行われま

した。 

＜少年センターより＞  補導活動について  

◆４月～６月の補導活動から 

・積極的に声かけをしていただいている。本年度は，コロナ前

の同時期より声かけ人数が多い。 

・更に，親子連れの方にも「愛の声かけ」をお願いしたい。 

（親さんの自己肯定感を高めることにつながる。） 

◆補導活動を実施する際の基本的な姿勢について 

・「愛の一声」に徹する活動が中心となる。 

・夢中で遊んでいる子ども達への声のかけ方や協力いただ

いている店舗への配慮も大切にして補導活動を行いたい。 

（危険な行為に対しては，その程度に応じて対応を） 

 

＜特別補導について＞ 

地域の夏祭りや盆踊りなど，３年ぶりに実施されるところもあり，校区ごとに補導巡回について話

題にしていただいた。 

 また，青少年市民会議との合同補導や夏季特別補導などについても話し合われた。 

 

＜各学校の様子等＞ 

・学校全体として，比較的落ち着いて学習し生活できている。 

・子ども達が，行事や常時活動などの取り組みを通して高まっていく姿が見られた。 

・挨拶キャンペーンを行っている。地域の方から挨拶をほめられた。 

・通学路の見守りを大切に指導している。 

・交通ルールや自転車の乗り方のマナー（公園内は自転車に乗らず押して歩くな

ど） を指導しているので，引き続き見守っていただきたい。 
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暑さきびしい中での補導活動をありがとうございます。コロナウイルス感染対策

に加え，補導委員の方ご自身だけでなく，子ども達へも熱中症対策に気を配り補導

活動をしていただくなど，たくさんの「愛の声かけ」をありがとうございます。 

また，巡回場所で気になった事（店舗の改装，新設の看板や古くなった掲示など）についてのお

知らせをありがとうございます。センターでも現地確認をするなど，引き続き対応していきます。 

 

那加中校区 

各公園とも小さな子ども連れの家族で大

変にぎわっていた。陣屋公園，浜見公園では，

子ども会の役員のお母さん方が花壇に花を

植えてみえた。感謝のひと言です。ビデオイ

ンアメリカでは，小学生，中学生がカードゲ

ームに熱心に興じていた。どの位のお金が動

いているのか知らないが以外と明るく，笑い

ながらゲームに取り組んでいた。できれば屋

外でスポーツしてもらいたいですけどね。 

 

桜丘中校区 

イオンモールを巡回したが，館内は家族連

れ，若者グループなど，老若男女があふれて

いて，日頃の生活に見慣れない人の多さに圧

倒された。ゲームコーナーでは，多くの小中

学生がゲームに熱中していた。２人の小学生

はゲームコーナーに会員登録されているよ

うで，パスワードでコインの預かりができ，

その出し入れをしており，かなりゲームに傾

注しているようで，ゲーム依存症が心配され 

た。 

 

稲羽中校区 

日も長くなり，外で遊ぶ児童の姿が見られ

た。このご時世，外で元気に遊ぶ子ども達の

姿が見られて安心しました。部活帰りの中学

生の交通マナーを守って帰宅する姿が見ら

れました。不審な車や人物等は，見かけませ

んでした。 

 

川島中校区 

雨だったため，普段は行か

ない川島校区以外の所を巡回

した。イオンモール各務原

は，土曜日の夕方ということもあり，人が多

くいた。ゲームコーナーは，２箇所とも家族

連れが多かった。１７時になるとアナウンス

があり多くの子は帰っていった。気になった

のが，親子で別々でゲームをやっている子が

何人もいたことであった。何かあってからで

は…と思った。 

鵜沼中校区 

坂祝バイパス地下道で３人（１８才，１９才，

２０才）がスケートボードで遊んでいて，注意

しても無視して遊んでいました。止める気もな

さそうでしたので，帰りに交番で，巡回を頼ん

できました。 

おがせ池公園では，男の子が取水口の柵の中

にいたので，戻るように声をかけました。 

※センターで現場を見て来ました。今後も気にな 

る場所があったらお知らせください。 

                           

緑陽中校区：夏季特別補導/おがせ花火大会 

花火が終わると同時に雨もあがったため，公

園や周辺にとどまる子ども達もたくさんいま

した。通常の花火大会の巡回では，先生方は別

で巡回を行うのですが，今回一緒に巡回できた

ことで子ども達も先生を認識するため，安心し

て話してくれているように感じました。各メン

バーも，夜遅くならないように帰るようにと声

かけをし，自転車の鍵の紛失にも対応をしてい

ました。 

 

蘇原中校区 

子ども達に挨拶を交わすと

明るく返ってきた。また，子ど

も達から挨拶してくれる。大きく変化したよう

に感じた。浪漫遊は店内が改装され，クレーン

ゲーム機が増設されていた。  

※改装されたアミューズメントコーナーは，風営 

法適用ゲームセンターとして登録されている

ことを確認しました。 

 

中央中校区：合同補導  

今回は，青少年育成市民会議の方と共に車両

４台，１１人で巡回した。ゲームゾーンは日曜

日の巡回になっているが，市民会議の方がみえ

るということで，店の方にお願いし巡回に加え

た。浪漫遊では，「未成年者入場制限のご案内」

として看板を立ててくださっていた。 

活動後の振り返りでは，今後も情報交換しな

がら，地域で子ども達を守っていくことを再確

認することができた。 

《６・７月の補導日誌から》  （ 一 部 抜 粋 ）      



 

「BA.5対策強化宣言」が発出された期間、補導活動は休止します 

 

連日、新型コロナウイルス第７波による感染者増加についての報道がされ、岐阜県内

においても、近日中に感染対策を強化する「BA.5対策強化宣言」の発出が予想されま

す。 

「BA.5対策強化宣言」は感染防止の徹底を求める宣言ですが、補導委員皆様の感染

予防を最優先に考え、下記２．と同じととらえ、発令中の補導活動は休止とします。 

活動再開は、宣言が解除されてからお願いします。 

 

                                  （第１回中学校区別補導委員研修会資料） 

今後の補導活動について 
 

１．コロナ感染予防に係る宣言やまん延防止等が発令されていない場合の補導活動 

（１）毎月の計画表に従って活動する。 

（２）自宅を出る前に検温を済ませ、消毒やマスク着用などの感染対策を行う。 

（３）集合場所に集合し、班長が中心となって巡回先や移動方法などを確認する。 

＊巡回先や移動方法：別行動を可とするなど、柔軟に対応する。 

＊自動車の乗り合わせ方法：班員の承諾の元に決定する。 

＊集合を避けたい方、個人で別日（当番の１週間以内の平日可）の巡回を希望する方は、 

事前に班長に連絡し、巡回内容を班長に報告する。 

（４）センターへの報告は、班長がとりまとめて補導日誌にて行う。 

 

２．コロナ感染予防に係る宣言やまん延防止等が発令されている場合の補導活動 

 県独自の「非常事態宣言」、国の「まん延防止等重点措置」及び「緊急事態宣言」等が発令され、

各務原市が対象地域に含まれる場合は、その期間内は補導活動を実施しない。 

補導委員の感染防止を最優先するが、この期間内であっても、個人もしくは複数の補導委員によ

る「見守り」や「声かけ」などの活動を、各々の判断で行ってもよい。 

＊報告は、センターへ電話で報告、メールで報告、報告なしなど任意とする。 

 

 

◇ 巡回記録簿設置店が増えました 

校区別研修会で巡回記録簿があるとよいと話し合われた「ゲームセンター アピナ（イ

オンタウン：蘇原花園町）」に、記録簿を設置していただけました。カウンターにあります

ので、巡回した際に店内の様子や店員さんからの情報を記入してください。 

 

 

別 紙 



 

 

 

巡回記録簿設置店 

（１）スーパー・コンビニ・ホームセンター等 

 店    名 所 在 地 電  話 設置場所 

1 コープぎふ尾崎店 尾崎西町 5-30 ３８３－２６５５ １Ｆ－カウンター 

2 ピアゴ各務原店 那加桜町 1-72-1 ３８３－６５１１ １Ｆ－カウンター 

3 ＭＥＧＡドン・キホーテ鵜沼店 鵜沼西町 2-165 ３７０－０１５５ １Ｆ－時計コーナー 

4 平和堂うぬま店  鵜沼西町 1-426-1 ３７０－１１１１ １Ｆ－カウンター 

5 マックスバリュ各務原店 蘇原花園町 1-35 ３８０－４１１２ １Ｆ－カウンター 

6 ザ・ダイソーイオンタウン各務原店 蘇原花園町 1-23-1 ３８０－５０６６ レジカウンター 

7 スーパーマーケットバロー各務原中央店 蘇原青雲町 4-1-25 ３８０－５１８８ レジカウンター 

8 ホームセンターバロー各務原中央店 蘇原青雲町 4-1-21 ３８０－７８５５ １Ｆ－カウンター 

9 アピタ各務原店 鵜沼各務原町 8-7 ３８４－３９１１ １Ｆ－カウンター 

10 マックスバリュ各務原那加店 那加桐野外二ヶ所大字入会地 8-46 ３８９－３０５０ サービスカウンター 

11 セリアマックスバリュ各務原那加店 那加桐野外二ヶ所大字入会地 8-46 ３２２－２０１９ レジカウンター 

12 ファミリーマート鵜沼東町店（みどり坂） 鵜沼東町 7-18 ３７９－１３３１ レジカウンター 

13 ミニストップ鵜沼西町店 鵜沼西町 1-632-1 ３７０－９１４０ レジカウンター 

14 V・drug（Ｖ・ドラッグ）鵜沼店 鵜沼西町 1-597-1 ３７０－８７１０ レジカウンター 

15 スギ薬局鵜沼店 鵜沼西町 1-364-1 ３７９－６０１５ レジカウンター 

（２）ゲームセンター・ゲームコーナー等 

1 インターネットカフェ亜熱帯 三井町 2-61 ３８３－４４４３ １Ｆ－カウンター 

2 プリニークラブ 蘇原月丘町 4-20 ３７１－７７０３ レジカウンター 

3 ゲームゾーン各務原店 鵜沼各務原町 5-286-1 ３７９－３０１３ １Ｆ－カウンター 

４ アピナ各務原店 蘇原花園町 2-9-1 ３８３－９９１１ カウンター 

（３）カラオケ等 

1 カラオケミッキー各務原店 那加住吉町 3-10 ３７１－８６７７ １Ｆ－カウンター 

2 ジャパンレンタカー各務原インター店 小佐野町 1-33 ３７１－１６８１ １Ｆ－カウンター 

3 カラオケリゾートＨＡＮＡ 鵜沼西町 3-242-1 ３７２－３９８７ １Ｆ－カウンター 

（４）書店・古本店等 

1 カルコス各務原店 小佐野町 1-11 ３８９－７５００ レジカウンター 

2 ブックオフ各務原インター店 小佐野町 2-6 ３８０－６２０８ レジカウンター 

3 グッドフェローズ各務原店 蘇原三柿野町 2-11 ２１６－００１８ レジカウンター 

4 零式書店各務原店 鵜沼羽場町 3-1-3 ３７９－４１１７ レジカウンター 

5 三洋堂書店各務原店 蘇原花園町 3-52 ３８０－３１３４ レジカウンター 

6 ゲオ蘇原店 蘇原新栄町 1-4-1 ３８９－７５６１ レジカウンター 

7 浪漫遊各務原店 鵜沼川崎町 2-196 ３７５－４３７１ 入口買取コーナー 

8 ビデオインアメリカ各務原店 コミック館  那加前野町 4-110 ３２２－７９００ レジカウンター 

 


