
主催・共催
団体名

事業名 事業の概要
参加者数
（人）

月間関
連事業
の明示

最も関係
する重点
事項

コロナ禍において
注意した点等

滋賀県教育委員会事務
局幼小中教育課

令和４年度　生徒指導上の課
題解決に係る管理職等研修
会

日時：令和４年11月１日
会場：栗東芸術文化会館　さきら
内容：
①生徒指導上の今日的課題とその対応について
②講演　「児童生徒の自己肯定感をはぐくむために」
　　講師　原田　隆史　氏

364 (2)ウ① (2)エ①

・参加人数を制限
・参加者の検温
・手指消毒液の設置
・会場内の換気
・間隔をあけた座席

滋賀県教育委員会事務
局幼小中教育課

生徒指導・教育相談スキル
アップ研修

日時：令和４年11月15日
会場：滋賀県総合教育センター
内容：「新生徒指導提要について」

43 (2)ウ①

・参加者の検温
・手指消毒液の設置
・会場内の換気
・間隔をあけた座席

滋賀県教育委員会事務
局生涯学習課

家庭教育出前講座

・11月３０日（水）10：30～11：40
・彦根市立亀山小学校

・保護者や企業・事業所等のニーズに柔軟に対応した家庭教
育に関する出前講座。
・本講座では、家庭教育リーフレット「インターネットと子育て」
を活用。

21 (2)オ① (5)② (1)① (1)②

・会場内の換気
・間隔をあけた座席
・参加者の検温
・手指消毒液の設置

大津少年補導（委）員会
大津少年補導（委）員会研修
会

11／１９　大津市生涯学習センターにおいて、大津少年補導
（委）員への研修会を実施
・「最近の学校の様子について」大津少年センター
・「SNSの危険性について」大津警察署生活安全課

55 ★ (2)オ①

・会場の最大収容人数の50%
未満の人数で実施。
・マスクの着用・アルコール消
毒・検温の実施。
・常時換気の実施。

堅田少年センター 薬物乱用防止啓発活動

10月28日（金）
・講演会「薬物乱用の現状と防止について」
　講師：大津北警察署刑事課　警部補
　　　　　　　　　　　　　　　山根　太樹　氏

65 (2)オ③

・入り口で検温、消毒を行った。
・大ホール（５００人収容）で、約
７０名弱の参加者なので、席の
間隔を充分とって着席してもら
うようにした。

滋賀県補導センター連
絡協議会湖西ブロック

湖西ブロック少年センター研
修会

11月30日（水）
講演「発達障害等少年の課題に応じた支援のあり方につい
て」
　　講師：滋賀県教育委員会　スクールカウンセラー　　大畑　好
司　氏

15 (2)ウ② (6)①

・視聴覚室を会場として、人との
間隔が十分確保出来るようにし
た。（長机に2人）
・グループ討議では、机の間隔
を広くとって、実施した。

３　研修会・講習会の開催

関連する重点事項
（最大３つまで選択）



大津北警察署少年補導
（委）員会

少年補導委員会啓発研修会

11月10日（木）
・講演「インターネットを使った投稿の仕組み」
講師
  大津北警察署補導職員　石原真弓氏
　堅田少年センター所長　松井昭浩氏

35 (2)オ①

・大ホールを会場として、人との
間隔が十分確保出来るようにし
た。
・グループ討議では、机の間隔
を広くとって、実施した。

・神照地域人権学習協
議会
・神照地区社会福祉協
議会
・神照地区青少年育成
会議
・長浜北部福祉ステー
ション

人権・福祉・
青少年のつどい

１１月１２日（土）１４時～１５時
 　テーマ
「生きづらさを抱える子どもたちの居場所づくり」
 　講師：　幸重　忠孝　氏（ゆきしげ　ただたか）

77 (2)エ② (2)エ① (3)

・間隔を空けた椅子配置
・会場内の換気
・全員の検温・手指消毒
・マスク着用

滋賀県青少年補導セン
ター連絡協議会
ブロック別研修会

湖北・彦根ブロック研修会

１１月１６日（水）14:00～16:00
北部振興局　集会室
講演「認め合う。繋がる。だめな子なんて一人もいない。」
講師　林ともこ

14 (2)エ② (2)ウ③

・広い会場での実施
・参加者の健康チェック
・手指消毒液の使用
・会場の換気

主催
・近江八幡竜王少年補
導委員会
・近江八幡市ＰＴＡ連合
会

・令和４年度第21回青少年共
育連携フォーラム

日時：11月12日(土)13:30～
会場：桐原小学校体育館
内容
・安土老蘇まち協バンドによるアトラクション
・講演「児童生徒のひきこもりについて考える」
講師：県教委幼小中教育課　竹中裕貴さん

137 (1)③ (1)② (2)エ②

・参加人数制限
・参加者検温
・手指消毒液の設置
・会場換気
・間隔をあけた座席

・岡山学区まちづくり協
議会

・岡山宿

日時：11月25日(金)19:30～
会場：岡山コミュニティセンター
内容
・講演「かしこい子どもに育てるには」
講師：和歌山大学名誉教授　川本治雄さん

27 (1)① (1)② (2)エ①

・参加者検温
・手指消毒液の設置
・ネット配信での受講参加あり
・間隔をあけた座席

近江八幡・竜王少年補
導委員会
近江八幡市PTA連合会

第２１回青少年共育連携
フォーラム

・１１月１２日（土）１３：３０～１５：５０
・桐原小学校体育館
・小学生による吹奏楽
・講演

137 ★ (5)②

・参加人数を制限
・参加者の検温
・手指消毒液の設置
・会場内の換気
・間隔をあけた座席

滋賀県青少年センター
湖東ブロック

湖東ブロック青少年センター
研修会

・１１月２５日（金）１５：３０～１７：００
・活動報告
・講演

39 ★ (2)エ① (6)①

・参加人数を制限
・参加者の検温
・手指消毒液の設置
・会場内の換気
・間隔をあけた座席

草津市立少年センター 草津市少年補導委員研修会

日時：１１月２４日（木）14:00～15:30
会場：草津警察署５階大会議室
内容：「今時の青少年は・・・」～ゲーム・ネットから見る青少年
～の演題で青少年の現状を把握。

45 (2)オ①
・会場内の換気
・間隔をあけた座席
・参加者の検温



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

日時：令和4年11月18日（金）
１４：００～１６：００
場所：野洲市コミュニティｾﾝﾀｰきたの
内容：講演「青年期のの心理的支援についてー自己が立ち上
がるまでの支援を下支えするものと心理的支援ー」
講師：パーム子どもクリニック／心の臨床オフィスれんげ臨床
心理士　福永友佳子さん
事例発表：「就労準備段階の少年の支援について」
発表：守山野洲少年センター、無職少年対策指導員　鷲田茂
喜　さん
臨床心理士　岩永尚子　さん

19 (6)① (6)②
湖南ブロック内の5つの少年セ
ンターより、出席者を制限して開
催。

守山野洲少年補導(委)
員会
守山警察署
守山野洲少年センター

守山野洲少年補導(委)員会
管内研修会

日時：令和4年11月5日(土）
　　　　　　　　　　　　　　　１０：００～１１：３０
場所：野洲市コミュニティセンターひょうず
内容：講話「少年鑑別所の役割と最近の非行少年の特徴」
講師：大津少年鑑別所統括専門官　三浦英之さん

75 (6)① (6)②

・会場内の換気
・座席は間隔をあける。
・質疑応答は、マイクを利用。
・参加者の検温、手指消毒
・配布物は、出席者の椅子の上
に事前配布。

栗東市青少年育成市民
会議

青少年育成ミニ会議

・11月３日（木）上鈎自治会（上鈎公民館）
・11月６日（日）蜂屋自治会（草の根運動公園）
・11月11日（金）下鈎甲自治会（自治会館）
・11月13日（日）小柿二区自治会（コミセン治田西）
・11月19日（土）小柿一区自治会（自治会館）
・11月27日（日）霊仙寺自治会（自治会館）

285 (3)③ (2)エ① (2)イ① (2)イ③
11月27日霊仙寺自治会では
少年センター職員の講話を実
施。

滋賀県青少年補導セン
ター連絡協議会

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」

・11月18日（金）野洲市コミセンきたの
・湖南ブロックセンター職員
・講演「高校生世代の不登校や不適応行動の心理的支援に
ついて」
　　臨床心理士　福永友佳子氏　など

2 ★ (2)ウ① (2)ウ② (2)エ② (6)①

滋賀県青少年補導セン
ター連絡協議会・湖南市
少年センター

湖南ブロック研修会

日時：11月18日(金)14:00～16:00　　　　　　　　　　会場：野洲
市コミュニティセンターきたの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容：①
「高校生世代の不登校や不適応行動の心理的支援につい
て」パームこどもクリニック/こころの臨床オフィスれんげ 臨床
心理士 福永友佳子　②「就労準備段階の少年の支援につい
て」守山野洲少年センター

19 ★ (2)エ① (6)①
・手指消毒液の設置
・会場内の換気
・間隔をあけた座席
・マスク湯悪用

甲賀市青少年育成市民
会議

啓発活動
・強調月間に係る啓発活動
（地域の育成会が駅などで啓発活動を実施）
・啓発品の配布

各啓発場所
において5人
から10人

(2)イ① (2)エ② (2)オ②
啓発品を手渡ししない

公共施設などに啓発品を配布

三雲青少年育成学区民
会議

住民のつどい＆人権セミナー
月日：10月15日（土）
甲津貴央さんの講演会、「今さら聞けない、子どもの虐待の基
礎知識」。虐待について地域で考える。

50 (4)① (4)②



湖南市少年センター
少年補導委員・薬物乱用防止
推進員・青少年支援サポー
ター合同研修会

・11月10日
・公認心理師・鈴木秀一氏による講演
「子どもを取り巻く環境と子ども理解の在り方」

34 (2)エ① (2)オ③ （１）③ ・換気、間隔を開けた座席

マキノ青少年育成学区
民会議

強調月間街頭啓発活動
１１月１日から30日の間、「強調月間」であることの昇り旗をマ
キノ公民館駐車場に１０本と公民館外壁に横断幕を1枚設置
した。

(2)エ①

高島市少年センター
高島警察署生活安全課
高島学園PTA

サイバー犯罪被害防止教室
・11月14日(月)10:00～12:00
　高島学園5・6年生　保護者対象
　内容：SNS利用で気を付ける事と大切な事

100 (2)オ① (2)オ② (2)ア② (5)②

高島市少年センター
高島警察署生活安全課
高島市少年補導委員会

薬物乱用防止教室研修会
・11月15日(火)13:00～16:00
　講義「少年補導委員に求められること」
　講師　滋賀県警察本部少年課長　民徳　隆　氏

27 (2)オ③ (2)エ① (2)オ①

高島市少年センター
高島警察署生活安全課
高島市少年補導委員会

高島市少年補導委員会　幹事
会

・11月18日(金)13:30～15:30
　高島市役所新館2階教育委員会室
　内容：年末年始地域助け合い活動について、歳末パトロール
について、市内の少年非行の現状について等

13 ★ (2)エ① (6)②

高島市少年センター 無職少年対策連絡会議

・11月22日(火)19:00～21:00
　高島市役所新館3階会議室
　内容：少年自立支援協力企業の取組について、就労相談支
援の状況について、企業で就労中の若者の声等

26 ★ (6)③ (6)① (2)エ① (2)エ②

高島市少年センター
高島警察署生活安全課
高島市少年補導委員会

薬物乱用防止教室

・11月22日(火)9:45～12:45
　高島市立安曇川中学校1年生対象
　内容：薬物についての知識、断り方、周りに与える影響等の
学習

100 (2)オ③ (2)エ① (2)エ②

高島市少年センター
高島警察署生活安全課
高島市少年補導委員会

誘拐防止教室
・11月25日(金)9:45～11:00
　私立なないろこども園　園児・保育士対象
　内容：ロール絵本上演、いかのおすし

160 (2)イ①

高島市子ども家庭相談
課・健康推進課・子育て
支援課・教育委員会・た
かしま結びと育ちの応援
団

子育て講座
家族、地域で支える子育て

・11月26日(土)13:30～15:00
　安曇川公民館　ふじのきホール
　講演「子ども若者ケアラーの実情と支援」
　講師：神戸市福祉局障害福祉課　岡本　和久　氏

50 (4)① (4)② (3) (1)③

高島市少年センター
高島警察署生活安全課
高島市少年補導委員会

薬物乱用防止教室

・11月28日(月)13:30～15:40
　高島市立高島学園　9年生対象
　内容：薬物についての知識、断り方、周りに与える影響等の
学習

60 (2)オ③ (2)エ① (2)エ②



滋賀県青少年補導セン
ター連絡協議会

大津・湖西ブロック研修会

・11月30日(水)１５：００～16:30
　大津市生涯学習センター
　講演「発達障害等少年の課題に応じた支援のあり方につい
て」
　講師：滋賀県教育委員会ＳＣ　大畑　好司　氏

14 ★ (2)エ① (6)② (6)③

東近江少年センター 少年補導員会研修会

令和４年１１月１１日(金)10：00～12：00
甲賀市土山町大野２８３−２０
児童自立支援施設　滋賀県立淡海学園
施設指導者から、入所少年の傾向・特性及び立ち直りに向け
た接し方など受講

20 (6)③
各自マスク着用、手指消毒
座席の間隔をとり対応した

滋賀県青少年補導セン
ター

滋賀県青少年補導センター彦
根・湖北ブロック研修会

日時：11月16 日　14：00～16：00
会場：木之本まちづくりセンター
内容：講演会、情報交換

14 (6)② (6)①
・参加人数の制限　　　　　　　　　　・
間隔を空けた座席

甲良町要保護児童対策
地域協議会

甲良町要保護児童対策協議
会代表者研修会

日時：11月29日　14：00～16：00
内容：要保護児童の対策会議

20 (4)① (4)② ・間隔を空けた座席


