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兵庫・沖縄友愛提携４０周年記念シンポジウム   兵庫・沖縄両青年による友愛宣言 

「ひょうごユースケアネット・ 
ほっとらいん相談」 

専門スタッフが、ひきこもりの専門相談や、 
個々の相談に応じた専門機関の紹介の電話相
談を行っています。 
実施日時：月・水・金・土（週４回） 
     10:00～12:00  13:00～16:00 
     （祝日および年末年始を除く）
専用ﾀﾞｲﾔﾙ： 

０７８－９７７－７５５５（相談料無料） 
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 いじめ問題が学校を越えて大きな社会問題となっています。こうした状況を受けて「青少年ひょう

ご」ではこの問題を特集し、県内のいじめの最新の現状と、いじめから子どもをどう守るかを考えて

みたいと思います。幸い県教育委員会の最新の調査データが公開されましたので、それをベースに考

えてみたいと思います。 

 
 

心配されるいじめ件数の大幅増加 
 

この度文部科学省は、いじめが深刻な状況にある中で、今年４月から９月までの６か月間のいじめ

緊急調査を行いました。その中で兵庫県のいじめ認知件数も明らかになりました。兵庫県内のいじめ

認知件数は、図１のように、小学校が９６６件、中学校が５３０件、高等学校が４０３件、特別支援

学校が５件となっていて、合計で１，９０４ 

件となっています。これは平成２３年度１年 

間の県内の総件数の１，０８２件に比べても 

２倍近い大幅な増加となっています。これは、 

いじめのわずかな兆候でも見逃さないという、 

現場の意識が高まったからと言えるかもしれ 

ません。 

 もう一つ、注目しておきたいことは、この 

件数が県内の全てのいじめ件数ではないとい 

うことです。いじめは学校が把握していなけ 

れば、数としては上がってきません。いじめ 

は教師の知らないところで陰湿に行われるこ 

とが多いので、学校が把握していないいじめ 

は、カウントできませんので、先の件数にさ 

らに数を上乗せしないと実数にはならないと 

いうことです。 

 

 

               なぜいじめが起きるのでしょうか 
 
 子ども達の世界に、なぜこのようないじめが起こるのでしょうか。この問題については、これまで

多くの研究や論評がありますが、概ね次のような指摘が注目されています。それは、子ども達のスト

レスが背景にあるという考えです。今から１２年程前いじめが日本中に嵐のように吹き荒れたその

時、「青少年の心の問題ネットワーク推進会議」（現在の『ひょうごユースケアネット推進会議』の前

身）が県内の小・中学生およそ５００人を対象に調査しました。それによると、ストレスの高い子ど

もほど、学校でいじめを果敢に行っていたのです。しかもそのストレスの大きな背景が家庭生活にあ

って、子ども達は家庭から受けるイライラ感情を、学校でのいじめで解消しているということがわか

りました。実は、この調査と同じ結果が国立教育政策研究所の調査でも、図２のように示されました。 

 
 
 
 
 
 

 

未曾有の大災害となった東日本大

震災。半年が経過し、支援にも色々

なニーズが出てきています。今回は

被災者の方々への様々な支援をご紹

介します。 

   

いじめから子どもを守る 

 

「ひょうごユースケアネット 

推進会議」の座長であり、 

ほっとらいん電話相談員も 

務められている、小林 剛 

先生に寄稿いただきました。 
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いじめの怖さ 

 
こうしたいじめが繰り返されることで、いじめ被害を受けた子どもの心身は深く傷つき、心や体

にさまざまな問題が発生します。その最たるものが、自ら命を絶つ「自殺」です。助けを求めるこ

ともできず、一人悩み、苦しみ、自ら命を絶っていく自殺、いじめられた子の最も悲劇的な結末で

す。もう一つのいじめの怖さは、不登校・ひきこもりになってしまうことです。不登校・ひきこも

りになった子どものおおよそ三分の一は、何らかのいじめ被害の体験を持っています。さらにもう

一つ、いじめの怖さは、心に心理的外傷を受け、不眠やうつなどの精神症状に見舞われ、人への怖

さや不信が長期的に続くことです。したがって、いじめ対策は、何よりも早く発見して、早く支援

の手を差し伸べることが重要です。 

今回の県の調査で、いじめの手口で一番

多いのは、図３からわかるように、小、中、

高、特別支援学校とも「ひやかし」「からか

い」「悪口」などの精神的いじめです。川西

市の高校２年生男子の自殺は、「虫」や「菌」

と呼ばれて、精神的いじめを受けていたこ

とが分かっています。こうしたいじめが繰

り返されると、深い心の傷になります。 

二番目に多いのは、「軽くぶつ」「遊ぶふ

りして叩く・蹴る」などの身体的いじめで

す。 

三番目に多いのが「無視」「仲間はずれ」

などの心理的いじめです。 

そして四番目は「嫌なこと・恥ずかしい

ことをさせる」「危険なことをしたり・させ

たりする」という、嫌がらせのいじめです。

また高校では「金品を隠す」「盗む」「壊す」

などの犯罪的いじめが多くなっています。                        
                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

このように見てきますと、いじめが生ま

れる背景には、家庭や周囲の大人が子ども

に向けて、さまざまなプレッシャーをか

け、子どものストレスを高めているという

問題があるように思われます。また逆に子

どもの心に寄りそう事もなく、親が放任し

ている家庭の子どももまたストレスを溜

めています。勿論これでいじめの背景の全

てを説明できるわけではありません。家庭

以外の、学校や教師や友達関係などから受

けるストレスもまたいじめの背景として

無視できないものと思われます。 

 

 

 

どんないじめが行われているのでしょうか 
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遊ぶふりで

叩く

仲間はずれ、

無視

叩く、

蹴る

嫌なこと、恥

ずかしいこと

図３ いじめの内容
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高等学校 特別支援学校



 

 

～特集～ 

4 

こうすればいじめが見えてくる 

 
見えにくいいじめを早期に見抜いていくには、周りの大人の注意深い観察が必要になります。こ

れまでのいじめ研究からは、いじめられている子のサインがいろいろ調べられています。こうした

サインを念頭において、子どもを観察していれば、何かが見えてくるように思います。 
 
① 家庭で見られるサイン 

「登校を渋りがち」「友達のことを言わなくなる」「何かを聞くと怒ったり・泣いたり」「法

外なお小遣いを要求」「家族と話したがらない」「部屋にこもりがち」「いらいらして兄弟にあ

たる」「食欲がない」「持ち物の紛失・破損」「鞄や教科書の落書き・破損」「服の汚れ・破損」

「身体の傷・あざ」「暗く・無気力・無表情」「電話などにおどおど」 
 

② 学校で見られるサイン 

「遅刻・欠席がち」「教員室保健室をうろうろ」「持ち物がなくなる」「教室で孤立しがち」「特

定の子にやじやひやかし」「特定の子の机が汚れる」「遠足や旅行に行きたがらない」「嫌がる

役をいつもしている」「成績が下降」。 
 

 以上のサインの内、該当するものが５個程度あったら要注意。８～９個でしたら危険域とみて、

即刻保護者と教師は連携して事にあたり、いっそう観察を深める必要があります。 

いじめの発見者は、何と言っても子ど

もの身近にいる教師または保護者です。

平成２３年度の県教育委員会の調査に

おける、いじめの発見者のデータを見ま

すと、小、中、高、特別支援全体のトー

タルで、多い順から見ると図４のような

結果になっています。 

図４から、保護者による発見が一番多

く、次が学校の教職員となっています。

本人の申し出は１７．６％となっていま

す。また最近では、個々の学校でのアン

ケート調査で発見されるいじめが多く

なっています。                       
                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

見えにくいいじめ 
 

いじめであるということが分かれば、救出の手を差し伸べることができます。ところが、いじめ

は周りからはなかなか見えてこないので、深刻な事態になってはじめて、いじめだと分かることが

多いのです。その時にはすでに遅いのです。 

ではなぜ、子どもはいじめを訴えないのでしょうか。それにはいくつかの理由があります。 

① いじめられていることを訴えれば、いじめがますますひどくなる。 

② 周りの子がいじめだと分かっていても、仕返しが怖いので言わない。 

③ いじめが「遊び」や「喧嘩」や「ふざけ」を装って行われているのでわかりにくい。 

④ 弱い自分だと周りから見られたくない 

 こうした、いじめられている子の心理もあって、自分からは訴えないので、外からはなかなか見

えてこないのです。ではどうしたら見えてくるのでしょうか。親も教師も地域もしっかりとした子

どもを見る目を持つことが大切です。 

 

33.8%

25.0%

17.6%

9.2%

6.7%

5.8%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40%

本人の保護者

学校の教職員

本人の申し出

アンケート

本人以外

他の保護者

その他

図４ いじめの発見者

 

調査から見えてきたいじめの発見者 
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① いじめている事実をしっかり確認する。 

② なぜそうした行為をするかを語らせる。 

この場合自分のした行為を正当化するので、それに対しては毅然と対決する。 

③ いじめている子もまた、ケアが必要な子であるという考えに立ち、親身に時間をかけ指導する。 

④ 最終的に、自分のした行為にしっかりと向き合わせ、自己洞察させる。 

 

以上、県内のいじめの現状といじめが生まれる背景、そしてそうしたいじめにどう対応するかに

ついて整理しましたが、この問題で大切な事は、発見された情報をありのまま早急に親や学校に開

示し、関係機関と連携して対応を考えることだと思います。 

 
                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

いじめられた子にどう対応していくか 
 

学校なり親なりが、いじめられていることが分かった段階で、まず大切なことは、 

① 辛く苦しかったことに深く共感の心を寄せる。  

② 事実を正確に把握する。 

子どもはなかなか話してくれませんが、「どんなことがあってもあなたを守る」という明確な

決意をもって子どもの心に寄り添いながら話せば、子どもは話してくれます。 

③ こうして得たいじめの事実を、学校教師と親が信頼関係をしっかりもって共有し、解決のため

の方略を立てる。 

④ いじめがわかったときは、直ちに親、教師または身近な人に助けを求め、緊急避難することを

子どもに徹底しておく。 

 

 

いじめている子への対応をどうするか 

 

県内のいじめに関する相談窓口 

ひょうごっ子悩み相談センター 

 「ひょうごっ子悩み相談センター」では、いじめや不登校など、子どもの教育上のさまざまな悩みについて、相

談に応じます。 

★ひょうごっ子悩み（いじめ）相談 

   【専用電話（通話料無料）】 ０１２０－７８３－１１１※携帯電話からはかかりません。 

   【携帯電話からの場合（通話料有料）】 ０７９５－４２－６００４ 

開設時間：毎日（12/28～１/３を除く）9:00～21:00 

設置場所：ひょうごっ子悩み相談センター（県立教育研修所心の教育総合センター内） 

★面接相談（要予約） 

開設時間：月～金(12/28～1/3を除く）9：00～17：00 

設置場所：ひょうごっ子悩み相談センター 

★夜間教育相談窓口 

   【専用電話（通話料有料）】０７９５－４２－６５５９ 

      開設時間：毎日  （12/28 ～1/3を除く）21：00～翌 9：00 

 

ひょうごっ子「ネットいじめ情報」相談窓口 

パソコンや携帯電話を使ったインターネット上の誹謗中傷やいやがらせなどへの対処方法についてご相談く

ださい。 

TEL０６－４８６８－３３９５（通話料有料） 

FAX０６－４８６８－３３９６ 

 電子メール soudan@hyogo.npos.biz 

     開設時間：月～土(12/28～1/3を除く)14：00～19：00 

 

mailto:soudan@hyogo.npos.biz
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県内のいじめに関する相談窓口（市・町・組合教育委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 担当課 電話番号 ﾒｰﾙ 

神戸市 

教育企画課 078-322-5761 ○ 

特別支援教育課 
教育相談室 078-371-3771  

総合教育ｾﾝﾀｰ教育相
談指導室 078-360-3150  

尼 崎 市 
総務課 06-6489-6704 ○ 

教育相談課 06-6423-2550  

西宮市 

教育総務グループ 0798-35-3836 ○ 

ｽｸｰﾘﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 
（教育相談・学校適
応） 

0798-67-7562 
0798-67-6860  

芦屋市 
打出教育文化ｾﾝﾀｰ 0797-38-7130 ○ 

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 0797-23-5998  

伊丹市 
総務課 072-784-8081 ○ 

総合教育センター 072-780-2480  

宝塚市 
総務課 0797-77-2015 ○ 

教育総合センター 0797-87-1718  

川西市 
学校教育室 072-740-1254 ○ 

教育情報センター 072-758-8680  

三田市 
教育総務課・企画調整
担当 079-559-5131 ○ 

猪名川
町 

学校教育課 072-766-6006 ○ 

教育相談ﾎｯﾄﾗｲﾝ及び
教育相談室 072-765-2065  

明石市 
総務課 078-918-5054 ○ 

児童生徒支援課 078-918-5096  

加古川
市 

青少年育成課教育相
談センター 079-421-5484 ○ 

教育相談センター 079-421-5484  
高砂市 総務課 079-443-9052 ○ 

稲美町 
教育課 079-492-1212 ○ 

いなみっ子悩み相談 079-492-9149  

播磨町 
教育総務課 079-435-0533 ○ 

ふれあいルーム 079-437-4141  
西脇市 教育総務課 0795-22-3111 ○ 
三木市 学校教育課 0794-82-2000 ○ 
小野市 学校教育課 0794-63-2409 ○ 

加西市 
学校教育課 0790-42-8771 ○ 

総合教育センター 0790-42-3730  
加東市 学校教育課 0795-48-3531 ○ 
多可町 教育課 0795-32-2385 ○ 

 

 担当課 電話番号 ﾒｰﾙ 

姫路市 
学校指導課 079-221-2771 ○ 

教育相談センター 079-297-7967  

神河町 学校教育課 0790-34-0212 ○ 

市川町 
学校教育課 0790-26-1010 ○ 

教育相談ｾﾝﾀｰ 0790-26-1010  

福崎町 学校教育課 0790-22-0560 ○ 

相生市 学校教育課 0791-23-7143 ○ 

たつの市 学校教育課 0791-64-3179 ○ 

赤穂市 総務課 0791-43-6857 ○ 

宍粟市 
学校教育課 0790-62-2000 ○ 

青少年育成センター 0790-62-8577  

太子町 管理課 0792-77-1016 ○ 

上郡町 管理課 0791-52-2911 ○ 

佐用町 教育推進課 0790-82-2424 ○ 
佐用郡南光町・ 

宍粟市三土中学校

事務組合 
学校教育課 0790-62-2000 ○ 

播磨高原広域事務

組合 
教育総務課 0791-58-0435 ○ 

豊岡市 学校教育課 0796-22-5110 ○ 

養父市 教育総務課 079-664-1490 ○ 

朝来市 学校教育課 079-677-2115 ○ 

新温泉町 学校教育課 0796-82-5627 ○ 

香美町 教育総務課 0796-94-0101 ○ 

篠山市 
学校教育課 079-552-5653 ○ 

青少年育成センター 0120-711338  

丹波市 

総務課 0795-72-0335 ○ 

教育相談室 0795-73-0866  

適応教室（ﾚｲﾝﾎﾞｰ教

室） 
0795-72-1200 

 

洲本市 学校教育課 0799-22-3321 ○ 

南あわじ
市 

学校教育課 0799-37-3018 ○ 

青少年なんでも相談

室 
0799-37-3026 

 

淡路市 学校教育課 0799-64-2519 ○ 

南あわじ市・洲本

市小中学校組合 
学校教育課 0799-37-3018 ○ 

 
※県教育委員会ＨＰ  
いじめの問題に対する対応の徹底より 

http://www.nicer.go.jp/integration/user/adviser/taskforce_detail.php?sequence_no=9&prefecture_code=28
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 青少年の健全育成に果たす大人の役割への理解や、大人の規範意識の向上を広く県民に呼びかけるため、「大
人が変わろう」全県決起大会が開催されました。 
 
◇標語入賞作品の表彰 

  この運動の一環として、兵庫県青少年を守る店連絡協議会が「ひょうご青少年憲章」をテーマに、大人、
子どもそれぞれから、意見や提案、夢や希望を標語の形で広く募集しました。 

   小学生の部２４１点、中・高校生の部８２０点、一般の部１４４点、合計１，２０５点の応募があり、
また、学校の部として２３校から応募があり、審査の結果、入賞作品が決定し、表彰されました。 

 
 賞  入賞作品・受賞者  

小
学
生
の
部  

最優秀賞  
ありがとう  いったら広がる  笑顔の輪  

刀祢館  莉奈（西宮市立安井小学校６年）  

優秀賞  
がんばります  ぼくらが  みらいの  かいたくしゃ  
       佐藤  陽生（神戸市立こうべ小学校２年）  

奨励賞  
友達も  自分の心も  大切に  
       楠本  萌々香（西宮市立安井小学校６年）  

中
・
高
校
生
の
部  

最優秀賞  
「どうしたの？」  知らんぷりよりおせっかい  
       大治  憂起（賢明女子学院高等学校１年）  

優秀賞  
子どもには  大人の背中が  道しるべ  
       川口  慎一郎（兵庫県立工業高等学校機械科２年）  

奨励賞  
きみの手も  必ず誰かを  支えてる  
       金地  旅生（神戸市立星和台中学校３年）  

一
般
の
部  

最優秀賞  人の子も  叱る勇気と  誉める愛     村岡  孝司（丹波市在住）  

優秀賞  育てたい  人の痛みが  わかる子に    山根  孝一（加古川市在住）  

奨励賞  思いやり  手本はおとなが  しめすもの  陰山  順子（宝塚市在住）  

学校賞  
西宮市立安井小学校  加東市立東条中学校  兵庫県立松陽高等学校  

兵庫県立姫路工業高等学校  賢明女子学院中学校  

                                
◇「青少年」及び「青少年指導者」の表彰 

県下各地域で優れた活動を展開している青少年及び青少年指導者に対し、兵庫県青少年本部から表彰を
行いました。平成２４年度の受賞者は、下記の１２名・１団体です。 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
◇実践発表「大人と子どもの顔の見えるボランティア活動」山本 正信氏 
           阪神ハートブリッジエイトの会代表の山本氏にお話いただきました。500人委員会 

のＯＢ（阪神南）が、心の架け橋づくりをしたいとの願いから名付けた会で、地域で 
のボランティア活動やユニバーサル社会づくりなどの様子を解説されました。特に、 
どんぐりや落ち葉を使った図工教室の内容を、細かい図を使って説明していただきま 
した。自分たちができる範囲のことを、無理なく楽しく行われている様子がよくわか 
りました。 

 

◇講演「美術館が街づくり～文化が人をつくり、街を変える～」蓑 豊（みの ゆたか）氏 
           兵庫県立美術館館長の蓑（みの）氏にご講演をいただきました。 

長年にわたる海外での美術館生活のお話は、まさに世界的スケールな内容で、世 
界各地の有名建築物が周囲に与えている影響を述べられました。感性を刺激する建 
築物が人々の心を豊かにし、新たな建築物を呼び寄せて街を変えていくということ。 
また、金沢２１世紀美術館を成功に導いたいろいろな手法や、兵庫県立美術館の

「“美”かえる（みかえる）」誕生のエピソードなど、時間を忘れて聴き入る盛りだく 
さんの内容でした。 
  

平成２４年度「大人が変わろう」全県決起大会 
が開催されました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《青少年の表彰受賞者・団体》 
・個人 ３名 
江田 奈緒（神戸市） 
小林 葉月（加西市） 
川崎 浩世（姫路市） 
 
・団体 ２団体 
県立浜坂高等学校麒麟獅子舞サークル 

              （新温泉町） 

 

《青少年指導者の表彰受賞者》 
・個人 ９名 
砂田 芳一 （川西市） 
太田 はるよ（猪名川町） 
岸本 富生 （小野市） 
藤原 隆雄 （三木市） 
山本 國彦 （加西市） 
高須 恵子 （姫路市） 
小南 広之 （淡路市） 
寺西 章浩 （明石市） 
木村 陽  （西宮市） 
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青少年活動を行う青少年自らが企画・運営を行い、青少年団体の活動を広く県民の方にアピールすることや青少年

活動に参加する子どもや若者を増やすことを目的として、１２月２日（日）御影クラッセ前広場にて『ひょうご青少

年活動フェスティバル～ぶつける！熱い青年がいっぱいいます～』を、兵庫県青少年本部と県青少年団体連絡協議会

が共催で開催されました。 

当日は天候にも恵まれ、「少林寺拳法」「漫才」「ヒップホップダンス」などの華やかなステージ発表（６団体）、「障

がい者馬術の活動発表」「体験型の食育」「ネパール雑貨フリーマーケット」などの幅広い出店（１０ブース）、各ブー

スを巡ってビンゴを完成させると景品がもらえる「クイズビンゴ大会」などの楽しい催しが行われました。 

また、２年連続参加となった「ワカモノヂカラプロジェクト」「bridge」による東日本大震災の復興支援に加え、今

年度は実行委員が中心になって「国際交流」「食育」「障がい者支援」など様 な々テーマに取り組む団体を招き、中高

生から親子連れまで幅広い方々 に興味を持っていただけるフェスティバルとなりました。 

寒さは厳しい１日でしたが、約１，０００名の来場者があり、実行委員を含む多くの青少年の活躍をアピールする

とともに青少年団体同士も交流を深めることができました。 
 

ひょうご青少年活動フェスティバル開催！ 
 

 

 
 

１０月２８日（日）、兵庫・沖縄提携４０周年を記念して、兵庫・沖縄の友愛の絆をさらに深めるため、兵庫県公館で

シンポジウムを開催し、両県の関係者約４００人が参加しました。 

 両県は、太平洋戦争当時、沖縄県知事を務めた故島田叡（しまだ あきら）氏が兵庫県出身だった縁で、沖縄県が本

土復帰した１９７２年に友愛提携を結び、青年活動、文化、スポーツ、産業等の様々 な交流を深めてきました。 

 シンポジウムでは、神戸大学の片山裕教授が民俗学者の柳田國男の研究を引き合いに、本土と沖縄の文化的なつなが

りを紹介した基調講演、先達が青少年に未来への思いを伝えるパネルディスカッション、両県青年による友愛宣言、最

後に『故郷』を参加者全員が合唱し、これからも両県の交流を深めていくことを誓い合いました。 
  

兵庫・沖縄友愛提携４０周年 

記念シンポジウム 
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財団法人 野外活動協会（ＯＡＡ） 
専務理事  清水 勲夫 

財団法人 野外活動協会（ＯＡＡ） 
専務理事  清水 勲夫 

 

 
 

 
募集しています♪ 

 
■「ひょうご現代結婚事情フォーラムin神戸」開催！ 
☆ 少子化の大きな要因の一つと考えられる「若者の未婚化と晩婚化」の背景には、男女の出会いの場と機会の減少が挙げられ
ている。 
若者の９０％が結婚の意思を持ちながら、結婚にたどり着くことができない現状について、どこに原因があるのか、この

問題を解決するにはどうすればいいのか・・・。現代若者の結婚事情を考えます。 
１ 日 時 平成２５年２月２日（土）  １３：００～１６：００ 
２ 場 所 兵庫県民会館１１F（パルテホール） 〒650-0011神戸市中央区下山手通4-16-3 
３ テーマ 「若者の未婚化・晩婚化を考える～男の言い分、女の言い分～」 
４ 内 容  オープニングステージ アンサンブルちょうちょ 

基調講演       森川 友義氏（早稲田大学国際教養学部教授） 
テーマ「若者は、なぜ『結婚しないの？できないの？』」 

      事例発表＆パネルディスカッション 
コーディネーター 野々 村 久也氏（甲南大学名誉教授） 
パネリスト    木村  陽子(神戸地域こうのとり大使代表) 

原田  豊彦(兵庫県商工会連合会事業部長) 
木村  直美（神戸出会いサポートセンターコーディネーター） 
はばタン会員成婚カップル 
 

申込・問い合わせ先：０７８－８９１―７４１５（ひょうご出会いサポートセンター） 
 

■県立神出学園 
☆平成25年4月生の募集について 
１ 対象者 中学校を卒業した県内在住の20歳未満の男女で、不登校等により進路発見が困難な状況にありながらも、自分の

生き方や進路を見つけたいという意欲を持ち、体験学習や寮での共同生活ができる人（高校在籍者は休学不要） 
２ 募集人員 年間３５名程度 
３ 在籍期間 ２年以内（全寮制） 
４ 授 業 料 無料（ただし、給食費、教材費、寮費など別途実費が必要）  
５ 願書受付 平成２５年１月７日（月）～２月６日（水） 
６ 入学時期 平成２５年４月中旬 
 
☆１日交流体験及び神戸サテライトルームの参加者募集 
 
問い合わせ先：０７８－９６５－１１２２（県立神出学園） 

 

子ども、若者が地域でつながる冒険ひろば  
財団法人 野外活動協会（ＯＡＡ） 専務理事  清水 勲夫 

 

子どもたちが自分の責任で自由に遊ぶことが今日ほど難しくなっている時代はありません。 
単にあそび場や環境、また時間の問題にとどまらず、それを見つめるあるいは関わる 
地域や大人、保護者の意識の変化の方が大きいのではないかと思われます。一人遊び 
は大切なことですが、それしかできないのはやはり遊びの世界が少し貧しいのではな 
いかと思います。自由な行動と自前のルールや振舞を中心とした子どもの遊びの世界 
にメカ遊びを次々 に与え、また大人たちが入り込んできたのはいつ頃からでしょう。 
 
 「あそび」は子どもたちの自己活動に対してつけられた名前です。失敗やトラブル、 
時にはケンカや小さなケガを積み重ねる結果、たくましさ自信そして安全への意識を身 
につけます。つまり体験が心身を育てるのです。子どもにとって遊びはやるべきことで 
はなく、やりたいことそのものなのです。遊びの指導と称してリーダーが本来、教えるはず 
のないものだったりします。何もしないこともまた遊びなのですから。冒険ひろばの指導者（いや援助者）は、 
子どもたちの自主性や主体性を犯すことに慎重にならなければなりません。そしてせっかちに成功の方法やコツを教えてもなり
ません。青年リーダーは我慢、根気、そして危険を見切ることを学びます。 
 
 どんな思いと視点をもって子どもたちやこの広場と関わるのか、指導者にも問われます。それを意識し続けることによって、
つながりや活動が深められていくのではないかと思います。 
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フェニックスサポーター 

  はばタン 

(公財)兵庫県住宅再建共済基金 
℡.078-362-9400(平日 9:00～17:00)  

区分 負担金 被害認定 給付金 

住宅 
所有者 年額 5,000 円 

半壊 
以上 最高600 万円 

マンション 
共用部分※１ 年額 2,400 円 

半壊 
以上 最高300 万円 

家財 
※２ 

年額 1,500 円 
床上浸水 
又は 

半壊以上 
最高 50 万円 

 

フェニックス共済| 

 

●地方青少年本部だより● 

 

 

７月２１日（土）、相生湾で、今年も「親子ペーロ
ン体験教室」を開催しました。３歳～１１歳の子ど
もたち２８名と保護者２３名が、ペーロン船での遊
覧・競漕の体験を通じて、親子のふれあいと絆を深
めました。 

 

 
 

  

相生ペーロン協会によるペーロンの 

歴史についての説明に続き、２０１２年 

アジアビーチ競技大会ドラゴンボート競

技の男女日本代表の中心として活躍されたペーロン

チーム、「相生ペーロン磯風漕友会（いそかぜそうゆ

うかい）」「SUPER DOLPHIN（スーパードルフィン）」

の方々の指導でペーロン船に乗船。親子で力を合わ

せて櫂を操り、相生湾を周遊しました。 

後半は、ターンを交えた本格的なコースを使った

ペーロン競漕体験が行われ、全員一丸となった２艇

は、最後の最後までデッドヒートを繰り広げました。 

夏空の下、舞い散る潮とさわやかな汗に、親と子 

の笑顔 

の虹が 

かかっ 

た 1日 

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月２５日（土）、但馬青少年交流サロン T
ティ

→
ー

friends
フ レ ン ズ

では、豊岡市総合体育館前広場で、「T-nation2012～も

っと！もっと！もっと！最もアツい夏まつり～」を開

催しました。今回は T→friends と高校生を含む青少年

ボランティアが共に企画・運営をし、１００人近くの

若者がスタッフとして活動しました。 

当日は厳しい暑さの中、若者の歌やダンス、福島県

立いわき総合高校演劇部とのトークショーなどのス

テージや、輪投げ・魚釣りなどの縁日が開かれ、多く

の来場者が楽しみました。また、但馬内高等学校１０

校のブースでは、各種展示や部活動紹介、車いす体験

など、高校生が参加して各校の特色を PR しました。 

 会場内では、高校生が但馬の将来を考える「但馬地

域夢会議」も同時開催され、高校生の意見交流や青少

年の取組を通じて、多 

くの方に若者への理解 

と関心を深めることが 

できました。 

 

但馬青少年本部 

T
ティ

-
－

nation
ネイション

2012～もっと！もっと！もっと！最もアツい夏まつり～ 

西播磨青少年本部 

「親子ふれあい体験事業 親子ペーロン体験教室」 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

フェニックス共済 検索 

あらゆる自然災害から「住まい」「家財」を守る 

フフフェェェニニニッッックククススス共共共済済済   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(公財)兵庫県住宅再建共済基金（兵庫県庁内） ℡078-362-9400(平日9時～17時) 
 フェニックス共済 検索 

阪神・淡路大震災の教訓を生かした 

兵庫県(条例)よる独自の制度 

 制度の概要 

区分 負担金 被害認定※ 給付金 

住宅再建共済 年額5,000円 半壊以上 最高600万円 

家財再建共済 年額1,500円 
床上浸水又は 
半壊以上 

最高50万円 

※ 市町が発行するり災証明書による被害認定 
 

フェニックスサポーター  
はばタン 

・現在、東日本大震災で被災し、県内に避難してきた 3 名が加
入促進員として普及啓発・加入促進活動に従事。 

・H23.9 の台風 12 号災害では、家財再建共済制度創設後、初
めて共済給付金を給付。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（概要） 

※１ 負担金・給付金とも住戸数をかけた額となります。 
※２ 住宅と家財の両方に加入すれば、家財の負担金が最大 500円 

安くなります。 
 

複数年一括支払加入（３・５・10年）による割引や住宅と家財の

同時加入による割引があります。詳しくはお問い合わせください。 

検索 
 

検索 

フェニックスサポーター 

  はばタン 

(公財)兵庫県住宅再建共済基金 
℡.078-362-9400(平日 9:00～17:00)  

区分 負担金 被害認定 給付金 

住宅 
所有者 年額 5,000円 

半壊 
以上 最高600 万円 

マンション 
共用部分 年額 2,400円 

半壊 
以上 最高300 万円 

家財 年額 1,500円 
半壊以上 
又は 

床上浸水 
最高 50 万円 

 

 フェニックス共済| 

検索 

ひょうごの貴重な自然 

兵庫県版レッドデータブック 

好評販売中！！ 
頒価 ひょうご環境創造協会  

会 員 1,000円   

非会員 2,000円  

（送料：1冊 290円） 

●お申込み・お問い合わせ 

財団法人ひょうご環境創造協会 

環境創造部 環境創造課 

TEL： 078-735-2738 ／ FAX： 078-735-2292 

H P： http://www.eco-hyogo.jp 
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社会福祉関係資料 

兵庫県福祉手帳 

 

 

「兵庫県福祉手帳２０１３」ただ今発売中！ 

兵庫県福祉手帳＜２０１３年版＞が

現在発売中です。カレンダーのほか、

県内の福祉関係機関一覧を掲載して

おり、福祉関係者必携の手帳です！ 
※兵庫県民間社会福祉事業職員互助会の加入者

には、互助会より配布されますのでご留意くだ

さい。 

 

[サイズ]ヨコ９cm×タテ１５cm [価格]９４５円（税込） 

申込み・問合せ先 兵庫県社会福祉協議会 ＴＥＬ０７８－２４２－４６３３ 

 

■青少年施設だより■ 

県立山の学校 創立２０周年記念式典開催 
 
県立山の学校の創立２０周年記念式典が、１１月１７日（土）、宍粟市山崎町五十波

い か ば

の同校の体育館内で

開かれ、修了生や保護者、地元住民、関係者ら約２３０人が参加しました。 

平成５年に開設された同校は、自然の中でさまざまな体験活動や共同生活を通して、たくましく生きる力

を培い、自信と夢と勇気をもって兵庫の未来を拓く、こころ豊かな青少年育成をすることを目的とし、これ

まで２５９名の修了生が社会に巣立っています。 

               オープニングセレモニーでは、修了生・在校生が山の学校で学ぶもの 

として「命の源の自然を次の世代のために、守り、育てること」「ここ 

ろ豊かに、明るい兵庫の発展に貢献すること」を決意表明し、大きな拍 

手がおくられました。次に、本年度「ひょうご若人の賞」を受賞された 

本校１０期生 嶋﨑 裕さんが紹介されました。さらに、在校生・修了 

生・協力者による尺八が演奏され、式典を盛り上げました。 

式典では、北峯照之校長、金澤和夫副知事のあいさつ、続いて野間洋 

志県議会副議長をはじめとするご来賓の心温まるご祝辞を受けた後、創 

立２０周年を記念していただ 

いた井戸敏三知事の揮毫の書「明月時至 清風自来」が披露 

されました。記念植樹では、花や葉、樹形などが大きくて立 

派な泰山木が植えられました。花言葉は「壮麗」「壮大」「前 

途洋々」です。 

続いて「陽気にゆこう」と題して高石ともや氏による記念講演が催されました。木や山など自然が私

たちの暮らしにいかに大切で、守っていかなければいけないかを体験を交えて講演 

していただき、トークライブ形式で参加者を楽しませていただきました。 

体育館前では早朝より地元五十波自治会２５名による餅つきが行われ、紅白の 

あんこ餅が振る舞われて式典参加者を喜ばせました。 

このほか、「山の学校 ２０年のあゆみ」と題した記念 

誌も発行され、修了生や旧職員は、創立当時から現在に 

いたるまでの写真や記事を見て懐かしい思い出に浸って 

いました。 

北峯校長は「２０周年を機に、益々激しく変化する社会の中で、 

『不易』と『流行』を正しく認識し、創造的で意欲的な姿勢を持ち、 

たくましく生き抜く力の育成に全力で取り組むことを通して、一層 

魅力ある学校へ飛躍したい。」と話しました。 

県立山の学校 平成２５年度生募集 
 
① 対 象 者 義務教育を修了した者で、寮での共同 

生活や体験活動のできる 15歳から 20 
歳（平成 25年４月１日現在）までの県 
内在住の男子 

② 募集定員 ２０名 
③ 修学期間 平成 25年４月から１年間の全寮制 
④ 授 業 料 無料（ただし、教材費、寮費など別途 

実費が必要） 
⑤ 願書受付 平成 25月２月１日(金)～２月 15日(金） 
⑥ 選考試験 平成 25年２月 22日（金） 
⑦ 合格発表 平成 25年２月 25日（月） 

 
問い合わせ先 
県立山の学校 TEL０７９０－６２－８０８８ 
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■所得税法上の優遇措置をご活用ください！ 
 個人の方で、この１年間（平成２４年１月～１２月）にご寄付をいただいた賛助会費（２，００１円以上）は、所得税法
上の「寄附金特別控除」を受けていただくことができます。特に、平成２４年４月５日以降の賛助会費は、税額控除の
適用を選択していただくことができます。 
 この優遇措置の適用を受けるには、確定申告（平成２５年２月１８日～３月１５日）を行っていただく必要があります
ので、お忘れのないようにお手続きください。（詳細は、納税地の税務署にお問い合わせ下さい。） 
 なお、確定申告の際には、次の書類が必要になりますので、ご準備ください。 
① 公益社団法人等寄付金特別控除額の計算明細書（用紙は、お近くの税務署で配布されています。） 
② 当法人が発行した領収書 
③ 税額控除に係る証明書 
※②・③は１回あたり２，００１円以上のご寄付をいただいた方に、既にお送りしています。 

 

 

 

 

 

 

 

賛助会員カードを呈示すると、以下の施設で入館料・入園料割引等の特典を受けることができます。 

◇施設 本人および同伴１名（神戸市立博物館は本人のみ）に団体割引料金適用 

◇兵庫県民会館レストラン・喫茶・理容室 本人のみに１０％割引 

◇県立兎和野高原野外教育センター レンタル料割引 

 

賛助会員を募集しています 

 

賛助会費は税制面での優遇措置の対象になります。 

ご寄付いただいた方の名簿をホームページに掲載しています。 

次代を担う青少年を育成するために、ぜひ皆さまのご協力をお寄せください。 

[会費] 賛助会員（個人） 年額 1口   2,000円以上 

     賛助会員（法人） 年額 1口  10,000円以上 

  詳細は、兵庫県青少年本部、又は各地方青少年本部までお問い合わせください。 

◆◆編集後記◆◆ 

・青少年ひょうごは今号で 80 号を
迎えます。昭和 60 年の第１号か
ら、年２～４回発行してきました。
兵庫・沖縄友愛提携４０周年のよ
うに、事業も年数を経て継続して
いるものから時代にあわせて廃
止・新規立ち上げのものまで様々
ですが、今後も青少年本部の事業
を発信していきたいと思います。
ご支援よろしくお願いします。(K)                                

 
割引（例） 
ｺｰﾋｰ 300 円→270 円 

ｹｰｷｾｯﾄ 600 円→540 円 
（但し 11:00～14:00 除） 

TEL 078-362-2509 
（神戸市中央区） 

 

兵庫県庁２号館 
B1食堂「のじぎく」 

 
《特別展》 

フィンランドのくらし 
とデザイン 

－ムーミンが住む森の生活 
1月 10日(木)～3月 10日(日) 

TEL 078-262-0901 
（神戸市中央区） 

 

兵庫県立美術館 
 

《展示特別企画》 
丹波の恐竜化石発掘 
～６年間の軌跡～ 
4 月 28 日(土）～ 

平成 25 年 3 月 31 日(日) 
TEL 079-559-2001 

（三田市） 

兵庫県立 
人と自然の博物館 

 
《企画展》 

ひょうごの遺跡 vol.5 
－調査研究速報－ 

1 月 26 日(土)～4 月 7 日(日） 
TEL 079-437-5589 

（播磨町） 

兵庫県立考古博物館 
 

《特別企画展》 
姫路・城下町の祭礼  

-播磨国総社の三ッ山大祭- 
1 月 26 日(土)～4 月 7 日(日) 

TEL 079-288-9011 
（姫路市） 

兵庫県立歴史博物館 

《特別展》 
現代陶芸の巨匠たちの 

美と技  －富本憲吉・ 
清水卯一・松井康成－ 

12 月 15 日(土)～2 月 24 日(日) 

TEL 079-597-3961 
（篠山市） 

兵庫陶芸美術館 

《企画展》 
市民が撮った東日本大震災
-『3.11 ｷｦｸのｷﾛｸ』写真展- 
12 月 26 日（水）～3月 3 日（日） 

TEL 078-262-5050 

（神戸市中央区） 

阪神・淡路大震災記念 

人と防災未来ｾﾝﾀｰ 
 

《特別展》 
日中国交正常化 40 周年 

中国 王朝の至宝 
2 月 2 日(土）～4 月 7 日(日) 

TEL 078-391-0035 
（神戸市中央区） 

 

神戸市立博物館 

～青少年本部からのお知らせ～ 

  

１対１の個別お見合い紹介をします！ 

はばタン会員募集中！！ひょうご出会いサポートセンター 
神戸出会いサポートセンター 

TEL(０７８)３８１－６８２０ 
阪神南出会いサポートセンター 
TEL(０６)６４８１－７３７０ 

阪神北出会いサポートセンター 
TEL(０７９７)２６－７３５１ 
東播磨出会いサポートセンター 

TEL(０７８)９２０－９３３７ 
北播磨出会いサポートセンター 
TEL(０７９５)３８－８０２２ 

 

中播磨出会いサポートセンター 

TEL(０７９)２４０－７００５ 
西播磨出会いサポートセンター 
TEL(０７９１)５８－１３１１ 

但馬出会いサポートセンター 
TEL(０７９)６６２－７７０１ 
丹波出会いサポートセンター 

TEL(０７９５)７８－９１３０ 
淡路出会いサポートセンター 
TEL(０７９９)２４－２７１７ 
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