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兵庫県青少年本部では、青少年団体や NPO 等多様な活動主体との連携・協働のもと、「ひょうご青少年憲

章」を青少年育成の指針として、青少年を巡る課題解決に向けた先導的・専門的な事業を実施しています。 
 平成 27年度は、「青少年の体験活動を通じたふるさと意識の醸成」、喫緊の重要課題である「青少年のネッ

トトラブル未然防止大作戦」を重点事業に掲げ、家庭、学校、地域の連携のもとに青少年育成県民運動を積極

的に展開していきます。 

 

１ 青少年育成に関する普及啓発・県民運動の推進 
青少年の課題や青少年の健全育成に対する理解・浸透を図るとともに、青少年の非行防止や育成環境の浄

化等の取組を推進するための普及啓発を行います。 

 

 

 

青少年育成の指針として策定された「ひょうご
青少年憲章」の普及啓発を通じて、憲章の理念の浸
透と実践を促進します。 
▼ 啓発資材の配付 
▼ 各種刊行物への啓発記事の掲載 
▼ 各種イベント、会議等における憲章の啓発 
 

地域、学校、保護者、事業者、行政等が連携して、
未成年の飲酒、喫煙、万引き、薬物乱用対策、イン
ターネット利用対策等、青少年の非行防止と社会
環境の浄化を図るとともに、健全育成に対する県
民意識の高揚に努めます。 
 

① 青少年育成スクラム会議の開催 
健全育成の方策、非行・被害防止等について協

議するとともに、各構成団体が独自に、また、連
携して活動を展開します。 

 
② 「大人が変われば子どもも変わる」キャンペーン

の実施 
社会のルールを守り、生きる姿勢を正すなど、

まず大人自身が変わら 
なければならないこと 
について、県下各地域 
で啓発活動を行います。 

 

青少年を守り育てる県民スクラム運動の展開 

 

少年の主張兵庫県大会の開催 

 
Ⅰ 多様な活動主体と連携した協働事業の推進 
   

ひょうご青少年憲章の普及・啓発 

 

ひょうご青少年憲章 
 

１ 自分を大切にし、自らを律し、行いに責任をも
って生きていこう 

２ ふれあいを深め、正義感をもち、社会を担う一
人として生きていこう 

３ 人の痛みや喜びを感じあえる心をもって生きていこ
う 

４ 多様な人々の存在を受け入れ、ともに支えあっ
て生きていこう 

５ 自然を愛し、生命を尊び、みえない世界にも襟
を正して生きていこう 

６ 先人に学び、明日に夢をえがき、勇気をもって
未来を拓いていこう 

中学生が、日頃考え、感じていることを作文にまとめ、 
発表することを通じ、自ら社会の一員としての役割と責任 
を自覚するとともに、大人世代が少年を理解するための機 
会とします。 

 
▼ 作文の募集、選考 
▼ 全県大会の開催 

・開催時期 平成 27 年 9月 26日（土） 
・開催場所 兵庫県民会館（神戸市） 
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企業や社会奉仕団体等から提供される寄附金・物資等などの多様な資源を、青少年育成 
に取り組む団体・グループ等へ橋渡しをし、地域ぐるみで青少年活動の活性化を図ります。 
 

① 企業・団体及び青少年団体等の募集・登録 
資源を提供する企業・団体等の募集・加盟を進めるとともに、青少年団体等の発掘・ 

登録を行います。 
・加盟企業等：457 社   ・登録団体(青少年団体･グループ等)：387 団体（H27.2 月末現在）  
 

② 青少年団体等への支援 
企業・団体等からの寄附金を原資として、青少年団体等が行う青少年育成事業に対する助成事業及び青

少年団体等との協働事業を行います。 
▼ 一般助成事業の実施  

      県内の青少年団体等が実施する自然体験・社会参加・非行防止・リーダー養成などの青少年育成事業
に対して助成 

   ・助 成 額 100 千円上限 ・助成件数 上期・下期ともに各 20件程度 
▼ 災害復興支援特別助成事業の実施 

県内外の被災地での支援活動や台風・豪雨等の自然災害等で被災した青少年を支援する事業に対し
て助成 
・助 成 額 150 千円上限 ・助成件数 10 件程度 

▼ 青少年育成協働事業の実施 
青少年活動の活性化をめざし、青少年団体等と協働する事業を展開 

 
③ 資源（物資、人材の提供等）とニーズのマッチング 

企業・団体等から提供される物資・人材等と、それらを必要とする 
青少年団体等の活動（ニーズ）とのマッチングを行います。 
・マッチング件数（累計）：2,169 件（H27.2 月末現在） 

 
④ 事業成果の発信（「ひょうご子ども・若者応援団通信」の発行） 
 

青少年団体・ＮＰＯ等が実施した社会貢献活動に参加

し、一定の修了基準を満たした青少年に対し、活動を公

的に認定します。青少年は、認定された能力や活動実績

を、企業等の採用試験等においてアピールすることがで

きます。 

・青少年と登録企業等との交流会（平成 28年 3月） 
   

【制度の概要】 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

青少年活動の活性化やリーダーとしての資

質向上を図るとともに、青少年活動を周知する

ため、青少年活動フェスティバルを開催します。 

・開催時期 平成 28 年 2月 

・開催場所 神戸市内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２ ネットワークの形成 
青少年団体や青少年育成関係者のみならず、地域団体、県民、事業者等、地域の多様な主体が各々の役

割に応じて青少年育成活動へ参画・協働して取り組むためのネットワークを形成し、青少年活動のより一
層の拡がりと活性化を図ります。 

③認定書交付 

青少年 

ひょうご青少年活動フェスティバルの開催 ひょうご青少年社会貢献活動認定制度の推進 
 

「ひょうご子ども・若者応援団」事業の推進 

企業等 

④企業等の採用試験等でＰＲ 

認 定 証 青少年本部 

※ひょうご青少年社会貢献事業 
（６ヶ月～１年程度） 青少年団体・ＮＰＯ等 

①対象事業の承認 

②事業への参加 
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身近な地域の大人が見守る中、子どもたちが安心して自由に遊びながら、たくましく生きる力を育む拠点で

ある「子どもの冒険ひろば」の運営団体を支援するとともに、ひろばを支える人材（プレーリーダー等）の確

保や情報発信、ひろば関係者の交流促進に取り組み、地域に根ざしたひろば活動を推進します。 

▼ 子どもの冒険ひろばの開設支援 

ひろばの開設に要する経費を助成   

・助 成 額 400 千円上限  

・助成団体数 50 団体 

▼ ひろばリーダー研修の実施 

▼ 子育て３ひろば交流会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅱ 青少年の生きる力を育む先駆的な体験活動の推進 

 体験活動機会の提供 
青少年が豊かな感性を育み、たくましく成長することをめざし、自然や地域社会の中で多様な体験ができ

る活動の機会を提供するとともに、体験活動を通じて世代間・地域間交流の促進やふるさと意識の醸成を図
ります。 

「ふるさとづくり青年隊」事業の実施  「ひょうごっ子・ふるさと塾」事業の実施 

青少年がふるさとを大切にする心を養い、ふるさ
と意識の醸成を図るため、青少年団体がノウハウを
活かして企画・実施する、身近な地域での社会体験
や豊かな自然に触れる多様な体験事業に対して助成
を行います。 
・助 成 額 250 千円上限 
・助成団体数 25 団体 

 

 

地元青年と公募青年による「ふるさとづくり青年隊」

が協力して、地域の課題解決に取り組むことにより、

ふるさとへの関心や地域貢献への意識を高め、将来の

地域づくりの核となる人材を育成します。 

 
① 助成事業の実施 

「ふるさとづくり青年隊」と協働して、課題解決
に取り組む地域団体等に対して助成 
・助成上限額 新規 1,000 千円、継続 500 千円 
・助成団体数 10 団体 

    
② フォローアップ研修会 

自主取組に移行した地域への支援やスキルアッ
プ研修を実施 

 
③ 「ふるさとづくり青年隊」成果発表会 

の開催（3月） 
   

 

 

自然体験・生活体験などの「体験」が、子どもの健やかな成長にとって 

大切であることを啓発し、社会全体が体験活動を活発にしていく気運を高 

め、ふるさとへの愛着を深めるための普及活動を展開します。 

 

▼ ふるさとに根ざした「体験の風をおこそうセミナー」の開催 

・開催時期  平成 27 年 10 月～平成 28年 1月（県内各地） 
 

   

子どもの冒険ひろば事業の実施 

「体験の風をおこそう運動」普及･推進事業の実施 
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青少年が安全に安心してインターネットを利用できるよう、県や関係団体・機関等が連携・協働して、ケ

ータイ・スマホ等によるインターネット利用に関する県民のさらなる関心喚起を図るとともに、インターネ

ット利用に関する学習及び啓発活動を強化します。 

   

① 「青少年のネットトラブル未然防止大作戦」推進会議の設置  

     「青少年のネットトラブル未然防止大作戦」の円滑かつ効果的な取り組みに向けた支援・協力や、青少年

の適切なインターネット利用に係る取り組みの検討を行う推進会議を設置します。 

   

② 各種啓発活動及び全県大会の開催 

  平成 26年度の全県大会で発表した「ひょうごスマホ宣言 2015」等をＰＲするとともに、地域の多様な取

組主体との連携・協力を図りつつ、積極的な広報活動を展開します。また、家庭・学校・地域の関係者が

青少年とともに考え、学び、取り組みの輪を広げる機会とする全県大会を開催します。 

▼ 「青少年のネットトラブル未然防止について考える」全県大会の開催 

   ・開催時期 平成 27 年 12 月 

   ・開催場所 神戸市 

 

③ インターネット親子学習会の支援 

    青少年や保護者の情報や知識の活用能力を向上させるため 

の学習会に対して助成します。 

・助 成 額 １件 30 千円上限 

・助成件数 年間 50 件 

 

  

１ 健全な育成環境づくり 

青少年の育成環境において大きな問題となっているインターネット上の有害情報やネット上のトラブ
ル、薬物乱用等から青少年を守るために、保護者等が正しい情報や子どもの指導方法等について学ぶ機会
を提供します。 

 青少年自立支援活動の展開 
不登校やひきこもりなど課題を抱える青少年の社会的自立を支援するため、関係機関等で構成する支援

ネットワークに積極的に参画するとともに、相談業務等の拡充を図ります。 
 

青少年のための総合相談及びひきこ
もり専門相談を行う「ほっとらいん相
談」を開設し、電話によるワンストップ
相談及び支援ネットワークを活かした
適切な機関へのつなぎを行います。   

 
・実施日時 週 5日 

（月・火・水・金・土曜日(除祝日）) 

午前：10:00～12:00 

午後：13:00～16:00 

  TEL 078-977-7555（無料） 
 

社会生活を営む上で困難を有する青少年を総合的に支援

するため、保健・医療・、福祉教育等の３２機関で構成する

支援ネットワーク「ひょうごユースケアネット推進会議」に

参画し、指定支援機関（県立神出学園・県立山の学校）とし

て、支援に関する実践的・専門的な情報提供や調査・研究等

の主導的役割を果たします。 

 また、ひきこもりの長期化等への対応の充実を図るため、

「兵庫ひきこもり相談支援連絡協議会」に参画し、ひきこも

り専門相談や専門的な助言・指導等を行います。 

 

 
Ⅲ 課題を抱える青少年への専門的な支援 

 
Ⅳ 新たな社会問題に即応する事業の推進 

「ほっとらいん相談」の実施 ひょうごユースケアネット推進会議・ 
兵庫ひきこもり相談支援連絡協議会への参画・支援 

 

青少年のネットトラブル未然防止大作戦の展開 

「ひょうごスマホ宣言 2015」（H27.2.28 策定） 

① 奪われない あなたの時間 貴重な人生 

② その指が 自分の未来 変えちゃうよ 

③ メールより 声で伝える その言葉 

④ フィルタリング 携帯持った その日か

ら 
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① はばタン会員の募集・登録 
結婚を希望する独身男女に、お見合い紹介をする “はばタン会員”を募集・登録します。 
・はばタン会員  原則、県内在住又は在勤・在学の者（会員数 4,529 人）  
・登録手数料 5,000 円/年度 
 

② 個別お見合い紹介の実施 
地域出会いサポートセンターにおいて、プロフィール 

閲覧ののち、サポーターの仲介による 1対 1のお見合い 
紹介を実施します。 

 
③ 会員情報の管理・プロフィールの閲覧に係る 

電子検索システムの運用等 
 

 

広く地域で出会い支援事業の普及啓発を行う「こうのとり大使」を地域ごとに委嘱
し、大使相互の情報交換会や大使の企画による出会いイベント等の支援を行います。 

（こうのとり大使：603 人） 
▼ 大使相互の情報交換の場として「情報交換会」の開催 
▼ 地域ごとに大使が企画・開催する「縁結び交流会」の開催支援 
 ▼ こうのとり大使による身上書交換会の開催 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 少子化・過疎化への対応 
少子化の要因である「未婚化・晩婚化」に対応するために、「ひょうご出会いサポートセンター」及

び「地域出会いサポートセンター」を配置し、１対１のお見合い紹介「ひょうご縁結びプロジェクト」
や、パーティ形式の「出会いイベント事業」を実施し、社会全体で男女の出会い・結婚支援を促進しま
す。〈以下数字は、H27.2 月末現在〉 

 

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 

 
 

こうのとり大使の活動支援 

ひょうご出会いイベント事業の実施 

 
独身の男女にパーティ形式のイベントや交流会の情報を提供し、出会いの機会を提供するとともに、

コミュニケーション能力や交際マナー等を習得する「婚活力アップ講座」等を開催し、男女の新たな出
会いを支援します。  

 
① あいサポ会員（団体・個人）、あいサポ応援団（協賛団体）の募集・登録 

▼ あいサポ会員（団体）：兵庫県内の企業・団体・自治体等（308 団体） 
▼ あいサポ会員（個人）：団体に属さない兵庫県内在住又は在勤・在学する者 

（9,267 人（男 2,684 人 女 6,583 人）） 
▼ あいサポ応援団：独身男女の「出会いの場」を企画・運営する兵庫県内のホテル・レストラン・旅

行会社等協賛団体（団体数：219 団体） 
 
② 出会いの場・職場交流会の開催支援等 

▼ あいサポ応援団等への指導助言を行うとともに、あいサポ会員（団体・個人）に対するイベント情
報の提供 

▼ 県内企業の労働組合や互助組織等の協力を得ながら、企業間や業種単位の交流イベントを企画・
実施 

 
③ 婚活力アップ講座等の開催 

▼ 独身男女が結婚観、家庭観やコミュニケーション能力、交際マナー等を習得する講座を開催し、
出会いから成婚までの過程を支援 
・開催回数 年 10回 

▼ 大学生を対象に、未婚化・晩婚化の現状、出産適齢期、結婚して家庭を持つことの素晴らしさなど
への理解を深めるセミナーを開催 
・開催回数 年 10回 

 

ひょうご縁結びプロジェクトの推進 
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 活動を支える人材の育成 

地域で青少年活動・青少年育成活動に取組む人材・リーダーを育成するための人材育成事業を推進します。 

 

青少年活動・育成活動に携わるリーダー等のため
の必要な知識の習得や、リーダーシップの向上と意
識高揚を図ります。 

 
・日  程   1回目：平成27年10月 
        2回目：平成27年11月 

兵庫・沖縄友愛運動の一環として、両県青年の交
流事業を行い、友愛の絆を深め、ふるさとへの愛
着を育み、郷土の発展に寄与するリーダーを養成
します。 
 

・開催時期 ･場所 
平成27年 9月 ３日～６日・沖縄県（３泊４日） 
平成28年 2月11日～14日・兵庫県（３泊４日） 

  

 

５００人委員育成のためのセミナーや交流活動を開催し、青少年育成リーダーの養成に努めます。 
 

①  育成人員  第 14 期（平成 27・28 年度）生 500 人（期間 2年） 
②  講座内容  

 

全県セミナー 
青少年健全育成等に関する講演や大会への参加等により、必要な基本的知識を身
に付ける。 

地域セミナー 
青少年を取り巻く今日的課題や地域課題の解決に向けて、講義やワークショップ、
フィールドワーク等により、実践的な取組を学ぶ。 

地域交流活動 地域課題の解決に向けて、グループによるケース・スタディや 500 人委員会ＯＢ
活動への参画など、自主的な取組を行う。  

 
③ 入学・修了等 

単位取得制によることとし、原則として、平成 27年６月入学、平成 29 年３月修了とします。 

地域における青少年活動・青少年育成活動を推進するとともに、地域団体や地域住民の様々な地域づくり活
動を効果的に支援するため、青少年や地域づくりの分野において幅広く活動できる「地域活動コーディネータ
ー」を配置します。 

・配置人数 10 名〔本部（神戸事務部）1名、地方本部 9名〕  

留守家庭の小学生を対象とした放課後児童クラ
ブに従事する「放課後児童指導員」の拡充と資質向
上を図るため、支援員として必要な知識・技能と、
それを実践する際の基本的な考え方や心得を認識
させることを目的とした研修を実施します。 
  

次代を担う青年が、本県との友好関係がある国を
訪問し、現地青年との交流をはじめとする多様な体
験活動を通して、国際的視野を身につけ、地域社会
に貢献するリーダーを育成します。 
日 程 平成 27年９月 10日～15日（５泊６日） 
訪問地 中華人民共和国（海南省・香港） 
事前研修会 ８ 月１日～２日（１泊２日） 
事後研修会 10 月 10 日～11日（１泊２日） 

 
Ⅴ 青少年活動の展開を支える基盤の充実 

兵庫・沖縄青年リーダー交流事業 
（友愛キャンプ）の実施 

２ 地域における活動の充実 
各地域の青少年の状況や地域特性を踏まえた青少年活動、青少年育成活動を、地域の団体・機関と

協働し、住民等の参画を得ながら展開します。 

青少年活動リーダー・スキルアップ研修の実施 

 

地域活動コーディネーターの設置事業 

「放課後児童支援員」研修事業の実施○新  

兵庫県青年洋上大学海外養成塾の実施 

こころ豊かな人づくり 500 人委員育成事業の推進 

 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

●青少年施設紹介● 

県立山の学校は、学校生活等に馴染めない青少年の

自立を支援する学びの場で、平成 5 年 1 月に開設され

これまで、300 名を超える修了生が社会に巣立ってい

ます。 
平成 27 年度の新しいプログラムとしては、「地域ボ

ランティア実践研修」「訪問ボランティア研修」「食育

プログラム」「地域への情報発信の強化」という４本

の柱を中心に社会に貢献できる生徒の育成を目指し

ていきます。 
 
◆本科生コース（修業年限：1 年、全寮制） 
県内に在住する中学校を卒業した 20 歳までの男

子で、豊かな自然の中で、さまざまな体験活動を

通して自分の生き方を見つけ、たくましく生きる

力を培いたいとの意欲のある人が対象です。 
◆チャレンジ体験コース（年６回、指定する日） 

概ね 25 歳までの県内在住の男女で、山の学校の

体験プログラムを活用して、進路選択等を考える

機会としたいという意欲 
のある人が対象です。 

 

《問い合わせ先》   

県立山の学校  TEL 0790-62-8088 
URL http://www.seishonen.or.jp/yamanogakkou/ 

 

 
県立こどもの館は、子どもたちがあそびや表現活動、図書、工作などを通し 

て、多くの人とふれあい、豊かな個性や温かい心を育む機会と場を提供してい 
ます。 
平成２７年２月「こどもの館・ふれあい体験ひろば」を開設しました。 
このひろばは、高校生、特別支援学校生等が中心となって、NPO 等関係団体と 

連携しながら企画・運営を行うとともに、授産施設の販売など障害福祉サービ 
ス事業所が積極的に参画し、子ども、親、高校生、障害者など多様な人々の交 
流によって支え合うことの大切さを学びことを目的としています。 
お菓子・雑貨等の授産商品の販売を行うふれあいマーケットや、乳幼児向け 

体操遊びの指導、人形劇の上演を行うふれあいステージなどを実施します。 
 
 開催日時  原則として、第２土曜日、第４日曜日の１１時から１６時  
 場  所 地下１階“おべんとうひろば” 

 
 
★館内には、「親子遊戯室」「伝承あそびのひろば」「児童図書室」「体験学習コーナー」などがあり 
上記のほかにも、様々な事業を行っていますので、詳しくは下記までお問い合わせください。 

   
《問い合わせ先》県立こどもの館  TEL 079-267-1153 

URL http://kodomonoyakata.jp 

 

県立神出学園は、不登校等を経験した青少年の自

立を支援する学舎として、平成 6 年 10 月に開設され

ました。平成 26 年度より入学対象年齢が 23 歳未満

となりました。 
 平成 27 年度は、学園修了後、次の進路で力を発揮

できるよう、これまでのプログラムを充実させつつ

も、さらに発展させた「地域ボランティア」「マーケ

ティング」「エコ環境」「ワンデ－ワーク」などのプ

ログラムを新設し、心理的支援の充実として「動作

法」「リラクゼーション」「ＳＳＴ」のプログラムを

新設します。また、「通信・高認サポート」プログラ

ムを新設し、高等学校の学習に特化した学習指導・

レポート指導及び進路指導を行います。 
その他、保護者支援の講座や、支援者向け研修を充

実させていきます。 
 
◆1 日交流体験コース（月１～３回程度） 
 県内に在住する 15 歳以上 35 歳以下のひきこもり

等の状態にある男女で、人間関係を構築できないで

苦悩しており、そのスキルを学ぼうと意欲のある人

が対象です。 

 

 

 

《問い合わせ先》   

県立神出学園  TEL 078-965-1122 
URL http://www.kande-gakuen.jp/ 

 

県立山の学校 

県立こどもの館 

県立神出学園 
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●地方青少年本部自主事業● 

●水辺を美しくする運動啓発ポスターコンク

ール（北播磨と共催）（6～9 月） 
●未来をひらく少年会議（北播磨と共催）（7 月） 
●子ども（小学生等）の体験学習（7～8 月） 
●少年の主張東播磨大会（8 月） 
●子ども会議（12 月） 

●但馬中学生からのメッセージ（8 月） 
●山陰海岸ジオパーク小学生駅伝競走大会兼

但馬小学生駅伝競走大会（10 月） 

●青少年健全育成への支援 

 

●青少年健全育成に係る普及啓発事業 
●阪神北青少年フェスタ（11 月） 
●「こころ豊かにのびよう！のばそう！ひょ

うごっ子」宝塚フォーラムの開催（2 月） 

●親子ふれあい いきいき わくわく野球観戦 
（7 月） 
●スナッグゴルフ大会（8 月） 
●親子のふれあいイベント（仮称） 
●青少年健全育成事業への支援 

●夏休み木工教室（8 月） 

●六甲山の自然を学ぼう 

●みんなで音楽会（仮称） 

 

●どろん子サッカー大会（6 月） 
●水辺を美しくする運動啓発ポスターコンク

ール（東播磨と共催）（6～9 月） 
●未来をひらく少年会議（東播磨と共催）（7 月） 
●北播磨地区子ども会議（10 月） 
●北播磨青少年健全育成事業 
（活動奨励費交付事業） 

●青少年健全育成・非行防止啓発事業 
●中播磨少年の主張審査会（6～8 月） 
●青少年健全育成事業への支援 
●親子、世代間のふれあい事業の実施 
・わくわく体験フェア（11 月） 
・ふれあいハイキング（11 月） 

●青少年健全育成・非行防止啓発事業（7 月） 
●親子ふれあい体験事業 
 ・親子ドラゴンボード体験事業（8 月） 
・ふれあいハイキング（3 月） 

●西播磨少年の主張審査会（9 月） 
●西播磨地域ふれあい活動促進事業（助成） 
●地域文化体験事業（10 月）  

●普及啓発事業 
 ・丹波青少年本部普及啓発事業 
 ・マナーアップ啓発事業 
●青少年育成事業 
 ・たんば子ども塾（７月～８月） 
 ・丹波の森若者塾 
 

●淡路青少年の主張大会（8 月） 
●青少年健全育成に関する事業への助成 

●淡路島みんなでウォーキング（11 月） 

 

地方青少年本部では、広報や表彰のほか、さまざま
な特色ある自主事業を行っています。 
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第 43 回兵庫・沖縄冬期友愛キャンプ 
 
 沖縄の青年を兵庫に迎え，冬の但馬でスキー研修や
カニすき交流会を開催するなど、兵庫ならではの“お
もてなし”により交流を深めます。 

 
開催時期 平成28年2月11日(木)～14日(日)（3泊4日） 
開催場所 兎和野高原野外教育センター、神戸市内 
参  加 者 兵庫・沖縄両県青年 

 

ひょうご青少年活動フェスティバル 
 
青少年活動を展開する青少年自らが企画・運営するフ

ェスティバルを開催し、青少年団体・グループの活動を

広く県民にアピールします。 

 

開催時期 平成 28 年 2月 

開催場所 神戸市内 
 
また、フェスティバルの開催に先立ち、企画・運営を

行う実行委員を募集します。（募集時期 平成 27年 9月） 
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～イベントカレンダー～ 

こどもフェスティバル 

「多世代で体験活動～あそぶ・つくる・かんじる」 

 
こどもの日はこどもの館へ！ロボットであそぼう、お

もしろ化学マジックショー、いろいろ積み木であそぼ
う、わくわく！劇あそび、ウグイス笛づくりなど、イベ
ントが盛りだくさん！家族で一日中あそべます。 
 
日 時 平成 27 年 5月 5日（火・祝）10 時～16 時 00 分 
場 所 県立こどもの館 各所 
内 容 ① オープニングセレモニー 

 ・姫っ娘５ほか 
    ② いろいろ積み木であそぼう！ 
    ③ 多世代ふれあい交流サロンスペシャル 
    ④ わくわく！劇あそび 
    ⑤ 楽しさいっぱい！あそびのひろば、つくる 

ひろば 
 
問い合わせ先 県立こどもの館（TEL 079-267-1153） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「青少年のネットトラブル未然防止大作戦」 

全県大会 
 
青少年のインターネットの利用の実態や危険性を正

しく理解し、適切な指導や啓発を行えるよう青少年、保

護者や教職員等を対象に全県大会を開催します。 
 
開催時期 平成 27 年 12 月 
開催場所 神戸市内 

 
また、全県大会に先立ち、メッセージコンテスト 
（標語募集）を行います。 
 
募集時期 平成 27 年 6 月～9 月 

 

体験の風をおこそうセミナー 
 

県下全域への「体験の風をおこそう運動」の普及・浸
透をめざす集会を、県内各地で開催します。 
 

開催時期 平成 27 年 10 月～平成 28 年 1月 
内  容 体験活動についての発表、班別討議 など 

 

子育て３ひろば交流会 
 

子育て３ひろば（まちの子育てひろば・子どもの冒
険ひろば・若者ゆうゆう広場）関係者が一堂に会して
意見交換などを行う交流会を開催します。 
 

開催時期 平成 28 年 3月 
開催場所 神戸市内 

 

子どもの冒険ひろば 「一斉開催月間」 
 

今年度は秋に実施します。より多くの子どもたちにひ

ろば活動への参加を促し、その楽しさを体験して貰うた

め開催します。 
 
開催時期 平成 27 年 11 月  
また、Facebook「冒険がえるくらぶ」では、ひろばの

様子やお知らせ情報などを発信していますので、ぜひチ

ェックしてみてください。 
https://www.facebook.com/boukengaerukurabu 
  

ひょうご青少年社会貢献活動認定制度 
交流フォーラム 

 
社会貢献事業（活動）に参加した青少年、学校、企

業、青少年育成団体等の関係者が一堂に会し、意見交
換などを行う交流会を開催します。 
  

開催時期 平成 28 年 3月（予定）  
 開催場所 神戸市内 
 

インターネット等（親子）学習会 
 

青少年が安全に安心して携帯電話やパソコン
などのインターネットを利用できるよう、青少
年と保護者の情報リテラシー習得のための学習
会に対して助成します。 
 
助 成 対 象 小・中・高校 PTA、青少年団体等 

助  成  額 １件３万円上限（年間５０件） 

助成対象期間 平成２８年３月３１日まで 

（先着順） 

助成申請方法  学習会の助成を申請しようとす

る団体は、学習会実施１ヶ月前

までに、助成金交付申請書を提

出してください。 
 
申し込み・お問い合わせは、 

兵庫県青少年本部 子ども・若者応援団担当へ 

 

「ふるさとづくり青年隊」成果発表会 
 

「ふるさとづくり青年隊」事業を振り返るととも

に、広く成果の発信や普及を図るため、成果発表会を

開催します。 
 

開催時期  平成 28 年 3月 

  

 

５月 ３月 

10 月 

12 月 

9 月 

２月 

1１月 

助成金の募集情報 

第 43 回兵庫・沖縄夏期友愛キャンプ 
 
夏の沖縄で沖縄の青年たちとともに、海洋研修(カヤック

訓練など)を楽しみ、平和祈念公園や首里城などの伝統文化

施設や那覇市内を視察します。 
 
開催時期 平成27 年9月3日(木)～6日(日)（3泊4日） 

開催場所 沖縄県（本島） 
参 加 者 25 人  

 

少年の主張兵庫県大会 
 

県内各地域から選抜された 10 人の中学生が、日頃考

え、感じていることを力強く主張・発表します。 
最優秀賞に選ばれた人は、全国大会の出場候補者とし

て推薦されます。 
 
 開催時期 平成 27 年 9月 26 日（土） 

開催場所 兵庫県民会館（神戸市） 
 

兵庫県青年洋上大学海外養成塾 
 

兵庫県の友好関係がある国を訪問し、現地青年との交

流等を通して、国際的視野を身につけ、地域社会に貢献

するリーダーを育成します。 
 
 開催時期 平成 27 年 9月 10 日(木)～15 日(火) 

（５泊６日） 
訪 問 地 中華人民共和国（海南省・香港） 
参加人数 ８０名  

 事前研修会 8 月 1日(土)～2日（日）（１泊２日） 

 事後研修会 10 月 10 日(土)～11 日(日)（１泊２日）  
 

兵庫県青少年本部表彰 
 

日頃、地域において優れた活動を展開している青少年

及び青少年団体・グループ、並びに青少年指導者及び青

少年育成団体等を表彰し、その活動をさらに奨励してい

ます。 
  
表彰式 平成 27 年 11 月 
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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「ピッコロ」・理容室「今井」 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。 

 
割引 
コーヒー 10％割引 
（但し 11:00～13:00 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》 

「堀文子 一所不在・旅」展 
4 月 18 日(土)～6 月 7 日(日) 

TEL 078-262-0901 
（神戸市中央区） 

 

兵庫県立美術館 
 

《特別企画展》 
学んで魅せる標本展 

7 月 18 日(土）～
         11 月 15 日(日) 

TEL 079-559-2001 
（三田市） 

兵庫県立 
人と自然の博物館  

《阪神・淡路大震災 20 年特別展》 
地震・噴火・洪水 

―災害復興の３万年史― 
4 月 18 日(土)～6 月 2１日(日） 

TEL 079-437-5589 
（播磨町） 

兵庫県立考古博物館 
 

《特別展》 
〈美

ﾐ

似
ﾆ

〉the NIPPON 
4 月 18 日(土) 

～6 月 14 日(日) 
TEL 079-288-9011 

（姫路市） 

兵庫県立歴史博物館 

《開館 10 周年記念特別展》 
青磁のいま―受け継がれた 
枝と美 南宋から現代まで 

～5 月 24 日(日) 
TEL 079-597-3961 

（篠山市） 

兵庫陶芸美術館 
 

《特別企画展》 
1.17 阪神・淡路大震災 20 年
伝えよう未来へ世界へ 

～６月 28 日（日） 
TEL 078-262-5050 
（神戸市中央区） 

 

念 

人と防災未来ｾﾝﾀｰ  
《特別展》 

プラハ国立美術工芸博物館所蔵 
輝きの静と動 ﾎﾞﾍﾐｱﾝｸﾞﾗｽ 

6 月 6 日(土)～8 月 30 日(日) 
TEL 078-391-0035 
（神戸市中央区） 

神戸市立博物館 

～information～ 
青少年交流プラザ 
 

青少年や青少年団体等の主体的な活動を支援する「学習・

交流の場」として、青少年交流プラザを開設しています。 

 

開設場所 兵庫県民会館７階 

開設日時 月～金 ９：００～２１：００ 

     土・日 ９：００～１７：００ 

      ※休館日：土・日を除く祝日・休日など 

 施設概要 

 ・セミナー室（予約制）・・学習会、交流会など多目的に利用 

・交流サロン・・ 学習や談話等ができるフリースペース 

問合せは、兵庫県青少年本部 活動支援担当へ 

◆◆編集後記◆◆ 

 

・ようやく暖かくなり、新年度がスタート

しました。 
青少年ひょうごは、今回で８８号となり

ました。「８」は、縁起がいい数字と言われ

ているので、皆様方や青少年本部にとって、

良いことがたくさん増えることを願ってい

ます。（N)                               

平成 27 年度「ひょうご子ども・若者応援団」 

災害復興特別助成事業 

 
 自然災害等で被災した青少年を元気づけ、励ますため
に地域の青少年団体やグループが行う活動に対して助成
します。  
        

・助 成 額 1 団体あたり 15 万円上限 
・募 集 期 間 平成28年2月29日（月）まで 
・助 成 件 数 10 件程度 

 
問合せは、兵庫県青少年本部 

「ひょうご子ども・若者応援団」担当へ 
 

区分 負担金 被害認定 給付金 

住宅再建共済 
（※1） 

年額 円 
半壊 
以上 

最高 万円 

 年額  円 
一部損壊 

最高 万円 

家財再建共済 
(※2) 

年額 円 
半壊以上 

又は 
床上浸水 

最高 万円 

  




