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編集・発行

阪神北青少年本部

令和元年11月3日（日・祝）、猪名川町総合公園にて『第52回いーなーいな
がわまつり・阪神北彩りフェスタ』が開催され、阪神北地域の高校生たちが
日頃の活動の成果を発表しました。

阪神北地域やひょうごの魅力を大発見！

『ふれあいフェスティバル』開催決定！
日時 令和２年10月２４日（土）、２５日（日）
場所 県立有馬富士公園 休養ゾーン（三田市）

阪神北地域では平成２２年１０月から１０年ぶりの開催です。
今後詳細をお伝えしていきます。 前回の様子 県立三木総合防災公園

（令和元年１０月２６日・２７日）

猪名川甲英高等学院 地域活動部が 獅子舞演舞を披露！

県立三田祥雲館高等学校 科学部が サッカーロボット操作を伝授！

地域の伝統文化を継承したいとの思
いから「猪名川町の未来を描く高校生
フォーラム」で地元の獅子舞の復活を提
案し、町長賞を受賞したのは平成２９年
のこと。
昔を知る地域住民に指導を受けて特
訓を重ね、平成３０年、60年ぶりに地元
の秋祭りで復活させました。
今回、フェスタのメインステージで、ど
こか懐かしい雰囲気のある獅子舞を勇
壮に演じました。
大切な地域文化を、これからも未来へ
とつないで行きます！

日頃は、「スーパーサイエンスハイス
クール（文部科学省指定）」の先進的な
理数教育を受けている彼らが、今回
2019RobocupJuniorJAPANで
第5位になった自立制御型ロボットの
展示説明と、リモート機の体験コー
ナーを開設しました。
大人から子どもまで、ハイスピードで
動くロボットの操作制御を体験し、
ブースは大いに盛り上がりました！
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阪神北文化フェスタ
令和元年12月15日（日）、三田市まちづくり協働センターで『阪神北文化
フェスタ』を開催しました。阪神北地域の幼稚園生から大学生まで、たくさん
の若者が舞台発表やブース出展を行い、フェスタを盛り上げました。

ステージ：
県立北摂三田高等学校放送部【司会】
県立三田西陵高等学校放送部【司会】
関西学院大学 K.G.Blessed Choir【ゴスペル】
上方舞こども萠の会【日本舞踊】
ダンス・デ・フレンズ【ダンス】
子供日本舞踊さくらの会【日本舞踊】
川西市詩吟連盟【詩吟詠】
民謡あけみ会【民謡・三味線】
三田少年少女合唱団【合唱】
関西学院大学STUDIO MOOVEDOOR【ビンゴ】

ブース
SSV関西学院【クリスマス工作教室】
県立有馬高等学校人と自然科【コサージュ作り＆会場装花】
ネイチャークラフト 綿巻 秀樹氏【工作】

ふるまいコーナー
三田松聖高等学校茶道部【呈茶席】
一般社団法人 i-crosso【コーヒー】
障害福祉サービス事業所きらら【お菓子】

展示
川西市絵画協会【絵画】
夏休みのエコ作品コンテスト優秀作品展示

参加団体

ステージ発表は、クリスマスシーズンにぴったりのゴスペルから日本舞踊や民謡などの伝統文化の発表まで、バリ
エーション豊かな舞台となりました。工作ブースでは、子どもたちが大学生・高校生に教わってクリスマスカードやお
花のコサージュを作成し、個性豊かな作品が完成しました。ふるまいコーナーの呈茶席では、初めてお抹茶を飲むお
子さんもいて、日本の伝統に触れる良い機会となりました。フェスタ締めくくりの「お楽しみビンゴ大会」では、阪神
北地域の特産品が当たるたびに黄色い歓声があがり、大変盛り上がりました。
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各種表彰
阪神北地域で活動する個人・団体を表彰しました。

阪神北青少年本部表彰
令和元年12月15日（日）三田市まちづくり協働センターにおいて、阪神北地域で優れた活動を展開
している青少年団体・青少年指導者を表彰しました。

青少年団体・グループの部

猪名川甲英高等学院 地域活動部

青少年指導者の部

武田 優 （ボーイスカウト宝塚第6団）
濵田 祐太（猪名川甲英高等学院 地域活動部）

兵庫県青少年本部表彰

令和元年10月18日（金）兵庫県民会館において、県下で優れた活動を展開している個人・団体が
表彰され、阪神北地域からも多くの方が受賞しました。

青少年指導者の部（団体）

川西市剣道協会道場

青少年指導者の部（個人）

竹部 知佳（猪名川町子ども会連絡協議会）
辻 学 （猪名川町青少年健全育成推進会議）

少年の主張（中学生のメッセージ2019）

今年で41回目を迎えた「少年の主張兵庫県大会」。今年度は県内96の中
学校から8,461点の応募があり、令和元年9月29日（日）、兵庫県民会館
で開催された県大会で各地の代表者が発表を行いました。

阪神北地域からは三田市立上野
台中学校 坂本 葵さんが、職場
体験を通して考えた『たくさんの
出会いと私の夢』をテーマに発表
し、奨励賞を受賞しました。

タイトル 学校名 氏 名

最優秀賞 たくさんの出会いと私の夢 三田市立上野台中学校 坂本 葵

優秀賞 お互いを大切にし合える社会 三田市立けやき台中学校 稲垣 里奈

優秀賞 ガラスの命 三田市立けやき台中学校 石松 純

奨励賞 プラスチックのない海へ 小林聖心女子学院中学校 山本 小百合

奨励賞 いじめをなくすために 伊丹市立荒牧中学校 重並 咲希

奨励賞 「なりたい自分になるために」 三田市立上野台中学校 久田 有莉

令和元年度「少年の主張兵庫県大会」阪神北地域 受賞者一覧



回 日程 内容 場所

1 5月12日(日) アマゴ・ニジマスふれあいつかみ取り体験！ 三田市 羽束川小柿渓谷

2 6月29日(土) 丸太ベンチづくりと野菜収穫体験！ 三田市 沢谷地区

3 7月6日(土) 昆陽池公園と昆虫館の秘密を探れ！ 伊丹市 昆陽池公園・昆虫館

4 9月14日(土) 猪名川上流で水のいきもの探しとネイチャークラフト 猪名川町立ふるさと館の小川

5 10月5日(土) 武田尾廃線敷探検といきもの・生きもの観察！ 宝塚市 武田尾駅周辺

6 11月16日(土) 宝塚自然の家で里山保全体験と秋の自然探検 宝塚市立宝塚自然の家

7 2月1日(土) 一庫公園の森探検と炭焼体験！ 川西市 一庫公園

こども北摂里山探検隊（北摂里山博物館運営協議会と共催）

小・中学生が里山を探検し、昆虫・自然観察や里山保全活動などの環境体
験学習を行う「こども北摂里山探検隊」。今年度は全7回を開催し、たくさん
の子どもたちが参加しました。

第3回 昆陽池公園と昆虫館の秘密を探れ！ 7月6日(土)

第４回 猪名川上流で水のいきもの探しとネイチャークラフト 9月14日(土)

第6回 宝塚自然の家で里山保全体験と秋の自然体験 11月16日(土)

ハイスピードカメラで撮影された
昆虫の動画を鑑賞！

伊丹市昆虫館のバックヤード見学！
さなぎのお世話の様子を観察したよ

昆陽池公園で植生観察

猪名川町立ふるさと館周辺の
川に入って生き物探し

採取した生きものを観察 木の実を使った
ネイチャークラフト教室

紙芝居で「松尾湿原の保全」
を学んだよ

里山の手入れをお手伝い のこぎり体験

令和元年度 開催実績

４



５

青少年サポートセミナー
（第16期こころ豊かな人づくり500人委員育成事業）
青少年の健やかな成長や夢の実現を応援する人材を育てる「青少年サポートセ
ミナー」。第16期（令和元、令和2年度）では、地域の子育てや体験活動など、身近
な課題に取り組む地域カリキュラムを設定し、青少年育成について学んでいます。

令和元年度の活動内容

開講式（全県）

オリエンテーション・ワークショップ

子どもの居場所づくり交流会

実践講座 キセラ川西プラザ 10月24日(木)

実践講座 県立阪神昆陽高等学校 11月21日(木)

教育・健康・福祉を複合的に支援する施設を集約した『キセラ川西プラ
ザ』。今回は「県川西こども家庭センター」「川西市こども・若者ステーショ
ン」「川西市障害者共働作業所あかね」を訪問し、職員の方からの施設説
明を受けました。子ども・若者支援の窓口が集約され、各部署が連携して
取り組む業務体制の説明に、参加者は熱心に耳を傾け、活発な質問・意
見交換を行いました。

講座 地域 日程・場所 内 容 

基

本

講

座 

全

県 

8 月 26 日(月)13:00～ 

県民会館（神戸市） 
開講式・記念講演（演出家 平田オリザ氏） 

阪

神

北 

9 月 6 日(金)13:30～ 

宝塚商工会議所 

オリエンテーション・講演（こうべユースネット 辻幸志

氏）。セミナーの目的を共有するワークショップを実施。 

実

践

講

座 

阪

神

北 

10 月 24 日(木)13:30～ 

キセラ川西プラザ 

昨年オープンした県内初のこども・若者の相談窓口＆居場

所を備えた複合公共施設。県こども家庭センター、こども・

若者ステーション、障害者共働作業所を訪問。 

11 月 21 日(木)19:00～ 

阪神昆陽高校(伊丹市) 

多様な生徒のニーズに応える多部制単位制(定時制）の高

校。「ノーマライゼーション」授業を見学し、現状や課題を先

生から学ぶ。 

阪

神

南 

10 月 1 日(火)18:45～ 

浜風新ｺﾐｽｸﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ(芦屋市) 

「外国にルーツのある人たちへの日本語と学習支援の見学

と体験」夜勉強会。 

10 月 27 日(日)9:15～ 

西宮市総合福祉センター 
発達障がい児の発達支援体験。 

教

養

講

座 

全

県 

９月 29 日(日)13:30～ 

県民会館（神戸市） 
少年の主張兵庫県大会 
中学生の各地区代表が、将来の夢、社会への提言などを発表。 

10 月 18 日(金)13:30～ 

県民会館（神戸市） 
子どもの居場所づくり交流会 
講演やグループワークにより、地域で取り組む方々と交流。 

12 月 15 日(日)13:00～ 

県公館(神戸市) 
スマホサミット in ひょうご 
子ども達による公開討論会。青少年とスマホの在り方を考える。 

阪

神

北 

11 月２日(土)13:00～ 

宝塚ホテル 

北摂里山フォーラム ～次世代につなぐ里山づくり～ 

講師 島根大学教授 作野広和氏 

若い世代を含めた多様な人々が、里山保全活動を報告。 

11 月７日(木)15:00～ 
宝塚市総合福祉センター 

長期化するひきこもりの現状と課題 
講師 ジャーナリスト 池上正樹氏 

 若年層の不登校や中高年のひきこもりの現状と課題を考える。 

11 月 22 日(金)14:00～ 

猪名川町文化体育館 
猪名川町の未来を描く高校生フォーラム 
「あなたがもし猪名川町長だったら？」高校生が施策提案。 

12 月１日(日)14:00～ 

伊丹市立西中学校 
伊丹市いじめ防止フォーラム 
加害者の心理にも焦点を当て、「いじめ」の実態を考える。 

 

『阪神昆陽高校』は、働きながら学ぶ生徒や中途退学者の再チャレンジ
など、幅広いニーズを持つ生徒が主体的に学ぶ多部制単位制の高校です。
今回は夜間の部の『ノーマライゼーション（障がい者を持つものと持た
ないものが平等に生活すること）』の授業を見学しました。参加者は、「社
会の変化に対応して多様な授業を行っていることに感銘を受けた。」「現
在は不登校、いじめなどドロップアウトしやすい環境なので、こういう学
校が多くできればよいと思った」など活発に意見を交換しました。
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見直そう！スマホ・ネットの使い方
SNS（会員制交流サイト）やインターネットをきっかけに子どもが犯罪に巻
き込まれるケースが相次いでいます。今一度、ご家族でスマートフォンやイン
ターネットの利用方法を見直しましょう。

スマホサミットinひょうご2019

令和元年12月15日（日）兵庫県公館にて、青少年の安全なインターネット利用促進のために、家庭・学校・地域
の関係者が青少年とともに考え学ぶ「スマホサミットinひょうご2019」が開催されました。
小・中学校の取組発表や、小・中・高校生らによるネット利用ルール作りの公開討論会が行われ、参加者は「小
学生でもスマホを持っていることが当たり前、早いうちから一緒にルールを決めることが大事」と訴え、青少年
がワークショップで話し合って決めた「ひょうごスマホ宣言2020」が発表されました。

青少年が考えた

ひょうごスマホ宣言2020
〈時間〉

スマホより 大事にしてね 家族の時間
〈危険〉

危ないと 感じた時には もう遅い
〈フィルタリング〉

考えて 守ってあげたい 親心
〈人間関係〉

その投稿 増える検索 減る友達

子どものSNS（会員制交流サイト）利用の見直しを！

令和元年11月、ツイッター（SNS）で知り合った兵庫県の中学
生の少女を約2ヶ月にわたり借家に住まわせていたとして、未成
年者誘拐の罪で埼玉県の男が逮捕される事件が発生しました。

兵庫県・兵庫県青少年本部が県内の青少年とその保護者を対
象にした令和元年度「ケータイ・スマホアンケート」及び「インター
ネット夢中度調査」によると、小学4～6年生の15.5％、中学生
の28.9％、高校生の52.5％ が「会ったことのない人とネット
でのやりとりをしている」ことが分かりました。また、小学4～6
年生の2.2％、中学生の3.3％、高校生の11.9％ が「ネットで知
り合った人に実際に会ったことがある」と回答しました。

子どもが危険な事件に巻き込まれないよう、大人が子どもの
ネット利用実態を知ることが大切です。

令和元年度「ケータイ・スマホアンケート」及び
「インターネット夢中度調査」結果
（兵庫県・兵庫県青少年本部）

子どものスマートフォン、ゲーム機の利用状況を保護者が把握し
安全管理する機能を「ペアレンタルコントロール」と言います。利用
時間の制限、課金の管理、年齢区分（対象年齢でないアプリのダウ
ンロードを制限する設定）の機能を活用しましょう。

事業者が提供しているサービス
Apple （iPhone） 「スクリーンタイム」
Google（Android） 「ファミリーリンク」

ペアレンタルコントロールの活用

フィルタリングの活用

「フィルタリング」は、インターネット上の有害サイトにアクセスで
きないようにする機能です。子どもを守るために必ず設定しましょ
う。（兵庫県は条例で青少年のスマートフォン、携帯電話へのフィル
タリングを原則義務化しています。）



7

ひょうご子ども・若者応援団
企業や団体等から提供される多様な資源を青少年育成活動に取り組む
団体に橋渡しをしています。

マッチング事業

青少年団体・グループが青少年の健全育成を目的として
実施する活動に対して、企業などから提供いただいた資
源を橋渡ししています。

企業などからの提供資源情報は、「ひょうご子ども・若者
応援団」に登録されている団体・グループへメール・FAX
でお知らせします。

登録方法
登録申込書と必要書類（団体定款等）をご提出ください。

ご支援いただいた企業・団体様
（令和元年度 阪神北地域）

神戸ロータリークラブ、兵庫県企業庁、
植垣米菓㈱、㈱大地農園、六甲バター㈱
生活協同組合コープこうべ
兵庫県モラロジー青少年団体連絡協議会
SMBC コンシューマーファイナンス㈱
プロミス神戸お客様サービスプラザ

一般助成事業

青少年の自然体験、社会参加、リーダー養成、異世代・地域間交流などの事業を対象に助成します。

助成額 1件あたり10万円を限度
募集期間 上期：4月～9月実施分

下期：10月～3月実施分

災害復興支援特別助成事業

県内の青少年団体等が、県内または被災地で実施する台風・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します。

助成額 1団体・グループあたり15万円を限度（定額）
募集期間 令和3年2月26日（金）まで

インターネット等（親子）学習会助成事業

青少年をネットトラブル等から守る手立てなどについての学習会に対し助成します。

助成額 学習会の講師謝金・講師旅費・会場使用料について総額3万円を上限
募集期間 令和3年2月26日（金）まで

【お問い合わせ先】

公益財団法人兵庫県青少年本部「ひょうご子ども・若者応援団」担当
〒650-0011
神戸市中央区下山手通4-16-3 兵庫県民会館8階
TEL 078-891-7410 FAX 078-891-7418
ホームページ https://seishonen.or.jp

※申請書類はホームページからダウンロードできます。
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阪神北出会いサポートセンター
兵庫県では、結婚を希望する独身男女の皆さんに、1対1のお見合いの

機会を提供しています。センターへお気軽にご相談ください。

【対象】結婚を希望する20歳以上の独身の方
【費用】登録手数料 年額5,000円

(※20代の方は3,000円)
お申し込み方法は、ホームページをご覧ください。

https://www.msc-hyogo.jp/

はばタン会員募集中！

阪神北出会いサポートセンター
【受付時間】火・水・土・日 9時～17時15分
〒665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1 アピア2 1階
TEL 0797-26-7351 FAX 0797-72-1086

「阪神北☆夢づくり応援事業」
地域課題を解決し、より良い地域づくり
を目指す取り組みに補助します。
【対象】阪神北地域内にある地域活動団体
◆事業内容 阪神北地域の地域資源(人
的･自然資源等)を活用し同地域内外の交
流促進や課題解決につながる事業。
【助成額】上限20万円
【募集期間】令和2年4月24日（金） (消印
有効)までに所定の書類を郵送して下さい。

【お問合せ・提出先】
兵庫県阪神北県民局県民課
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15
TEL 0797-83-3137
FAX 0797-86-4379

子どもの交通事故が春先に増加！

阪神北青少年本部

賛助会員加入のお願い

【お問合せ】
阪神北青少年本部
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15
TEL 0797-83-313８
FAX 0797-86-4379

春先は子ども（特に新小学1年生）の交通事故
が増加します。小学生になって子どもだけで登
下校したり、遊びに行ったりすることが原因と
されています。ご家庭でお子さんと一緒に交通
ルールを確認しましょう。

交通安全キーワード「こいぬのあしあと」
（兵庫県警作成）

こ 交通安全は家庭から
い いつものみちでも とまる・みる・まつ
ぬ ぬれたみちでは スリップちゅうい
の のるときは ブレーキ・ライトだいじょうぶ
あ あおしんごうでも みぎ・ひだり
し シートベルトは カチッとなるまで（鳴るまで）
あ あかるいふくと はんしゃざい
と ｢止まれ｣のばしょは いったんとまってみぎ・ひだり

阪神北青少年本部が実施している事業は
皆様からの温かいご支援によって成り立っ
ています。阪神北地域の青少年健全育成の
ために、是非「賛助会員」にご入会ください。

個人会員 年額 1口（ 2,000円）
団体会員 年額 1口（10,000円）

子ども関係の相談窓口 ※令和2年3月時点

県警本部少年課
ヤングトーク

0120-786-109

ひょうごっ子
悩み相談センター

0120-0-78310
（24時間）

ひょうごっ子
「ネットいじめ情報」相談窓口

06-4868-3395
（月～土 14時～19時）

ほっとらいん相談
（青少年のための総合相談・
ひきこもり専門相談）

078-977-7555
（月・火・水・金・土

10時～16時）

児童相談所虐待対応ダイヤル 189（いちはやく）

令和２年７月～

自分のスマホで
お相手閲覧が
可能になります！


