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新・神戸っ子すこやかプランにおける青少年育成施策(案) 

 

【現状と課題】  

青少年を取り巻く社会環境が変化する中、ニートやフリーターなどと呼ばれる若者が多

数存在しており、若者の社会的自立に向けた取り組みが必要とされています。  

未来を担う青少年が自立した社会人に成長するためには、主体的に考え行動できる力や、

他者とのふれあいなどを通して得られる豊かな心、そしてコミュニケーション能力などの

「生きる力」を子どもの頃から培っておくことが重要です。  

 

そのためには、青少年が自主的に活動できる場や機会、そして社会や地域の一員である

ことを実感できる機会を提供するとともに、青少年が安全に安心して過ごすことのできる

環境を整えることが必要です。家庭、学校、行政、地域団体および青少年活動団体など、

青少年にかかわる関係者がそれぞれの役割に応じて、社会全体で青少年の健全育成や安全

安心の確保に取り組んでいくことが求められています。  

 

近年、パソコンやスマートフォンなどのインターネットを利用できる機器が青少年へ普

及するに伴い、有害情報の閲覧、ＳＮＳによる子どもたちの間でのトラブル、ネット依存

による生活リズムの乱れなどが問題となっている中、インターネット・リテラシー教育の

必要性が高まっています。また、危険ドラッグや酒・たばこなど、社会には青少年の健全

な育成を阻害する要因が多く潜んでいます。 

一人ひとりの青少年が未来に希望を持ち、社会の一員として自立と自己実現が図れるよ

う、また、青少年の主体性を尊重しながら、その成長発達を援助するための施策を展開し

ていきます。 
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【施策展開】  

(1) 青少年の居場所づくりの支援 

青少年が家庭や学校以外で過ごすことができる第３の居場所として各区１か所に整備し

たユースプラザなどの「青少年の居場所」において、青少年活動を行うＮＰＯのノウハウ

を活用し、青少年が自主的な活動を通じて、自分の夢や希望にチャレンジするとともに、

仲間づくりや異世代交流を行うことができるよう、支援して行きます。  

また、青少年育成団体等がそれぞれの地域で実施する行事や体験活動に青少年が企画・

運営に参画し、やりがいや達成感を味わうことで、自尊感情を育み身近な地域での居場所

を提供する取り組みに対して支援します。 

 

① 中高生の活動拠点の運営 

中高生を中心とする青少年が自由に立ち寄り、サークル活動や異世代間の交流が行える

よう、各区１か所にあるユースプラザなどを、ＮＰＯ等との連携により運営を行い、青少

年の自主的な活動を支援します。 

 

② 地域による青少年の居場所づくり事業 

地域の青少年育成団体等による中高生を中心に企画・運営する行事の開催や活動の場の

提供に対して支援を行います。 

 

(2) 青少年会館の機能充実 

青少年の健全育成や青少年活動の促進を目的に活動する青少年団体および青少年育成団

体が活動を行う全市的な拠点として、また、各団体が連携を図る場である青少年会館の運

営を行い、各団体の活動による青少年の自立・成長を図ります。 

 また、青少年を対象に研修会や講習会を開催するとともに、青少年が自主的に企画・実

践する機会を提供し、青少年を育成するさまざまな事業の展開を行います。 

 加えて、神戸市内で活動するさまざまな青少年団体の指導者を育成するための研修や情

報交換を、大学とも連携しながら青少年会館が果たせるように取り組みます。 

 

① 青少年団体および青少年育成団体への支援 

青少年の健全育成や青少年活動の促進を目的に活動する要件を満たす青少年団体および

青少年育成団体を青少年会館の登録団体とし、部屋の優先利用や団体の結成や運営の相談

に対応するとともに、各団体の活動を広く一般に周知するためのイベントを開催し、団体

活動の活性化を図るなど、各団体の活動の支援を行います。 

 

② 青少年の育成機能の充実 

キャンプなど自然体験活動を中高生が自ら企画・実践する主体的な活動を支援したり、会

館主催事業への青少年の参画の機会の提供や、社会で必要なスキルを身につけるためのセミ

ナーを開催したりするなど、青少年を育成するさまざまな事業を展開します。 
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③ 青少年団体の指導者の育成 

青少年会館が中心となって、青少年を育成する団体の指導者としての力量や考え方、ある

いは団体相互間の調整能力を培うため、指導者間の研修や情報交換のための会合を定期的に

開催し、お互いの活動を認め合い、協力しあう体制を構築することで、今後の神戸市の青少

年活動を活性化に努めます。加えて、大学と連携し、教育学や社会学、心理学などの専門的

な見地から協力を得ることにより、指導者育成の内容の充実を図ります。 

 

(3) 青少年の社会参画の促進  

青少年の社会参画を促進する上で、積極的に社会にかかわることで、自尊感情を高め、

社会の中で自分が役に立っているという感情を育むことが重要です。 

そのため、青少協などの地域団体が、さまざまな地域の活動において小中高生に積極的

に役割を与えるなどの取組みを引き続き実践していただくとともに、大学生のボランティ

アグループが地域活動に参画するよう推進していきます。 

加えて、大学生を指導者とする小中学生対象のキャンプなどの事業や大学生が主体とな

って企画・運営するイベントなどに取り組みます。 

また、青少年が、進学や就職など、自分の将来について考えるきっかけとなる事業に取

り組み、青少年の社会参画の促進に努めます。 

 

① 地域団体による青少年の地域社会参画の働きかけ 

青少年育成協議会などの地域団体に、地域のお祭りなどの行事の運営に青少年が参加し

企画するなどの機会を設けていただくように働きかけ、青少年の地域社会への参画を促進

します。 

 

② 大学生などの青少年を主体とする事業の実施 

「国際交流キャンプ」や「成人お祝いの会実行委員会」など、大学生が主体となって企画・

運営する事業に組むとともに、参画した大学生が継続して事業に携わったり、得た経験を

他の青少年活動で生かせる仕組みづくりについて取り組みます。 

 

③ 「こうべカタリ場」事業の実施 

キャリア学習の一環として、将来について考えるきっかけとするため、高校生が人生の

先輩である大学生に、進路の悩みを相談したり、大学での体験談を聞いたりする機会を提

供します。 

 

④ インターンシップの推進 

職場体験・インターンシップを全日制高校７校と定時制高校１校で行い、職業意識の形

成を図ります。 
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(4) 課題を抱えた青少年・若者の自立支援 

ニートやひきこもりをはじめとした、就労や社会とのつながりを築くことに課題を抱え

る15歳から39歳までの若者を対象に、一人ひとりの状態や状況に応じた、きめ細かな支援

を行うため、「地域若者サポートステーション事業」の実施主体であるＮＰＯ法人が、臨

床心理士等による心理カウンセリング、就労体験プログラムのほか、若者本人だけでなく

その保護者を対象にしたセミナーの実施など多方面からの事業を実施し、社会における居

場所を見つけ社会参画ができるように支援を行うとともに、サポステの利用者が卒業後も

事業に参画する仕組みづくりに努めます。 

また、いじめや不登校・中途退学者など課題を抱える子どもたちの居場所機能の充実を

図るなど、子どもたちの心のケアに努めます。 

 

① こうべ若者サポートステーションの運営支援の充実 

地域若者サポートステーション事業の通常メニューに加え、臨床心理士などによる心理

カウンセリングや就労体験プログラムなどの実施や、保護者を対象としたセミナーの開催、

学校との連携による支援など、「こうべ若者サポートステーション事業」の運営を充実す

るための支援を行い、課題を抱えた青少年・若者の就業を支援し、社会参加できるよう促

します。 

 

② 卒業者によるサポステ事業への参画 

 サポステを利用し、就労がかなったサポステ卒業者に、自らの体験談を披露してもらう

機会の提供や、サポステのプログラムに助言できる仕組みづくりについて検討を行います。 

 

③ スクールソーシャルワーカーの配置 

学校だけでは解決困難な、子供の健全な成長を阻害する環境の改善を支援し、いじめや

不登校の早期発見・早期対応をするため、家庭、学校、地域および関係機関の支援ネット

ワークを築く福祉の専門家を配置します。 

 

④ スクールカウンセラーの配置拡充 

児童生徒や保護者の心のケアをはかり、いじめや不登校のない安心な学校づくりを進め

るため、全小中学校にスクールカウンセラーを配置します。 

 

⑤ 適応指導教室（くすのき教室）の設置 

不登校生の適応指導教室である「くすのき教室」に通級する児童生徒の学校生活への復

帰を支援します。 

 

⑥ すこやかフレンドの配置 

適応指導教室（くすのき教室）に、児童生徒と年齢が近く、不登校の解消に理解と情熱

を有する大学生等を相談員として配置し、学習補助や会話など児童生徒とのふれあいを通

して心を開き、通級や学校復帰への支援を行います。 
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(5) 体験・交流活動の促進 

国際化社会に対応できる青少年を育成するため、異なる文化や言語にふれ、違いを認め、

多文化共生についての理解を深めることを目的に、国際交流の取り組みを進めていきます。 

また、自然体験のみならず、青少年が心豊かに健やかに成長するうえで必要とされる、

社会体験やボランティア活動を推進します。 

 

① 青少年の国際交流事業の実施 

国際的視野と感覚を養うとともに、市民交流を深めるため、姉妹都市などの青少年との

交流を行います。また、異文化交流を行うため、市内小学校の高学年児童と外国人学校児

童との交流キャンプを実施します。 

 

② 自然体験プログラムの充実 

洞川教育キャンプ場を活用し、青少年の健全育成を目的とした自然体験プログラムをＮ

ＰＯと連携して企画実施します。また、自然の家や神出自然教育園等を活用することで、

小中学校における自然体験を充実します。 

 

③ 環境体験事業の実施 

直接自然に触れる体験を通して、生命の大切さや不思議を実感し、自然を大切にする心

情を育てる環境体験学習を小学校全校で実施（3 年生）します。 

 

(6) 青少年の安全と安心の確保  

地域における子どもたちの安全を確保するために、青少年育成協議会などの地域団体が、

学校や警察などの関係機関と連携・協力し実施している見守り活動やあいさつ運動への支

援を引き続き実施していきます。 

また、青少年育成協議会支部、学校、警察などと連携による「こども 110 番 青少年を守

る店・守る家」や民間事業者の協力による「こども 110 番守る車」を継続展開し、事故や

犯罪などの危険を未然に防止し、子どもたちの安全を確保に努めます。 

 

① 見守り活動の支援 

地域における子どもたちの安全を確保するために、青少年育成協議会（青少協）支部や

ＰＴＡ、老人会、婦人会などの地域団体が、学校や警察などの関係機関と連携・協力し、

登下校時における見守り活動や夜間パトロールを実施します。 

また、あいさつをきっかけに地域コミュニティの活性化を図るとともに、安全・安心な

まちづくりに繋げる地域活動として「スマイルハートあいさつ運動」などの地域の取り組

みへの支援を行い、子どもたちが安心して過ごせる環境づくりに努めます。 

 

②  「こども１１０番青少年を守る店・守る家・守る車」の展開 

子どもたちが安心して安全に生活できるよう、地域で協力していただける店舗・民家の

方々、また市や民間事業者の車両に「こども１１０番」のステッカーを貼り、地域が一体

となって子どもたちの見守りや一時保護などを行います。 

さらに、「地域みはり番（イエローフラッグ）」制度を実施することで、取り組みを推進

していきます。 



 - 6 -  

③ 防犯ブザーの貸与の実施 

新１年生及び転校生に防犯ブザーを貸与します。 

 

④ 各学校園での防犯学習の充実 

全小中学校で、児童生徒対象に「実践的な防犯教室」を実施し、登下校時や外出時の注

意事項、不審者への対処法など校外での安全指導の充実に努めます。 

 

(7) 家庭・地域・学校の協働・連携の強化 

青少年育成協議会支部をはじめとする青少年の健全育成に取り組んでいる地域団体が学

校との連携などを通して、地域全体で青少年の健全育成に取り組むことができるよう支援

を行います。さらに、家庭・地域・学校・行政が一体となり、地域ぐるみで子どもたちを

健やかに育てていくための取り組みである神戸っ子応援団などの活動を支援します。 

そして、これらの活動において、地域の大人が自分の地域の子どもたちを育てるという

理念の共有化を図るとともに、青少年に積極的に役割を与え地域における青少年の社会参

画を促進する機運の向上に努めます。 

 

① 青少年育成市民運動の推進 

青少年の健全育成を市民すべての取り組みとし、市民意識の啓発・高揚を図るため、青

少年育成市民運動強調期間（夏季・冬季・春季）を設け、地区青少年育成協議会および概

ね小学校区単位に設置された青少年育成協議会支部を中心に、各区の主要拠点で街頭活動

等の青少年育成キャンペーンを全市展開します。 

 

② 神戸っ子応援団の推進 

 家庭・地域・学校・行政が一体となって、中学校区を単位として、小学校１年生から中

学校３年生までの９年間を通して、地域ぐるみで子どもたちの健やかな育ちを応援する取

り組みを推進します。 

 

③ 子どもたちとの「ふれあい」の機会の推進 

 地域の夏祭りや野外活動などにおいて、子どもたちがさまざまな体験ができるように、

積極的に役割を与えるなど、地域行事に参加する機会を設け、地域の大人と子どもたちと

の「ふれあい」の機会を持つことを増やし、地域ぐるみで子どもたちの健全育成に取り組

む機運を高めます。 

 

④ 「家族が熱い一週間」事業の充実 

夏休みと国の定める11 月の「家族の週間」を重点期間とし、年間を通じて家族を見つめ

直す機会や家族と家族、地域の方々とのふれあいが増えることを目指したキャンペーン活

動を、PTA、自治会、婦人会、青少協等の地域団体、事業者、学校園等の協力を得ながら充

実させます。 
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⑤ あいさつ運動等の推進 

青少年育成協議会が学校・PTA・神戸っ子応援団・地域諸団体と連携して取り組んでいる

「スマイルハートあいさつ運動」や、PTA を中心に「あいさつ・手伝い運動」「早寝・早

起き・朝ごはん」を推進し、各種活動を通して、地域ぐるみの子供の育成と親のマナー啓

発を含めた生活習慣の向上に努める。 

 

⑥ ゲストティーチャー・市民専門講師制度の実施 

 地域の人材を招き、専門的な知識・技能や生活の知恵などを子どもたちに教えていただ

くことにより、子どもたちの学習意欲を高めます。 

 

⑦ ふれあい懇話会の運営 

 全中学校区単位で、学校・家庭・地域関係者が連携してふれあい懇話会を運営し、「あ

いさつ・手伝い運動」「いじめ防止小中地域会議」等、児童生徒の健全育成を図るための

取組を行っています。 

    

(8) ネット社会への対応 

 青少年がスマートフォンやパソコンによるインターネットの使い方について正しい知識

を学び、ネット上で得た情報を正しく理解・取捨選択し、活用することが出来る能力（イ

ンターネット・リテラシー）を身に付け、情報メディアを有効に活用し、安全・安心にイ

ンターネット利用ができるように、地域におけるメディア学習会の開催支援や、学校園に

おける発達段階に合わせた情報モラル教育の推進に取り組みます。 

また、青少年だけでなく、その保護者に対してもスマートフォンやパソコンへのフィル

タリング機能の設定や利用にあたってのルール作りなど必要性について啓発に取り組み、

有害情報の閲覧やネット依存の防止に努めます。 

 

① 青少年情報活用能力育成事業の推進 

青少年育成協議会支部において、中高生や保護者・青少年育成者が携帯電話やパソコンによ

るインターネットの使い方等についての学習会やワークショップなどの開催を支援します。 

また、各地区青少年育成協議会に啓発活動のリーダーとなる「メディア学習リーダー」

を育成し、地域の学習会の開催等を支援するとともに、外部講師によるセミナーを実施し、

メディアリテラリシーの醸成を図ります。 

 

② 学校園における情報モラル教育の推進 

子どもたちの情報活用能力の向上のため、発達段階に合わせたインターネットの使い方

や情報モラルの啓発等を行います。 

 

③ ネットいじめ防止プログラムの実施 

インターネットやスマートフォン等を通じて行われるいじめへの対策として、これら通

信手段の適切な使用方法や情報モラルについて指導を行うために、大学・警察等と連携し、

指導案の作成や小学校への講師派遣を行います。 
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④ 学校ネットパトロールの実施 

インターネット等を通じて行われるいじめやネットトラブルの対策として、定期的に専

門業者による学校ネットパトロールを実施し、緊急対応や書き込みの削除依頼などを行い

ます。 

 

(9) 非行・犯罪防止のための子ども・若者の支援 

青少年を非行に導くことが憂慮される有害な環境を浄化するために、地域で実施してい

る危険箇所パトロールや夜間パトロールなどを、警察や学校など関係機関と連携して支援

していきます。 

また、青少年の健全な成長に重大な害を及ぼす危険ドラッグ、ＭＤＭＡ(錠剤型合成麻薬)、

大麻などの薬物の乱用、睡眠導入剤や向精神薬などの多量の摂取、それらに伴う人命に関

わる危険行為（運転や暴力）の防止、性に関する逸脱した問題行動を防止するため、関係

機関と連携して啓発活動に取り組み、青少年の規範意識を醸成し、誘惑に負けない強い意

思を持った青少年を育むとともに、問題が生じた場合の相談窓口の周知に努めます。 

 

① 有害環境の浄化対策の推進 

青少年を取り巻く有害環境の現状や環境浄化の必要性等について幅広く啓発するととも

に、青少年をはじめとする地域の方々とともに地域ぐるみの環境浄化運動を積極的に展開

します。 

 

② 薬物乱用防止対策の地域啓発の実施 

 青少年の薬物乱用防止のため、地域での街頭キャンペーンや、学校と地域が連携して講

習会などを開催するとともに、地域で実施される薬物乱用防止教室やイベントへの職員の

派遣、啓発資材の提供を行います。 

 

③ 生徒指導の充実 

 児童生徒の事故・非行防止に努めるとともに、児童生徒の自らが危険を回避する力を身

につけることができるように各自の危機意識を向上させる取組を進め、健全育成の充実お

よび地域の核となる学校づくりの推進を図ります。 

 

④ 薬物乱用・非行防止教室の実施 

休日や連休前、長期休業前に非行防止教室や薬物乱用防止教室等を開催し、各校の課題

に合わせて重点的な指導を実施します。また、中学校・高等学校では、学期に１～２回程

度、教育相談週間を設定するなどして、子供たちのＳＯＳをキャッチするために相談の機

会を設けている。担任と子供たちの個別相談の時間を確保し、心のケアを行います。 

 


