
（１）特定非営利活動に係る事業

①青少年の健全育成に係る野外活動、講習会の開催

事業名 事業内容 実施日 実施場所 従事者数 受益対象者

野外活動のアドバイスと指導者の育成 平成27年4月～ ボランティア80名 青少年・市民

青少年を対象にしたキャンプの実施 平成28年3月 職員2名 不特定多数

自然体験活動の指導者を養成を行い、 平成27年4月～ 神戸市青少年会館 大学生年代の

実践的な事業を企画実施する事業 平成28年3月 洞川教育キャンプ場 青年 30名

鈴蘭台 子どもたちがプレーリーダーとともに 平成27年4月～ ボランティア8名 幼児～小学生

プレーパーク 自由に安全に遊べる場を提供する事業 平成28年3月 職員2名 不特定多数

夜の水族園見学や魚の餌やりなど、 平成27年7月 ボランティア20名 小学1～4年生

海の生き物について知識を深める事業 平成27年10月 職員1名 66名

ホップ・ステップ・ キャンプ初心者を対象に、野外炊さんや ボランティア10名 小学1～2年生

キャンプ キャンプファイヤーをするテント泊のキャンプ 職員2名 60名

フレンドリーキッズ 登山や川遊び、竹細工を 奈良曽爾 ボランティア14名 小学4～6年生

キャンプ2015 メインプログラムにしたキャンプ 青少年自然の家 職員1名 36名

にじいろ 秋から冬の自然を楽しむ 平成27年10月～ ボランティア120名 小学3～6年生

キャンプ 日帰りの事業 平成28年1月 職員2名 120名

サマアド同窓会 サマーアドベンチャーの参加者を ボランティア10名 小学4～中学生

キャンプ 対象にした同窓会キャンプ 職員2名 30名

ウインター 雪遊びなど冬の野外活動を 六甲山スノーパーク ボランティア10名 小学1～2年生

アドベンチャー 楽しむ事業 洞川教育キャンプ場 職員2名 30名

スキーや雪遊びをメイン 東鉢伏 ボランティア9名 小学4～6年生

プログラムにした宿舎泊のキャンプ 高原スキー場 講師5名・職員1名 32名

春の スキーの上達に重点を置くプログラム 長野県 ボランティア4名 小学4～6年生

スキーキャンプ と仲間の輪を広げるキャンプ 野沢温泉スキー場 講師5名・職員1名 32名

②青少年活動や地域活動に必要な指導者の育成及び講師の派遣事業

事業名 事業内容 実施日 実施場所 従事者数 受益対象者

他団体の要請に応じて、野外活動や 平成27年4月～ 市民・青少年

地域活動に講師を派遣する 平成28年3月 不特定多数

③青少年の国際交流事業及び支援事業

事業名 事業内容 実施日 実施場所 従事者数 受益対象者

韓国・大邸市青少年 神戸市の親善協力都市である韓国・大邱市から 平成27年7月～

交流受入事業 中高生の受け入れて相互交流する事業 平成27年8月

韓国・仁川市青少年 神戸市の姉妹都市である韓国・仁川市へ

交流派遣事業 中高生を派遣し相互交流する事業

青少年国際交流 在神の外国人学校生と市内小学生が ボランティア30名 小学5～6年生

キャンプ2015 交流するキャンプ 職員2名 80名

中高生24名

中高生32名

韓国・仁川市

神戸市内

アウトドアカレッジ

水族園ナイトツアー 須磨海浜水族園

平成27年8月 洞川教育キャンプ場

講師派遣事業

職員2名

平成27年9月

洞川教育キャンプ場

平成28年3月

職員2名

平成27年8月

職員2名

平成27年8月

しあわせの村

職員2名

神戸市内

洞川教育キャンプ場

自然体験促進事業 洞川教育キャンプ場

平成28年2月

平成28年2月

平成27年12月

ど～ゆ～キャンプ

洞川教育キャンプ場



④青少年活動団体や未組織青少年に対する交流・情報の提供

事業名 事業内容 実施日 実施場所 従事者数 受益対象者

東日本大震災被災児童支援事業 福島周辺の青少年に対して、ニーズ調査 平成27年4月～ 神戸市内 実行委員5名 福島市内青少年

福島応援プロジェクト しながら、継続的に必要な応援を行う事業 平成28年3月 福島市内 職員 1名 不特定多数

青年の趣味友を 青年が趣味探しを通じて、青年同士の ボランティア5名 青年

つくろう会 交流の場をつくる事業 職員2名 20名

感謝の気持ちを フラワーアレンジメントを作って 講師1名 中高生

花で伝えよう 感謝の気持ちとともに贈る事業 職員2名 20名

⑤青少年施設及び野外活動施設の運営管理

事業名 事業内容 実施日 実施場所 従事者数 受益対象者

神戸市青少年会館 平成27年4月～ ボランティア30名 青少年・市民

の運営管理事業 平成28年3月 職員9名 不特定多数

洞川教育キャンプ場 平成27年4月～ ボランティア50名 青少年・市民

の運営管理事業 平成28年3月 職員3名 不特定多数

⑥子ども・若者の自己実現、社会参加を推進する事業

事業名 事業内容 実施日 実施場所 従事者数 受益対象者

兵庫区まちづくり会議事業 高校生が感じる兵庫の魅力を 平成27年9月～ ユースステーション 高校生10名 青少年・市民

記者クラブ 新聞づくりを通して発信する事業 平成28年3月 兵庫 職員2名 不特定多数

兵庫区青少年文化祭 兵庫区の青少年が活動の成果を発表 神戸アート 中高生15名 青少年・市民

スマイルフェスタ する場を中高生が企画運営する事業 ビレッジセンター 職員2名 不特定多数

⑦子ども・若者の居場所づくり・子育てを推進する事業

事業名 事業内容 実施日 実施場所 従事者数 受益対象者

ユースステーション 中高生の居場所づくり 平成27年4月～ ユースステーション 青少年・市民

兵庫の運営管理事業 施設の運営管理 平成28年3月 兵庫 不特定多数

神戸市生活困窮者学習 生活困窮者世帯の子どもに対して 平成27年4月～ 神戸市須磨区 ボランティア30名 小中学生

支援事業(通年型) 学習の機会を提供する事業 平成28年3月 神戸市北区 職員3名 50名

神戸市生活困窮者学習 生活困窮者世帯の子どもに対して 平成27年7月～ 神戸市中央区 ボランティア24名 中学生

支援事業(短期集中型) 学習の機会を提供する事業 平成28年1月 神戸市西区 職員4名 60名

⑧若者の自立・就労支援事業及びキャリアプラン推進事業

事業名 事業内容 実施日 実施場所 従事者数 受益対象者

こうべ若者サポート 若年者層の就労支援・自立支援として 平成27年4月～ 青年

ステーション事業 カウンセリングやセミナー等を実施 平成28年3月 3,500名

さんだ若者サポート 若年者層の就労支援・自立支援として 平成27年4月～ 青年

ステーション事業 カウンセリングやセミナー等を実施 平成28年3月 2,000名

西宮若者サポート 若年者層の就労支援・自立支援として 平成27年4月～ 青年

ステーション事業 カウンセリングやセミナー等を実施 平成28年3月 2,000名

野外活動施設の運営管理

平成28年2月

三田商工会館 職員6名

青少年施設の運営管理

職員4名

神戸市青少年会館 職員6名

職員5名

洞川教育キャンプ場

西宮市勤労会館

神戸市青少年会館

神戸市内

神戸市青少年会館

平成27年11月

平成28年3月



⑧若者の自立・就労支援事業及びキャリアプラン推進事業

事業名 事業内容 実施日 実施場所 従事者数 受益対象者

あかし若者サポート 若年者層の就労支援・自立支援として 平成27年4月～ 青年

ステーション事業 カウンセリングやセミナー等を実施 平成28年3月 2,000名

神戸市若年者 心理カウンセリングとセミナー 平成27年4月～ こうべ若者 臨床心理士 2名 青年

就業支援事業 ジョブトレーニングを実施 平成28年3月 サポートステーション 心理カウンセラー 2名 400名

神戸市就労相談 幅広い世代の市民を対象にした 平成27年4月～ 市民

窓口事業 就労相談を実施 平成28年3月 400名

神戸市臨床心理士 生活保護受給者に対する稼働能力 平成27年4月～ 神戸市内 市民

サポート事業 の判定や心理的支援を行う 平成28年3月 福祉事務所 500名

神戸市就労準備 生活困窮者等を対象にきめ細かい 平成27年4月～ キャリアコンサルタント 市民

支援事業 支援で就労自立に繋げる 平成28年3月 10名 500名

三田市若年者 サポステ相談者を対象に 平成27年4月～ キャリアコンサルタント 青年

就労支援事業 ２ヵ月間の通所型プログラム 平成28年3月 ２名 640名

西宮市若者等 平成27年4月～ 青年

就労促進事業 平成28年3月 300名

西宮市若年者 心理カウンセリングとセミナー 平成27年4月～ 臨床心理士 1名 青年

キャリア形成支援事業 及び就労体験を実施 平成28年3月 職員１名 150名

明石市若年失業者 若年無業者への就労体験場所 平成27年4月～ 青年

試行的就労支援事業 としてＣａｆｅの運営 平成27年11月 50名

一体的実施事業 ハローワークと一体的に実施する 平成27年4月～ 川西しごと 青年・市民

若者キャリアサポート川西 若年者就労支援事業 平成28年3月 ・サポートセンター 900名

川西市子ども・若者 子ども・若者が社会生活を円満に 平成27年4月～ 青年・市民

総合相談窓口 営むことを支援する相談事業 平成28年3月 160名

⑩青少年育成に関する調査・研究

事業名 事業内容 実施日 実施場所 従事者数 受益対象者

青少年活動の発展に向けて必要な 平成27年4月～ 委員10名 青少年

調査・研究を行う事業 平成28年3月 職員1名 不特定多数

（2）その他の事業

①青少年施設の運営・管理

事業名 事業内容 実施日 実施場所 従事者数 受益対象者

ユースプラザKOBE・WEST 中高生の居場所づくり 平成27年4月～ ユースプラザ ボランティア40名 青少年・市民

の運営管理事業 施設の運営管理 平成28年3月 KOBE・WEST 職員6名 不特定多数

②その他物品販売事業

事業名 事業内容 実施日 実施場所 従事者数 受益対象者

青少年会館におけるコピー・ 平成27年4月～ 青少年・市民

印刷・飲み物等の販売 平成28年3月 不特定多数

職員6名明石市内

カウンセラー1名川西市内

神戸市青少年会館

神戸市内

臨床心理士3名

三田市内

職員2名

職員4名

調査・研究委員会

物品販売事業 神戸市青少年会館 職員2名

神戸市青少年会館

西宮市内 職員3名

西宮市内

明石市内 職員2名

就職面接会開催とセミナー実施



○神戸市青少年会館事業

事業名 事業内容 実施日 実施場所 従事者数 受益対象者

事業の参加者募集チラシを 平成27年6月・10月 小学生

小学生に配布し参加者の獲得を行う 平成28年2月 不特定多数

親子カヌー・ カヌー乗船やアーチェリー ボランティア4名 小学3年生～中学生

アーチェリー体験 を親子で楽しむ事業 職員2名 親子40名

サイエンス 科学実験や観察を行い、身近にある ボランティア4名 小学3～6年生

発見隊 不思議について考える事業 講師2名・職員2名 20名

課題に 科学(環境)・経済をテーマに 平成27年8月・12月 ボランティア4名 小学3～6年生

チャレンジ ゲームや工作を行う事業 平成28年3月 講師2名・職員2名 120名

みんなで学ぼう! 災害対策や被災時に役立つ知識の ボランティア20名 小学3～6年生

防災・減災キャンプ 習得やサバイバル術の体験する事業 職員2名 30名

青少年活動わくわく 青少年活動団体のPR事業 青少年団体15団体 小学生

ドキドキ体験フェスタ (体験コーナーと展示ブース) 職員9名 不特定多数

冬の星空 親子で天体観測や天文学に 講師2名 小学3～6年生

観察隊 ついて学ぶ事業 職員2名 親子20名

サンタがおうちに 青年がサンタ等に扮して子どもたちに ボランティア50名 4歳～小学2年生

やってくる プレゼントを渡しながら交流する事業 職員5名 のいる40家庭

わいわいスプリン 動物園の見学、銭湯での入浴や ボランティア20名 小学1～4年生

ピックだZOO! 野外炊さん、スポーツ大会を行う事業 職員2名 30名

淡路満喫 淡路島を日帰りで半周する ボランティア10名 中高生

自転車ツアー サイクリングの事業 職員2名 20名

チャレンジ 野外炊さんやロッククライミング 美方高原 ボランティア8名 中高生

キャンプ などを行う冒険キャンプ 自然の家 職員2名 20名

スポーツ 居場所に参画する中高生がスポーツを ボランティア5名 中高生

大会 通じて同年代の仲間づくりを支援する事業 職員2名 30名

中高生 中高生が仲間とともに野外活動 平成27年4月～ 神戸市青少年会館 ボランティア2名 中高生

アウトドアクラブ 事業を行い、自己成長を促す事業 平成28年3月 洞川教育キャンプ場 職員2名 30名

中高生 中高生が仲間とともにサークル 平成27年4月～ 神戸市青少年会館 サポーター10名 中高生

クリエイトクラブ 活動を行い、自己成長を促す事業 平成28年3月 洞川教育キャンプ場 職員2名 20名

青少年会館まつり 青少年会館登録団体の活動発表 神戸市青少年会館 ボランティア300名 青少年・市民

明青祭 の場で、周辺地域の人も楽しめる事業 神戸市内 職員9名 不特定多数

ワンステップ 実生活に役立つセミナーを開催し 平成27年5月 講師1名 青年

セミナー 青年の居場所づくりを支援する事業 7月・9月 職員2名 60名

あかちゃんと楽しい 子育てに役立つヒントを提供し 平成27年5月 講師1名 親子

ふれあい遊び 参加者同士が交流できる場づくり事業 9月・12月 職員2名 60名

居場所づくり 青少年の居場所づくり等にかかわる 講師3名 育成者

人材育成事業 育成者の発掘と育成する事業 職員2名 50名

ロビーワーク 季節のイベントを取り入れて来館者が 平成27年4月～ 青少年・市民

交流事業 気軽に参加し交流できる事業 平成28年3月 不特定多数

平成28年3月 神戸市青少年会館

神戸市青少年会館 職員2名

平成27年8月

平成27年10月 神戸市勤労会館

平成27年10月

神戸市青少年会館

神戸市青少年会館

平成27年12月 神戸市内

平成28年3月 神戸市内

平成27年5月 淡路島

神戸市青少年会館

平成27年8月 洞川教育キャンプ場

平成27年11月 神戸市青少年会館

平成27年12月 神戸市内

広報事業 神戸市内 職員9名

平成27年7月 自然の家

平成27年8月 神戸市青少年会館



○ユースステーション兵庫事業

事業名 事業内容 実施日 実施場所 従事者数 受益対象者

中高生 中高生バンドの発表の場と ユースプラザ 中高生5名 中高生バンド

ライブ事業 音作りを学べる事業 KOBE・WEST 職員2名 10組

中高生が屋台を企画運営し ユースステーション 中高生15名 青少年

参加する小学生と交流する事業 兵庫 職員2名 不特定多数

小学生向けにクリスマス事業(食べ物・ ユースステーション 中高生10名 青少年

ゲーム)を企画運営する事業 兵庫 職員2名 不特定多数

子ども会 兵庫区子ども会連合会が開催する 中高生5名 青少年

連携事業 事業に参画して小学生と交流する事業 職員2名 不特定多数

学生ボランティア 平成27年4月～ ユースステーション 中高生10名 青少年

企画事業 平成28年3月 兵庫 職員2名 不特定多数

フリースペース 中高生のやってみたいを実現できるように 平成27年4月～ ユースステーション 中高生10名 青少年

定例事業 学生ボランティアと協力して企画する事業 平成28年3月 兵庫 職員2名 不特定多数

○ユースプラザＫＯＢＥ・WEST事業

事業名 事業内容 実施日 実施場所 従事者数 受益対象者

中高生と運営ボランティアが協力して ボランティア50名 青少年

お化け屋敷とミニ縁日を開催する事業 職員2名 不特定多数

第9回U-1 中高生と運営ボランティアが協力して青少年の ボランティア30名 青少年

グランプリ パフォーマンスコンテストを開催する事業 職員2名 不特定多数

世代間交流事業 小学生と中高生が協力して 小中高生40名 青少年

プチすま 店舗を企画運営する事業 職員4名 不特定多数

中高生実行委員会 中高生が地域活動などに参画する中で 平成27年4月～ ユースプラザ 中高生

teens‘‘Ｙ’’ 中高生の自己成長を促す事業 平成28年3月 KOBE・WEST 15名

ユース・児童館 ユープラと児童館の利用者の 平成27年4月～ 青少年

交流事業 他世代交流事業 平成28年3月 不特定多数

YCM 音楽スタジオを利用する中高生バンドの ユースプラザ 中高生10名 中高生バンド

SONIC Ｖｏｌ．22 発表の場となるライブ事業 KOBE・WEST 職員1名 10組

Nケージ鉄道 ユープラで活動しているサークルの ボランティア5名 青少年

模型運転会 活動発表の場を提供する事業 職員1名 不特定多数

24時間TV 読売テレビが主催している24時間 ユースプラザ ボランティア20名 青少年・市民

募金活動 テレビの募金活動に参画する事業 KOBE・WEST 職員1名 不特定多数

すこやかタウン 近隣中学校・高等学校の 吹奏楽部4校 青少年・市民

コンサート 吹奏楽部による演奏会 職員1名 不特定多数

YCM 高校ダンス部が企画運営し、 ダンス部1校 青少年・市民

DANCE Vol.19 ダンスイベントを行う事業 職員1名 不特定多数

ユープラ 平成27年4月～ ユースプラザ 講師2名 青少年・市民

学び部 平成28年3月 KOBE・WEST 職員1名 不特定多数

フリースペース フリースペース利用者を 平成27年4月～ ユースプラザ ボランティア30名 青少年・市民

事業 対象にした事業 平成28年3月 KOBE・WEST 職員2名 不特定多数

平成28年3月 パティオホール

書道・韓国語講座

平成27年6月

平成27年7月 パティオホール

平成27年8月

平成27年12月 パティオホール

平成27年12月 パティオホール

平成28年1月 パティオホール

職員2名

神戸市須磨区 職員2名

クリスマス事業 平成27年12月

平成28年2月 兵庫公会堂

学生ボランティアが企画運営する事業

夏まつり 平成27年8月 パティオホール

平成27年7月

夏祭り 平成27年8月


