
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 支出額

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 120

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 千円

夏休み宿題 夏休みの学習・自由研究に役立つ ボランティア10名 小学3～6年生 240

キャンプ 体験プログラムを提供する事業 講師2名職員2名 30名 千円

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 180

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 千円

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 300

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 千円

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 150

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 千円

冬の星空 天体観測や天文学に 講師2名 小学3～6年生 200

観察隊 ついて学ぶ事業 職員2名 30名 千円

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 200

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 千円

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 180

自転車ツアー サイクリングの事業 職員2名 20名 千円

中高生 中高生が仲間とともに野外活動 平成28年4月～ 神戸市青少年会館 ボランティア2名 中高生 250

アウトドアクラブ 事業を行い、自己成長を促す事業 平成29年3月 洞川教育キャンプ場 職員2名 30名 千円

中高生 中高生が仲間とともにサークル 平成28年4月～ 神戸市青少年会館 サポーター10名 中高生 150

クリエイトクラブ 活動を行い、自己成長を促す事業 平成29年3月 洞川教育キャンプ場 職員2名 20名 千円

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 200

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 千円

ワンステップ 実生活に役立つセミナーを開催し 平成28年5月 講師1名 青年 100

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 千円

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28年5月 講師1名 親子 100

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 千円

居場所づくり 青少年の居場所づくり等にかかわる 講師1名 育成者 150

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 千円

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28年4月～ 青少年・市民 100

交流事業 気軽に参加し交流できる事業 平成29年3月 不特定多数 千円

神戸市洞川教育キャンプ場事業

事業名 事業内容 実施日 実施場所 従事者数 受益対象者 支出額

この指とまれ 子どもたちが自然体験活動を通じて 平成28年8月～ ボランティア120名 幼児～中学生 700

キャンプ 自分にとっての「たからもの」を探すキャンプ 平成29年3月 職員2名 240名 千円

野外すいさんやクラフトづくりや自然体験ゲームを 平成28年5月 ボランティア8名 小学生とその家族 60

提供し、家族での自然体験をサポートす事業 平成28年9月 職員2名 20組 千円

ひとり親家庭 夏に1泊2日、春に日帰りのキャンプを実施し 平成28年8月 ボランティア34名 小学生とその親 889

ふれあいキャンプ 自然の中で親子の絆を深める事業 平成29年3月 職員2名 60名 千円

にじいろ 秋から冬の自然を楽しむ 平成28年10月～ ボランティア120名 小学3～6年生 1,307

キャンプ 日帰りの事業 平成29年1月 職員2名 160名 千円

鈴蘭台 子どもたちがプレーリーダーとともに 平成28年4月～ ボランティア8名 幼児～小学生 400

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29年3月 職員2名 不特定多数 千円
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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 支出額

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 170

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 千円

中高生 中高生バンドの発表の場と 神戸アート 中高生5名 中高生バンド 370

ライブ事業 音作りを学べる事業 ビレッジセンター 職員2名 10組 千円

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 120

ゲーム・クラフト)を企画運営する事業 兵庫 職員2名 不特定多数 千円

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 19

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 千円

学生ボランティア 平成28年4月～ ユースステーション 中高生10名 青少年 100

企画事業 平成29年3月 兵庫 職員2名 不特定多数 千円

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28年4月～ ユースステーション 中高生10名 青少年 60

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29年3月 兵庫 職員2名 不特定多数 千円

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 支出額

中高生と運営ボランティアが協力して ボランティア45名 青少年 150

お化け屋敷とミニ縁日を開催する事業 職員1名 不特定多数 千円

居場所+ONEライブ 各居場所施設で活動しているバンドが 中高生50名 青少年・市民 500

事業 中心になって企画し、大学生がサポートする事業 大学生5名・職員1名 不特定多数 千円

第10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25名 青少年 100

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1名 不特定多数 千円

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28年4月～ ユースプラザ 中高生 80

teens‘‘Ｙ’’ 中高生の自己成長を促す事業 平成29年3月 KOBE・WEST 20名 千円

ユース・児童館 ユープラと児童館の利用者の 平成28年4月～ 中高生20名 青少年 100

交流事業 他世代交流事業 平成29年3月 職員1名 不特定多数 千円

フリスペ+ONE フリースペース利用者を対象にした 平成28年4月～ ユースプラザ 青少年・市民 80

事業 「手芸」や「食」をテーマにした交流事業 平成29年3月 KOBE・WEST 不特定多数 千円

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 20

SONIC Ｖｏｌ．24 発表の場となるライブ事業 KOBE・WEST 職員1名 10組 千円

YCM 高校ダンス部が企画運営し、 ダンス部1校 青少年・市民 40

DANCE Vol.20 ダンスイベントを行う事業 職員1名 不特定多数 千円

世代間交流事業 小学生と中高生が協力して 中高大学生45名 青少年 100

プチすま 店舗を企画運営する事業 職員4名 不特定多数 千円

ユープラ 平成28年4月～ ユースプラザ 講師2名 青少年・市民 350

学び部 平成29年3月 KOBE・WEST 職員1名 不特定多数 千円
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