
平成２８年度事業計画

少子化の進行や生活様式の変化、価値観の多様化、情報化の進展、雇用環境の変化などに

より、青少年を取り巻く社会環境は大きく変化しています。

非行、不登校、ひきこもり、児童虐待や子どもを対象とする犯罪の多発、スマートフォン

やインターネットによる有害サイトを介した犯罪被害が増加傾向にあるなど、青少年に関す

る課題は依然として看過できない状況にあります。

こうした中、子ども・若者の健やかな成長を社会全体で支えるためにも、地域で活躍する

青少年育成県民運動推進委員や各市町村民会議、また、各種青少年団体等と協働しながら青

少年の健全育成活動を支援してまいります。

そのため、和歌山県とも連携し、青少年自身が青少年を育成するリレー式次世代健全育成

の仕組みを促進するために、ユースクラブパステル会員が地元で自主的に継続して活動する

ことができるように支援するとともに、地元地域との繋がりを深め、社会貢献のできるリー

ダー育成をしてまいります。

また、「少年メッセージ２０１６」や「家庭の日」などの事業を通じて次代を担う青少年

の健全育成の強化を図るために、家庭、学校、地域社会等の連携・協力をこれまで以上に促

進してまいります。

１ 「地域の育成力」の強化と推進体制づくり

（１）地域推進体制強化事業

地域社会の大人の一人ひとりが、青少年の育成に関心を持ち、青少年と交流を深め、

青少年を見守り育んでいく「地域の育成力」の強化と体制づくりを推進します。

① 市町村民会議等との連携

各市町村民会議等が抱える課題や問題点に対する共通認識を深め、今後の健全育成

の取組について意見交換するための代表者会議を開催するとともに、市町村民会議や

地域の指導者・教員等と意見交換や情報収集等を行うことによるネットワークづくり

を推進し、協会事業の円滑な推進と育成活動の充実を図ります。

代表者会議開催日 場 所 内 容

◎平成29年度事業計画（事務局案）説明

平成29年1月～2月頃 地方ブロックで開催 ◎各市町村取組状況等報告

◎研修 など

② 市町村民会議等への補助事業

地域の子どもは地域が育てることを促進するため、県内３０市町村にある市町村民

会議などが実施する青少年の健全育成にかかる事業を支援します。

③ 青少年育成県民運動推進委員会の運営

各地域で県民運動を推進する青少年育成県民運動推進委員の連携を図るための推進

委員会理事会の開催や、推進委員の資質向上を目的とした研修会を実施します。



【青少年育成推進委員会連絡協議会理事会】

・第１回 平成２８年 ４月１４日（木）

・第２回 平成２８年１０月

・第３回 平成２９年 ２月

【和歌山県青少年育成指導者関係研修会】

開催日 場 所 内 容

平成28年5月15日(日) ホテルシーモア ・講演

～5月16日(月) （白浜町） 演題「てらこやの取り組みと地域の青少年育成について」

講師 NPO法人全国てらこやネットワーク

特別顧問 湯澤 大地 氏

分科会・全体会・講評

・取組報告

「地域に根ざし、地域に貢献する

高校生リーダーを目指して」

県立熊野高等学校 KUMANOサポーターズリーダー

顧問 上村 桂 教諭 ・ 生徒活動部長 酒井 久視 教諭

④ 地方推進委員連絡協議会事業への助成

県内８地方の推進委員連絡協議会の活動に対し助成を行うことで、地域における県

民運動の展開、地域の育成力の強化を図ります。

（２） 青少年育成県民運動推進事業

青少年育成県民運動のより一層の推進のため、各種啓発事業を実施し、青少年の健

全育成に対する県民の理解を深めていきます。

① 子ども・若者育成支援県民大会の開催（県との共催事業）

１１月の「子ども･若者育成支援強調月間」において、家庭・地域・学校・職場・

行政等が一体となった青少年育成県民運動の気運の高揚と県民の理解を促すために開

催します。

また、優れた活動を行っている青少年育成指導者や青少年団体を顕彰し、青少年団

体活動の一層の推進を図ります。

開催日 場 所 内 容

和歌山市 ・青少年育成協会会長表彰

平成28年11月 6日(日) 北ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ ・青少年健全育成巡回活動隊への知事メッセージ伝達

（和歌山市） など

② 「夏の子どもを守る運動」（７月１日～８月３１日）の推進 (県との共催事業)

夏場における青少年の非行防止や犯罪被害防止のため、関係機関等と連携し、街頭

啓発活動の支援を実施します。

③ 青少年アドバイザー会に対する支援

青少年育成アドバイザー会活動を支援するため、活動補助金を交付します。

④ 和歌浦エコツアー（青少年アドバイザー会との共催事業）

小学生を対象に、自然博物館見学・干潟観察・地引き網体験のツアーを実施します。



（３） 「少年メッセージ２０１６」和歌山県大会の開催

今を生きる中学生が何を考え、何を社会に対して訴えたいのか、また、これからど

のようなことをしていきたいのかをテーマにした作文を募集し、子ども達が人生や社

会について考えるきっかけを提供します。

また、地方予選などを通じて選ばれた１８名による発表大会を開催し、中学生に対

する大人の理解を深めるとともに、中学生の社会参加と意識啓発の促進を図ります。

さらに、県大会発表者及び奨励賞受賞者は、次代を担う青少年リーダー育成のため

国内研修を実施します。

【和歌山県大会】

開 催 日 会 場

平成28年7月23日(土) 上富田文化会館（上富田町）

【地方における発表予選会開催】

地 方 名 開 催 日 開催時間 開 催 場 所

和歌山市 6月 4日(土) 13:00～ あいあいセンター

海草地方 6月18日(土) 14:00～ 海南市市民交流センタ－

紀の川市 5月29日(日) 13:30～ ホール田園

伊都地方 6月 5日(日) 12:00～ 九度山町中央公民館

有田地方 6月 4日(土) 14:00～ きびドーム

日高地方 6月 5日(日) 12:30～ 日高町中央公民館

西牟婁地方 6月15日(水) 16:00～ 西牟婁振興局

東牟婁地方 6月 4日(土) 13:30～ 東牟婁振興局

【「少年メッセージ２０１６」国内研修 】

青少年自身が様々な自然や文化を体験し、異世代間の交流を図り、多様化する社会

に対応できる自立心と社会性を身に付けることを目的に、次代を担う青少年リーダー

育成のため国内研修を実施いたします。

対 象 者：和歌山県大会発表者及び奨励賞受賞者の４２名

研 修 日：平成２８年７月２７日（水）～２９日（金）：２泊３日

研修内容：東京都 靖国神社、遊就館、外務省、国会議事堂見学（予定）

（４） リレー式次世代健全育成事業の実施(県委託事業)

地域の大人・青年が一体となって、次代を担う青少年育成の循環システムの構築に

取り組むとともに、併せて側面支援を行い、地域の青少年が青少年を育てていくとい

う環境(異年齢で活動できる地域)づくりを推進します。

また、青少年育成について、様々な年齢層に対して広く意識啓発を行っていきます。

① 地域の育成力強化ワークショップの実施

地域にある各青少年団体等が連携して地域の青少年を育成するためにワークショッ

プを実施。地域の青年と子どもが一緒になって課題解決に取り組むなどのワークショ

ップを実施します。

② 子どもの主体性を育てる活動支援

定期的に活動を実施し、子どもの主体性を育てる活動に取り組んでいる団体に支援

を実施します。



③ 地域の育成力を考えるフォーラム実施

地域が一体となり、子ども・若者を育成していく仕組みづくりに向けて県内の気運

を醸成するとともに、当事業に取り組んでいる地域の事例報告や取り組みを紹介する

ことで、当事業に取り組むきっかけとすることを目的にフォーラムを開催します。

④ こどもリーダー養成研修

各地域での活動を活性化させるために各青少年の家（３施設）を活用し、地域の核

となる中高生リーダーを養成します。（前期・後期）

⑤ 和歌山県ユースリーダーズクラブパステル運営

リレー式次世代健全育成事業などを修了した中学生等が、地元で主体的に継続して

活動できるように支援するとともに、地域の様々な伝統行事などへ参画し、地域との

繋がりを深めなが社会貢献のできるリーダー育成をしてまいります。

○ パステルの主な事業

毎月の定例会開催

５月 しらす祭りブース出展、和歌祭への参画

６月 コアリーダー研修（１泊２日）

７月 前期キャンプ直前研修（１泊２日）、国内研修、エコツアー

８月 こどもリーダー養成研修（青少年の家３ヶ所）

９月 コアリーダー研修（１泊２日）

10月 和歌山城清掃活動

11月 しらす祭りブース出展、人権フェスタブース出展

12月～３月 こどもリーダー養成研修（青少年の家３ヶ所）

３月 青少年活動センター祭り出展

※ コアリーダー研修

パステル会員及び各地域のジュニアリーダーが忍耐力、実行力などを身につけ、

資質を向上するための研修です。

２ 青少年活動の推進と居場所づくり

（１） リーダー活動支援事業

リレー式次世代健全育成事業で育成したリーダーが、各地域で活動できるよう支援

を行います。また、リーダーが各市町村民会議や各関係団体と連携して事業を実施す

ることで、地域活動の活性化を目指します。

（２） 青少年団体活動支援事業

青少年団体活動の活性化のため、健全育成活動や団体活動を通じて資質の向上を図

っている青少年団体が実施する様々な事業に対し補助金を交付します。

（３） わかやま青少年パワーアップ支援事業

青少年団体などが、組織力や青少年の資質を更にパワーアップする事業に支援しま

す。



（４） 青少年育成情報発信事業

各種の青少年団体や育成協会の情報を様々な媒体で効果的に発信することで、青少

年活動への参加や交流のきっかけづくりを促進します。

① 機関紙「やまびこ」等の発行

様々な角度から協会事業や各地方での取組等を紹介し、青少年健全育成事業への理

解や参加を促します。

② 協会ホームページの運営管理

悩み相談窓口の紹介など協会ホームページの充実を図り、協会事業をはじめ青少年

の育成に関する有益な情報を多くの方に提供します。

（５） 「家庭の日」運動の推進事業

毎月第３日曜日を「家庭の日」と定め、家族全員が家族のふれあいの大切さなど再

認識する機会の提供を各種事業を実施することで行い、明るい家庭づくりの推進と絆

づくりを促進します。

① 「家族そろって新入生」啓発リーフレットの作成（共同募金会助成事業予定）

小学校入学前の子どもを持つ保護者を対象に、｢こころ｣｢からだ｣｢まなび｣の分野で

「気づき」を起こしてもらうことを中心にしたリーフレットを作成し、幼稚園、保育所、

子ども園等を通じて配布し、子育てを支援します。

② 家庭の日絵画作品募集事業

家族をテーマにした絵画を募集し、作品に表現された「ふれあいとやすらぎ」のあ

る家庭像をもって、家族や家庭の大切さについて啓発活動を行います。

（６） 青少年活動センタ－活性化事業（県委託事業）

和歌山県青少年活動センタ－において、青少年の健全な育成を図り、青少年活動に

関する交流を推進し、県内の青少年団体等の指導者を育成することを目的に実施しま

す。

３ 協会の体制と財政基盤の充実強化

青少年問題は大人社会の鏡であるという認識のもと、地域の大人一人ひとりが青少年

を育成する自覚を持って青少年に模範を示し、地域における人と人とのつながりや地域

社会と関わることの大切さを再認識できる地域づくりに取り組んでまいります。

そのため、和歌山県とも連携し、各市町村民会議や各関係団体と協働することによっ

て、効果的に事業を実施し、青少年育成県民運動を活性化してまいります。

さらに、カレンダー、啓発用リーフレットを作成・配布することにより、当協会が青

少年健全育成に取り組んでいることを広く県民にＰＲしてまいります。

また、当協会の設立趣旨に賛同していただける新規会員のより一層の加入促進を図り、

財政基盤の充実に努めるとともに、関係団体等との連携を深め、効率的な事業運営を図

ってまいります。



４ 協会組織・運営等

（１） 通常総会
平成２８年６月１８日(土) 和歌山ビッグ愛８Ｆ 会議室

（２） 理事会
第１回 平成２８年 ５月３０日（月）

第２回 平成２８年１０月

第３回 平成２９年 ３月


