
区における青少年問題に関する議論の場　状況一覧

区名 実施会議名称 会議の位置づけ 設置年度 構成人数

構成員
（①地域団体・②公募市民・

③有識者・④ＮＰＯ・
⑤企業・⑥その他）

平成28年度
開催回数

平成28年度　開催内容
平成29年度
開催（予定）
回数

平成29年度　開催（予定）内容

北区 北区青少年育成推進会議 区青少年育成推進会議 平成１０年度 29 ①・③・④ 1 ・こども110番の家のデザイン変更について
・今後の方向性について 未定 未定

都島区青少年育成推進会議 区青少年育成推進会議 平成１０年度 36 ①・⑥ 0 休会 0

青少年指導員・青少年福祉委員との意見交換 平成２５年度 18 ① 0 未開催 1 青少年指導員・青少年福祉委員の委嘱業務・交付金等にかかる意見交換会

青少年指導員連絡協議会 区青少年指導員連絡協議会 不明 12 ① 12
月1回各校下の取組みの報告と課題を議論す
るとともに、地域の青少年を取り巻く環境などに
ついて情報交換をしている

12 月1回各校下の取組みの報告と課題を議論するとともに、地域の青少年を取り巻く環境などにつ
いて情報交換をしている

鷺洲・海老江地域児童・生徒健全育成協議会 昭和５８年度 約５０ ①・⑥ 4

各組織緊密な連携を図る中で、常に情報連携と
対策協議を行い、問題行動を未然に予防するこ
と。地域ぐるみの補導活動、子どもたちを取り巻
く有害環境の浄化活動、地域住民への非行防
止意識を高める啓発活動を推進。

此花区
此花区青少年育成推進会議部会
（３中学校区ごとに部会を設置）

区青少年育成推進会議 平成２５年度 60 ① 7

【7月部会３回】
・現状報告と今後の課題
・地域との情報交換及び連携の取組みについ
て
【臨時部会1回】
・中学校区の現状報告
・今後の学校支援及び連携について
・意見交換
【２月部会３回】
・中学校区の現状報告
・「声かけ運動」の取組みについて
・講演会「親力と地域力」
・意見交換

4

【総会１回】
・経過報告と活動計画案
・青少年育成をテーマとした講演会
【部会３回】
・中学校区の現状報告
・今後の学校支援及び連携について
・意見交換

中央区 中央区青少年育成推進会議 区青少年育成推進会議 平成１０年度 30 ①・⑥ 1
・事業報告及び事業計画の確認
・青少年犯罪についての現状報告…警察より
・青少年育成にかかる意見交換

1
・事業報告及び事業計画の確認
・青少年犯罪についての現状報告…警察より
・青少年育成にかかる意見交換

西区青少年健全育成推進会議 区青少年健全育成育成推進会議 平成２６年度 32 ①・⑥ 1

①経過報告について
②子ども110番事業について
③現在の取組及び現状報告について
④意見交換

1

①経過報告について
②子ども110番事業について
③現在の取組み及び今後の取組みについて
④その他（意見交換など）

西区青少年指導員連絡協議会理事会
西区青少年福祉委員連絡協議会理事会

不明 60 ①
概ね

1月に1回
①現在の取組みについて
②青少年問題に関する議論 18 ①現在の取組みについて

②青少年問題に関する議論

港区青少年育成推進会議 区青少年育成推進会議 昭和５７年 45 ① 2

①総会（６月１６日）事業・決算報告、事業計画
・予算の協議・承認
②意見交換会及び会計説明会（３月１３日）　・
説明会実施及び各校下活動の報告を受けての
意見交換

2

①総会（６月１５日）事業・決算報告、事業計画
・予算の協議・承認
②意見交換会及び会計説明会（３月予定）　・説明会実施及び各校下活動の報告を受けての意
見交換

港区区政会議こども青少年部会 区政会議の部会 平成２４年度 17 ①・②・⑥ 3
・様々な教育課題に関する検討
・教育・青少年健全育成に関する施策・事業へ
の意見・評価

3 ・様々な教育課題に関する検討
・教育・青少年健全育成に関する施策・事業への意見・評価

区青少年育成推進会議 区青少年育成推進会議 平成１０年度 44 ① 1

・H２５事業報告について
・H２６事業計画について
・こども110番の家事業について
・健全育成にかかる啓発活動について

3

・H２８事業報告について
・H２９事業計画について
・こども110番の家事業について
・健全育成にかかる啓発活動について

ラウンドテーブル（こども青少年部会） 区政会議の部会 平成２５年度 18 ①･② 1

・教育関連主要事業の取り組みについて
・主な青少年健全育成事業について
・子どもの生活に関する実態調査の回収状況に
ついて

未定

大正区総合教育会議 平成２９年度 ①・⑥ 0 2 ・区の子育て・教育・青少年健全育成について

天王寺区 天王寺区青少年育成推進会議 区青少年育成推進会議 平成１０年度 34 ① 0 0

浪速区
浪速区区政会議
健康福祉教育部会

浪速区区政会議の部会 平成２６年度 22 ①・② 3
平成28年度浪速区予算及び取組みについて
浪速区教育関連施策の取組み状況について
平成29年度の取組み（案）について

1回 今後の浪速区政の方向性について（素案）
平成30年度　健康福祉教育部会関連予算・施策の方向性等について

西淀川区 西淀川区青少年育成推進会議 区青少年育成推進会議 平成１０年度 20 ①・⑥ 7

①平成27年度取組報告について
②「子ども１１０番」の家事業について
③啓発活動について
④青少年健全育成「区民のつどい」について
⑤区青少年育成功労者表彰について
⑥記念講演会について

8

①平成28年度取組報告について
②「子ども１１０番」の家事業について
③啓発活動について
④青少年健全育成「区民のつどい」について
⑤区青少年育成功労者表彰について
⑥記念講演会について

淀川区青少年指導員連絡協議会　総会 区青少年指導員連絡協議会 平成２６年度 122 ① 1 ・平成25年度事業報告について
・平成26年度事業計画（案）について

淀川区区政会議　教育・子育て部会 区政会議の部会 平成２５年度 8 ①・② 2
①27年度運営方針の振り返りについて
②28年度運営方針について
③子ども・教育に関する取り組みについて

2 ①淀川区将来ビジョンの策定について
②30年度区政運営【運営方針・予算）について

東淀川区青少年育成推進会議 区青少年育成推進会議 平成１０年度 44 ① 3

①25年度中の取組報告
②26年度実施計画協議
③26年度中の取組報告
④27年度中の計画協議
⑤今後の方向性について
⑥その他

4

①役員会
平成28年度の事業報告及び平成29年度の事業計画について（総会案件の確認）
②総会
③役員会
平成29年度青少年育成区民大会の開催概要について
④役員会
平成29年度の事業総括

東淀川区青少年育成推進会議幹事会 区青少年育成推進会議 平成２６年度 25 ①
0

※役員会へ
統合

①各地域の取組み状況の情報交換
②青指・青福の委嘱業務について
③今後の方向性について検討

都島区

福島区

西区

港区

東淀川区

淀川区

大正区
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区名 実施会議名称 会議の位置づけ 設置年度 構成人数

構成員
（①地域団体・②公募市民・

③有識者・④ＮＰＯ・
⑤企業・⑥その他）

平成28年度
開催回数

平成28年度　開催内容
平成29年度
開催（予定）
回数

平成29年度　開催（予定）内容

東成区区政会議こども・教育部会 区政会議の部会 平成２５年度 15 ①・② 2

①25年度運営方針の振り返り
②26年度子ども・教育に関する取り組み
③27年度運営方針素案の策定について（子育
て・教育環境の充実）

2 ①平成28年度東成区運営方針の振り返り及び平成29年度の事業等について
➁部会テーマ及び平成30年度東成区運営方針（素案）及び予算（案）について

東成区青少年育成推進会議 区青少年育成推進会議 平成１０年度 23 ①・⑥ 1

①平成２７年度事業報告
②平成２７年度決算
③平成２８年度事業計画
④平成２８年度予算

1

①平成２８年度事業報告
②平成２８年度決算
③平成２９年度事業計画
④平成２９年度予算

生野区 生野区青少年育成推進会議 区青少年育成推進会議 平成１０年度 40 ① 1 平成27年度事業報告
平成28年度事業計画 1 平成28年度事業報告

平成29年度事業計画

旭区 旭区青少年育成推進会議 区青少年育成推進会議 平成１０年度 64 ①・⑥ 2
①平成27年度事業報告について
②平成28年度事業計画（案）について　等
③旭区における青少年施策について　等

2
①平成28年度事業報告について
②平成29年度事業計画（案）について　等
③旭区における青少年施策について　等

城東区 青少年健全育成ラウンドテーブル 城東区青少年健全育成推進事業の一環　 平成２５年度 18 1

（１）青少年をとりまく現状について
（２）各地域での青少年の現状、及び青少年健
全
育成活動の状況
（３）成人式のありかたについて
（４）上記、（１）・（２）・（３）をふまえた城東区全
体
の青少年健全育成について
（５）その他

今年度開催なし

鶴見区区政会議・こども教育部会 区政会議の部会 平成２４年度 8 ①・②・⑥ 3

・平成27年度鶴見区運営方針自己評価につい
て
・平成29年度鶴見区の取組みの方向性につい
て
・平成29年度運営方針の素案について

3

・平成28年度区運営方針自己評価
・平成30年度区運営方針の方向性
・将来ビジョンの提示
・平成30年度区運営方針の素案について
・将来ビジョンの素案について

鶴見区青少年育成推進会議総会 区青少年育成推進会議 平成１０年度 50 ①・⑥ 1

区内青少年の健全育成のため、区内関係行政
機関・各種団体が連携を密にし、地域における
子どもの健全育成環境を構築するネットワーク
を活用し、子どもの生命と安全を守る地域活動
や青少年非行防止など、広く青少年の健全育
成を図ることを目的とし、28年度の事業計画と
27年度の事業報告を行った。

1
・平成２８年度事業報告
・役員改選
・平成２９年度事業計画（案）

青少年健全育成鶴見区民大会 区青少年育成推進会議 平成１０年 800 ①・⑥ 1

地域において、人間性・創造性豊かな青少年の
健全育成をはかり、非行を未然に防止すること
を、広く区民に訴え、より広範な区民の参加を
得て、社会全体で子ども・青少年の健全育成を
推進するという活動方針に基づき、第1部講演、
第2部青少年による活動発表をおこなうなどし
た。

1

第1部　講演
「少年非行から見た青少年の現状と課題」
第2部　演奏
鶴見区内中学校吹奏楽部による演奏

阿倍野区
青少年問題検討会
（意見交換会）

区長と区内青少年団体地域代表との意見交換及び情報共有 平成２６年度 20 ① 2
・区の支援内容について
・青指、青福等備品の管理について
・青少年健全育成事業について

0回 今年度開なし

住之江区青少年育成推進会議 区青少年育成推進会議 平成１０年度 52団体 ①・⑥ 1

・区内各種団体、行政機関、学校等で組織
・こども・青少年の育成に社会全体で取組み、
区民一人ひとりの意識の高揚を図ることを目的
として開催し、27年度の事業報告と28年度の事
業計画の報告を行った

1
・区内各種団体、行政機関、学校等で組織
・こども・青少年の育成に社会全体で取組み、区民一人ひとりの意識の高揚を図ることを目的と
して、28年度の事業報告と29年度の事業計画の報告を行う予定。

住之江区青少年育成推進大会 区青少年育成推進会議 平成１０年度 40 ①・⑥ 1

・住之江警察署より報告「住之江区内の少年非
行の現状について」
セミナー「あなたは見知らぬ子どもに声を掛ける
ことができますか？～コミュニケーションは地域
を守る武器になる～」
講師：大谷邦郎氏（元MBSラジオ報道部長）

1
・住之江警察署より報告「住之江区内の少年非行の現状について」
・青少年をもつ保護者、地域で青少年活動に携わる方が興味を持つ問題、課題等をテーマとした
講演会（セミナー）を開催する予定。

まなび・つながりネットワーク　　地域教育部会
人権啓発推進協議会・生涯学習推進委員会・
青少年育成推進会議の各協議体を再編し

一本化した協議体
平成２４年度 13 ① 2

・部会の進め方について
・すみよしまつりでの啓発活動について
・すみよし文化フェスティバルについて
・地域と学校との連携について
・その他

1 ・所属団体、委員間の交流と関係づくり

住吉区こども教育専門会議 平成25年度 14 ①・②・③ 4
・不登校に関する調査について
・専門化でない地域住民が関わる仕組みづくり
の検討

4

・「住吉区の不登校に関する調査・研究　調査結果報告書」で提起された問題点とそれに対する
提案及び、取組みの方向性について
・地域の専門家でない人が関わりをもち、「発信できる子どもに」育てていくための取組みについ
て

住吉区総合教育会議 平成27年度 6 ①・③ 11

・徳育の推進について
・食育について
・学校３事業（生涯学習ルーム事業、はぐくみ
ネット事業、学校体育施設開放事業）について
・学校選択制について

6 ・平成29年度実施施策・事業について
・平成30年度の施策・事業の方向性について

東住吉区青少年指導員意見交換会 東住吉区青少年指導員意見交換会 不明 40 ①・⑥ 12

月1回開催される理事会の場を借りて、各校下
の取組みの報告と課題を議論するとともに、地
域の青少年を取り巻く環境などについて情報交
換をしている

12 月1回開催される理事会の場を借りて、各校下の取組みの報告と課題を議論するとともに、地域
の青少年を取り巻く環境などについて情報交換をする

東住吉区青少年福祉委員意見交換会 東住吉区青少年福祉委員意見交換会 不明 29 ①・⑥ 6
隔月で開催される理事会の場を借りて、青少年
健全育成に関わる各種団体との連携等につい
て議論した

6 隔月で開催される理事会の場を借りて、青少年健全育成に関わる各種団体との連携等について
議論する

平野区
平野区青少年育成推進会議
青少年問題検討委員会

区青少年育成推進会議 平成２５年度 11 ① 1 ・会長の選任について
・少年非行防止活動ネットワークについて 2 ・青少年への支援のあり方・団体間のネットワークについて

・青少年指導員・青少年福祉委員の委嘱について

社会を明るくする運動
西成区推進委員会

平成２４年度
30団体

①・⑥ 1

・社会を明るくする運動について
・少年の健全育成に向けた取り組みなどについ
て
・区民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たち
の更生についての理解を深め、区内各種団体
の積極的な協力と連携のもとに、青少年の健全
な育成を推進し、犯罪や非行のない社会を築く
ための意見交換。

1

・社会を明るくする運動について
・少年の健全育成に向けた取り組みなどについて
・区民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、区内各種団体の積
極的な協力と連携のもとに、青少年の健全な育成を推進し、犯罪や非行のない社会を築くため
の意見交換など。

こども・子育て専門部会 西成特区構想部会エリアマネジメント協議会 平成２５年度
10～15名
程度

①・③・⑥ 1 ・関連項目の取組状況及び今後の展望につい
て 1 ・５年間の振り返り及び次期特区構想に向けた整理

・検討調査業務における調査結果の報告

西成区区政会議教育部会 区政会議の部会 平成２８年度 6名 ① 1 ・西成区子ども・教育関連事業について 2 ・平成29年度西成区子ども・教育関連事業について
・平成30年度西成区子ども・教育関連事業について

西成区

鶴見区

住之江区

東成区

住吉区

東住吉区




