
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26年度
開催回数

平成２6年度　開催内容 その他

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

・役員会やテーマごとの会議を実施していく
・青指・青福との連携強化を図る

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 1
総会（25年度事業報告及び26年度事業計画等
の審議）

総会は隔年開催のため、27年度は事業報告書類等を委員等へ送付の予定

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 2
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

27年度以降も年2回程度開催予定

青少年指導員連絡協議会 不明 12 ① 12
現在福島区においては、鷺洲・海老江地域を除いて青少年問題等を議論する場を
別途設けておりません。一方で毎月開催される青少年指導員連絡協議会におい
て、青少年問題について主体的に取り組んでおり、問題も発生していない。

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。

今後も継続して実施

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

現行を維持し、部会での議論を深めていく

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 34 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

今後も年1回、区内関係団体、地域団体、学校関係者が集まり、青少年育成にか
かる活動の協力を確認し、また意見交換を行うことで、青少年の健全育成につなげ
ていく。

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

今後も継続して実施

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

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 40 ① 2

・総会（６月１３日）事業・決算報告、事業計画
・予算の協議・承認
・意見交換会及び会計説明会（３月２３日）研修実
施及び各校下活動の報告を受けての意見交換

各校下の課題と活動の効果、今後の改善点等を踏まえた活動内容の再構築・充
実を図る。

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 12 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

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

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 30 ①･② 2

・学校選択制について
・認定こども園
・学校統合
・学校給食

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 特になし

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 21 ①・② 3

26年度 区関連予算及び取組みについて
27年度 区の取組みについて

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２５年度取組報告について
②啓発活動について
③青少年健全育成「区民のつどい」について
④区青少年育成功労者表彰について
⑤記念講演会について

西淀川区青少年育成推進会議にて議論

淀川区 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

関係団体等と横軸で連携し、青少年の健全育成の議論を進めていく予定

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 2

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

区民大会の実施
見まもるデー・こども１１０番の家事業の再編整備
少年非行防止ネットワークへの参画

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 2
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

区民大会の実施、見まもるデー・こども１１０番の家事業の再編整備に係る検討
少年非行防止ネットワークへの参画の検討

都島区

東淀川区

福島区

西区

港区

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26年度
開催回数

平成２6年度　開催内容 その他

東成区 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）

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25年度事業計画
平成26年度事業計画

引き続き団体との連携を行う。
小学校下単位など、より住民に近い取組みを推進していく。

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 58 ①・⑥ 2
①平成25年度事業報告について
②平成26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

今後も活動を継続する

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

忌憚の無い意見交換の場として、規模の小さい形で行った。今後については構成団
体、開催頻度などを城東区青少年指導員連絡協議会を中心に議論を行い、開催
を行う

鶴見区区政会議・第3部会 区政会議の部会 平成２４年度 9 ①・②・⑥ 3

・平成25年度鶴見区運営方針自己評価について
・平成27年度運営方針策定に向けた方向性につ
いて
・鶴見区地域保健福祉ビジョンについて

基本的に、前年度同様

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 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、26年度の事業計画と25年度の事業報
告を行った。

基本的に、前年度同様

青少年健全育成鶴見区民大会 区青少年育成推進会議 700 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、講演をおこなうなどした。

基本的に、前年度同様

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

引き続き、区長と各地域代表等との意見交換を行うことで情報の共有化を図り、区
内青少年の健全育成にかかる活動のあり方を議論する場とする。

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、25年度の事業報告と26年度の事業計画
を行った

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」
・子供とネットを考える会代表より講演「知っていま
すか？ネットのトラブル～子どもを守る方法３ＳＴＥ

住吉区 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

東住吉区青少年健全育成推進会議 区青少年健全育成推進会議 平成１０年度 60 ①・⑥ 0 既存の区の会議等、さまざまな機会を通じて議論ができるよう検討する。

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

青少年指導員・青少年福祉委員は日ごろより連携して取り組んでいるが、なお、課
題を共有する必要がある場合は適宜、議論の場の設定を検討

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

青少年指導員・青少年福祉委員は日ごろより連携して取り組んでいるが、なお、課
題を共有する必要がある場合は適宜、議論の場の設定を検討

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 0
平成27年度から青指・青福制度や区における青少年問題について議論を進めてい
く予定。

社会を明るくする運動
西成区推進委員会

平成２４年度 ３１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。

平成28年度に向け、会議における青少年健全育成のあり方を検討する予定。

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 6

・基礎学力向上について
・区内小中学生について
・自尊感情向上について
・学校以外の居場所について
・繋がりやネットワークづくりについて　など

継続的に開催する予定

東住吉区

西成区

鶴見区

住之江区


