
思春期ピアカウンセ

リングとピア エデ ュ

ケーションはともに、

思 春 期 ヘ ル ス プ ロ

モーションの方策で

あり、若者が自分自

身で人生のゴールを

見つけ、それを生き

生きと実現しようとし

ていく力を育てる健

康教育手法である。 

その能力とは、自分

やパートナーの人生

設計を壊さないよう

に、性＝生に関する

意識や行動を自分で

決められる能力のこ

とをいい、性=生の自

己決定能力と呼ぶ。 
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2010年3月2７日(土)～2８日(日)に第

3回思春期ピアカウンセリング全国大会を

神戸市垂水区の三洋電機研修センターで

開催しました。今回は東京以外で初めて

開かれる大会で、兵庨県のピアっ子が中

心となって企画し、準備、運営を行いま

した。 

「探そうピアの宝箱 まるでピアのたま

てばこや～」をテーマに、１２都県のピ

アっ子や指導者など約１２０人が参加し

ました。また、兵庨県や神戸市など地元

の行政関係者もご参加いただき、思春期

ピアカウンセリングに関心を持っていた

だいていることを改めて感じました。 

シンポジウムでは「自分も相手も大切

にできる共生社会」をテーマとし、STI

に関わる活動を行っている方々をお招き

して、ピアっ子と意見交換を行いまし

た。また、シンポジウムの成果を実践に

どのように活かすかについてグループ

ワークを行い、まとめを発表しました。 

夕食時には、楽しい雰囲気の中で交流

会も開かれました。 

最後に、高村寿子先生による「ラテン

社会におけるセクシャリティ観とピア活

動の実際」の講演で大会を締めくくり、

１泊２日の日程を終えました。 

NPOひょうご思春期ピアカウンセリング研究会 
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第7回目となる思春期ピアカウンセラー

養成講座を６月に開催しました。 

12日・13日・19日・20日の4日間に

宿泊研修を含む30時間の研修を実施しま

した。 

今年度は、神戸市看護大学、関西福祉大

学、神戸大学、県立柏原看護専門学校の4

校から27人の若者たちが集まりました。 

受講後のアンケートには、「生や性に

ついて人それぞれあって、みんな違うと

いうことを改めて感じた」「今回参加し

て、自分や周りの友達、家族をより大切

にしたいと思った」などの感想がありま

した。   

第7期ピアっ子たちの活躍を期待しま

す。 
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20１０年度思春期ピアカウンセラー養成講座開催 

 

第3回思春期ピアカウンセリング全国大会 



シコでも同じ日にピア活動が行われま

した。配布したコンドームのパッケー

ジはU－COMのデザインです。 

街頭では、道行く人に言葉でPRす

ることは難しいことですが、配布物を

友人と見ながら話している若者や、立

ち止まってピアっ子に話しかけてくれ

る人がいたなど反応がありました。後

で配布物を読んでくれた若者もいるで

しょうから、多くの若者に思春期ピア

カウンセリン

グ活動を知っ

てもらえたも

のと考えてい

ます。 

 

11月27日(土)に街頭で思春期ピア

カウンセリングのPRとエイズ予防啓

発の活動を行いました。神戸市の三宮

センター街と三宮駅周辺、丹波市の

ショッピングセンターで、ピアっ子

15人が参加して、思春期ピアカウン

セリングのPRカードやコンドームな

どを入れた袋を配布しました。 

この活動は、東京の思春期ピアグ

ループ「U－COM(ユーコム )」が、

10周年を迎えるのを記念して、世界

エイズデーを期に、全国のピアっ子に

同時にピア活動をしようと呼びかけた

ものです。この企画に賛同した日本の

各地のピアっ子が参加したほか、メキ

全国同時ピア活動に参加 

思春期ピアカウンセリング関係者研修会 
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繁華街で啓発活動を 

多くの若者にピア活動を

知ってもらった 

ピアっ子が集まり、 

デートDV予防のための 

ピアのプログラムを検討 

12月4日(土)に思春期ピアカウン

セリング関係者研修会を神戸市中央区

の神戸市勤労会館で、「思春期の性的

マイノリティを考える」をテーマに開

催しました。思春期保健関係者とピ

アっ子26人が参加しました。 

午前中は、神戸市看護大学講師の藤

井ひろみさんを講師に、性的マイノリ

ティの基本的な知識を学んだ後に、

LGBTの家族と友人をつなぐ会の3人

の皆さんから、体験や家族の心情など

当事者のお話を直接、お聞きすること

ができました。 

午後は、午前中の研修を基に、思

春期保健の関係者とピアっ子が、思春

期ピアカウンセリングで性的マイノリ

ティの理解をどのように広め、深めて

いくことができるについてグループ

ワークを行いました。 

思春期ピアカウンセリングで、セ

クシャリティに関わる活動を行う上

で、性的マイノリティに関する理解は

欠かせず、今後の活動に非常に有益な

研修会となりました。 

デートＤＶ予防啓発 

交際相手からの暴力をデートDVと

呼びます。この度、若者層に対して

デートDVについて考える機会を提供

する「デートDV防止出前講座」を兵

庨県が実施することになり、その一部

をピアっ子が実施しました。 

県の出前講座の対象者は大学生や専

門学校生、高校生ですが、思春期ピア

活動独自の取り組みとして、中学生も

対象にしています。対象者によって、

経験も関心も異なることから、ピアっ

子たちが中学生向け、高校生向け、大

学生向けの３種類の基本プログラムを

検討しました。これをもとに、開催校

の特長や要望など考慮して、各校に

合ったプログラムで実施しました。 

神戸市の調査では交際中または交際

していたことのある高校生のうち、

33.6％が暴力に当たる行為を受けたこ

とがあると答えています。また、全体

の２割近くの人が身近で暴力を見聞き

しています。 

決して特異なことではない身近な問

題としてDVを考え、正しい知識と理

解を深める活動を継続したいと考えて

います。 

思春期保健関係者と 

ピアっ子がグループワー

クを実施 



 ひょうご思春期ピアカウンセリング研究会 200９年度活動実績 

ピアっ子たちの実践活動は、少人数

グループを対象としたピアカウンセリ

ング、多数を対象としたピアエデュ

ケーションおよび啓発を目的としたデ

モンストレーションに分かれます。 

2009年度は、ピアカウンセリング

を55回、ピアエデュケーションを2

回、デモンストレーションを8回、合

計65回の活動を行いました。実施場

所は、高校9校、中学校2校、その他3

か所でした。 

延べ参加者は約2,500人になり、ピ

アっ子の延べ参加数は370人にのぼり

ます。 
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ピアカウンセラー養成講座 

フォローアップ講座 

ピアカウンセラーの養成および関係者研修会の開催 

【ピアカウンセリング実施状況】  

 

【ピアエデュケーション実施状況】  

 

 

ピアカウンセリング 

関係者研修会   

ピアカウンセリング・エデュケーションの実践支援 

ンター）で開催しました。 

「デートDV（恋人からの暴力）を

考えよう」－学校や地域の支援者の

できること、知っておくこと－を

テーマに、とよなか男女共同参画推

進センターすてっぷの川畑真理子さ

んを講師にお招きし、思春期ピアカ

ウンセリング関係者およびピアっ子

約30人の参加がありました。講義と

グループワークによって、深く学ぶ

ことができました。 

第6回思春期ピアカウンセラー養成

講座を神戸市看護大学ほかで開催しま

した。ベーシック講座は2009年6月

13日・14日・20日・21日に行い、

36人が修了しました。そして、実践

経験を踏まえ、2010年2月13日・

14日にフォローアップ講座を行いま

した。 

思春期ピアカウンセリング関係者研

修会は、2009年11月28日にあす

てっぷKOBE（神戸市男女共同参画セ

ピアっ子たちが活動するためには、地域の理解、環境整備、大人世代のバックアップは必須です。教育、医

療、地域保健の関係者などたくさんの皆さんとともに力を合わせ、思春期の若者の性と生を支えたいと考えて

います。どうぞこの研究会にご参加ください。 年会費 個人会員3000円 団体会員1口10000円 

学校名 参加者 
ピアカウンセ

ラー参加数 

ピアルーム・

柏原／丹波の

森公苑 

地域の高校生48

人，11回 
延80人 

ピアサポート

ルーム三宮 
延30人，9回 延68人 

ピアサポート

ルーム名谷 
延15人2回 延11人 

柏原高校 
2年生15人，1

回 
7人 

伊丹北高校 11人，1回 4人 

神戸市立須

磨翔風高校 

1年生延609人

18回 
延54人 

神戸市立神

戸西高校 

3年生延84人 

4回 
延17人 

八鹿高校大

屋分校 

2年生30人，1

回 
7人 

錦城高校

（定時制） 

4年生34人，1

回 
12人 

篠山産業高

校丹南校 

2年生25人，1

回 
7人 

上郡町立上

郡中学校 
延166人，2回 延10人 

滝川第二中

学校 
延180人，3回 延24人 

学校名 参加者 ピアカウンセ

ラー参加数 

但馬農業

高校 

2年生103人，

1回 
9人 

姫路商業

高校 
732人，1回 7人 



 

 

めっせーじ 

NPOひょうご思春期ピアカウンセリング研究会 

重点２：いわゆる運び屋方式等による薬物密輸事
犯への対処 

重点3：サイバー空間からの薬物密売事犯の根絶 

重点4：薬物再乱用防止に向けた取り組みの強化 

このうち、特に重点１の薬物乱用を拒絶する気運
を醸成していくためには、警察だけでなく、広く社会
の理解や協力を得て、連携していくことが必要です。 

薬物乱用の危険性は、好奇心や遊びで「一度だ
け」のつもりで薬物を使用したのに、薬物の依存性等
によって、自分の意思では止められなくなり、健康を
害していくことです。興味本位の1回目の使用を思い
とどまる力を持つことが、若者の薬物乱用を抑止し、
中学生や高校生の健康を守ることにつながります。 

思春期ピアカウンセリングでは、思春期の若者
が、生や性について自己決定する力を引き出す取り組
みをしているとお聞きしています。薬物乱用もまた、
若者の健康問題として捉えることができます。若者
に、薬物についての客観的で正確な情報を提供し、自
分たちの健康について考える機会を持って欲しいと考
えて、薬物乱用の問題を思春期ピアカウンセリング活
動の1つのテーマとして取り入れていただくことを事
務局で検討していただいています。 

一人でも多くの中学生や高校生が、１回目の薬物
使用を拒絶する力を身につけ、若者の薬物乱用を防止
できるように、ご協力とご理解をよろしくお願いしま
す。 

兵庨県警察本部刑事部組織犯罪対策局薬物銃器対策課 

電話 ０７８－３４１－７４４１(代)内線４７７１ 

薬物乱用防止について、兵庨県警察本部刑事部組織
犯罪対策局薬物銃器対策課の阿部さんから情報提供を
いただきました。 

平成22年中の兵庨県下における薬物事犯の検挙人
員は574人でした。懸念されることは、覚醒剤事犯で
は社会の中間層である30歳・40歳代が約6割を占
め、大麻や麻薬で
は30歳未満の若
年層が約8割を占
めるなど、若者に
よる薬物乱用の拡
大に歯止めがかか
らないことです。 

これまで、警察
は ｢ 供 給 の 遮 断 ｣
「需 要 の 根 絶」
「薬物を拒絶する
社会の形成」を柱
として対策を進め
てきましたが、犯
罪組織がグローバル化したり、インターネット上で薬
物関連違法情報が横行したりするなど、国内外の薬物
事犯情勢が変化してきています。 

そこで、これに対処するため、平成22年11月、警
察庁は次の4つの重点からなる「薬物対策重点強化プ
ラン」を策定し、全国の警察が一丸となって薬物乱用
防止に取り組んでいます。 

重点１：薬物乱用を拒絶する気運の醸成 

薬物乱用のない社会を 
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 大変遅くなりましたが、2010年のニュースレターをお届けします。

ピアっ子たちの活動を支えてくださいます皆様に感謝申し上げます。 

2010年3月に、第3回全国大会を、兵庨県のピアっ子が中心になっ

て開催しました。昨年から本格的に準備を始め、企画から関係者との

打合せ、資料や会場の準備と、本当に膨大な作業を、仲間と意見をぶ

つけ合いながら一つ一つ形にしてきました。ピアっ子たちの地道な努

力の積み重ねが、大会の成功という花を咲かせたと言えます。 

 今後ともご支援の程よろしくお願い申し上げます。（S・I） 

会計報告 
 2009年度会計報告 

                             （単位：円） 

収  入    1,940,162  

支  出    2,406,407  

当期収支差額   △ 466,245 

前期繰越金         563,803 

次期繰越金          97,558  

平成22年　兵庫県薬物事犯検挙人員

覚醒剤, 394

大麻, 153

麻薬, 25

その他, 2


