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少子対策・子育て支援について説明

知事及び県内の市町長が一堂に会し、幅広く意見交換を行う

「県市町懇話会」が４月２０日、県公館で開催されました。

県から「少子対策・子育て支援の推進」について「保育サービ

ス等の充実、児童虐待防止対策等の強化、地域ぐるみの子育て支

援の推進、出会い・結婚支援」等を説明。

市町に対して、保育所の新設、増改築や、地域団体等が行う

子育て支援活動への支援などを依頼しました。 (問)少子対策課 078-362-4186

平成 24 年度第１回市町懇話会
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につなげる「ひょうご女性再就業応援プログラ

ム」により、切れ目のない支援を行っていきます。

県立男女共同参画センターに

県では、県民一人ひとりが家族・家庭の

大切さを考え、きずなを深めるとともに、

地域で家庭を支える多様な取り組みを進め

るため、約６００団体からなる「ひょうご

家庭応援ネットワーク会議」が取り組む「ひ

ょうご家庭応援県民運動」の展開を支援し

ています。

この運動を広く県民に呼びかけるため、

家庭応援リーフレットを作成しました。今

年度の家庭応援施策の紹介のほか、専門相

談窓口一覧などを掲載していますので、ご

希望の方は男女家庭課まで問い合わせ下さ

い。

(問)男女家庭課 078-362-3169 

１

(問)男女家庭課

078-362-3169 
 

出産や育児等で離職後、再就業を希望する女

が、子どもを預け、安心して相談や情報収集が

きる「女性就業相談室」を 5 月７日に開設し

した。

相談室では、ママの働き方相談会として、グ

ープ相談会を実施しています。グループ相談会

は、女性就業支援員２名、保育支援員１名を配

しており、きめ細かな就業相談を行っていき

す。

さらには、グループ相談から、個別相談、再

職、起業、在宅ワーク等のセミナーを経て、就

http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html


福祉や青少年育成など地域に根ざした社会

奉仕活動を展開する、国際ソロプチミスト明

石の認証 20 周年記念式典が 4 月 6 日、神戸

市内で開かれました。

式典では、児童虐待等で一時保護された子

どもの生活指導、学習指導に活用する液晶テ

レビとブルーレイディスクレコーダーが県中

央こども家庭センターへ、通所する障害児の

療育のためのトランポリンが7月にオープン

する県立こども発達支援センターへ、それぞ

れ寄付贈呈されました。

(問)児童課 078-362-3203 

 祝宴で挨拶する金澤副知事
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中央こども家庭センター、県立こども発達支援センターへ寄付贈呈
ょうご縁結びプロジェクト

ひょうご出会いサポートセンター」（（公財）兵庫

少年本部、県内 10 か所）では、独身男女の出会

結婚を応援しています。ぜひ、会員にご登録くだ

。

いサポ会員（個人、パーティ参加）＜登録無料＞

いサポ応援団（企業等）が企画・開催する出会い

ベントに参加できます。

ばタン会員（お見合い）＜年度登録料 3000 円＞

員同士の合意が得られた場合、「お見合い」の機

を提供します。

i.html

お問い合

見合い

を用い

年齢、

なりま

セ ン タ ー 名 電 話

神戸出会いサポートセンター 078-381-6820

阪神南出会いサポートセンター 06-6481-7370

阪神北出会いサポートセンター 0797-26-7351

東播磨出会いサポートセンター 078-920-9337

北播磨出会いサポートセンター 0795-38-8022

中播磨出会いサポートセンター 079-240-7005

西播磨出会いサポートセンター 0791-58-1311

但馬出会いサポートセンター 079-662-7701

丹波出会いサポートセンター 0795-78-9130

淡路出会いサポートセンター 0799-24-2717
☆詳細は下記ホームページをご覧ください。

http://www.seishonen.or.jp/deai/dea

☆会員のお申し込みは、最寄りのセンターへ

わせのうえ、お越しください。

ひょうご出会いサポートセンターのお

紹介について、５月１日から、パソコン

た電子検索を導入し、お相手選びに際し、

職業等での検索が迅速にできるように
２

た。

http://www.seishonen.or.jp/deai/deai.html


参加者募集

園田学園女子大学

そのだ流子育て講座

講師 上野恭裕教授

「子どもが育つ、親が育
つ」

など 全４回

◆開催日：6/5(火) 6/12(火)

6/19(火) 6/26(火)

◆募集期間：5/10～6/1
◆問合せ・申込：06-6429-9908
◆募集人員：40 名（先着順）

甲南大学

｢子育て・家族支援者｣養成講座

講師 森 茂起教授

「『子どもの育ち環境』評
価と子育て支援」

など 全 3 回

兵庫大学

子どもをめぐる環境への支援

講師 田端和彦教授

「グローバル化の中に広
がる社会の貧困と子ど
もの貧困」など 全５回

◆開催日：5/26(土) 6/2(土)

6/9(土)

◆募集期間：～5/18
◆問合せ・申込：078-435-2276
◆募集人員：40 名（先着順）

◆開催日：6/16(土) 6/23(土)

6/30(土) 7/7(土)

7/14(土)

◆募集期間：～5/31
◆問合せ・申込：079-427-9551
◆募集人員：50 名（先着順）

神戸松蔭女子学院大学

子育ち・子育て支援学講座

講師 寺見陽子教授

「子育ち・子育て支援学」

など 全８回

◆開催日：5/26(土) 6/2(土)

6/9 (土) 6/16(土)

6/23(土) 6/30(土)

7/7 (土) 7/14 (土)

◆募集期間：～5/16
◆問合せ・申込：078-882-6159
◆募集人員：30 名（先着順）

県内大学でさまざまな子育て支援について学ぶ「まちの寺子屋師範塾」を開催します。（受講料：無料）

「まちの寺子屋師範塾」の受講生を募集します！ （5 月に申し込み可能な講座）

県では、家庭や地域で絵本の読み聞かせを一層進

めるため、著名な絵本作家を講師に迎えて開催する

「ひょうご絵本の伝承師養成講座」の受講生を募集

します。

◆日時：平成 24 年 6 月 8 日(金)～7 月 13 日(金)

10:10～15:00 全 12 回（６日間）

◆場所：県立こどもの館（姫路市太市中９１５－４９）

◆定員：80 名（全回出席できる方）参加費無料

◆申込方法：氏名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、メ

ールアドレス、年齢、性別を記入のうえ、「私の

出会った大好きな絵本」をテーマにした 400 字

以内の作文を添えて、下記申込先まで郵送または

県立こどもの館ホームページから申込

http://www.kodomonoyakata.jp/

◆締切：平成 24 年 5 月 11 日（金）17 時必着

◆申込先：県立こどもの館

〒671-2233 姫路市太市中９１５－４９

電話 079-267-1153 FAX079-266-4632

姫路市立星の子館に一泊して、桜山公園の施設で昔あそびや科学・自然に関する体験を

楽しみませんか！詳しくは県立こどもの館指導課までお問い合わせください。

（℡079-267-1153）

と き：平成24年６月９日（土）～１０日（日）

ところ：星の子館（姫路市青山 1470-24）

３

兵庫県より平成 23 年に委託を受けた研究成

果について報告を行います。

◆日時：平成 24 年 5 月 27 日(日) 
14:30～17:00

◆場所：園田学園女子大学

2 号館 4 階 241 教室

◆内容：

1.兵庫県内の各自治体における子どもの支

援・子育て支援に関する実態調査

2.世代間子育て支援に関する研究

3.大学生が次世代の親となるための支援研究

◆問い合わせ先：

少子対策課 078-362-4186

soshitaisaku@pref.hyogo.lg.jp



事業所の敷地内や近接地（事業所内設置型）

に保育施設（定員３～９人）を設置する事業

主に対し、その設置経費の一部を助成します。

また、従業員の通勤経路上の駅前等（駅前

等設置型）に保育施設を設置する場合は、そ

の建物の設置経費と賃料を助成します。

●事業所内設置型

設置費(上限 750 万円)を助成

●駅前設置型

設置費（上限 750 万円）

＋家賃分(一括払い、工事

契約締結日から約 5 年分、

上限 250 万円)を助成

（問）県少子対策課 078―362-4184

事業所内保育施設設置助成のご案内・設置事業主の声

子育て情報
ツイッター
ます。

http://twit
sodate 

※編集部からのお知らせ

｢ひょうご子ども未来通信｣は､市町､企
業､商工会議所･商工会､青年会議所､地域団
体･NPO、県関係機関などや希望者に電子メ
ールにより配信しています。新たに配信を
希望される方は､下記アドレスに｢未来通
信･配信希望｣と送信ください。

兵庫県少子対策本部

(健康福祉部こども局少子対策課)
shoshitaisaku@pref.hyogo.lg.jp 

助成金のご案内 ～ぜひご利用ください～

子育て元気アップ活動助成

地域団体やＮＰＯなどが広域的に展開する児童
虐待防止や DV 防止に関する事業に対して、経費の
一部を助成します。募集は 5 月 23 日まで。

●助成団体数：３０団体程度
●助 成 金 額：１団体あたり２０万円限度

●助成対象事業：

児童虐待防止に関する事業(育児不安の解消等)

ＤＶ防止に関する事業（相談・啓発活動等）

その他児童虐待の未然防止等に効果のある事

業

商店街の空き店舗等を活用し、親子がくつ
ろげるたまり場として「子育てほっとステー
ション」を設置しようとする団体に対し、そ
の整備費・運営費を助成します。募集は 6 月
15 日まで。

●補助団体数：６団体程度
●助成金額：1 団体あたり 150 万円を限度
●助成対象：県内の商店街・小売市場組合、

NPO 等（任意団体を含む）
●設置場所：商店街･小売市場の空き店舗、

ショッピングセンターの空きスペースな
ど

(問)県少子対策課 078-362-4185 (問)県少子対策課 078-362-4185

子育てほっとステーション設置助成

院内に保育施設を設置し仕事と子育ての両立を支援 
医療法人社団直太会 上田病院（神戸市）

(代表者：上田緑郎 事業内容：医療業)
t

同院では、仕事と育児

が両立できる職場環境整

備の一環として平成 2４

年３月に院内保育施設

「おひさま保育所」を開

設しました。

家庭的で明るい雰囲気の施設は、急な病気

への対応も可能で、授乳期の子どもも安心し

て預けることができるなど、働く母親の様々

なニーズに対応し、結婚・出産からの早期の

職場復帰や、仕事に専念することをサポート

しています。 
ひょうご子育て応援メールも
好評配信中です！

子育てに役立つ身近な情報を月 3～4
回配信しています。
regist@magazine.hyogo- 
kosodate.jp(QR コードからも読取可)
に空メールを送付
し登録してください.。

やイベント情報を
で随時発信してい

er.com/HyogoKo
４ 


