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１

番号 質 問 内 容

① 若い人の人口を増やす取組について

② まちの整備への中学生の参加について

③ ユニバーサル社会の実現について

④ 企業誘致の取組について

⑤ 地場産業を育むための取組について

⑥ 観光による地域の活性化について

⑦ 農業体験による地域の賑わいづくりについて

⑧ 都市と農村の交流について

⑨ ゴミ問題について

⑩ 海の水質汚染への取組について

⑪ 公共交通機関の整備について

⑫ 加古川河川敷の整備について

⑬ 定時制高校の充実について

「558 万人の『いいね』地域のリーダーは君だ」
をテーマに、中学生の質問・提案に県幹部が答える同
会議が７月 23 日に県議会本会議場で開催され、県内
の中学生 92 名が参加しました。

冒頭、井戸知事は、「若者として自らが新しい時代
を担っている気概を持って、皆さんの生涯、兵庫の生
涯・未来をしっかりと考え、元気に行動して欲しい」

学生
が答

もと
と挨拶。
その後、グループ毎に地域の課題等について中

が質問・提案を行い、県からは知事はじめ県幹部
弁をしました。

最後に中学生２名が、「中学生県議会の経験を
に、自分たちの街を愛し、
兵庫県各地の仲間と連携
して兵庫の「いいね」を
創造していきたい」と元
気に閉会宣言をしました。

(問)ビジョン課
078－362―4313
発達障害は、自閉症や学習障害、アスペルガー

症候群、注意欠陥・多動性障害などの総称です。

主に乳幼児期に特性が現れ、中枢神経系に生まれ

つきの障害があることが原因と考えられていま

す。

県では、発達障害児の早期発見と支援体制を強

化するため、地域の保健・医療・福祉・教育など

の関係機関と連携してニーズに応じた細やかな支

援を行う「県立こども発達支援センター」を明石

市に整備、７月から業務をスタートしました。

同センターは小児科医と児童精神科医による診

療、臨床心理士によるアセスメント、作業療法士

や言語聴覚士等による療育機能を有し、市町から

の紹介により診断・治療・療育を一体的に提供し

支援します。

(問)障害福祉課 078-362-9497

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


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や授乳・おむつ交換スペース等を設置
する団体に整備費等の補助を行う「子育てほっとステーション設置事業」の今年度の助成団体が決
定しました。

今年度は、新しく下記の６ヵ所に子育てほっとステーションを設置する予定です。設置後、県ホ
ームページにて随時紹介していきますので、お気軽にご利用ください。

(問)少子対策課 078-362-4185
うワクワク、ドキドキ、“ユメ”の世界の探検！

この夏、みなさんもタロウくんと一緒に、愉快

で不思議な体験を味わってみませんか！

◆日時：平成 24 年８月 18 日(土)・19 日(日)

◆公演：14:00～15:30(受付は 13:15 から)

◆場所：県立こどもの館 円形劇場

◆定員：各日 200 名(先着順)

◆参加料：無料
お

運営団体 設置場所

丸神商業協同組合
丸神市場内
神戸市兵庫区東山町 2 丁目
8 番地の 61

須磨パティオ名店会
須磨パティオ専門店1番館
2階
神戸市須磨区中落合2-2-1

子育て支援グループ
給食係

滝の茶屋神和通り商店街内
神戸市垂水区城が山 1 丁目
12 番 6 号

北摂百番街事業
協同組合

ハッピー川西内
川西市美園町 11 番 2 号

姫路商工会議所
二階町商店街内
姫路市二階町 27 番地

ＲＯＯＴ
河原町商店街内
篠山市河原町 125
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）

（８月申込み可能分）

阪神南地域において、経営者団体と労働者団
体、行政の三者が協働して「経営戦略としての
ワーク・ライフ・バランス」をテーマに基調講
演や企業におけるワーク・ライフ・バランスの
先導的な取り組みを紹介するセミナーを開催

 講
｢

地

神戸大学
します。

◆日時：平成 24 年８月 23 日(木)
14：00～16：00
(受付開始 13：30)

◆場所：尼崎商工会議所 7 階 701 会議室
(尼崎市昭和通３－96)

◆定員：100 名(先着順・参加費無料)
◆対象：企業経営者、人事労務担当役員など
◆内容

1）基調講演

講師 横川和章 教授
子育てひろば担当教諭
（付属幼稚園教諭） 

◆開催日：9/19(水) 10/3(水)  
10/17(水) 10/24(水)  
11/7(水) 11/21(水) 

◆募集期間：8/1～9/5 
◆問合せ･申込み 

0795-44-2409 

 
師 伊藤 篤 教授 

子育て支援の捉え方と

域｣ など全６回 
◆開催日：9/22(土) 9/23（日）
◆募集期間：8/20～9/14
◆問合せ･申込み

078-803-7970
◆募集人員：50名(先着順)
◆

医・栄養・食からみた家

講師 加藤陽二 教授 
｢食の機能・安全性－酸化
など全５回 

◆
◆
◆
◆

 

兵庫教育大学
多様な子育て支援と地域の
かかわり 
実践で学ぶ子育て支援 
「企業の経営戦略としてのワーク・ライ
フ・バランス」

㈱朝日サスティナビリティ・マネジメント
代表取締役社長 高田 誠 氏

募集人数：10名 
（50歳以上の方･先着順） 
兵庫県立大学 
２）取り組み事例紹介

(環境人間学部[姫路新在家キャンパス]) 
㈱スギモト代表取締役社長 杉本 直広氏

山村倉庫㈱執行役員 髙野 まゆみ氏
尼崎中央病院看護部長 道脇 まゆみ氏

◆申込み：会社名、住所、電話、所属、氏名
を記入し、FAX で下記まで

◆問い合せ先：尼崎経営者協会
TEL 06-6411-4281
FAX06-6411-0184

族の未来と健康 

ストレスの関連－｣ 
開催日：10/6(土) 10/13(土) 10/20(土) 
募集期間：8/１～8/30 
問合せ・申込み：079-292-1515 
募集人員：20 名（先着順） 
２



                         
 
          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 兵庫県立こどもの館では手作りの絵本を募
集しています！ 
◆募集作品：手づくりの絵本〔テーマ・大きさ・

材質は自由、創作・未発表のものに限る〕 
◆募集部門 
 ①18 歳未満の部 ②18 歳以上の部 
◆対象：県内在住又は在勤・在学者(個人又は

グループ) 
◆応募方法：応募用紙を記入の上、作品に添付

し、こどもの館へ持参又は郵送して下さい。
一人何点でも応募できます。 

◆応募先・問い合わせ先 
〒671－2233  

姫路市太子中 915―49 
兵庫県立こどもの館 手づくり絵本コン
クール係 
TEL 079-267-1153 

◆応募締切：平成 24 年 11 月 29 日(水) 
◆作品展示 
 期間：平成 25 年２月２日～２月 18 日 
 

 参加者募集 

 兵庫県では、「食育」を実践するためのメッセ
ージを絵と言葉で伝える「絵手紙」を募集して
います！ 
◆募集テーマ 

①好き嫌いの多いこどもたちへのメッセージ 
②一人暮らしを始める家族へのメッセージ 
※応募は一人１テーマにつき１点に限りま

す。 
◆対象：現在、兵庫県内に在住、在勤、在学し

ている方(年齢は問いません) 
◆応募方法 
 （１）絵手紙の形式はハガキサイズ(15 ㎝×

10 ㎝)・彩色は自由 
 （２）応募作品は自作・未発表のもので、応

募者本人のオリジナルに限ります。 
 （３）作品の裏面に下記事項を記入して下さ

い 
    ①選択テーマ ②氏名(ふりがな)  

③性別 ④年齢 ⑤住所 ⑥電話番号 
⑦職業(または学校名と学年)  
⑧誰に対するメッセージか 

◆応募先・問い合わせ先 
  兵庫県健康福祉部健康局健康増進課 

食と栄養係 
  〒650－8567 
    神戸市中央区下山手通５丁目 10－１ 
    兵庫県庁１号館５階 
    TEL 078-341-7711 

※「郵送」または「持参」により応募して 
下さい 

◆応募締切：平成 24 年９月５日(水) 
  
 

多様な世代構成による団地コミュニティの
形成を図るため、県では、新婚・子育て世帯
の県営住宅への入居要件を平成 24 年４月か
ら緩和しています。 

夫婦の合計年齢が 80 歳未満で、婚姻成立
から２年以内の新婚世帯の月収基準額を
158,000 円から 259,000 円に緩和。 

また、子育て世帯については、月収基準額
を 214,000 円から 259,000 円に緩和する
とともに、対象を小学校就学前の幼児がいる
世帯から中学校を卒業するまでの子どもがい
る世帯に拡大。 

なお、県営住宅では、毎月月末に入居者を
募集しており、７月 30 日(月)から８月３日
(金)まで８月募集分を受け付けています。 

(問)住宅管理課 078-230-8470 
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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

第６期受講生を募集します。 

◆日程：平成 24 年９月７日～10 月 12 日 

    10 時～15 時 全 12 回（６日間）

◆場所：兵庫県立男女共同参画センター 

◆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40

字以内の作文を添えて、下記申込先まで郵送

または、県ホームページから申込 

→http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf11/ehon.htm

◆締切：平成24年８月17日(金) 17時必着

◆申込先 

兵庫県健康福祉部こども局少子対策課 

子育て支援係 

〒650－8567  

神戸市中央区下山手通５－10－１ 
                     場所：兵庫県立こどもの館２階  
展望ロビー(全応募作品を展示) 
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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.。 
                       

 
 

 

 

 

子育て情報やイベント情報を
ツイッターで随時発信してい
ます。 

http://twitter.com/HyogoKo
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 
 

○あいサポ会員（個人、パーティ参加） 
＜登録無料＞ 
あいサポ応援団（企業等）が企画・開催する 
出会いイベントに参加できます。 

○はばタン会員（お見合い） 
＜年度登録料 3000 円＞ 
会員同士の合意が得られた場合、「お見合い」の

機会を提供します。 
☆詳細は下記ホームページをご覧ください。  

http://www.seishonen.or.jp/deai/deai.html      
☆会員のお申し込みは、最寄りのセンターへ 

お問い合わせのうえ、お越しください。       

 

夏休みは親子でクールスポットに出かけよう！ 

夏休み防災未来学校２０１２ 
 子どもから大人まで楽しみながら、防災・減災につ
いて学ぶことができる各種参加型プログラムを多数
ご用意しています。プログラムに参加し、ポイントを
貯めると景品と交換できます！ 

7/21(土)～９/２(日) 
○プログラム内容により異なります ★無料 
●事前申込(当日参加プログラムもあり) 

  
４ 
兵庫県では、今夏の厳しい電力需給状況を踏まえ、家庭の電力消費の削減を図るため、家族全

員で外出し一定時間涼むことができる県立 17 施設を「クールスポット」に設定しました。夏休

みならではの子ども向けプログラムもあり、自然観察や工作、実験など夏休みの自由研究に活か

せる楽しい催しがいっぱいあります。下記以外にも県内各地でさまざまなイベントがあります。

詳しくは、ホームページをご覧ください。 

http://web.pref.hyogo.lg.jp/nk19/coolspot.html （○:対象、★:参加費、●:申込方法） 
                        

こどものイベント「空を描こう! 光を描こう!」 
「カミーユ・ピサロと印象派」展の作品中から天

候・時間・季節によって移り変わる空の表現を鑑賞
し、美術館から見える空のさまざまな表情を描きま
す！  

8/4(土)･5(日) 10:30～12:30 
○小学３年～中学 3 年 ★500 円程度 
●事前申込(両日とも 30 名) 
 
兵庫県立美術館(神戸市中央区) 
人と防災未来センター(神戸市中央区) 
 
ひょうご環境体験館(佐用町) 
７･８月夏休み特別プログラム 
体験館周辺の自然を生かした里山探検や身の回

りの材料を使ったリサイクル工作、エコ・クッキン
グなど夏の自由研究の手助けになるようなプログ
ラムを用意しています。 

８月中の毎週土曜・日曜 
○どなたでも  ★無料～300 円 
●事前申込(講座によって定員は異なっています) 
兵庫県立円山川公苑(豊岡市) 
夏休み工作に挑戦！セロテープアート 
展覧会でご紹介している美術家・瀬畑氏から直に

身近な素材であるセロテープを使った作品作りを
指導してもらいます。素材が持つ、意外な可能性に
大人もびっくり！ 

8/26(日)14:00～16:30 
○小学生(1・２年生は保護者同伴) ★1000 円 
●事前申込(15 名程度) 

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

