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育児休業取得率の推移

厚生労働省の発表資料によると、平成 23

年度の育児休業取得率は、女性が昨年に比

べ 3.5 ポイント高い 87.8％、男性は同

1.29 ポイント高い 2.63％となり、男性は

過去最高となりました。

また、育児のための所定労働時間の短縮

措 置 等 の 制 度 が あ る 事 業 所 の 割 合 は

64.5％となり、昨年の調査に比べ 4.7 ポイ

ント上昇しました。

NPO 等と行政が協働して子育て支援について取
り組む「NPO と行政の子育て支援会議」の総会・
大懇談会が、９月８日(土)、のじぎく会館で開催さ
れました。

総会に引き続き開催された大懇談会では、約
100 名の参加者が「今後、さらに地域の団体や大
学、企業、行政とともに取り組みたいこと」や「活
動における悩み、困っていること」など各自が話を
したいテーマ毎にグループを作り、積極的に意見交
換が行われました。会場は終始和やかな雰囲気で、
参加者も「同 がこんなに多
くいることが 良い刺激にな
ったようです
じ想いで活動している人
わかって良かった」と、
子育てと仕事の両立ができる職場環境の整備など、子どもを安心して生み育てられる社会づくり

に取り組む企業 34 社と県との子育て応援協定締結式が、９月 24 日(月)県民会館で開催されまし

た。締結式は「男女共同参画社会づくり協定」と合同で開催し、100 名を超える参加者のなか盛

大に行われました。

冒頭挨拶で大内こども局長が、「本日協定を交わ

した事業所と行政が協力しながら、子育てと仕事

を両立できる働きやすい環境を作って行きましょ

う」と呼びかけました。

式に参加した企業からは、「他社の取り組みを聞

いて刺激になった。できることから取り組みたい」

「会社はもちろん、自分自身も積極的に子育てに

関わっていきたい」といった心強い声が聞かれま

した。 (問)県少子対策課 078-362-4184
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(問)県少子対策課 078-362-4184

(問)県少子対策課 078-362-4186
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(問)出会いサポートセンター
078-891-7415
若者の晩婚化・未婚化について考えるフォーラムが、９月
15 日、兵庫県と（公財）兵庫県青少年本部の主催により、和
田山ジュピターホールで開催され、地域で独身男女の出会いを
サポートする「こうのとり大使」やこころ豊かな人づくり 500
人委員、自治体担当者、子どもの結婚を願う親等、約 120 名
が参加しました。

NPO 法人全国地域結婚支援センターで代表を務める板本洋
子氏の基調講演では、「追って追われて結婚探し」と題して、
未婚化が進む現状や長年結婚相談に携わってきた経験からの
事例などを紹介し、婚活支援の注意点なども織り交ぜながら
「古い価値観を押し付けず、柔軟な結婚観を持って婚活支援
を」と話されました。

続いて、出会い支援事業を展開している団体や行政担当者に
よるパネルディスカッションが行われ、地域の抱える課題や男
の言い分、女の言い分について活発な意見が交わされました。
２

○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://hdsc.seishonen.or.jp
☆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。

家庭・地域・学校が連携し、地域ぐるみで子どもを育て見守
ることが、ますます必要とされているなか、「子育て応援ネッ
ト」の活動事例などを交えながら、地域の子育て支援をどのよ
うに進めていけばよいのかについて、みんなで考えます。
◆日時：平成 24 年 10 月 31 日(水)

13：00～15：40
◆場所：兵庫県公館 大会議室
◆プログラム

・光愛児園の園児の皆さんによる音楽演奏
・子育て応援ネット活動事例発表 ２団体
・講演

「深刻化する子ども虐待
～私たち一人ひとりにできること～｣
才村 純氏(関西学院大学人間福祉学部教授)

◆参加費：無料
◆申込方法・問い合わせ

氏名、電話番号、お住まいの市町村を記入のうえ、下記の申
込先まで電子メールで申し込み下さい。
兵庫県健康福祉部こども局少子対策課 子育て支援係
TEL 078-362-4185
E-mail shoshitaisaku@pref.hyogo.lg.jp

地域女性団体ネットワーク会議
の構成団体(18 団体)、自治会、子
ども会、青少年関係団体、PTA 等
の地域の団体がネットワークを組
み、子育て家庭への見守りや声か
けなどを行う子育て家庭応援運動
を展開するとともに、虐待や問題
行動などの SOS のサインをキャ
ッチした場合には専門機関につな
いで、迅速な対応を行う事業です。

平成 24 年 4 月 1 日現在、全市
町(41 市町)全校区(783 校区)で
ネットワークが立ち上がり、活動
が展開されています。今後、これ
らの活動がさらに盛り上がるよう
県でも支援しています。

mailto:shoshitaisaku@pref.hyogo.lg.jp
http://hdsc.seishonen.or.jp/


月 日 時 間

① 11/9(金) 10：00～11：30

② 11/10(土) 10：00～11：30

③ 11/16(金) 10：00～11：30

④ 11/18(日) 10：00～17：00

⑤
12/3(月)～7(金)

いずれか 1 日選択
9：00～13：00

⑥ 12/12(水) 10：00～11：30

３

この講座では、専門職や研究者のアドバイスを
受けながら、支援する側もされる側も対等な立場
として、関わりを重視できる支援者としてのスキ
ルアップを目指しています。

◆日時

◆講座内容（第２回と第４回になります）
・「児童虐待の予防と早期発見・早期対応に向

けて」
講師：立命館大学産業社会学部

教授 野田 正人氏
・「つながる心の促進者になるカウンセリン

グ・スキル」
講師：子ども家庭教育フォーラム代表

教育・心理カウンセラー
富田 富士也氏

など全６回
◆場所：「篠山市民センター」・多目的ルーム
◆対象：兵庫県内全在住・在勤している方で、

現在子育て支援活動に取り組んでおり、
原則全 6 回の講座を受講できる方

◆定員：30 名(定員になり次第締切)
最終締切：10/31

◆参加費：無料
◆問い合わせ

特定非営利活動法人保育ネットワーク・ミルク
TEL 079-565-4313

絵本は子どもの豊かな感性と想像力を育
むために、大切な役割を担っています。

さまざまな絵本の世界の中で、子どもたち
は優しい気持ちになったり、時にはしんみり
したり・・・。

そんな絵本の楽しさ、素晴らしさを語り伝
えていくために、絵本の魅力について、一緒
に考えてみませんか？
◆日時：平成 24 年 10 月 20 日(土)

13：30～15：30
◆場所：兵庫県公館 大会議室
◆プログラム

・講演
「絵本の魅力」

絵本作家 永田 萠さん
・ひょうご絵本の伝承師による朗読
・ひょうご絵本の伝承師による活動事例

発表
◆定員：250 人(先着順) ◆参加費：無料
◆申込方法・問い合わせ

氏名、住所、電話番号を記入のうえ、下
記の連絡先へハガキまたは電子メールで
申し込み下さい。
〒650-8567(住所記載不要)
兵庫県健康福祉部こども局少子対策課
子育て支援係
TEL 078-362-4185
Email shoshitaisaku@pref.hyogo.lg.jp

家で読めなくなった絵本を交換しません
か？譲ってもいい絵本があればお持ちくだ
さい。

◆場所：兵庫県公館１階ロビー付近
◆時間：13：00～13：30

15：30～16：00

７校の演劇部が出演。中学生の熱いメッセ

ージをお届けします！！

◆日時：平成 24 年 10 月 21 日(日)

9：30～15：30

◆場所：県立こどもの館 多目的ホール

◆申込み：事前申込み不要

◆問い合わせ

県立こどもの館 事業課
TEL 079-267-1153
道中のクイズを解きながら秋涼の桜山公園
をのんびり歩きませんか？静かな緑の中で、
自然を満喫してみませんか。
◆日時：平成 24 年 10 月 21 日(日)

小雨決行、雨天順延 10 月 28 日(日)
◆対象：どなたでも

(小学３年生以下は保護者同伴)

◆参加費：無料、参加賞あり

◆問い合わせ
県立こどもの館 TEL 079-267-1153

mailto:shoshitaisaku@pref.hyogo.lg.jp


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 

地域で家庭を支えることの大切さについて
共に考え、家族の大切さを見つめなおす契機と
するため、ひょうご家庭応援県民大会を開催し
ますので、ぜひご参加ください。
◆日時：平成 24 年 11 月 18 日(日)

13：00～15：20
◆場所：兵庫県公館 大会議室
◆内容
○基調講演「家族ってなんだ」

谷 五郎 氏（ラジオ・パーソナリティー）
○「わくわく親ひろば」等の実践事例発表
○第５回「家族の日」写真コンクール表彰式
○写真コンクール受賞作品事例発表 等

詳しくは 家庭応援県民大会 兵庫県で検索

 

 

４

普段は見ることのない美術館の裏側まで紹
介するツアーです。美術館ってどんなところ？
どんな仕事をしているの？
みなさんの疑問にお応えします！
◆日時：10 月 13 日(土)10：30～12：30
◆場所：展示室及び美術館内
◆費用：300 円（材料費、保険）

※保護者の方は別途コレクション展観覧料
（団体 400 円）が必要となります。

◆対象：小・中学生とその保護者
※小学校 3 年生以上はこどものみの参加も可

◆募集人数：おやこ合わせて 30 名（先着順）
◆問い合わせ先

申込方法など、詳しくは下記までお問
い合わせください。
兵庫県立美術館こどもプログラム係

TEL 078-262-0908
県立男女共同参画センター設立 20 周年を機に、阪神・淡路大震災以後これまでの経験と教訓を
活かし、防災・減災を身近なものとして地域に広げ、次世代につなげることを目的として、男女共
同参画の視点から今後の防災・減災の取り組みについて考える標記フォーラムを開催します。

◆日時：平成 24 年 10 月 18 日(木) 13：20～16：00
◆場所：クリスタルホール(神戸市中央区東川崎町１－１－３ 神戸クリスタルタワー３階)
◆定員：200 名（先着順） ◆参加料：無料
◆一時保育：原則として１歳半から就学前まで（無料・要予約、定員９名）
◆内容

・講演 「男女共同参画の視点からすすめる防災・減災」
講師：ひょうご震災記念２１世紀研究機構副理事長・県参与 清原 桂子氏

・発表 「母と子の防災・減災ハンドブック地域版」及び
「阪神・淡路大震災等関連情報のデータベース化」 

        発表者：県立男女共同参画センター所長 河田 恵子      など 
◆申込方法・問い合わせ 

  所定の参加申込書に必要事項を記入し、10 月 11 日(木)までに下記あて FAX または郵送に
て申し込み下さい。 
県立男女共同参画センタ－    TEL 078-360-8550  FAX 078-360-8558 
(問)県男女家庭課 
078-362-3169 


