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(問)県少子対策課 078-362-4185

井戸知事 北野会長
10 月 31 日、県公館で「子育て応援ネット全県大会」

が開催され、子育て家庭応援推進員など約 430 名が参

加しました。

光愛児園の園児による可愛らしい合唱と元気あふれ

る鼓笛演奏で開幕し、続いて、子育て応援ネットの推

進母体である宝塚市青少年育成市民会議推進本部、加

古川市子育て支援ネットワークによる活動事例発表

と、才村純関西学院大学教授による「深刻化する子ど

も虐待～私たち一人ひとりにできること～」と題した

講演が行われました。

才村教授は、「虐待は一部の特別な人がやることでは

なく、誰にでも起こりうること」「虐待は親の事情は一

切関係なく、命に関わらなくても子どもが精神的、身

体的に傷ついている状態が虐待で、それを助けること

ができるのは周りの人の気づきです」と話されました。

また、井戸知事からは、「子育て家庭応援推進員の

方々が、９年以上にわたってこども達の安心安全のた

め尽力いただき、感謝している。児童虐待件数がだん

だん増えてきているが、今後は、皆さんの活動により

件数が減少していくことを願っている」とあいさつが

ありました。
谷 五郎氏

(問)県男女家庭課
078-362-3169

第５回「家族
の日」写真コ
ンクール兵庫
県議会議長賞
11 月 18 日、県公館で「ひょうご家庭応援県民大

会」が開催され、250 人が参加しました。

冒頭、吉本副知事は「家庭の力を向上し、地域全体

で多世代が共に支え合って暮らせるよう取り組んで

いきましょう」とあいさつ。

「家族の日」写真コンクールの表彰に続いて、ラジ

オパーソナリティーの谷五郎さんが「家族ってなん

だ」と題して講演を行い、「家庭や地域で子育てをす

る際、親と子が互いにある程度の距離を保つ方がいい

ときもある」、「子どもは結果ではなく、過程をほめて

あげる方が伸びる」、「夫婦は向かい合うのではなく、

同じ方を向いて横に並んで立ち、同じゴールを目指し

て一緒に歩んでいく方がうまくいく」など、ご自身の

家族のことや体験などを交えながら、笑いが絶えない

楽しいお話をされました。

そのほか、「わくわく親ひろば」の実践事例発表で

は、レジ袋を使ったふれあい遊びなどが紹介され、会

場は和やかな雰囲気に包まれました。
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①ひょうご児童虐待防止サポーター「オレンジリボンはばタン」
はばタンと児童虐待防止のシンボルマークである「オレンジリボン」のコ

ラボによる、児童虐待防止シンボルマーク「オレンジリボンはばタン」を県

が作成しました。今後、県の児童虐待防止啓発事業などで活躍します。

②ヴィッセル神戸ホームゲームでの啓発
10 月 27 日、11 月からの児童虐待防止推進月間を前に、児童虐待防止を訴える「オレン

ジリボンキャンペーン」の普及啓発活動が、神戸市兵庫区のホームズスタジアム神戸でヴィッ

セル神戸ホームゲームの試合前に行われました。

スタジアム前の専用ブースでは、パネル展示や

はばタンらによる啓発バッジが配布され、また、

オーロラビジョンではヴィッセル神戸の橋本、大

久保、伊野波選手が児童虐待防止を呼びかけるビ

デオメッセージが放映され、来場者に理解と協力

を求めました。

また、当日、児童養護施設の子どもたちにヴィ

ッセル神戸ホームゲームの観戦チケットを継続し

てプレゼントしている企業４社に対し、県児童養

護連絡協議会から感謝状の贈呈がありました。は

ばタンと中井県こども安全官が見守るなか、吉田

隆三会長がお礼の言葉を述べ、感謝状を手渡しま

した。 (問)県児童課 078-362-3182
県立こどもの館で 11 月 17 日・18 日に朗読コ

ンクールが開催されました。小学校１～３年生、４

～６年生、中学・高校生、グループの４部門から

180 人余りが参加し、日頃の技量を競いました。

審査の結果、「こどもの館賞」には、橋本涼（はし

もとりょう）さん（加古川市立平岡南小学校１年）、

柴田凪沙（しばたなぎさ）さん（伊丹市立荻野小学

校６年）、田川茜（たがわあかね）さん（武庫川女

子大学附属高等学校３年）、半田っ子（代表：西野

順さん）が受賞しました。このほかにも、「NHK

神戸放送局賞」や「朝日新聞社賞」などが授与され

ました。

11 月 17 日(土)、日本子育て学会第４回

大会が神戸大学で開催され、ロンドン大学教

授の David Gough 博士による「子どもの福

祉・権利・ニーズ－イギリスの児童養護シス

テムからの教訓－」と題する特別講演が行わ

れました。

博士は、イギリスにおける児童養護の 40

年間にわたる取組を紹介。「1973 年に起き

た悲惨な虐待事件の後、家庭のものと考えら

れていた子どもを市民として捉え、政府が虐

待防止プログラム開発を続けている」、「虐待

においては何が起こったかを解明すること

も大切だが、その子の将来に何が起こるかに

焦点を当てることが大切」、「問題が生じたと

き、個々に対処す

ることよりも、子

どもと家族のバッ

クグランドに援助

することが大切」

と話されました。

(問)県少子対策課 078-362-4186
(問)県立こどもの館 079-267-1153
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参加者募集

小さいお子さんのいらっしゃる方が、
お子さんをイーブン内の保育室に預け
てゆっくりと読書や情報収集を楽しん
でいただけます。子ども用図書の充実し
た｢ひょうご未来文庫｣や授乳室、キッズ
スペースもあり、とても好評です。
◆日時：毎月１回 10:00～12:00

開催日 申込受付期間

１月 17 日(木) 12 月 17 日(月)～19 日(水)

２月 14 日(木) １月 15 日(火)～17 日(木)

３月 14 日(木) ２月１３日(水)～15 日(金)

◆場所：県立男女共同参画センター・イー
ブン（ＪＲ神戸駅すぐ）

◆対象：兵庫県在住で、１歳半から就学前
ま で の お 子 さ ん を お 持 ち の 方
（親・祖父母等）

◆保育定員：子ども８人（１歳半～就学前
まで）

◆費用：無料(応募多数の場合、抽選)
◆申込み・問い合せ先

県立男女共同参画センター・イーブン
神戸市中央区東川崎町１－１－３
神戸クリスタルタワー７階

TEL 078-360-8550
３

特別展「現代絵画のいま」（12 月 24 日（月･

祝）まで好評開催中）の出品作家・居城純子
い し ろ じ ゅ ん こ

さ

んと一緒に作品をつくります。線香の火で、和

紙を焦がしながら絵を描いていくよ！果たし

て、どんな絵ができあがるのでしょう？ワクワ

クする楽しみいっぱいのアート体験に、ぜひ参

加してみよう！

◆日時：12 月 8 日(土)13:30～15:30

◆講師：居城純子氏（本展出品作家）

◆費用：500 円程度（資料費、保険用）

◆対象：小学校 3 年生～中学生

◆募集人数：30 名（先着順）

◆問い合わせ先

兵庫県立美術館こどもプログラム係

TEL 078-262-0908
県立こどもの館にサンタさんがやってきます！
サンタさんと一緒にゲームやダンスをいっぱい楽
しみましょう！！

◆日時：12 月 23 日(日)13:30～14:30
◆場所：県立こどもの館 多目的ホール
◆定員：200 名(先着順・当日受付)
読まなくなった絵本があったら持ってきてかえ

っこしましょう。絵本がなくても1冊はプレゼント

します。◆開催時間：10:00～15:30
丹波市では、子育てサイトを通じて、家庭・地域が一体となって子どもを育む新しい地域社会を

つくるため、子育て家庭のニーズにあった地域情報をリアルタイムに発信し、子育て家庭や子育て

支援者との情報交流や地域の子育て支援力の向上をねらいとした「すくすくポケット」を平成 24

年４月に開設しました。

現在、一日のアクセス数が 50 件～100 件と、多くの方々に利用されています。

管理運営には、子育て団体「NPO 法人Ｔプラスファミリーサポ

ート」に委託し、交流の場としてフェイスブックを活用する等、地

域に根ざした子育てサイトを目指しています。

(問)丹波市福祉部社会福祉課 0795-88-5027

URL→http://t-kodomo.jp/



佐伯コーディネーター
当法人が川西市の指定管理事業で

携わっている川西市市民活動セン

ターで

三田市では、乳幼児を抱える保護者の子育て
を応援するため、外出中に気軽に立ち寄り、授
乳やおむつ交換のできる公共施設や民間施設
を『赤ちゃんの駅』として登録し、広く周知す
ることで、安心して外出を楽しめる環境づくり
を進めています。

近々の状況で、民間施設 11 か所、市公共施
設 28 か所、県施設 2 か所の合計 41 施設を登
録しています。
(1)外部の目を気にせずに授乳できる設備があ

る。
(2)ベビーベッド、おむつ交換台等の設備があ

る。
以上の両方又はいずれかを満たすものを登

録の要件としています。
登録施設の出入口や、授乳、おむつ交換がで

きるスペース付近など
に、右の「赤ちゃんの
駅」ロゴマークのステ
ッカーを掲示していま
す。赤ちゃんとおでか
けの際にはお気軽にご
利用ください。

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-kosoda
te.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。未来通信に掲載する記事
も随時、募集しております。ご希望の方は下
記までご連絡下さい。

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
４

NPO 法人市民事務局かわにしは、主に川西市

内において「市民の、市民による、市民のための

事務局」を合言葉に、「繋ぐ」「伝える」「支える」

「育む」事業をしている中間支援 NPO 法人です。

子育て支援グループや様々な市民活動・NPO 団

体の活 動を サポー トして いま す。平 成 21

（2009）年度から、県事業の「NPO と行政の

子育て支援会議運営事業」を受託し、阪神北県民

局(4 市１町)やその管内 4 市にある中間支援

NPO 法人とも連携して、「地域の子育て支援グル

ープの紹介」や子育て世代の就労支援にもつなが

るような「地域交流会の開催」などをしています。

阪神北域のネットワークがますます広がり強く

なっていくことを願っています。
事務所の様子
川西市では、青少年問題協議会に専門委員

会を設置し、子ども・若者育成支援計画の策

定に向けて取組んでいます。専門委員には青

少年活動に活躍している若者など、専門的な

識見のある方々に就任いただき、子ども・若

者の育成や支援に関わる各種の団体との意見

交換を行いながら、様々な立場の方々の参画

を得て策定作業を進めています。

この計画は、ニートやひきこもり、不登校

などの社会的生活を営む上で困難を有する子

ども・若者とその家族を支援する体制を整備

することや、社会性の育成や就業への支援な

どすべての子ども・若者の健やかな成長と自

立を応援するための施策の方向性を示すこと

となっています。

取組みにあたっては、市の自然環境などの

様々な資源を活用し、「将来世代」の育成を進

めています。
(問)川西市こども・若者政策課

072-740-1246

(問)三田市こども政策課 079-559-5079
(問)〒666-0015 川西市小花 1-8-1-104
ジョイン川西内 TEL 072-774-7333


