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豊岡こども家庭センターの移転建て替え

完了し、12 月 27 日に豊岡市正法寺の新庁

工式が行われました。同センターは、前庁

50 年近く経過し、老朽化が進んでいたこと

転整備が進められていたものです。

新庁舎は木造２階建。内装にも県産木材を

ることで、来庁者にとって温かみのある、心

相談環境が整えられました。竣工式には、金

事をはじめ、地元選出の県議会議員など約 6

関係者が出席。金澤副知事は、「但馬地域の

たちの健やかな成長のためには、地域や関係

の相互密接な連携を強化していくことが不可

挨拶しました。

新庁舎での業務は、１月 15 日から始まり

からも地元市町や関係機関と連携し、子ども

に関する専門的な相談、調査・判定や必要な

取り組みます。

子どもや学生が学校や地域で主体的に取り組

んでいる防災活動を顕彰する 1.17 防災未来賞

「ぼうさい甲子園」の表彰式・発表会が 1 月

13 日、兵庫県公館で開催されました。

今回は、全国から 111 団体の応募があり、

グランプリは東日本大震災の教訓を伝える提言

を作成し、地域に配布した宮古市立鍬ヶ崎小学

校が受賞しました。

県内からは、特別賞のはばタン賞にアトリ

太陽の子（神戸市）、県立豊岡総合高等学校イ

ターアクトクラブが選ばれたほか、津波防災

動を対象とした津波ぼうさい賞に県立家島高

学校が選ばれました。

井戸知事は、「知識や経験から学ぶことも大

だが、実践活動につなげることが重要。また

事前に
る」と挨拶しました。
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兵庫県豊岡こども家庭センターは、平成 25
年１月 15 日から豊岡駅の南約 800ｍ（ＪＲ
山陰本線の西側）に移転しました。電話番号は
変わりません。
・所在地

〒668-0063
豊岡市正法寺４４６番地
TEL 0796-22-4314
FAX 0796-24-0484

・児童虐待防止 24 時間
ホットライン

TEL 0796-22-9119

(問)県復興支援課 078-362-4424
(問)県児童課 078-362-3182
備えることで、減災や早期復興につなが
１
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兵庫県では、地域ぐるみの子育てをめざして、３つのひろば(｢まちの子育てひろば｣、｢子どもの

冒険ひろば｣、｢若者ゆうゆう広場｣)を地域の皆さんの協力を得ながら、県内各地域で開設していま

す。この交流会では、『子どもを守る地域のきずな』をテーマに、講演やディスカッション、参加

者による意見交換を通じて、地域ぐるみによる子育ての大切さについて考えます。

皆様、ぜひ、ご参加ください。

まちの子育てひろばでは、親子（原則未就学

児）を対象に、絵本の読み聞かせや人形劇など

の遊びを提供したり、子育ての相談に応じた

り、親子体操、工作、季節の行事などの様々な

体験活動が行われています。

県内には保育所や幼稚園、児童

館などで約 2,000 ヵ所開設され

ています。
◆日程：平成 25 年２月 12 日(火)

14：00～16：00

◆場所：兵庫県民会館 10 階福の間

◆参加費：無料（事前申込みが必要です）

◆内容

・講演「子どもを守る地域のきずな」

講師：野田 正人氏（立命館大学教授）

・パネルディスカッション

・参加者による意見交換

◆申込・問い合わせ

県少子対策課 078-362-4185
若者ゆうゆう広場は、若者が学校帰りなどに

気軽に立ち寄り、おしゃべりなどを楽しむ「た

まり場」活動をベースに、音楽やスポーツとい

ったサークル活動や、ボランティア活動など、

自分がやりたいことに、思い切り、のびのびと

取り組むことのできる場所です。

主に中・高校生など 10 代の

若者を対象としています。
子どもの冒険ひろばは、子どもたちが、「自

分の責任で自由に遊ぶ」ことを原則に、土・

木・水などの自然の素材を使い、プレーリー

ダーや地域の大人が見守る中で、自由な発想

でいきいきと遊ぶことができる場所です。

対象は主に小学生ですが、

幼児や中学生の参加も可能

です。(幼児は保護者同伴)
２

「NPO と行政の子育て支援会議」主催によ

る「子育て支援メッセ」が開催されます。助産

師や小児科の先生による子育て相談コーナー

や企業・団体による体験・遊びのコーナーも充

実し、子育て支援に関する情報も盛りだくさん

です。親子そろってご来場ください！

◆日時：平成 25 年２月 24 日(日)

11:00～15:00

◆場所：シマブンホールＢＢプラザ４階

(神戸市灘区岩屋中町 4-2-7)

◆参加費：無料

◆問い合わせ先

県少子対策課 078-362-4184

昨年度の

「子育て支援メッセ」

様子



３

昨年 10 月に作成した「母と子の防災・減災ハンドブック地域版」を活用し、普段からの心構え

などについて地域や家庭で取り組む契機とするため、親子や家族が防災・減災について体験し、楽

しく学べるセミナーを県内 10 地域で開催します。

今回は、３月前半実施分の４地域について参加者を募集します。

◆実施日時・場所
開催場所 開催日時 開催場所 講師・進行

東播磨
平成 25 年３月３日(日)

10:00～12:00
明石市防災センター NPO 法人兵庫県防災士会

但馬
平成 25 年３月９日(土)

13:30～16:00

豊岡市民プラザ

市民活動室 C
同上

北播磨
平成 25 年３月 16 日(土)

13:30～16:00

小野市うるおい交流館

エクラ中会議室

NPO 法人生涯学習サポート兵庫

菅野 将志氏

丹波
平成 25 年３月 17 日(日)

13:30～16:00

篠山市民センター

多目的ルーム２

NPO 法人ファザーリングジャパン

関西代表理事 和田 憲明氏

◆定員：各地域 30 名程度(先着順) ◆参加費：無料

◆内容：(１)開会・オリエンテーション

(２)｢母と子の防災・減災ハンドブック地域版｣の活用術

(３)男女共同参画の視点から防災・減災を学べる体験プログラム

(４)まとめ

◆申込方法：所定の申込用紙に必要事項を記入の上、郵送又は FAX で各実施機関まで申し込み

ください。申込用紙は各県民局及び市町の男女共同参画担当部署、兵庫県立男女共

同参画センターのホームページからもダウンロードできます。
◆問い合わせ先：県立男女共同参画センター TEL 078-360-8550

参加者募集
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◆参加費：無料

◆定員：６名(定員を超えた場合は抽選となり、

相談会の１週間前にご参加いた

だける方のみご連絡をさせてい

ただきます。)

◆一時保育：あり 無料・定員６名(１時半～

就学前まで、要予約)

◆申し込み・問い合わせ先

県立男女共同参画センター

TEL 078-360-8550

1,100 点余りの手づくり絵本を展示し

ています。一人ひとりの温かな作品を手に

とってご覧いただけます。

◆日時：２月２日(土)～18 日(月)

9:30～16:30(火曜日、月末休館)

◆場所：県立こどもの館 児童図書室地

下１階（体験学習コーナー周辺）

◆問い合わせ

県立こどもの館

TEL 078-267-1153

30 分程度でできる簡単ミニ絵本づくり！

誰でも参加 OK です。世界に１つだけの絵本

を作ってみよう！

◆日時：２月 16 日(土)～17 日(日)

10:00～11:30 13:30～15:30

◆場所：県立こどもの館２階和のひろば

◆定員:30 名 ◆参加費：無料

※事前予約はいりません
お子さんの小学校入学を前にして、不安な

はありませんか？気になることをざっくば

にお喋りしながら、「再就職」や「仕事と子

の両立」への第一歩を踏み出しましょう！

◆日時：平成 25 年３月２日(土)

10:30～12:00

◆場所：県立男女共同参画センター

◆講師：鴨谷 香(キャリアデベロップメン

アドバイザー)



○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。

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

さんぴぃすは子育て支援に特化した中間支援を行うこ

とをミッションとしています。それは、「地域ぐるみで子

育て」という先人の知恵や伝統は大切にしつつ、NPO が

企業などの異なるセクターと連携して、子育て支援情報

の共有・ノウハウの蓄積・事業のコラボレーションなど

を積極的に行えば、新たな課題解決法を生み出すチャン

スが生じると考えるからです。そこで、約 500 団体ある

といわれる県内の子育て支援 NPO 法人をネットワーク

し、NPO 活動の「見える化」していくことがそのスター

トと考え、子育て支援ポータルサイト「子育てなう！」

を開設しました。このサイトの特徴は子育て支援イベン

トの情報発信に特化していること。毎日、「今、どこで、

どんな NPO がイベントを実施しているか」が一覧でわか

る仕組みです。それにより子育て中の母親の孤立を防ぐ

ことはもちろん、NPO との連携事業を CSR の一環とし

て考えている企業の皆様には、県内で NPO がどんな活動

をしているのかも確認して頂けます。

ぜひ http://www.kosodate-now.jp/までアクセス

してください！
神戸市内の全幼稚園・小学校･中学校･高等学
校、市内の支援学校の生徒による代表作が集ま
る「神戸っ子アートフェスティバル」が 2 月 2
日(土)、2 月 3 日(日)に開催されます。このイ
ベントに合わせて、ダンボールを使った大掛か
りな制作イベントを行います。みんなで力を合
わせて、イベントを盛り上げよう！
◆ 日時：2 月 2 日(土)・3 日(日)

11:00～14:00
◆参加費： 無料
◆募集人数：150 名（先着順）

＊事前申込み不要
当日受付（13:30 締め切り）

◆問い合わせ先
県立美術館こどもプログラム係
TEL 078-262-0908
(問い合わせ先)
特定非営利活動法人さんぴぃす
〒659-0066

兵庫県芦屋市大桝町 7-2-301
TEL&FAX 0797-22-8896
子育て支援ポータルサイト「子育てなう！」
(問)出会いサポートセンター 078-891-7415

http://hdsc.seishonen.or.jp/
http://www.kosodate-now.jp/

