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平成 25 年度第１回

県・市町懇話会

知事及び県内の全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 1８日、県公館
で開催されました。
冒頭、井戸知事は「予測がつきにくい時代であり、
スピード感を持って対応していく必要がある。県と市
町がスクラムを組み、兵庫らしい進め方をしていきた
い」とあいさつしました。
県から「少子対策・子育て支援の推進」について、
子ども・子育て支援新制度への対応、保育サービス等
の充実、子育ての経済的負担軽減などを説明。市町に
対しては、地方版子ども・子育て会議の早期設置、安
心子ども基金等を積極的に活用した保育所、認定こど
も園の整備、軽・中度難聴児支援対策などを依頼しま
した。
後の質疑応答では、市町側より、平成 25 年 7 月
から通院医療の助成対象を中学３年生まで拡大する
ことについて、「大変ありがたい。さらに一層拡充を
お願いしたい」との要望が出されました。
(問)県少子対策課 078−362−4186

県立こどもの館では、毎月１９(いく)日を「育(いく)ちゃんの
日」として「まちの子育てひろば」を開催しています。
今年度も４月１９日（金）に１回目の「育ちゃんの日 まちの
子育てひろば」を開催しました。多くの親子が体操あそびや伝
承あそび、手作り人形劇やパネルシアターで楽しいひとときを
過ごしました。
今後も８月を除く毎月１９日前後に開催します。親子のふれ
あいを深める楽しいプログラムをご用意して、みなさんの参加
をお待ちしています。
(問)県立こどもの館 ０７９−２６７−１１５３
１

小さなお子さんとお母さん・お父さんが一緒に紙芝居・
絵本の読み聞かせを楽しむ「紙芝居・絵本の読み聞かせひ
ろば」が４月２４日(水)に県立男女共同参画センター・イ
ーブンで開催されました。
あいにくの天気の中、参加した 9 組 15 名の親子は、チ
ューリップの歌を一緒に歌ったり、「ぞうくんのあめふり
さんぽ」などの絵本や紙芝居の読み聞かせを楽しみまし
た。読み聞かせのあと、子どもたちは他のお友だちとおも
ちゃで楽しく遊びました。
次回の開催は 5 月２２日（水）１０：３０〜１１：００
です。読み聞かせ会のあとは 12 時まで保育室で自由に遊
べます。参加費無料、事前申込みは必要ありませんので、
是非お気軽にご参加ください。
また、イーブンには子育てに関する図書や絵本、情報が
たくさんありますので、是非足を運んでみてください。
(問)県立男女共同参画センター・イーブン
０７８−３６０−８５５０

兵庫県では、企業との協働のもとに、働き盛り
世代の健康づくりを促進するため、従業員や家族
の健康づくりに積極的に取り組む企業を登録し、
支援する制度を創設しました。
「健康づくりチャレンジ企業」に登録すると、
①最新の健康づくりに関する情報等の提供
②健康スポーツ医や歯科医師などの専門スタッフ
の派遣
③登録企業の兵庫県ホームページでの紹介
④優れた取組を実施された企業の表彰
⑤健康教室や講演会を開催された費用の助成（上
限 10 万円）
などの支援が受けられます。
詳細は兵庫県ホームページをご覧下さい。ホーム
ホームページからの登録も可能です。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/kenkou̲ch
allenge.html
問合せ先：兵庫県健康増進課 稲岡、杉浦
０７８−３６２−９１０９
２

ひょうご出会いサポートセンターで
は、お見合いの機会を提供しています。
「はばタン会員」に登録いただくと、お
相手のプロフィールを閲覧し、お見合い
を申し込むことができます。約２年間で
１５０組の成婚カップルが誕生してい
ます。会員登録して、ぜひ理想の相手を
探してみませんか！
◆対象者：県内在住・在勤・在学で結
婚を希望する独身の方
◆登録会費：3000 円
(問)出会いサポートセンター
０７８−８９１−７４１５

参加者募集

星の子館に一泊して、桜山公園の施設で仲
間あそびをしたり、科学館でプラネタリウム
を観たりします。
●日時 ５月 18 日（土）〜19 日（日）
●場所 県立こどもの館・姫路科学館・星の
子館泊
●募集人数 80 人
●対象 お父さんと子ども、おじいちゃんと
孫（子どもは 4 才〜小学３年生）
●費用 大人 5,900 円 小学生 3,300 円
幼児 3,060 円
●締切 5 月 10 日（金）

嬉野台の自然の中で、仲間遊びや野外炊事を
したりして、お父さんと子どもとの楽しい思い
出がつくれます。
●日時 ６月１日（土）〜２日（日）
●場所 嬉野台生涯教育センター
●募集人数 50 人
●対象 お父さんと子ども、おじいちゃんと孫
（子どもは 4 才〜小学３年生）
●費用 大人 4,500 円 子ども 3,500 円程度
●4 月下旬より募集開始（詳しくは HP でご確認
ください。）
(問)県立こどもの館指導課
079‑267‑1153

こころとこころのふれあいによる人間関係づくりに効果があるとされる「構成的グループ・エン
カウンター」を、その公認リーダーである先生から、実際に体験しながら学ぶことのできる研修会
です。
●日時 ５月 24 日（金）10：00〜15：00
●場所 県立但馬長寿の郷
●内容 【講義・演習】人間関係を高めるカウンセリング技法
〜構成的グループ・エンカウンターの活用〜
【講師】環太平洋大学 次世代教育学部 住本 克彦 教授
●対象 教員、保育士、保健師等の教育機関、児童福祉施設及び地域で教育相談にあたる方
●募集人数 40 人
●締切 5 月 15 日（水）
（問）県立こどもの館指導課 ０７９−２６７−１１５３

兵庫県では、地域団体やＮＰＯなどが、広域的、専門的に展開する取り組みに対して、経費
の一部を補助しています。今年度は、多胎児の育児、子どもの発達など家庭の育児不安をはじ
め、児童虐待など子育てに悩む家庭の支援に取り組む事業等を対象に補助団体を募集します。
補助対象団体・金額
●県内に所在するＮＰＯや地域団体等が対象となります。
団体数は 50 団体程度（団体数は予算の範囲内で決定します。）
●補助金額…1 団体あたり２０万円限度（千円未満切り捨て）
【問い合わせ先】少子対策課 ＴＥＬ：０７８−３６２−４１８５
３

子育て中のお父さん、お母さんの想いをとも
に分かち合い、子ども、家庭、地域が、未来に
夢と希望が持てるまちづくりのために子育て
メッセージ集を作成しました。子育てにまつわ
るメッセージ等を募集したところ５０作品の
応募があり、平成２５年３月末に発刊しまし
た。子育てで感じる喜び・苦労に共感できたり、
子どもの愛しさが再確認できたりする心温ま
る一冊になっています。
加東市内４か所の図書館での閲覧及び貸し
出しを行うとともに、加東市子育て支援課窓口
にて無料で配布しています。郵送の場合は住
所・氏名を明記の上、返信用封筒を下記までお
送りください。（Ａ５サイズ・重量１３０ｇ）
ぜひご覧ください。

広げよう「３つの合言葉」
神戸市では、平成 24 年 5 月に次世代の子
どもを育む市民会議から提言「こうべ人づく
りメッセージ」をいただきました。メッセー
ジは、
「命の大切さ」
「規範意識」
「思いやりの
心」など、人として忘れてはならないことを
子どもたちの心に根付かせていくために、家
庭を中心に、学校・幼稚園・保育園等、地域、
企業等が連携して取り組んでいくことを求め
ています。そこで、メッセージの内容を想い
起こさせる合言葉を募集し、「３つの合言葉」
を決定しました。
「笑顔 あいさつ ありがとう」
「助けあい ゆずりあい 高めあい」
「ほめよう 伸ばそう 育もう」
「３つの合言葉」の背景にあるメッセージの
考え方を市民の皆さんで共有し、実践してい
きましょう。
検索 人づくりメッセージ 次世代
http://www.city.kobe.lg.jp/hitodukuri/
（問）神戸市こども家庭局総務課
０７８−３２２−６８４４

（問）〒673‑1493 加東市社 50 番地
加東市福祉部子育て支援課
TEL 0795‑43‑0408(直通)

香美町では、過疎化・少子化対策の一助として、町民
及び町内企業従業員の独身男女の結婚を支援するため、
「結婚支援対策事業（出会いの場イベント）」を主催する
個人、団体又は企業に対して助成しています。
☆問い合わせ・連絡先
〒669‑6592 香美町香住区香住８７０−１
香美町役場企画課
Tel 0796‑36‑1962（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
Fax 0796‑36‑3809
E‑mail kikaku@town.mikata‑kami.lg.jp
※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

助成対象イベント例
・レストラン（店舗）を利
用したパーティ
・講師を招いて開催する自
己啓発セミナー
・町内の企業と連携して共
催する食事会

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。
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

４

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。

