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県とひょうご児童虐待防止サポーターによるシンポジウムが 11 月 26 日に県公館で開
催され、県内外から 300 名を超える施設、学校、幼稚園・保育園関係者等が参加しました。
開会にあたって井戸知事は、「児童虐待の通報
は、間違っていても、匿名でもかまわない、皆さ
んの勇気が子どもを守り、子育てに悩む保護者を
救う大きな一歩につながる」と呼びかけました。
基調講演では、児童虐待防止機構理事長の島田
妙子氏が、何度も命を落としかけたご自身の虐待
体験を語られ、多くの参加者が涙を流しながら聞
き入る姿が見られました。
また、県私立幼稚園協会の濱名理事長と中央こ
ども家庭センターの竹内所長が加わったパネルデ
ィスカッションでは、児童虐待の防止、発見時の
通報、さらに虐待を受けた子どものケア等に県民
一人ひとりが力を合わせて取り組まなければなら
ないことなど、今後の児童虐待対策のあり方につ
いて活発な議論が行われました。

(問)児童課

078‑362‑3182

県民一人ひとりが、家族・家庭の大切さを見直すきっかけとして毎年１１月に開催して
いる「ひょうご家庭応援県民大会」が 11 月 30 日に兵庫県私学会館で催されました。
開会の挨拶として、井戸知事が「（児童虐待防止
月間にちなみ）子ども達の安全安心は家庭だけに
任せず、地域の力を発揮して、全体で守っていか
なければなりません。一緒に取り組んでいきまし
ょう。」と大会の意義を説明しました。
次に、
「第６回家族の日写真コンクール」の表彰
式が行われ、知事らから表彰状が手渡されました。
入賞作品全てをスライドで紹介し、家族の微笑ま
しい写真に場内から温かい拍手が送られました。
続いて、神戸大学名誉教授小西康生氏から、家
族のつながりや地域との関わりについて、幅広い
見地からのご考察をいただき、熱心に聞き入る参
加者の姿が見られました。
最後に、
「わくわく親ひろば」の自主実践の取組
として、加古川市連合婦人会理事永井さち子氏に
よる事例発表があり、地域全体で子育てに取り組
む気運が高まりました。
(問)男女家庭課
１

078‑362‑3169

12 月 16 日に兵庫県民会館で、
「平成 25
年度ひょうご子育て応援賞表彰式」と記念
講演を開催しました。最初に兵庫県地域活
動連絡協議会をはじめ、少子対策・子育て
支援において優れた取り組みのあった１３
団体、１企業、１個人が表彰されました。
金澤副知事は、
「結婚したい若い人や子育
てをするお父さん、お母さんを少しでも支
え、障害を取り除くことが大切。今後も県
の子育て支援にお力添えいただきたい」と
挨拶。
その後、兵庫県立リハビリテーション中
央病院子どもの睡眠と発達医療センター長
の小西行郎氏による「子どもの育つ力」と
題した講演が行われ、小西先生は「親が赤
ちゃんからのメッセージにきちんと返して
あげることで気持ちは繋がる。生後１年以
内は、睡眠と食事の基盤づくり、こどもが
自ら学習することを妨害しないようにして
あげてほしい。」などとお話しされました。

今回は、姫路市安室東幼稚園で行われ
ている子育てふれあいサロンを取材し
ました。シニアのボランティアが楽しそ
うに子どもたちと遊ぶ光景が印象的で
した。
また、片山キッズクリニックの片山院
長に孫育てについてお話を伺っていま
す。
ぜひご家族
揃って番組を
ご覧下さい！

○放送日 サンテレビ
１月１１日（土）8：30〜8：45
（再放送

子育て応援賞受賞者

表彰式

(問)少子対策課

小西先生

078‑362‑4186

「第２回兵庫県子ども・子育て会議」が
12月18日、兵庫県私学会館で開催されま
した。
冒頭、金澤副知事から「子ども・子育て
支援新制度の平成27年度の本格施行に向
けて、国・市町と連携しながら準備に取り
組むとともに、平成26年度が計画の最終年
になる新ひょうご子ども未来プランを確実
に実施する」との挨拶があり、その後、県
から、「新ひょうご子ども未来プランプロ
グラム2014の策定」などを説明しました。
各委員からは「保育所や幼稚園に通う前
の子どもを持つ親に対する情報発信が重
要」、「まちの子育てひろばの質の向上に
取り組んでほし
い」など、活発
な意見交換が行
われました。

１月１８日（土）17：45〜18：00）

２

(問)少子対策課

078‑362‑4186

男性が子育てや地域活動に参画することは、
子どもや男性自身だけでなく、家庭や社会にも
良い影響がもたらされると考えられています。
この機会に、新しい時代の働き方、育児・子育
てについて考えてみませんか。
◆日時：平成２６年２月１９日（水）
１３：３０〜１５：３０
◆場所：県立男女共同参画センター「セミナー
室」
◆主催：ひょうごおやじネットワーク、兵庫県
◆内容：講演「新しい時代の働き
方〜男女が共に働き・育
てる社会〜」
小﨑 恭弘（神戸常盤大
学 准教授）
※兵庫県子育て応援協定、男女共同参画社会
づくり協定締結式を合わせて開催します。
◆定員：５０名（先着順）◆参加費：無料
◆申込方法：電話、ＦＡＸで申し込みできます。
◆問い合わせ先・申し込み先
男女家庭課 ＴＥＬ078‑362‑3169
ＦＡＸ078‑362‑3957

新しい 1 年をアートで始めてみませ
んか。コレクション展Ⅲを鑑賞して、
アイデアを広げ、アートな凧を作って
みよう！晴れたら、外で凧あげをする
よ。暖かい服装で来てね。
◆日時：１月１１日(土)
10:30〜15:30
◆参加費：500 円程度(保護者は要観
覧券)
◆対象：小・中学生とその保護者(子ど
ものみ参加可)
◆会場：アトリエ２
◆募集人数：30 名
※事前申込が必要です。
◆申込・問合せ先
県立美術館こどもプログラム係
TEL 078‑262‑0908

身近なものを活用して｢防災に備える
男女共同参画の視点から防災・減災に
ついて親子で学ぶ「防災・減災体験セミ くらしの知恵｣を学び、地域や家庭で｢も
ナー」を市町と共催で開催しています。 しもの時｣について考える絶好の機会で
セミナーは、クイズやゲームのほか、 す。
２月開催の詳細は問い合せ先まで。
ミニワークなどを楽しみながら､｢体験｣
を通して身につけられる内容です。
【県立男女共同参画センター】
開催日時

開催場所

問い合せ先

2/1（土）
13:30〜16:00
2/8（土）
13:00〜15:30
2/15（土）
10:00〜12:00
2/15（土）
13:30〜16:00
2/16（日）
10:00〜12:00
2/28(金)
10:30〜11:30

猪名川町中央公民館
視聴覚ホール

猪名川町総務課危機管理室
072-766-8703
相生市まちづくり推進室
0791-23-7130
西宮市男女共同参画ｾﾝﾀｰ ｳｪｰﾌﾞ
0798-64-9495
兵庫県立男女共同参画センター
078-360-8550
姫路市男女共同参画推進ｾﾝﾀｰ
079-287-0803
小野市男女共同参画センター
0794-62-6765

相生市民会館 会議室
西宮市男女共同参画センター
４１１学習室
神戸市危機管理センター
姫路市宿泊型児童館「星の子館」
５階てんもんルーム
小野市うるおい交流館 エクラ

３

明石市では、ひとりでも多くの子どもが温かい家庭で育つ環境づくりの実現に向け
て、里親制度の啓発活動に力を入れており、今年度より下記の取り組みを行っています。
・市独自の啓発用リーフレット「里親はじめてみませんか」の作成、配布
・里親さんによる出前講座の実施
11 月に市内の幼稚園・小学校のＰＴＡ
向けに出前講座を実施しました。公益社
団法人家庭養護促進協会から里親制度の
内容を分かりやすく説明していただいた
後、市内の里親さんから体験談や子育て
に関するお話をしていただきました。参
加者も熱心に耳を傾け、
「里親制度がもっ
と広がってほしい」等の感想が寄せられ
ました。
リーフレットの配布や出前講座（※明石
市内に限ります）をご希望の方は、右記
までお問い合わせ下さい。

右
左

里親啓発リーフレット
出前講座の様子

（問）明石市こども未来部子育て支援課
078‑918‑5097

子育て応援イベントなどの身近な情報を月
5 回程度全県版と地域版（１０地域）ごとに
配信しています。是非ご利用ください！
①

②
③
④

regist@magazine.hyogo‑kosod
ate.jp (下記のＱＲコードで読み
取ることができます)に空メールを
送信
返信されるメールに記載のＵＲＬ
にアクセス
必要な項目を入力し
て送信
登録完了

(問)少子対策課

今後も子育てに役立つ情報を発信して
いきますので、よろしくお願いします！
こども・子育てひみつ基地

検索

078‑362‑4186

※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

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。

