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平成 2７年（201５年)1 月

ひょうご

子ども未来通信 1 月号
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html

12 月 11 日（木）に、県子ども・子育て会
議第 5 回教育・保育需給検討部会を開催しま
した。
「教育・保育及び地域子ども・子育て支援
事業に係る量の見込みと確保方策」、
「認定こ
ども園の普及促進のために県計画で上乗せ
をする定員数や設置目標数」と合せて、「教
育・保育を行う者の見込み数等」、
「地域子ど
も・子育て支援事業従事する者の確保及び資
質向上のために講ずる措置」について議論い
ただきました。

また、12 月 19 日（金）に、第 7 回子
ども・子育て会議を開催しました。
これまで会議における議論・意見等を踏
まえて事務局でまとめた「ひょうご子ど
も・子育て未来プラン」（仮称）の原案を
お示しし、審議いただきました。
今後、今回の会議における意見及びパブ
リック・コメントに寄せられた県民意見を
反映させ、２月県議会に議案として上程す
ることとなります。

（問）こども政策課こども企画班
０７８－３６２－４２３２

県下の児童養護施設の子ども達が一堂に会
する初めての文化祭が、１２月７日（日）に
明石市西部市民会館で、
「夢」をテーマに開催
されました。
ステージではダンス、舞踊、合唱など、趣
向を凝らした演技が繰り広げられました。子
どもたちは午前中のリハーサルで最後の調整
をして、午後からの本番に臨みましたが、こ
れまで施設で練習を重ねた、熱のこもった、
時には笑いのこぼれる演技に400名の観客は
感動に包まれ、胸に温かいプレゼントをもら
った気分になりました。
展示コーナーでは書道、切り絵、工作など、
時間をかけ、心をこめて制作したすばらしい
作品が展示され、来場者の目を釘つげにして
１

いました。
また、この日は、児童の支援に功績のあ
った児童養護施設及び乳児院職員に対する
表彰も初めて行われ、今年度は健康福祉部
長表彰12名、健康福祉部こども局長表彰2
2名の方に四海こども局長から賞状が贈ら
れ、子ども達と一緒に大きな拍手で受賞を
喜びあいました。

（問）児童課
078-362-3198

男性が子育てや地域活動に参画することは、子

出産や育児等で仕事を辞めることなく、希望の

どもや家庭だけでなく、会社や地域社会にも良い

働き方を実現できるよう、必要なスキル等を学び、

影響がもたらされると考えられています。

今後のキャリアプランについて考える連続講座を

この機会に、男性のワーク・ライフ・バランス(仕
事と生活との調和)について考えてみませんか。参

開催します。
◆日時：（１）２月１０日（火）

加費・事前申込みは不要ですので、どうぞお越し

１３：３０～１６：００

ください。
◆日

（２）２月１７日（火）

時：平成２７年２月１６日（月）

１３：３０～１６：００

１３：００～１５：００
◆場

所：のじぎく会館 ２F 大会議室

◆内

容：講演

（３）２月２４日（火）
１３：３０～１６：００
◆場所：県立男女共同参画センター・セミナー室

「ワークライフバランスとイクボス～

（ＪＲ神戸駅徒歩３分）

働き方と生き方を考える～」

◆内容：

小崎 恭弘氏

（１）テーマ：一歩前に進む“コミュニケーショ

（大阪教育大学教育学部

ンスキル”

准教授）

講師：小林 清美氏

◆参加費：無料

（コミュニケーショントレーナー）

◆その他：当日は講演に先立って、兵庫県子育て

◆主

（２）テーマ：仕事をスムーズに進める“人間関

応援協定、男女共同参画社会づくり協

係力”アップ

定締結式を行います。

講師：山本 真奈美氏

催：兵庫県

（ビジネスマナー講師）

◆問合先：男女家庭課 家庭応援班

（３）テーマ：いきいきと働くための“キャリア
プラン”
講師：瀧井 智美氏
（キャリアカウンセラー）
◆対

象：県内在住・在勤の働く女性、産休・育
休中の女性など
◆定 員：各日１５名（先着）
◆一時保育：あり 定員６名（１歳半から就学前

職場復帰を前にしての不安や悩みの解消法、
復帰後も継続して働き続けるためのヒントな
ど、講師からのアドバイスや参加者同士の話し
合いを通じて学ぶ連続講座を開催します。

まで・無料・要予約）

◆日時：１月１３日（火）

◆参加費：無料

１０：３０～１２：００

◆問合先：県立男女共同参画センター

◆場所：県立男女共同参画センター・セミナー

TEL：078-360-8550

室（ＪＲ神戸駅徒歩３分）
◆一時保育：あり 定員６名（１歳半から就学

◆内容：テーマ：私らしい仕事と子育て
講

師：萩原

前まで・無料・要予約）

紫津子氏（キャリアコ

※１歳半未満のお子さんは同伴でご参加いた

ンサルタント）
◆対

◆定

だけます。

象：産休・育休中の女性、将来的に育休
を取得して働き続けたいと考えてい
る女性など
員：各日１０名（先着）

◆参加費：無料
◆問合先：県立男女共同参画センター
TEL 078-360-8550
FAX 078-360-8558

２

11 月 11 日に兵庫県公館で、
「第６回ひょ
うご仕事と生活のバランス企業表彰式」を開
催し、先導的な取り組みを行っている１０企
業・団体を表彰しました。
いずれも、業務の効率化による残業時間の
削減や、事務所内の保育施設整備、急な休み
に対応できるカバー体制強化などの取り組
みが評価されました。これまでに製造業や病
院など４７社・団体が選ばれています。
本年度の表彰企業は次のとおりです。
譜久山病院(明石市)、栄水化学(尼崎市)、
川崎重工業(神戸市)、昭和精機(神戸市)、TAT
（西宮市）、富士通周辺機(加東市)､松田ポン
プ製作所(宝塚市)､ムネ製薬(淡路市)、メック （問）ひょうご仕事と生活センター
(尼崎市)、ヤマシタワークス(尼崎市)
０７８－３８１－５２７７

結婚、出産、育児、介護等で職場を離れていた方を、正規社員として雇用された際、対象
労働者１人につき３０万円を助成します。

（問）ひょうご仕事と生活センター ０７８－３８１－５２７７

３

兵庫県から潜在保育士等の就職支援業務などを委

■1 月 18 日(日)

託された兵庫県保育士・保育所支援センターが主催

阪神・淡路大震災から 20 年関連事業

する「保育所就職支援セミナー＆就職フェア 2014」

こどものイベント

を開催します。

「真冬の寒風に挑む前衛凧づくり」

日

●県美プレミアムの作品をみて、いままで誰も見た

就職支援セミナー １３：００～１５：２０（申込必要）

ことがない模様の凧作りに挑戦してみよう！

就職相談・登録説明会 １５：２０～１７：００

場
時間：10:30～15:30

時：１月２４日（土）１３：００～１７：００

所：神戸市教育会館 501 号・４０３号会議室
（神戸市中央区中山手通１０番５号）

場所：アトリエ２

【問い合わせ先】

対象：小・中学生とその保護者 30 名(先着順)

兵庫県保育士・保育所支援センター

費用：500 円(材料費、保険)

〒６５１－００６２

申込み方法：12 月 18 日(木)10:00 から電話受付
け開始

神戸市中央区坂口通 2 丁目１－１
TEL ０７８－２４２－４６３７

※昼食と飲み物をお持ちください

FAX ０７８－２４２－４７３７
E-mail：hokyo-center@apricot.ocn.ne.jp/
HP：http://www.hyogo-hoikukyokai.or.jp/

■1 月 27 日(火)～2 月 1 日(日)
「第 14 回 神戸っ子アートフェスティバル」開催！

●平成 26 年度

神戸市幼稚園、小学校、中学校、

○あいサポ会員（個人、パーティ参加）
＜登録無料＞

高等学校、特別支援学校造形展
時間：10:00～18:00(30 日(金)、31 日(土)は
20:00 まで)

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 5000 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。

場所：ギャラリー棟 3 階
費用：無料
◆お申込・お問合せ先：こどもプログラム係
ＴＥＬ：０７８―２６２－０９０８

(問)ひょうご出会いサポートセンター
078-891-7４1５

ＨＰ：http://www.artm.pref.hyogo.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」と送信してください。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こども政策課）
kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

４

こども・子育てひみつ基地
検索
https://www.facebook.com/kodomo.himits

