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兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース 第１２４号 

         

  

平成２８年（２０１６年)１０月 

ひょうご 

子ども未来通信１０月号 
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html 

 

ひょうご 孫ギフトプロジェクト 

          がスタートしました！ 

～あなたの寄附で、お孫さんや子どもたちを応援してください～ 

 子どもは社会の宝であり、未来への希望です。あなたのお孫さんやお子さんなどが夢や希

望を持ち成長していくためには、社会全体のあたたかい雰囲気づくりが大切です。 

 このたび、兵庫県では「ふるさとひょうご寄附金」を活用した、“県内企業による子育て

グッズのプレゼントカタログ”をつくり、お孫さんやお子さんなどのためのギフトを贈る事

業を創設しました。５万以上１０万円未満、１０万円以上の個人寄付に応じたカタログ（２

種類）から選んでいただきます。さらに、寄附金は、ふるさと兵庫の木でつくられたおもち

ゃを保育所や幼稚園などの子どもたちに贈る事業にも使わせていただきます。 
※寄付額のうち、２千円を超える部分は所得税と住民税から原則として全額控除されます。 

5万円以上 10 万円未満のご寄附へのギフトの一例 10万円以上のご寄附へのギフトの一例 

「ふるさとひょうご寄附金」で、兵庫の子どもに県産の木製玩具

を贈ります。県内の私立の保育所、幼稚園、認定こども園（約 900

施設）に県産木材の玩具を贈ります。 

＜お問い合わせ＞ 

兵庫県健康福祉部こども政策課 

TEL：078-362-3197  FAX：078-362-3011 

E-mail:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp 

詳しくは、兵庫県ホームページをご覧くだ

さい。

http://web.pref.hyogo.jp/kf11/magogih

uto.html     
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◆相談方法◆（常設相談、巡回相談とも）    

まずは、各市、県の母子･父子自立支援員にご相談ください。            

《市にお住まいの方》各市(神戸市､姫路市､尼崎市､西宮市以外)の福祉事務所 

《町にお住まいの方》県健康福祉事務所 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月 日 場  所 対象となる地区 

11月２日（水） 
丹波市役所春日庁舎 

１F相談室 

芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、三田市、 

川辺郡、篠山市、丹波市 

12月２日（金） 豊岡市内 豊岡市、養父市、朝来市、美方郡 

平成 29年 

1 月 19日（木） 

中播磨健康福祉事務所 

（姫路市） 

相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、 

神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡 

平成 29年 

２月３日（金） 
三木市内 

明石市、加古川市、西脇市、三木市、 

高砂市、小野市、加西市、加東市、加古郡、 

多可郡、洲本市、南あわじ市、淡路市 

「離婚したい」「配偶者から DVを受けている」「養育費はどうすればいいの？」 などの 

悩みに、経験豊富な女性弁護士が無料でアドバイスします。男性も相談いただけます。 

 常設相談   電話相談/面談相談   

《場所等》松重法律事務所 松重 君予 弁護士 

       神戸市中央区多聞通３丁目３番１６号 甲南第１ビル５０２号室  

             ※ 月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）の１０時～１７時 

巡回相談   県内各地に出向きます！ 

《平成 28年度下期予定》 

機関名 電話番号 担当地区 

阪神北県民局 

宝塚健康福祉事務所 

0797-83-3101 

（代表） 
川辺郡 

東播磨県民局 

加古川健康福祉事務所 

079-421-1101 

（代表） 
加古郡 

北播磨県民局 

加東健康福祉事務所 

0795-42-5111 

（代表） 
多可郡 

 

機関名 電話番号 担当地区 

中播磨県民センター 

中播磨健康福祉事務所 

079-281-3001 

（代表） 
神崎郡 

西播磨県民局 

龍野健康福祉事務所 

0791-63-5136 

（代表） 

揖保郡、赤穂

郡、佐用郡 

但馬県民局 

新温泉健康福祉事務所 

0796-82-3161 

（代表） 
美方郡 

 

◆お問い合わせ◆  兵庫県健康福祉部児童課家庭福祉班 TEL：078-362-3201 
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日  時 場  所 内      容 申 込 先 

11月 7日(月） 

13:00～16:00 

兵庫県中央労働 

ｾﾝﾀｰ大ﾎｰﾙ 

「働き方の見直しで業績向上!!～ワー

ク・ライフバランスという経営戦略～」 

ひょうご仕事と 
生活センター 

TEL:078-381-5277 

日  時 場  所 内      容 申 込 先 

11月 18日(金） 

14:00～16:20 

兵庫県中央労働 

ｾﾝﾀｰ小ﾎｰﾙ 

ワーク・ライフ・バランス神戸セミナー 

「ワーク・ライフ・バランスと女性活躍」 

神戸県民センター 
県民交流室県民課 

TEL:078-361-8638 

11月 21日(月） 

14:00～16:00 

姫路労働会館 

3 階多目的ﾎｰﾙ 

ワーク・ライフ・バランス姫路セミナー 

「人材確保につながる働きやすい職場づ

くり」 

姫路経営者協会 

TEL:079-288-1011 

 

11月 22日(火） 

14:00～17:00 

兵庫県民会館 

けんみんﾎｰﾙ 

過労死等防止対策推進シンポジウム 

（主催：厚生労働省） 

株式会社 
プロセスユニーク 

TEL:052-934-7202 

ひょうご仕事と生活センターでは、１１月を『ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）

推進月間』とし、各イベントを実施します。 

 その一つとして、ＷＬＢの実現に向けた多彩な取り組みを行った結果、業績が向上し

た企業の事例を紹介する、「ワーク・ライフ・バランス フェスタ」を開催します。   

 ぜひ、ご参加ください。 

ＷＬＢの取組を促進するキャッチフレーズを募集したところ、たくさんの応募をいた

だきました。その中から、今後一年間活用する『ワーク・ライフ・バランス キャッチ

フレーズ』が決定しました。 

 

推進月間イベントスケジュール 

 

◆お問い合わせ◆ 兵庫県産業労働部労政福祉課 TEL：078-341-7711 

 

  

 

＊ ひょうご仕事と生活センターの情報誌やポスター、ホームページなどで発信していきます。 

 

 

 

 
  

 ワーク・ライフ・バランスキャッチフレーズの決定！ 

 

 

TEL:079-288-1011
TEL:052-934-7202
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「小１の壁」に備える～仕事と子育ての両立～ 

 小学校入学後の学童保育など、どのような制度を利用できるのかを知り、講師の経験

も交えてざっくばらんにお話しながら「仕事と子育ての両立」について考えます。 

◆日 時：平成 28年 11月 19日（土）10:00～12:00        

◆会 場：県立男女共同参画センター セミナー室 

◆講 師：西本 恭子さん（特定社会保険労務士） 

◆定 員：仕事をしながら子育てをしている（したい）人 10名（抽選） 

◆一時保育：あり（要予約・無料・定員６名） 

     ※１歳半未満のお子様はベビーカーや抱っこで同席して受講いただけます 

◆締め切り：11月７日（月） 

◆申込方法：所定の申込書（イーブンホームページ（http://www.hyogo-even.jp/）か

ら入手可能）に必要事項を記入の上、FAX・郵送・持参またはお電話でセ

ンター宛て申込み 

兵庫県立男女共同参画センター・イーブン 

〒650-0044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  FAX:078-360-8558 

 

 

平成 28年度「ひょうご家庭応援県民大会」参加者募集 

 家族・家庭の大切さを考え、きずなを深めるとともに、地域で家庭を支える取り組み

を進めるため、国が定める「家族の日」、「家族の週間」に合せて「ひょうご家庭応援

県民大会」を開催します。 
◆日 時：平成 28年 11月 19日（土）13:00～15:15 

◆場 所：兵庫県公館 神戸市中央区下山手通 4丁目 4番 1号 

◆内 容：第 9回「家族の日」写真コンクール表彰式 

     事例発表 

     講演 「これからの親・家族・地域」 

         寺見 陽子 神戸松蔭女子学院大学大学院・人間科学部 

               子ども発達学科長・教授 

◆定 員：250名（先着） 

◆参加費：無料 

お申し込み・お問い合わせ 

兵庫県企画県民部男女家庭課（担当：土井） 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5 丁目 10 番 1 号 

TEL：078-362-3385 FAX：078-362-3891 

Email：danjokatei@pref.hyogo.lg.jp 
 

  

兵庫県立男女共同参画センターイーブンからのお知らせ 

「小１の壁」 克服術セミナー 
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遊びと学びのある暮らし 
 

 おもちゃの素材は、紙、布、木、プラスチ

ック、ゴム等、様々あります。おもちゃは、

それぞれの素材を活かした形状になってい

ます。その中で、木は丈夫で耐久性に優れ、 

人にとって温かみのある素材だといえます。 

  木は、「舐めたり、噛んだり（味覚）」して

も、適度な硬さ、温度であり、美しい木目や

落ち着いた色合いを「見る（視覚）」、人肌に

優しい「触り心地（触覚）」、木の香りを嗅ぐ

「嗅覚」、木と木が触れる心地良い音を「聞

く（聴覚）」等、五感を刺激するとともに、

癒しの効果もあります。 

木製玩具といえば、ドイツやヨーロッパの

製品をイメージされる方もいらっしゃいま

すが、日本にも職人さんや作家さんが手がけ

たおもちゃが数多くあります。国産の木材、

間伐材や端材を使って商品化されているも

のもあり、国内の木を利用することで、日本

の森を守ることに繋がっています。 

 自然が私たちに与えてくれた木で作った 

おもちゃ、長く大切に使いたいですね。 

 

問い合わせ おもちゃｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

竹下 あきこ  

E-mail：momlabo@gmail.com 

  

 
 

 

 

 出張ワークショップ 

ひとはく Kids サンデー・スペシャル 2016 

日 時： 11月６日（日）11:00～16:00

★兵庫県立人と自然の博物館で開催さ

れる、小さなこどもとその家族を対象に

したプログラム「Kidsサンデー」の特別

編です。兵庫県立美術館のコーナーで

は、見たこともない生き物をフロッター

ジュ（こすりだし）でつくるワークショ

ップを開催します。 

申込不要：参加費無料 

場 所：兵庫県立人と自然の博物館 

（三田市弥生が丘 6丁目） 

申込・問合せ先：（078）262-0908  

こどもプログラム係 

 

●一時保育のお知らせ● 

日 時：10月 30日（日） 

詳しくは、「一般社団法人 Baby ガーデン」 

要予約・有料: baby.garden.kobe@gmail.com 

http://babygarden-kobe.jimdo.com/ 

申込・問合せ先：一般社団法人  

「Baby ガーデン」 

TEL 090-3948-3719 / FAX 078-755-0973 

 

Facebook で子育て情報発信中！ 

 こども・子育てひみつ基地  

https://www.facebook.com/kodomo.himitsukichi 

検索

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。 

 兵庫県子ども・子育て支援推進本部 

 （健康福祉部こども局こども政策課） 

  @  

mailto:momlabo@gmail.com
http://babygarden-kobe.jimdo.com/
mailto:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

