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第 1 回県・市町子ども・子育て支援協働会義を開催しました
５月 22 日（月）、兵庫県民会館において、市町、県民局・
県民センター、県関係課が一堂に会し、少子対策・子育て支
援施策の推進の相互の連携を図るため、｢平成 29 年度第１回
県・市町子ども・子育て支援協働会議｣を開催しました。
第１部では、県の少子対策及び子ども・子育て支援等に関
する施策・事業を説明し、第２部では、先進的な取組を行っ
ている市町より事例発表をしていただきました。
また、第３部においては、各市町 11 班に分かれ、各市町の
子ども・子育て支援等の状況について意見交換を実施しまし
た。各市町、様々な意見が出され、活発な意見
問合せ先：兵庫県健康福祉部こども政策課
交換となりました。
TEL：078-362-4186
葛畑人形（花咲

■

）／当館蔵

兵庫県立歴史博物館～７月のイベント～

特別企画展「れきはく玉手箱」

“博物館のお宝”を蔵出・公開します。
・日 時：７月15 日（土）～９月10 日（日）
・費 用：大人500 円（400 円）
、大学生 350 円（250 円）
、高校生以下無料
※（ ）内は20 人以上の団体料金。
※障がい者及び70 歳以上の方は半額。また障がい者１人につき、その介護者１人は
無料。
■ 歴はく倶楽部「木で列車をつくろう」
木に車輪を取り付け、色を塗り、すてきな列車をつくります。
・日 時：７月23日（日）10：00～11：30、13：00～14：30
・定 員：午前・午後ともに25 名（先着順）・費 用：1 回100 円
■ いきいきトライアル「紙漉（す）き体験」
兵庫県の重要無形文化財、
「杉原紙」を漉いてみませんか。
・日 時：７月29 日（土）14：00～16：00
・定 員：30 名（事前申込。申込期間は６月28 日（水）～７月12 日（水）
）
・費 用：700 円（友の会会員400 円）
■ れきはくアカデミー「城と妖怪」
城にまつわる妖怪の話とその背景について考えます。
・日 時：７月30 日（日）14：00～15：30 ・定 員：100 名（先着順）
・費 用：無料
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葛畑人形（花咲じいさん）
／県立歴史博物館

問合せ先：
兵庫県立歴史博物館
〒670-0012
兵庫県姫路市本町68番地
TEL 079-288-9011
FAX ： 079-288-9013
http://www.hyogo-c.ed.
jp/~rekihaku-bo/

平成 29 年度児童福祉週間記念
５月13日（土）、県内の児童養護施設や乳児院の子どもたちなど、約800人が県立明石公園に集い、
「おーい集まれ！こいのぼりのつどい」が開催されました。
あいにくの雨模様の中、芝生広場の水たまりを職員・子ども達がみんなで力をあわせて、ぞうき
んですいとり、開会式を迎えました。
こいのぼりの歌の合奏で幕をあけ、ステージでは、施設の子どもたちが一生懸命練習したダンス
「
や演奏をずぶ濡れになりながら披露し、芝生広場では、かけっこやダブルダッチ（縄跳び）、模擬店
やゲームコーナーには長い行列ができるなど、子どもたちは思い思いに楽しい１日を過ごしました。
さらに、29年度の児童福祉週間用語「できること
たくさんあるよ きみのてに」をテーマに施設の
子どもたちがが描いた絵の優秀作品の表彰式も行い
いました。
問合せ先：兵庫県 児童課
TEL:078-362-3198 FAX:078-362-0061
ﾒｰﾙ:jidouka@pref.hyogo.lg.jp

就職に有利な資格取得を応援します!
～ 高等職業訓練促進給付金事業 ～
母子家庭の母または父子家庭の父が、１年間以上専門学校などで修学する場合、
修学期間(上限３年間)の生活費を援助します。
対象要件

母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方

◆
◆

児童扶養手当の支給を受けているかまたは同等の所得水準である。
専門学校等の養成機関で１年以上のカリキュラムを必要とする資格を取得す
るために修業し、修了(卒業)後に資格取得が見込まれる。
◆ 就業または育児と修業の両立が困難である。
対象資格
支給額

看護師･准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、
歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 など
非課税世帯:月額 100,000 円、課税世帯:月額 70,500 円
※さらに卒業時｢高等職業訓練修了支援給付金｣として
非課税世帯:50,000 円､課税世帯:25,000 円 します。

◆ お問い合わせ ◆ まずは、各市、兵庫県の母子･父子自立支援員にご相談ください。
《市にお住まいの方》各市の福祉事務所
《町にお住まいの方》兵庫県健康福祉事務所（次表参照）
機関名

電話番号

担当地区

機関名

電話番号

担当地区

宝塚健康福祉事務所
加古川健康福祉事務所
加東健康福祉事務所

0797-83-3101
079-421-1101
0795-42-5111

川辺郡
加古郡
多可郡

中播磨健康福祉事務所

079-281-3001

神崎郡

龍野健康福祉事務所

0791-63-5136

揖保郡、赤穂郡、
佐用郡

新温泉健康福祉事務所

0796-82-3161

美方郡

問合せ先：兵庫県 児童課 家庭福祉班 TEL:078-362-3201 FAX:078-362-0061 ﾒｰﾙ:jidouka@pref.hyogo.lg.jp
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★「ひょうごフォーラム」参加者募集★
男女がともに、いつでも、どこでも、いきいきと生活できる男女共同参画社会をめざし、
県民、地域団体・ＮＰＯ、企業、行政等がともに考え取り組むきっかけとして開催します。
・日
時 ：平成 29 年７月７日(金)13:15～15:30
・場
所 ：クリスタルホール（神戸クリスタルタワー３階）
・内
容 ：①「ひょうご女性の活躍企業」表彰式
②講演『「居場所」のない男、「時間」のない女～幸せになるために、今、
必要なこととは～』
（講師：水無田 気流さん（詩人、社会学者、國學院大學
経済学部教授））※講演終了後、水無田さんのサイン会を予定しています。
・定
員 ：200 名（先着順） ・参 加 費：無料
・一時保育 ：１歳半から就学前まで（無料・要予約、定員 12 名）
・申込方法 ： 以下の内容をＦＡＸ・郵送・電話で県立男女共同参画センターへ。
①お住まいの市区町名 ②氏名 ③年齢 ④電話番号
⑤一時保育希望の有無（希望者はお子さんの名前・年齢・性別も）
県立男女共同参画センターのホームページからインターネット、チラシ記載
QR コードから携帯電話、スマートフォンでも申し込み可。

★女性のための働き方セミナー★
① 小１の壁」を知ろう～初めての夏休み対策セミナー～
小学校に入学して初めての夏休み。学童保育などの制度の一例を知り、
「子育てと仕事の両立」や「再就職」に向けてどのように「壁」を乗り
越えるかを一緒に考えませんか？
・講
師 : 鴨谷 香さん（キャリアコンサルタント、大学非常勤講師、現役小３の母）
② 再就職に向けて、とっても大事な基礎知識(社会保険・年金編）
働く上で、とても大切な基礎知識を学んでいただくセミナー第２弾です！！
最新の情報を知って、再就職を目指しましょう。
・講
師：足立 亜僖子さん(特定社会保険労務士、ＣＦＰ・ＤＣプランナー)
◆ 日
時：① ７月８日（土）10:00～12:00
② ７月 14 日（金）10:00～12:00
◆ 場
所：兵庫県立男女共同参画センター セミナー室
◆ 定
員：① 10 名 ② ８名（応募者多数の場合は抽選）
◆ 一 時 保 育：①、②とも１歳半から就学前まで（無料・要予約・定員各６名）
※①：１歳半未満のお子様は、ベビーカーや抱っこで同席受講可
◆ 申込締切：① ６月 28 日（水） ② ７月６日（木）
◆ 申 込 方 法：ホームページに掲載している所定の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸ
または郵送で県立男女共同参画センターへお送りください。
電話でも申込み可。
問合せ先：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
電話：078－360－8550
FAX：078－360－8558 http://www.hyogo-even.jp/
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遊びと学びのある暮らし
ビー玉や木製のボール、動物などのパーツをスロープや、
上から下へ転がしてあそぶ「クーゲルバーン（玉の道）」。
小さいお子さんは、自分でボールやパーツを置いて遊ぶ
ことができません。しかし、動きを目で追って楽しむこと
ができるので、おうちの方が転がしてあげるといいですね。
クーゲルバーンには、様々な種類があります。
螺旋状になっていて、玉が転がる時にカラコロと、心地
よい木の音が鳴るものや、スロープにシロフォンやベルが
ついているものは、玉が通ると美しい音が鳴るので、動き
と共に、音も楽しむことができます。
また、玉の転がる道を自由に作りたい場合は、組み立て
式のものがおすすめです。パーツを組み合わせたり、仕掛
けを作ったり、子どもも、大人も試行錯誤しながら楽しく
遊ぶことができ、遊ぶたびに新たな発見があるでしょう。
既製品はもちろん、廃材を利用した手作りクーゲルバー
ンも面白いですよ。親子で一緒に作って、遊びましょう！

問合せ先：
おもちゃコ
ンサルタン
問合せ先：
ト
おもちゃコンサルタント
竹下 あきこ
E-mail：momlabo@gmail.com

ひょうご孫ギフトプロジェクト
（兵庫県のふるさと納税）のお知らせ
●内容は？
ご寄附をもとに、私
立の保育所、幼稚園、
認定こども園に、県産
木材でつくった木の玩
具を贈ります。未来を
担うこどもたちへの、ふ
るさと兵庫の木のぬくも
りのプレゼントです。
●返礼品は？
５万円以上のご寄附で、県内企業によ
る子育てグッズ等が選べるギフトカタログ
を寄附者又はご指定先にお贈りします。
●お得な制度は？
実質２千円の負担となる税控除の仕
組みがあるほか、確定申告を兵庫県が
代わりに行う仕組みもあります。

●寄附のお申し出・問い合わせ先
兵庫県こども政策課
（TEL078-362-3197）
web サイト「ひょうご 孫ギフト」で検索！

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。
Facebook で子育て情報発信中！
兵庫県子ども・子育て支援推進本部
こども・子育てひみつ基地
検索
（健康福祉部少子高齢局こども政策課）
kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp
https://www.facebook.com/kodomo.himitsukichi
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