」
兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース
第 135 号

平成２９年（２０１７年）9 月

ひょうご

子 ど も 未 来 通 信 9月号
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html

■

特別展「ひょうごと秀吉―近年の新紹介資料を交えて―」
近年の県域における新発見資料を交えつつ、県域に伝来したものを中心
に豊臣秀吉の足跡を示す資料などを展示し、あらためて秀吉が県域の歴史
において果たした役割をご紹介します。
・日 時：平成 29 年 10 月 7 日（土）～11 月 26 日（日）10：00～17：00
・観覧料：大人 1,000 円、大学生 700 円、高校生以下無料
・会 場：県立歴史博物館 ギャラリー
歴はく倶楽部（10 月）作品例
■ れきはくロビーコンサート
新進の演奏者がパフォーマンスを披露するれきはくロビーコンサート。今回
は松尾茜さんによるヴァイオリンの演奏です。午後のひととき、素敵な音色を
聴きながら過ごしませんか。
問合せ先：
・日 時：平成 29 年 10 月 14 日（土）14：00～
兵庫県立歴史博物館
・会 場：県立歴史博物館 ロビー ※演奏は無料でお聴きいただけます。
〒670-0012
兵庫県姫路市本町68
■ 歴はく倶楽部「石ころに絵をかこう」
番地
好きな大きさや形の石を選び、大きさ・形を利用して石ころに絵をかきます。 TEL ：079-288-9011
FAX ：079-288-9013
・日 時：平成 29 年 10 月 29 日（日）10：00～15：00
http://www.hyogo-c.
・会 場：大手前公園 ※ひめじ国際交流フェスティバル
ed.jp/~rekihaku-bo/
※どなたでも無料でご参加いただけます。（小学４年生以下のお子様は保
護者同伴）

兵庫県では、家族のきずなを深める「家族の日」運動の一環として、
『わが家の「家族の日」』
をテーマに、家族のあたたかさやきずなの大切さを感じる写真を募集しています。
選ばれた作品は 11 月に開催される「ひょうご家庭応援県民大会」で表彰・展示されるほか、
「家族の日」運動啓発ポスターなどに掲載されますので皆さん
奮ってご応募ください。
締切：平成 29 年 10 月２日（月）必着
※詳細は下記ＵＲＬからアクセスいただくか、
兵庫県ホームページから「家族の日写真コンクール」
で検索してください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk17/ac15_000000450.html
問合せ先：兵庫県企画県民部女性青少年局男女家庭課
〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5 丁目 10-1
電話：078－362－3385
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第９回 知事賞受賞作品

母子(父子)家庭や寡婦の経済的自立と生活の安定、子どもの福祉を図るために、無利子または低
利子で貸付を行っています。
貸付対象者
① 母子家庭の母、父子家庭の父
② 寡婦(かつて母子家庭の母であった者)
③ 40 歳以上の配偶者のない女子（婚姻をしたことのない独身の方は含みません）
④ 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子、父母のない
児童(20 歳未満)
※ 就学支度資金・修学資金・就職支度資金（児童に係るものに限る）・修業資金の貸付に
限ります。
貸付要件

◆ 兵庫県内(神戸市、姫路市、西宮市と尼崎市を除く)にお住まいの方
◆ 原則として、連帯保証人１名（別世帯となる親族か親類で、保証能力のある方）
◆ 児童の福祉、世帯の自立助成につながり、償還が達成できる見込みがあること
《 貸付資金例 》
資金の種類

資金使途

貸付対象

修学資金

高校・大学、高等専
門学校
又は専修学校に就学
させるために必要な
資金

・母子家庭の母または父子
家庭の父が扶養する児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養する子

就学支度
資金

就学、修業するため
に必要な資金

・母子家庭の母または父子
家庭の父が扶養する児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養する子

技能習得
資金

事業を開始または就
職するために必要な ・母子家庭の母または父子
家庭の父
知識技能を習得する ・寡婦等
ために必要な資金

生活資金

知識技能を習得して
いる間の生活に必要
な資金
母子家庭または父子
家庭になって７年未 ・母子家庭の母または父子
満の世帯の生活を安
家庭の父
定・維持する間(生活
安定期間)に必要な
・寡婦等
資金
失業期間中の生活を
安定・継続するのに
必要な資金

貸付限度額(円)

償還期間

月額 27,000 円
～96,000 円

20 年以内
(専修学校の
一般課程は５
年以内)

150,000 円
～590,000 円

月額 68,000 円
一括 816,000 円
自動車運転免許取得
460,000 円

利子

20 年以内
(専修学校の
一般課程、修
業施設は５年
以内)

無利子

☆無利子

20 年以内

20 年以内

技能習得期間中
月額 141,000 円

無利子

☆無利子

生活安定期間中
８年以内
月額 103,000 円
（240 万円を限度)
養育費取得
1,236,000 円

☆無利子

失業期間中(失業後１
年以内)
月額 103,000 円

☆無利子

５年以内

☆無利子：連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は有利子(1%)です。

◆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）
電話番号

担当地区

機関名

電話番号

宝塚健康福祉事務所

0797-83-3142

川辺郡

中播磨健康福祉事務所

079-281-9210

神崎郡

加古川健康福祉事務所

079-421-9118

加古郡

龍野健康福祉事務所

0791-63-5136

揖保郡､赤穂郡､
佐用郡

加東健康福祉事務所

0795-42-9361

多可郡

新温泉健康福祉事務所

0796-82-3161

美方郡

機関名

担当地区

問合せ先：兵庫県 児童課 家庭福祉班 TEL:078-362-3201 FAX:078-362-0061 メ－ル :jidouka@pref.hyogo.lg.jp
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☆少子対策・子育て支援推進員研修のご案内☆
兵庫県では、地域の子育て家庭への応援や従業員の仕事と子育ての両立支援を進める企
業・団体と子育て応援協定の締結を進めています。その事業の一環として、少子対策・子
育て支援推進員研修を開催します。
今年は「子育て・介護と仕事との両立支援～この社会で働き続けるために～」をテー
マとした研修を予定していますので、企業・団体の人事・労務担当者の方々は是非ご参
加ください。（子育て応援協定を締結していない企業の方も参加可能です。）
・講

演：「子育て・介護と仕事との両立支援～この社会で働き続けるために～」
西本 恭子 氏（社会保険労務士ニシモト事務所 代表）
・日
時：平成 29 年９月 14 日（木）14 時～16 時
・場
所：兵庫県農業共済会館７階大会議室
・参 加 費：無料
・申込方法：電話にてお申し込みください。
問合せ先：兵庫県企画県民部女性青少年局男女家庭課
〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5 丁目 10-1
電話：078－362－3385 E-Mail：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☆
◆

イーブン保育付ライブラリー

保育室でお子さんが遊んでいる間に、ゆっくり読書をして過ごして
みませんか。センター内のハローワーク相談窓口で求人検索や職業相
談もできます。
・開催日時：毎月第３火曜日 10 時～12 時
(10/17・11/21・12/19・１/16・２/20・３/20)
・対
象：兵庫県在住で、１歳半～就学前までのお子さんを
お持ちの方
・保育定員：子ども９人（１歳半～就学前）
・申込方法：電話または窓口 ※参加費無料
◆

紙芝居・絵本の読み聞かせひろば

「イーブン読み聞かせグループ」の皆さんが楽しい絵本
の読みきかせをしています。紙芝居や歌の時間もあり、読
み聞かせ終了後は、12 時まで保育室で自由に遊べます。い
ろんな年齢の子どもたちが楽しく遊び、子育てする者の交
流の場にもなっています。
・開 催 日：毎月１回（原則第４水曜日）
(９/27・10/25・11/22・12/20・１/24・２/28・３/28)
・時
間：10 時 30 分～11 時 ※事前申込不要・参加費無料
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

市販のボールだけでなく、紙を丸めたり、
タオルを結んだりして、即席のボールを作っ
ボールは、大きさや素材など様々な種類があ
て遊ぶ体験は、様々な素材を肌で感じること
り、子どものおもちゃや、スポーツに幅広く用い ができると同時に、工夫して遊ぶことを知る
られています。
良い機会となります。
赤ちゃんの頃は、軽くて掴みやすい網目や、布
しっかり歩けるようになれば、蹴ったり、
など柔らかい素材でできているボールがおすす
遠くに投げたり、外でのボール遊びも楽しめ
めです。初めは、舐めたり、口に入れたりして遊 るようになります。
ぶので、お手入れしやすいものが良いでしょう。
親子一緒に体を動かして遊びましょう！
片手で小さなボールが掴めるようになれば、ボ
ール落としのおもちゃや、箱から出し入れする遊
問合せ先：
びが、楽しめます。
おもちゃコンサルタント
また、親子で向き合って座り、大きなボールを
竹下 あきこ
両手で受け取ったり、転がしたりする遊びは、コ
E-mail：momlabo@gmail.com
ミュニケーションの力も育てます。

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
の仕組みや、確定申告を兵庫県
が代わりに行う仕組みがあります。
●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！

あなたの「家族の日」はいつですか？
兵庫県では少子対策の一環として、「ひょうご出会い支援事業を平成 11 年か
ら推進しています。
結婚を希望される 20 歳以上の独身の方は、「ひょうご出会いサポートセンタ
ー」で１対１のお見合いをすることができます。平成 29 年１月 27 日からはビ
ックデータを活用した新システムの供用を開始していますので、ご活用くださ
い。

○はばタン会員（お見合い）
＜登録手数料 5,000 円／年、20 歳代は会員は 3,000 円／年＞
○あいサポ会員（イベント参加）＜登録無料＞
☆詳細は「ひょうご 出会い」検索
Https://www.msc-hyogo.jp/
問合せ先：ひょうご出会いサポートセンター
電話：078－891－7415

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
（健康福祉部少子高齢局こども政策課）
kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp
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兵庫県では、それぞれの家族が誕生日や記念日
など、家族にとってふさわしい日を「家族の日」
と定めることを提案する運動を進めています。
「家族の日」には、家族で食事をしたり、お出
かけするなど、家族と一緒に過ごしてみませんか。
問合せ先：県男女家庭課

電話：078-362-3385

Facebook で子育て情報発信中！
こども・子育てひみつ基地

検索

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

