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５月９日（水）、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 30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が行われました。 
 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、活発な意見交換となりま
した。 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 女性活躍の推進が一層求められている今、兵庫県の男女共同参画・女性活躍の現状等を振
り返り、検証しながら、県政 150周年を機に、男女がともにいきいきと働き、生活できる社
会づくりに向けた気運の醸成を図るため、「兵庫県男女共同参画フォーラム」を開催します。 
ついては、参加者を募集します。ご希望の方は、お名前・所属団体名・日中連絡のつくお

電話番号を記入のうえ、メール又はＦＡＸにより、事務局あてお申し込み願います。 
 
・日 時：平成 30年６月 25日（月）13:30～16:45 
・場 所：兵庫県公館大会議室 
・主 催 者：兵庫県、兵庫県立男女共同参画センター、ひょうご女性の活躍推進会議、神戸新聞社 
・参 加 者：300名程度（ひょうご女性の推進会議委員及び構成団体関係者、市町関係者、

企業関係者、県職員、男女共同参画推進員、一般参加者 等） 
・参 加 費：無料 

・案内サイト 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/press/20180516_1c52c7e68f1e90814925828f0005d4c2.html 

 

 
 

意見交換 

問合せ先：兵庫県健康福祉部こども政策課 

TEL：078-362-4186 

 

兵庫県子ども・子育て支援推進本部ニュース 第 14４号 

号         

  

平成 30年（２０１8年）６月 

ひょうご 

子ども未来通信６月号 
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html 

 

 

 

問い合わせ先（事務局）：兵庫県企画県民部女性青少年局男女家庭課 
TEL:078-362-3169 FAX:078-362-3891 
E-mail:danjokatei@pref.hyogo.lg.jp 
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■ ワーク・ライフ・バランスの取組を促進するキャッチフレーズ募集中！ 

 ワーク・ライフ・バランスの一層の普及を図り、県内企業・事業所での取組を 

促進するためのキャッチフレーズを募集します。 

 【募集テーマ】 

長時間労働の是正をはじめとする働き方改革を進めワーク・ライフ・バ 

ランスの取組を促進するキャッチフレーズ 
 

・応募資格:兵庫県在住、在勤、在学の方 

・応募方法 

応募用紙の郵送・ＦＡＸ、はがき、電子メールに必要事項を記入して 

ご応募ください。QRコードからオンラインフォームでのご応募もできます。 

なお、応募は１人５作品以内で未発表の自作のものに限ります。 

※ 応募用紙はホームページからダウンロードできます。詳しくはホームページ 

に掲載の募集要項をご覧ください。 

・表彰 

◆ グランプリ  （兵庫県雇用対策三者会議賞：3万円）    １点 

◆ 準グランプリ （兵庫労働局長賞・働き方改革賞：1 万円）  １点 

◆ 佳   作  （ひょうご仕事と生活センター長賞：5千円） ２点 

受賞作品は、11月に開催する「ワーク・ライフ・バランスフェスタ」（仮称）において表

彰予定です。 

■ 中小企業育児・介護代替要員確保助成金の短時間勤務コースの対象を拡大しました   

従業員の育児・介護休業、または、育児・介護による短時間勤務に対して代替要員を新た

に雇用した中小企業事業主に、代替要員の基本給の２分の１を助成しています（上限あり）。 

このたび、従業員の育児による短時間勤務のさらなる利用促進を図るとともに、「小１の

壁」などにも対応するため、助成金の支給上限・子の対象年齢を見直しました。 

 【変更内容】 

支給上限額：月額 10万円、総額 100万円→月額２万５千円、小学３年生まで 

  
この他にも、「仕事と生活の調和推進環境整備支援助成金」、「中小企業育児・介護等離

職者雇用助成金」があります。詳しくは、ホームページでご確認ください。 
 

 

 

 

 

 

あなたの作品が 
カレンダーやポス
ターになります！ 

 

昨年度のポスター 

問い合わせ・キャッチフレーズ応募先 
（公財）兵庫県勤労福祉協会 ひょうご仕事と生活センター  
〒650-0011 神戸市中央区下山手通 6-3-28 兵庫県中央労働センター１階 
TEL：078-381-5277 FAX：078-381-5288 E-mail：info@hyogo-wlb.jp 
https://www.hyogo-wlb.jp/ 

 

ＱＲコード 

 

ひょうご仕事と生活センターでは、県内企業・団体のワーク・ライフ・バランス

の取組を推進するため、様々な事業を実施しています。 

 

 

 

締切：8/3（金） 
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■ 育休復帰応援セミナー「育休復帰後のライフプラン」 

すごろくを使ったワークショップで社会保険や年金などの制度を学ぶとともに、共働き・フルタイ

ム・パートなどの比較をして、これからのライフプランについて考えます。 

・日 時：平成 30年６月 30日(土)  10:00～12:00 

・講 師：大津 恵美子さん（スマイルサポート大津代表、社会保険労務士） 

・対 象：産休・育休中の方、将来的に育休を取得して働き続きけたいと考えている方 

※１人での参加・パートナーとの参加、どちらも可能です 

・定 員：10名(組)   ・締 切：６月 20日(水)（申込多数の場合は抽選） 

■ 女性のための働き方セミナー「働き続けるための対処法 ～働く女性のレジリエンス力を高める～」 

逆境を乗り越えてしなやかに毎日を過ごせるよう、ストレスに対処する方法を学びます。 

・日  時：平成 30年７月 12日(木) 10:00～12:00 

・講  師：柏原 吉野さん(県立男女共同参画センター 女性問題カウンセラー、産業カウンセラー) 

・対象・定員：働いている女性または就職活動中の女性 16 名(先着順） 

■ 男女共同参画セミナー「男女共同参画概論～男女共同参画社会を敏感な視点で考えませんか?～」 

・日  時：平成 30年６月 25 日(月) 10:00～12:00  

・講  師：勝木 洋子さん（神戸親和女子大学発達教育学部教授） 

 

 

 

 

 

 

■ 川でさかなつり 
上流・中流・下流どんなエサでどんな魚が釣れるかな？ 

川に見立てたブルーシートを使って魚釣りをします。 

・日  時：平成 30年６月 23日（土）13:30～14:00 

・場  所：県立 人と自然の博物館 ２階展示室 

・定  員：15名   ・参加費：無料 

■ ササ船をつくってみよう！ 

ササ船をつくって水にうかせてみよう！ 

・日  時：平成 30年６月 30日（土）・７月１日(日) 13:30～14:00 

・会  場：県立 人と自然の博物館 4階オープン・ラボ 

・定  員：20名   ・参加費：無料                                   ササ船 

※ 当日 10:00から４階インフォメーションにて、参加申し込みの受け付けを開始。定員になり次第

終了します。 

 問合せ先：兵庫県立 人と自然の博物館 

〒669-1546 兵庫県三田市弥生が丘６丁目 

TEL：079-559-2001 FAX：079-559-2007 http://www.hitohaku.jp/ 

 

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  
 (HP) http://www.hyogo-even.jp (Facebook) https://www.facebook.com/hyogo.even 

・会 場：県立男女共同参画センター  セミナー室 ・受 講 料：無料  
・申込方法：HP 掲載の申込書に必要事項を記入し、FAX・郵送・持参・電話でセンターあて申込み     

・一時保育：あり(１歳半から就学前まで・要予約・無料・定員：各６名(育休復帰応援セミナー:１歳半未満は同伴可)) 

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 

http://www.hyogo-even.jp/
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◆ 美 術 館 探 検 2 0 1 8 
 あまり知られていない美術館の場所をスタッフともに    

探検・発見していくツアーです。 

・日 時：６月９日(土)10:30～12:00  

・対 象：小学校～高校生                    

・参 加 費：100円                     

・募集人数：20名（要事前申込）  

※５月９日(水)午前 10 時より受付開始・先着順 

※こどものイベント係（Tel．078-262-0908） 

にお電話下さい。 

 

 

 

 

  離婚したい・・・  配偶者から DVを受けている・・・  養育費を増額したい・・・ 
 他にも、経験豊富な女性弁護士が無料でアドバイスします（複数回の利用も可）。 
 父子家庭の方も、ご相談ください！ 

常設相談 電話相談や面談相談を実施しています。 

・日 時：月曜日～金曜日(祝日､年末年始除く)の 10 時～17時 

・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  

巡回相談《平成３０年度上期の予定》県内各地に出向きます！ 

月 日 場  所 対象となる地区 

６月７日（木） 宝塚市役所２F２－５会議室 
（宝塚市東洋町１番 1 号） 

芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、三田市、

川辺郡、篠山市、丹波市 

７月 20日（金） 朝来市役所２０１会議室 
(朝来市和田山町東谷 213-1) 

豊岡市、養父市、朝来市、美方郡 

９月６日（木） 相生市福祉事務所 
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 

10 月４日（火） 加古川市福祉事務所 
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 

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､明石市以外)の福祉事務所 

 《町にお住まいの方》県健康福祉事務所 

 

 

 

 

 

 

機関名 電話番号 担当地区 

宝塚健康福祉事務所 0797-83-3101 川辺郡 

加古川健康福祉事務所 079-421-1101 加古郡 

加東健康福祉事務所 0795-42-5111 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：兵庫県立美術館 
      こどものイベント係 
〒651-0073 
神戸市中央区脇浜海岸通１丁目１番１号 
TEL:078-262-0908 FAX:078-262-0903 

 

 

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 

 

 

ひとり親家庭等の悩み 相談してみませんか？ 
～母子家庭等特別相談事業～  



5 

 

  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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
 こども・子育てひみつ基地  

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 

問合せ先： 
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 
（ふるさとひょうご寄附金）のお知らせ 

ひょうご出会いサポートセンター 
～会員募集のご案内～ 

 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 

あなたの「家族の日」はいつですか？ 

 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 

 

●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、県産木材で作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
指定先にお贈りします。 

●お得な制度は？ 

 実質 2 千円の負担で、所得税・住民税から
一定の税控除が可能です。 

(ふるさと納税制度) 

●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！ 

遊びと学びのある暮らし 
 

認定こども園・保育所等ホットライン 
認定こども園・保育所等の保育施設の制度や基準など  

乳幼児教育や保育に係る様々なご相談は、＃ 7350 に  

お電話してください。  

保育専門員が「知りたい」「聞きたい」にお答えします。 

◆開設時間 月曜～金曜 9：00～17：00（祝日を除く） 

◆電話番号 ＃７３５０   078－341－7711（内線 2920） 

◆Eメール  kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp 

（固定・IP/携帯電話から通話可能・通話料金は通話者負担となります） 

 

棒や紐にパーツを「とおす」おもちゃは、お
子さんの発達や、興味に合わせて遊ぶことがで
きます。豊富な市販品をはじめ、手作りや日用
品で対応できることも魅力です。 
台に固定された棒に、パーツを通す「棒通し」

は、片手で通すことができるので、小さいお子
さんから楽しめるでしょう。固定されていない
棒や、「紐通し」は、両手を使って通すので、
棒通しの次にチャレンジしてみましょう。棒通
しのパーツを紐通しに使ってもいいですね。パ
ーツの形や大きさは、市販のおもちゃによって
異なります。シンプルなパーツは、積み重ねた
り、並べて模様作りを楽しんだり、色分けやパ
ターン遊び、ままごとなど、他の遊びにも使う
ことができます。 
また、割り箸にペーパー芯を通す、とじ紐に

パンチで穴をあけた画用紙を通すなど、手作り
や日用品で簡単に難易度を変えて遊ぶことがで
きます。 
市販のおもちゃや、身近にあるものをうまく

使って、お子さんと楽しく遊んでくださいね。 

 

 

 

 

 

mailto:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

