兵庫県少子対策本部ニュース 第８７号

平成 25 年（2013 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

８月１日（木）、県立男女共同参画センター（イ
ーブン）の「女性就業相談室」にハローワーク相
談窓口がオープン！
県及び兵庫労働局、神戸公共職業安定所と、県
経営者協会、連合兵庫等の関係者約５０名の出席
により、記念セレモニーが開かれました。
冒頭、井戸知事は、「職業相談・紹介に至
るワンストップの機能が強化され、より的確
に就職へつなげるようになった。女性の希望
に応え、さらなる成果をあげることを期待し
ている」とあいさつ。その後、求人検索機を
使ったデモンストレーションが行われ、ベビ
ーカーを横に置いて検索できる広いスペース
を体感した参加者からは、「小さい子どもを
連れた人にも使いやすそう」といった声が聞
かれました。
(問) 女性就業相談室ハローワーク相談窓口

078‑360‑8260

兵庫県では、保育人材の確保に向け、「保育士・保育所支援センター」を今年４月に
兵庫県福祉センター内に開設し、２０１３年８月１日から、職業紹介事業をスタートし
ました。
保育士資格を持ちながら現場を離れていらっ
しゃる方、保育所で働きたい新卒者の方、すで
に保育士として働いていらっしゃる方、みなさ
まの就職・再就職・就業継続をサポートをさせ
ていただきますので、ぜひご相談ください。
(問) 〒651‑0062 神戸市中央区坂口通
2‑1‑1 兵庫県福祉センター６F
電話 078‑242‑4637
メール hokyo‑center@apricot.ocn.ne.jp
WEB http://www.hyogo‑hoikukyokai.or.jp/
１

７月２５日に県内のファミリー・サポート・センタ
ーのアドバイザーや市町担当者等を対象とした研修
会が開催されました。
研修会では、一般財団法人女性労働協会の担当者よ
り、「全国のファミリー・
サポート・センター活動状
況について」の講義が行わ
れた後、日頃の課題につい
て講師及び担当者相互間で
意見交換が行われました。
現在、県内会員数は
２万８千人で、年間６
万６千件を超える利用
があります。利用を希
望される方は、お住ま
いの市町のセンターま
でお問い合わせ下さい
（右表）。
(問)少子対策課
078‑362‑4186

ファミリーサポートセンターの
主な活動内容
◇保育所までの送迎
◇保育所の開始前や終了後の預かり
◇学童保育後や学校の放課後の預かり
◇保護者の病気や急用の場合の預かり
◇冠婚葬祭やきょうだいの子どもの学
校行事の際の預かり
◇保護者の短時間、臨時的な仕事の際の
預かり
◇子どもの病気の回復期の預かり
(23 市町)など

少子対策・子育て支援を推進していくた
め、８月２１日に神戸市内で県、市町の担
当責任者会議が開かれ、約 1３0 名が参加
しました。
県から子ども・子育て支援法に基づく基
本指針について説明が行われた後、神戸
市、伊丹市、加古川市の各市から新制度施
行に向けての事例発表が行われました。さ
らに、近隣地域ごとに 5 つのグループを
作って情報交換会が行われ、活発な議論が
行われました。

(問)少子対策課

市町
神戸市
尼崎市
西宮市
芦屋市
伊丹市
宝塚市
川西市･猪名川町
三田市
明石市
加古川市
高砂市
稲美町
播磨町
三木市
小野市
加西市
加東市
姫路市
神河町
相生市
たつの市
赤穂市
宍粟市
上郡町
佐用町
篠山市
丹波市

電話
(078)271‑5545
(06)6489‑3067
(0798)39‑1534
(0797)25‑0521
(072)772‑4560
(0797)85‑4535
(072)740‑6800
(079)559‑8996
(078)915‑1277
(079)424‑9933
(079)442‑0555
(079)492‑9090
(078)944‑0717
(0794)82‑2395
(0794)63‑3611
(0790)42‑0111
(0795)43‑0444
(079)223‑5638
(0790)34‑0962
(0791)23‑0155
(0791)63‑5106
(0791)42‑4011
(0790)72‑2100
(0791)52‑1114
(0790)82‑0341
(079)590‑1388
(0795)70‑2244

今回は東加古川子育てプラザを取材し
ました。取材日は健康チェックが行われ
ており、子どもの身長・体重を測定する
親子連れがたくさん訪れていました。ま
た、阪神北広域
こども急病セン
ターの山崎セン
ター長にこども
の病気について
話を伺っています。
ぜひご家族揃って番組をご覧下さい！
○放送日 サンテレビ
９月 1４日（土）8：30〜8：45
（再放送 １０月５日（土）17：45
〜18：00）

078‑362‑4186
２

【兵庫県立男女共同参画センター】

男女共同参画の視点から防災・減災に
ついて親子で学ぶ「防災・減災体験セミ
ナー」を市町と共催で開催しています。
セミナーは、クイズやゲームのほか、
ミニワークなどを楽しみながら､｢体験｣
を通して身につけられる内容です。
身近なものを活用して｢防災に備える
くらしの知恵｣を学び、地域や家庭で｢も
しもの時｣について考える絶好の機会で
す。
１０月開催の詳細は問い合せ先まで。
（１１月以降も順次、開催予定）

開催日時

開催場所

問い合せ先

10/11（金）
10:30〜
12:30

新温泉町文化会館

新温泉町生涯学習課
人権推進室
0796-82-3328

10/20(日）
10:00〜
12:00

伊丹市立女性・児童
センター 講習室

伊丹市立女性・
児童センター
072-772-1078

10/26(土)
10:00〜
12:00

芦屋市男女共同参画
センター セミナー室

芦屋市男女共同
参画センター
0797-38-2023

県では、地域の子育て家庭への応援や従
業員の子育てと仕事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すすめ
ています。
その事業の一環として、仕事と子育ての
両立支援を推進するセミナーを開催しま
す。兵庫県の取組みの紹介や日本 P&G で
初めて父親による育児休業取得「育休父さ
んの成長日記」を朝日新聞に連載出版し、
世界的に活躍されている経営・人財コンサ
ルタントの中村喜一郎氏の講演です。
ぜひお問い合わせ下さい。
会場

日 時

「生誕 130 年 橋本関雪展」のみどこ
ろをやさしく紹介する愉快な解説会で
す。展覧会を見る前にぜひどうぞ！
◆日時：9 月 28 日（土）13:30〜14:00
◆参加費：無料
◆対象：小学生以下のこどもとその家族
◆会場：レクチャールーム
◆募集人数：先着 100 名
※事前申し込み不要
◆問合せ先
県立美術館こどもプログラム係
078‑262‑0908

会 場

播磨

9 月 25 日（水） じばさんびる(姫路)
14：00〜16：00
9 階 901 会議室

神戸

9 月 26 日（木） 兵庫県中央労働
14：00〜16：00 センター小ホール

阪神

9 月 27 日（金）
14：00〜16：00

尼崎商工会議所
7 階 701 会議室

(問)少子対策課 078‑362‑3385
E‑Mail:shoshitaisaku@pref.hyogo.lg.jp
３

『空へのぼる』
（八束 澄子作／講談社）
小学５年生の乙葉は祖母、姉
と暮らしている。11 年前両親に
棄てられた姉妹は、それぞれに
かかえる思いを、どう変化させていくのか。
わたしも、まわりのみんなも、だれもが
自分の力をめいっぱいつかって生まれてき
た――。その事実が胸を打つ、ふたりの姉
妹の物語。（小学校高学年向け）

丹波市教育委員会では、家庭にお
ける子育てのあり方、知恵を学び、
子育て家庭が充実した生活を送れる
よう、右記のとおり家庭教育講演会
を行います。講演参加の事前申し込
みは不要ですが、託児を希望される
場合は 9 月 19 日(木)までに下記問
い合わせ先までお申し込みくださ
い。
(問)丹波市教育委員会子育て支援課
0795‑70‑0813

◆講師：一般財団法人児童虐待防止機構
理事長 島田妙子 氏
◆日時：平成 25 年 9 月 26 日(木)
10：30〜12:00(受付 10:00〜)
◆場所：柏原住民センター A 会議室
（丹波市柏原町柏原 5528）
◆参加費：無料
◆託児：あり（要申込）

○あいサポ会員（個人、パーティ参加）
子育て中のお父さん、お母さんに役立つ
情報をお届けするため、様々な工夫を凝ら
しながら、子育て支援情報を発信していま
すので、是非ご覧下さい！

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 3000 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。

アクセスはこちら！
https://www.facebook.co
m/kodomo.himitsukichi
または
こども・子育てひみつ基地

＜登録無料＞

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。

検索

(問)出会いサポートセンター
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少
子対策課) shoshitaisaku@pref.hyogo.lg.jp

ひょうご子育て応援メールも
好評配信中です！
子育てに役立つ身近な情報を月 3〜4
回配信しています。
子育て情報やイベント情報をツ
イッターで随時発信していま
す。

http://twitter.com/HyogoKo
sodate

４

regist@magazine.hyogo‑kosoda
te.jp(QR コードからも
読取可)に空メールを送
付し登録してください。

