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http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08/hw08_000000008.html
子ども・子育て支援に関する施策の総合的
かつ計画的な推進に関し必要な事項を調査審
議するための会議が、１０月２２日に開催さ
れ、委員２８名、県関係課３７名により、議
論を行いました。
今回は、平成 27 年度の少子対策・子育て
支援の取組状況の報告や、ひょうご子ども・

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３７社との「兵
庫県子育て応援協定」締結式が９月１８日兵庫
県学校厚生会館で開催されました。
締結式は「男女共同参画
社会づくり協定」との合同
で開催し、約１５０名が出
席しました。
続いて開催された少子対策・子育て支援推員
研修では、
「子育てと仕事の両立支援」のテーマ

子育て未来プランプログラム２０１６の策定
に向けた審議が行われ、学識
者や各分野を代表する委員に
より活発な意見交換が交わさ
れました。
（問）こども政策課
０７８－３６２－３１９７

で、㈱ダイバーシティオフィス KITAO 代表の
北尾真理子氏の講演とグル
ープワークが行われました。
参加者からは、「ワーク・
ライフ・バランス実現推進
に向けてのヒントとなった」「グループワーク
で他社の動きが参考となった」といった声が聞
かれました。
（問）男女家庭課
TEL：０７８－３６２－４１８５

イーブンでは、再就職や起業をめざす方、働き方について考えたい方を対象に、毎月様々なセ
ミナーを開催しています。
※掲載のセミナーは､全て一時保育付､参加無料
（問）県立男女共同参画センター TEL：０７８－３６０－８５５０
◆「起業応援講座～アイデアをカタチにする～」 ◆「多様な働き方応援シンポジウム」
特技や資格・経験などを活かしたアイデアを
自分らしい働き方を実現するために、経営者、
どのようにビジネスにすればよいのでしょう
働き手それぞれに何が必要か、多様な働き方の経
か。具体化するためのビジネスプランの立て方
験をもつ女性経営者による講演や参加者同士の
等について学びます。
ワークを通じて考えましょう。
日時：11/20（金）10:00～12:00
日時：12/2（水）13:30～16:00
定員：15 名（先着順）
定員：100 名（先着順）お子様同伴可
講師：中谷 恭子
会場：クリスタルホール
（有限会社ネオナレッジ代表取締役）
（JR 神戸駅徒歩 3 分）
◆「在宅ワークチャレンジ基礎セミナー」
内容：（第１部）講演
在宅ワークについて、働き方のイメージをつ
・テーマ：「自分らしい働き方をめざして ～
かみ、仕事の獲得方法や心構えのほか、クラウ
一つにつながる様々な経験～」
ドソーシングについても学びます。
・講 師：広野 郁子 氏
日時：12/1（火）13:30～15:30）
（株式会社アイ・キューブ代表取締役）
定員：40 名（先着順）
（第２部）フューチャーセッション
講師：齋藤 晴美
・テーマ：「人生を彩る ～ 働き方のこれから
（インプルウヴ代表・中小企業診断士）
を創ろう！ ～」
１

ワーク・ライフ・バランスキャッチフレーズが決定！
ひょうご仕事と生活センターでは、１１月を『ワーク・ライフ・バランス推進月間』とし、ＷＬＢの取組
を促進するキャッチフレーズを今年度初めて募集しました。
このたび、多数の応募者の中から『ワーク・ライフ・バランス キャッチフレーズ』を決定しました！
ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ

『明るく、元気に、前向きに！ W

L

B 進める”ええ会社”』

今後、ポスターを作成するほか、ひょうご仕事と生活センターの情報誌やホームページで発信していきます。
※セミナーの詳細は各機関へお問い合わせください。

推進月間イベントスケジュール
日

時

場

※毎年 11 月は「過労死等防止啓発月間」です。

所

内

容

申込先

11 月２日(月)
13:00～16:00

兵庫県中央労働
ｾﾝﾀｰ 大ﾎｰﾙ

ワーク・ライフ・バランスフェスタ

11 月５日(木)
13:30～16:00

神戸市教育会館
大ホール

過重労働解消のためのセミナー

11 月 13 日(金)
14:00～16:00

兵庫県中央労働

ワーク・ライフ・バランス 神戸セミナー

ｾﾝﾀｰ 小ﾎｰﾙ

『多様な働き方～在宅勤務の実現に向けて～』

11 月 13 日(金)
18:00～20:30

神戸市教育会館
大ﾎｰﾙ

過労死等防止対策推進シンポジウム

11 月 25 日(金)
14:00～16:00

姫路労働会館
多目的ﾎｰﾙ

ワーク・ライフ・バランス 姫路セミナー

12 月 1 日(火)
14:00～17:00

ｵｰﾊﾞﾙﾎｰﾙ(毎日
新聞大阪本社ﾋﾞ
ﾙ地下 1F)

働き方・休み方改革シンポジウム

『ちょっとした工夫でﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽを実践』

『社員の働き過ぎは本当に会社のためになるのか？』

（主催：厚生労働省）
『女性活躍推進に向けた障壁を明らかに』

『従業員のﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽと企業経営にﾌﾟﾗｽとなる
「働き方改革」の可能性』

丹波への移住・定住者（若年者、子育て世帯）
による丹波暮らしに関するセミナー及び専門相談
窓口による出張相談会を開催します。
自然体験や自然の中での子育てなど、丹波地域
に興味がある方は気軽にご参加下さい。
丹波地域は、子育て環境も抜群！！
丹波黒大豆や丹波栗などの美味しい食材、江戸時
代から続く古民家、伝統文化、人の温もり・つな
がり…etc.
豊かな自然の中でのゆっくり
した子育て・田舎暮らしを楽
しむための要素が数多く詰ま
った地域です。

ひょうご仕事と生活
センター
TEL:078-381-5277
厚生労働省過重労働
解消ｾﾐﾅｰ運営事務局
TEL:03-5913-6033
神戸県民センター
県民交流室県民課
TEL:078-361-8608
㈱ﾌﾟﾛｾｽﾕﾆｰｸ過労死等
防止対策推進ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ
ﾑ受付窓口
TEL:03-3545-3571
姫路経営者協会
TEL:079-288-1011
㈱三菱総合研究所
働き方･休み方改革
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ事務局
TEL:03-6705-6022

・日程：11 月７日（土）13：00～16：00
・定員：30 名
(注)事前申込みが要ります。（定員に達した時点
で締め切ります。）
・場所：シティプラザ大阪４F「温」
（大阪市中央区本町橋 2-31）
セミナー参加者の方の中から抽選で 10 名様に丹波
焼、来年の干支「申(さる)の置物」をプレゼント
します。
お問合せ先：兵庫県丹波県民局
TEL：0795-72-5168
☆詳細は、兵庫県のホームページをご覧ください。
「２０１５たんば呼び込み」で検索
http://web.pref.hyogo.lg.jp/tnk11/27ikiiki.html

２

◆美術館探検ツアー
新シンボルオブジェ ヤノベケンジ作《Sun Sister》や屋外彫

木々の葉が色づき、秋色の落ち葉を見ると、木が

刻を鑑賞しながら美術館の周りを探検する鑑賞ツアーです。

私たちに季節や自然を感じさせてくれる事に、改め

日時：11 月 21 日（土）
・22 日（日）

て気付かされます。

両日 11:15～11:45、14:15～14:45

そんな木にまつわる「木育」という

参加費：無料

言葉をご存知ですか？北海道で誕生し
た言葉で、その後「森林・林業基本

対象：こどもとその家族

事前申込不要・各回 5 家族
◆「関西文化の日」※いずれも事前申込不要

計画」の中で、閣議決定された言葉でもあります。

日時：11 月 21 日（土）
・22 日（日）

木育の定義は様々ですが、木を子育てに取り入れ

「けんび☆秋のバッジまつり」

ることもそのひとつです。国産や地産地消の木のお

両日 11:00～12:30、13:15～15:00（出入自由）

もちゃを選ぶ、食器や日用品に木製のものを使う、

材料費：100～300 円

草木を育てるなど、少し意識をすれば、できる事が

「ミュージアム・ボランティアのぬり絵と折り紙のコーナー」

たくさんあります。

両日 11:00～12:30、13:15～15:00（出入自由）

また、心がけたいのは自然に触れること。山や木々

参加：無料

のある身近な公園に出かけ、枝や葉、どんぐりなど

「おとなも子どもも大好き！えほんコーナー」

の木の実を拾ったり、集めたり、何かを作ってあそ

両日終日

ぶことは、子どもの五感を刺激します。時間がなけ

「わくわくドキドキえほんのじかん」

れば、散歩だけでも十分です。

両日 13:30～14:00 頃
＊上記、
「美術館探検ツアー」
「関西文化の日」ともに
問合せ先：TEL 078-262-0908（こどもプログラム係）
◆一時保育のお知らせ

葉っぱの王冠作成

王冠完成！

木と関わるきっかけを大人が作ることで、子ども
たちはそこから様々なことを感じ、学びます。
「木育」

11 月 22 日(日)実施予定（前日までに要予約、有料）
お子様を預けてゆっくり美術鑑賞はいかがですか？
問合せ：NPO 法人 子育ち家族サポートふるーる

で豊かな心を育む子育てを楽しみましょう。

TEL（090）3948‐3719

(問)おもちゃコンサルタント
竹下 あきこ
E-mail：momlabo@gmail.com

FAX（078）755‐0973
E-mail:kako-o-kako@m6.gyao.ne.jp

兵庫県では少子化対策の一環として「ひょうご出会い
支援事業」を平成 11 年から推進し本年４月には成婚カッ
プルが 1,000 組に到達しました。
結婚を希望される独身の方は、兵庫県内に 10 カ所また
は東京に開設した「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。

○はばタン会員（お見合い）＜年度登録料 5000 円＞
○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
http://hdsc.seishonen.or.jp
(問)ひょうご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

こども・子育てひみつ基地
検索
https://www.facebook.com/kodomo.himits

（健康福祉部こども局こども政策課）
kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

３

