
 

兵庫県では、年齢、性別、障害の有無、文化等の違いに関わりなく、全て

の人が地域社会の一員として尊重され、互いに支え合い、一人ひとりが持て

る力を発揮して活動することができる「ユニバーサル社会」を、県民、事業

者、団体、県及び市町の参画と協働により実現するため、「ユニバーサル社

会づくりの推進に関する条例」を制定しました（H30.４.1施行）。 

この条例に基づき、ユニバーサル社会づくりに向けた個人・団体・企業の

率先した実践活動を顕彰し、地域や職域における先導的な取組を広く普及さ

せるため、「全ての人が主体的に生き、支え合う社会」の実現に向けて取り

組んでいる県内の活動を募集します。 

ひょうごユニバーサル社会づくり賞  

めざすべき「ユニバーサル社会」とは 

年齢、性別、障害の有無、 

文化等の違いに関わりなく 

全ての人が地域社会の一員として尊重され、

互いに支え合い、一人ひとりが持てる力を発

揮して活動することができる社会をめざします 

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ社会づくりの推進に関する条例 

５つの基本理念 

兵 庫 県 

人と人が相互に人格と個性を尊重しつつ、

支え合う社会 
ひと 

情報 

まち 

参加 

生活に必要な情報を円滑に取得し、及び

利用する多様な手段が確保され、自らが

望む意思疎通の手段を選択することが 

できる社会 

福祉のまちづくりの推進により、安全で 

安心な暮らしが確保される社会 

全ての人がその能力を発揮して、多様な

社会参加ができる社会 

もの 全ての人にとって利用しやすく、質の高い

製品及びサービスが普及する社会 



 
令和５年度 ひょうごユニバーサル社会づくり賞 【募集要領】 

 

兵庫県では、年齢、性別、障害の有無、文化等の違いに関わりなく、全ての人が地域社会の

一員として尊重され、互いに支え合い、一人ひとりが持てる力を発揮して活動することができ

る「ユニバーサル社会」を、県民、事業者、団体、県及び市町の参画と協働により実現するた

め、「ユニバーサル社会づくりの推進に関する条例」を制定しました（H30.4.1 施行）。 

この条例に基づき、ユニバーサル社会づくりに向けた個人・団体・企業の率先した実践活動

を顕彰し、地域や職域における先導的な取組を広く普及させるため、「全ての人が主体的に生

き、支え合う社会」の実現に向けて取り組んでいる県内の活動を募集します。 

 

推薦の対象 

ユニバーサル社会づくりの見本となる率先した活動を行っている、兵庫県内に在住または、

活動の拠点を置く個人、団体、企業 

（活動事例） 

ユニバーサル社会づくりを推進するためのまちづくり活動、ユニバーサル社会の普及啓

発活動、声かけ運動、社会参加・就業支援、多文化・多世代交流、バリアフリー整備、福

祉用具等の製品開発、障害者・女性の雇用促進制度の導入、こどもの見守り活動の展開、

高齢者の認知症予防に向けた取組、外国人県民の相談窓口の設置 など 

※平成 30 年度～令和４年度の５年間の間に、同賞の受賞歴がある団体については、同一の

活動で応募することはできません。ただし、学校・大学に限り、活動の内容を発展させてい

る場合は応募可能とします。 

 

推薦方法 

推薦用紙に必要事項を記入のうえ、ユニバーサル推進課に提出してください。 

（郵送や電子メールによる提出、又はユニバーサル推進課に直接お持ちください。） 

自薦・他薦を問いません。 

  ※推薦用紙は下記ホームページにて配布、掲載しています。 

ホームページ https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/universal/shakaidukuri.html 

 

応募締切 

令和５年５月１９日（金） 

 

受付及びお問い合わせ先 

〒６５０－８５６７ 神戸市中央区下山手通５－１０－１ 

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課 社会参加支援班 

電話：０７８－３６２－４３７９ FAX：０７８－３６２－９０４０ 

E-mail: universal@pref.hyogo.lg.jp 

 

審査 

学識経験者らで構成する「ひょうごユニバーサル社会づくり賞審査委員会」の審査を経て各

部門の受賞者を決定します。 

 

発表・表彰 

受賞者には、各人に通知するとともに、公表し、ホームページ等で紹介します。 

表彰式はユニバーサル社会づくり賞贈呈式（令和５年夏頃を予定）において、活動内容を紹

介するとともに、賞状と記念品を贈呈します。 

 

その他 

応募いただいた写真・資料などは、原則として返却いたしませんのでご了承ください。 



ひょうごユニバーサル社会づくり賞（応募用紙） 

注１） ※印は、該当する場合のみ記入願います。 
注２） 活動内容がわかる参考資料、写真、ホームページなどがありましたら添付、記載願います。 

（ふりがな） 
被推薦者名 

 

 （区分：個人・団体・企業） 

被推薦者の住所又は 
団体・企業等所在地  

活 動 名  

活動目的  

活動地域  活動の開始年度     年  月 

活動内容 

【活動内容】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【活動実績】 
 

【ユニバーサル社会づくりに関する効果】 
 

【活動の課題と今後の取組】 
 

過去の同賞 
の受賞歴 

受賞年月日 受賞者名（受賞団体・企業名） 
    年  月  

【受賞時の主な活動内容】 

団体・企業等 
について※ 

設立年月日 代 表 者 名 構成員数 主な活動内容（業種等） 
    年  月    

推薦者名 
 （自薦含む） 

氏名又は団体・企業・代表者名 
 

住所又は団体・企業等所在地 
〒      所在地：  
TEL： 

FAX：               E-mail： 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ 電子データ（JPEG ファイル）などがあれば、あわせて提供してください。 

（活動の成果もしくは活動の様子の写真） 写真説明 

（活動の成果もしくは活動の様子の写真） 写真説明 

活動場所付近見取り図 



ひょうごユニバーサル社会づくり賞【記入例】 

注３） ※印は、該当する場合のみ記入願います。 
注４） 活動内容がわかる参考資料、写真、ホームページなどがありましたら添付、記載願います。  

（ふりがな） 
被推薦者名 

おんがくこうりゅうさーくる○○○○ 

音楽交流サークル○○○○ （区分：個人・団体・企業） 

被推薦者の住所又は 
団体・企業等所在地 ○○市 ○○町 ○○番地 

活 動 名 音楽活動を通じた高齢者の社会参加及び交流の推進 

活動目的 音楽交流活動を通じた高齢者の社会参加及び交流推進の場の提供 

活動地域 ○○市 活動の開始年度 平成××年○○月 

活動内容 

【活動内容】 
・音楽サークルの活動を通じ、とじこもりがちな高齢者に社会参加の場を提供

している。（65 歳以上会員○○名） 
・文化祭などの地域のイベントで子どもたちとの交流を図り、多世代交流や相

互理解の促進を図っている。 
※活動概要（ホームページ） http://www.・・・・・・・・・・・ 

 
【活動実績】 
・定期練習会 毎週火・金 
・○○文化祭参加 平成 22 年から年１回（令和４年度実績 ○月○日） 

【ユニバーサル社会づくりに関する効果】 
サークル活動を通じ、高齢者の社会参加、多世代間交流の推進を図っているほ

か、施設入所者との交流により、異なる立場の人への理解を深め、だれもが互い

を尊重し支え合う社会づくりにつながっている。 

【活動の課題と今後の取組】 
今後は、障害者にもサークルへの参加を呼びかけ、障害者の社会参加、また障

害者との交流機会などを提供できるよう活動の充実を図っていきたい。 

過去の同賞 
の受賞歴 

受賞年月日 受賞者名 
平成××年○○月 音楽交流サークル○○○○ 

【受賞時の主な活動内容】 
・高齢者・障害者施設等への慰問演奏会を行い、施設入所者を元気づけるとと
もに、交流を図っている。 

・施設慰問演奏会の際には、ボランティアとして、また会員の福祉体験として
施設入所者の食事介助を手伝ったり、話し相手になったりしている。 

団体・企業等 
について※ 

設立年月日 代 表 者 名 構成員数 主な活動内容（業種等） 
平成××年○○月 △△ △△ ○○人 音楽交流 

推薦者名 
 （自薦含む） 

氏名又は団体・企業・代表者名 
NPO 法人○○○○  代表 △△ △△  

住所又は団体・企業等所在地 
〒666-333 所在地：○○市△△26-3  
TEL：○○○（△△△）○○○○    

FAX：○○○（△△△）○○○○  E-mail：society@.aaa.cc.jp 



                                                                                                                                                                                                

ひょうごユニバーサル社会づくり賞 受賞者一覧 （過去１０年間） 

区分 部門 受賞者 区分 部門 受賞者

個人 榊原　道眞 団体 兵庫県立龍野北高等学校

企業 （株）Kid's Power

NPO法人　ふぉーらいふ

企業 （株）プラスリジョン

個人 田中　一行

神戸学院大学・明舞ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

多可町婦人会八千代支部

（公財）こうべ市民福祉振興協会

月が丘ふれあいのまちづくり協議会

ベトナム夢ＫＯＢＥ 百合学院インターアクトクラブ

特定非営利活動法人マブイ六甲 本山西ふれあいのまちづくり協議会

兵庫県立吉川高等学校

企業 (株)ノーリツ

区分 部門 受賞者 区分 部門 受賞者

個人 西本　洋二 個人 仲　博幸

NPO法人実用日本語教育推進協会 団体 青山１０００人会

障がい者団体しあわせ会

企業 生活協同組合コープこうべ

個人 池田　瑛 NPO法人みちしるべ神戸

尾崎のまちを考える会

長田ふれあいのまちづくり協議会

NPO法人ウエルネスハート

音楽グループ「ＣＯＳＭＯＳ」

兵庫県立太子高等学校Ｊコーラス部 相生らじお

トヨタハートフルプラザ神戸 北区救急ボランティア

宝塚ジャズダンス・スタジオＦＣ

兵庫県精神保健職親会

区分 部門 受賞者 区分 部門 受賞者

個人 福原　敏晃 個人 平井 亜也

団体 ゆずりは明石

企業 但陽信用金庫

個人 金　 子 個人 西村 正規

Do-it

なちゅは兵庫

企業 （株）どうぶつ王国

県立太子高等学校 Jコーラス部

認知症予防教室一輪会

団体

団体 兵庫県立太子高等学校Ｊコーラス部

兵庫県障害者
ふうせんバレーボール連盟

企業
株式会社テクノエイド
ケアセンター姫路

推進会議
会長賞

推進会議
会長賞

公益財団法人
こうべ市民福祉振興協会

団体

芦屋大学障がい者
就労支援スペースあしかふぇ

特定非営利活動法人DUAL RING 県立伊丹北高等学校ボランティア部

特定非営利活動法人
子育て応援隊スマイルキッズ

特定非営利活動法人 須磨
ユニバーサルビーチプロジェクト

審査員特別賞

平成２９年度 平成３０年度

知事賞 知事賞
団体

県立尼崎小田高等学校普通科
看護医療・健康類型

特定非営利活動法人
ぽっかぽかランナーズ

企業

パナソニックエコテクノロジー
センター（株）

特定非営利活動法人
ユニバーサル・スポーツ振興協会

企業
オリックス・リビング(株)
グッドタイム リビング 小野

知事賞 知事賞団体

企業
富士通テン(株)女子バレーボール部「レッ
ドフェニックス」

推進会議
会長賞

推進会議
会長賞

団体

団体

つつじが丘ふれあいのまちづくり
協議会

団体

兵庫県立阪神昆陽高等学校・
兵庫県立阪神昆陽特別支援学校

NPO法人 Present　Garden　to
アンクルンオーケストラ

NPO法人明石障がい者地域生活
ケアネットワーク（135Eネット）

平成２７年度 平成２８年度

平成２５年度 平成２６年度

知事賞

知事賞

団体
特定非営利活動法人
上野丘さつき家族会

推進会議
会長賞

団体

兵庫県旅館ホテル
生活衛生同業組合・青年部

推進会議
会長賞



      
    
    

   
      

               

  
  
   

   

   

   

   

 

    

     

  
県ホームページでご覧いただけます。https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/universal/shakaidukuri.html 

区分 部門 受賞者 区分 部門 受賞者
個人 みき　しほ 個人 日置　有紀

団体 県立宝塚北高等学校　演劇科

個人 田中　孝史

芦屋キワニスクラブ

企業 株式会社ウエスト神姫

個人 末政　博文 企業 ＡＳハリマアルビオン株式会社

個人 松島　亜希

特定非営利活動法人いねいぶる

兵庫県立尼崎青少年創造劇場 Ｔ&Ｆ.net KOBE

（ﾋﾟｯｺﾛｼｱﾀｰ） NPO法人ウエルネスハート

区分 部門 受賞者

企業 コープこうべ　コープ龍野

個人 三村　昌明

区分 部門 受賞者

個人 尾﨑咲良

ミュージックボックス

神戸市外国語大学ボランティアコーナー
学生スタッフ

企業 東光機材株式会社

令和元年度 令和２年度

特定非営利活動法人
兵庫盲ろう者友の会

県議会
議長賞 団体

兵庫県立東播工業高等学校
空飛ぶ車いすサークル

推進会議
会長賞 団体

神戸市立科学技術高等学校
空飛ぶ車いす研究会

中川原高齢者・障がい者地域ふれあいセ
ンター

推進会議
会長賞

団体

知事賞

知事賞

団体

ﾄﾞﾗﾍﾞ症候群の研究治療を進める会（きよ
くん基金を募る会）

県議会
議長賞

団体

兵庫県立松陽高等学校
地域活性化Project team

県立松陽高等学校　SDGs Project
Team

特定非営利活動法人神戸ライトハウス

一般社団法人兵庫県サッカー協会
障がい者プロジェクト

審査員
特別賞

団体 手話バー神楽（かぐら）

県議会
議長賞

スポーツ（卓球）を通じた、障害者の社会参加と障害の理解・
啓発促進

団体 神戸市立渚中学校24回生 SDGsプロジェクト

企業 Ceative Service Kingdom株式会社 地域みんなの車いすルートマップ普及活動

令和３年度
主な活動内容

知事賞

個人 内海　礼子
音声言語以外のコミュニケーション方法で交流を楽しむ活動
～サイニングデイ～

団体 Teenagers'Free!Theater ちょっと学校に行きにくい10代のための演劇サークル

スーパーマーケットを活用した地域交流拠点づくり

主な活動内容

知事賞

個人 名木田　絢子 生きづらさを感じている発達障害等の親子に対するサポート

団体 メイクユースマイル神戸M.Y.S.Kobe

推進会議
会長賞

団体 兵庫区福祉団体連合会 種別の異なる障害者の協力による共助社会の実現

審査員
特別賞

団体

県立太子高等学校 J コーラス部
音楽活動を通じて地域に元気や笑顔を届ける、歌を中心とし
たボランティア活動

特定非営利活動法人明石障がい者地域生
活ケアネットワーク

明石市等の行政機関と協同した、障がい者の社会参画促進や
生活支援等に関する活動

審査員
特別賞

団体 社会福祉法人明照会 地域貢献（買い物ツアー）の実施

推進会議
会長賞

個人 山本　久美江 上郡町障害者スポーツクラブ

団体

宝塚ろうあ協会
コミュニケーション支援ボードによるスーパーマーケットでの
お買い物支援

陽だまりお便り・訪問ボランティア

障害者の多能工化への飽くなき挑戦

「ユニバーサルファッションショー」はじめ様々なユニバーサル
な催し物の開催

県議会
議長賞

混じり合うユニバーサル文化を醸成する演奏会とドキュメン
タリー映画「11.6秒の世界」の制作に参加

団体
特定非営利活動法人ＴＯＰＯ 成人自閉症者の豊かな余暇を支えるために

ダウン症児者等の方によるダンス

兵庫県立尼崎小田高等学校看護医療・健
康類型

防災・減災、在宅医療・看取り、子どもの居場所づくりにおけ
る地域コミュニティづくり

令和４年度



   
 


