
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年 
兵 庫 県 

家庭応援と地域づくり 
推進プログラム 2022 

          



 

 

 

県では、これまでも県民の参画を得て、県民一人ひとりが家族・家庭の大切さを考

え、きずなを深めるとともに、地域で家庭を支える「家庭応援県民運動」等を展開し、

地域全体で多世代が共に支え合う「地域三世代家族」の実現等に取り組んできました。 

しかし、近年の家族構成の小規模化や単身・高齢世帯の増加、雇用の多様化等に伴

い、家族の結び付きや地域住民相互の関係の希薄化がますます進み、精神的な安定や

愛着を生む家族・家庭の姿が変わりつつあるとともに、地域との関わり方についても

大きく変容してきています。 

こうした中、平成２９年３月に有識者で構成する「家庭応援と地域づくり検討委員

会」から、こころ豊かな子どもたちを育むため、「家族のきずなを深める気運醸成」、

「子育て家庭を支える地域づくり」、「関係機関の連携と情報活用」の３つを大きな柱

とした提言をいただきました。 

そこで、この提言の内容に沿った家庭応援と地域づくり施策体系を構築し、住民、

行政をはじめ、様々な事業を展開している地域団体、ＮＰＯ法人、企業、学校などの

多様な活動主体が、情報や課題を共有するため、施策をわかりやすく紹介した「家庭

応援と地域づくり推進プログラム」を作成することにしました。 

このプログラムが多くの皆さんの役に立ち、ご活用頂ければ幸いです。 
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「家族の日」などに家族で一緒に過ごす時間を作ったり、家族の共通体験機会を

持つことで家族の連帯感を高めます。 

 

 

事業名 事業内容 所管課 

「家族の日」運動の

推進 

それぞれの家族にとってふさわしい日を

家族の日として定めることを提案する「家

族の日」運動を推進するため、写真コンク

ールの実施、県内企業等への「家族の日」

運動の普及啓発活動や、写真コンクールの

受賞作品を活用した「家族の日」運動の啓

発ポスターの作成など、「家族の日」運動の

気運を醸成する取組を支援します。 

男女青少年課 

 

 

事業名 事業内容 所管課 

県立いえしま自然体

験センターの運営 

瀬戸内の豊かな自然の中で「自然体験活

動・海の環境学習の拠点」施設として、ロッ

ジやキャンプ場のほか、環境学習センターや

海中探検ゾーンなどを整備し、体験・実践型

の多様なプログラムを展開しています。 

男女青少年課 

 

 

こどもの館の運営 

遊びや創作活動を通じて、子どもたちの

健やかな成長を支援するとともに、子育て

支援機関や団体の活動の全県中核拠点とし

て、多彩な事業を展開しています。 

男女青少年課 

 

こどもの館子育てふ

れあい体験事業 

地域全体で子どもを育てる環境づくりを

推進するため、高校生や特別支援学校生等

が参加し、世代や地域を越えて交流する多

様な体験事業を実施しています。 

男女青少年課 

 

 

  

１ 家族のつながりの強化 ～家族といっしょに思い出づくり～ 

 

家族のきずなを深める気運醸成 Ⅰ 
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家族の一人ひとりが家事等に積極的に関わるなど生活力を身に付け、共に成長す

る家族づくりを進めます。 

 

 

事業名 事業内容 所管課 

父親の子育て参画推

進事業 

男性の家事・育児の参画を促進する講座

を企業・事業所等において開催するなど、

希望する男性労働者が育児休業を取得しや

すい職場環境づくりを促進するほか、男性

の子育てや地域活動への参画の裾野を拡げ

るきっかけづくりを支援します。 

○「父親の子育て応援カフェ」の開催 

○「お父さん応援フォーラム」の開催 

男女青少年課 

 

 

共家事(トモカジ)促

進事業 

家族が家事を可視化できるツールの作成

及び発信をし、家事の役割分担の見直しを

考えるきっかけづくりを支援します。 

男女青少年課 

三世代同居対応改修

工事推進事業 

家族の支え合いにより、在宅における子

育てがしやすい環境を整備するため、三世

代同居の実現に資する改修工事を実施する

者に対し、その改修に要する費用の一部を

支援します。 

住宅政策課 

 

 

 

 

事業名 事業内容 所管課 

道徳教育推進事業 

児童生徒の豊かな情操や規範意識、他者

への思いやりなどの道徳性を育成するた

め、学校・家庭・地域が連携した道徳教育

を全県的に推進します。 

○拠点校育成支援事業の実施 

地域において道徳教育の中心となる

拠点校（７地域）を指定し、地域を牽

引する教員を育成します。 

義務教育課 

 

 

２ 家族協働の推進 ～家族みんなで支える家庭生活～ 
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兵庫版道徳教育副読

本の配布 

兵庫ゆかりの人物など地域の特性を生か

した「兵庫版道徳教育副読本」について、

学校における道徳科の授業等での学びのほ

か、家庭においても活用できるよう小・中

学校、特別支援学校（小・中学部）の児童

生徒個人に配布します。 

義務教育課 

 

 

ワーク・ライフ・バランスを推進するため、仕事と家庭生活の両立のための環境

整備を一層進めます。 

 

 

事業名 事業内容 所管課 

【拡充】ひょうご仕

事と生活センター事

業 

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ（ＷＬＢ）の全県的な推進

拠点である「ひょうご仕事と生活センター」

及び地域拠点事務所（阪神・姫路）におい

て、多様で柔軟な働き方による働きやすい

雇用就業環境の創出を支援します。 

○普及啓発・情報発信事業 

○相談、研修事業 

労政福祉課 

中小企業育児・介護

代替要員確保支援事

業 

中小企業の育児・介護休業の取得及び育

児・介護による短時間勤務制度利用の促進

のため、代替要員の雇用に要する賃金の一

部を助成します。 

労政福祉課 

 

多様な働き方推進事

業の実施 

個人のライフスタイルやポストコロナ時

代を見据えた働き方改革等の実現に向け、

兵庫県内の中堅・中小企業における多様な

働き方の浸透・定着を推進します。 

○多様な働き方推進に向けたｾﾐﾅｰの開催 

○「多様な働き方推進会議」の運営 

労政福祉課 

 

男女共同参画推進員

活動支援 

地域、職場など、社会のあらゆる場面にお

いて、県民と行政が一体となって男女いきい

きプランを着実に推進するため、男女共同参

画推進員を設置するとともに、研修の実施や

情報提供により資質向上を図ります。 

男女青少年課 

 

 

 

 

３ ワーク・ライフ・バランスの推進 ～仕事も家庭も両方大事～ 
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事業名 事業内容 所管課 

【拡充】ひょうご女

性の活躍推進事業 

女性活躍の促進を図るため、様々な分野

で活躍する女性や経済団体等と連携・協働

し、社会全体の気運醸成を図るとともに、

職場における意識改革や環境整備を推進す

るための取組を展開します。 

男女青少年課 

 

女性活躍推進グルー

プ活動支援事業 

県内に事業所を有する企業の社員で構成

する女性活躍の推進を目的に設置したグル

ープへの活動経費を支援します。 

○補助件数５件程度 

○１グループにつき上限100千円 

男女青少年課 

 

 

女性の就業サポート

事業 

再就業等を希望する女性を支援するた

め、個別相談やハローワークと連携した職

業紹介等を県立男女共同参画センター女性

就業相談室で実施します。 

男女青少年課 

 

【新規】 ひょうごの

女性活躍推進企業認

定制度の創設 

県内企業における女性活躍に関する取組 

状況を段階的に認定し、「見える化」するた

めの制度を創設し、更なる気運醸成やステ

ップアップを支援します。 

男女青少年課 

 

産休等代替職員費補

助事 

民間保育所等の児童福祉施設職員が出産

や傷病のため、長期の有給休暇を必要とす

る場合に、施設がその職務を担う代替職員

を任用した際の経費の一部を支援します。 

こども政策課 

【拡充】女子学生と

企業の プレマッチ

ング支援事業 

女子学生が自身のキャリアプランを考え

ながら就職活動に取り組めるよう、企業研

究や学生が主体的に企画するフォーラムを

実施します。 

○企業研究・フォーラムの開催 

○県内企業経営層との座談会 

労政福祉課 

 

 

 

地域の伝統・文化を次世代に伝えることでふるさと意識を醸成し、あらゆる世代

との交流を促進します。 

1 多様な交流 ～次世代につなげる地域の伝統～ 

Ⅱ 子育て家庭を支える地域づくり 
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事業名 事業内容 所管課 

「ひょうごっ子・ふ

るさと塾」事業 

青少年のふるさと意識を醸成するため、

身近な地域での社会体験や豊かな自然に触

れる体験を提供する取組を支援します。 

○対象団体 県青少年団体連絡協議会に

加盟する団体 

男女青少年課 

ふるさとづくり青年

隊 

地元青年と公募の青年からなる「ふるさ

とづくり青年隊」が、地域団体等と連携し

て、地域の活性化や課題解決に取り組むこ

とを通じて､若者のふるさと意識を高め､将

来の地域づくりの核となる人材を育成しま

す。 

男女青少年課 

子ども伝統文化わく

わく体験教室 

県域文化団体が講師を派遣し、学校にお

いて子どもたちが生活に根づいた伝統文化

を体験する事業を支援します。 

○対  象 小・中・高 60校 

○対象事業 いけばな・茶道・書道・  

邦楽・日本舞踊・能楽 

芸術文化課 

ひょうご孫ギフトプ

ロジェクト 

一定額以上の寄附者に県内企業による子

育てギフトを贈呈するとともに、県内の私

立保育所等に県産木材による玩具を寄贈す

ることにより、子育てにやさしい兵庫づく

りの機運を醸成します。 

こども政策課 

ひょうごのふるさと

魅力発見事業 

子どもたちの兵庫への愛着を高めるた

め、兵庫の魅力を俯瞰的に見たり、知識を

統合したりできる資料を作成、配布し、総

合的な学習の時間等で活用します。 

○作成部数 49,000冊 

○配布対象 全公立中学校･義務教育学校･

中等教育学校生徒 

○内  容 自然､歴史､人物､文化財､伝統

文化､産業､環境､災害 等 

義務教育課 
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ふるさと貢献活動の

実施 

地域社会の一員としての自覚と態度を育

み、兵庫県を支える人材づくりを推進する

ため、自らがふるさとの未来・あり方を考

察、実践する活動を実施します。 

ア ふるさと貢献活動 

○対  象 県立高校１年生中心 

○内  容 ふるさとに対する関心を高

めるため、環境保全・地域

安全活動及び祭りなど地域

行事への参加 

イ ふるさと活性化活動 

○対  象 県立高等学校全体 

○内  容 高校生が独自の視点で兵庫

県の魅力を考察し、自治体

や企業等に提案した地域活

性化策の具体化 

高校教育課 

 

 

 

事業名 事業内容 所管課 

県立いえしま自然体

験センターの運営 
【再掲 P1】 

男女青少年課 

 

「ひょうごっ子・ふ

るさと塾」事業 
【再掲 P5】 

男女青少年課 

 

青少年団体活動の促

進助成事業 

県内全域を活動範囲としている青少年団

体の活動の活性化を図り、青少年が多様な

体験活動を行う機会を促進します。 

男女青少年課 

 

ふるさと兵庫こども

環境体験推進事業 

県内全ての乳幼児が、一定の専門性を踏

まえた環境体験を継続的に受けられる体制

を構築するため、幼稚園・保育所等が実施

する環境体験を支援します。 

○こども環境体験コーディネーターの設置 

○環境体験プログラムの実施  550 園 

環境政策課 

自然学校推進事業 

心身ともに調和のとれた子どもを育成す

るため、豊かな自然の中で人や自然とふれ

あう様々な活動を実施します。 

○対象 全公立小学校５年生等 

○期間 ４泊５日以上 

義務教育課 
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地域に学ぶ「トライ

やる・ウィーク」の

実施 

社会的自立に必要な能力を育成するた

め、地域や自然の中で生徒の主体性を尊重

した様々な社会体験活動を実施します。 

○対象 全公立中学校２年生等 

○期間 １週間 

義務教育課 

 

地域で気軽に集まれる多様な場の開設など地域そのものが居心地の良い居場所と

なる場づくりを進めます。 

 

 

事業名 事業内容 所管課 

県民交流広場の活用 

「参画と協働」による地域コミュニティ

づくりの呼び水として整備した県民交流広

場の適切な運営ととともに、地域活動団体

向けメールマガジンの配信、地域活動団体

が抱える課題の解決を図るための「ふれあ

い活動アドバイザー派遣事業」の実施によ

り、地域団体活動及び地域の活性化を支援

します。 

県民生活課 

【新規】商店街地域

コミュニティ拠点づ

くり事業 

ポストコロナを踏まえ、若者や学生、会

社員等の新たな顧客層を呼び込むため、空

き店舗を活用したコミュニティカフェの設

置等、地域住民のニーズに対応した地域コ

ミュニティ拠点づくりを支援します。 

地域経済課 

【新規】空家活用特

区総合支援事業にお

ける空家活用助成 

「空家活用特区」内に存する一戸建て住

宅の空き家又は共同住宅の空き住戸を住宅

として活用する若年・子育て世帯や UJI タ

ーン世帯等、事業所又は地域交流拠点とし

て活用する者等に対し、その改修に要する

費用の一部を補助する市町を支援します。 

○住宅型 一般世帯ﾀｲﾌﾟ 

     若年・子育て世帯ﾀｲﾌﾟ 

     UJI ﾀｰﾝ世帯ﾀｲﾌﾟ 

     学生ｼｪｱﾊｳｽﾀｲﾌﾟ 

○事業所型 一般ﾀｲﾌﾟ 

UJI ﾀｰﾝﾀｲﾌﾟ 

〇地域交流拠点型 

住宅政策課 

 

 

２ 居場所づくり ～地域にそれぞれ居心地いい場～ 
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事業名 事業内容 所管課 

まちの子育てひろば

事業 

子育て中の親子が気軽に集い、仲間づく

りを通して子育ての悩みを話し合い、情報

交換ができる場づくりを推進します。 

○まちの子育てひろばｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置 

○ひろばアドバイザーの派遣 

男女青少年課 

 

子育てほっとステー

ションの設置 

子育て中の親子が気軽に買い物に出かけ

やすい環境を整備するため、空き家・空き

スペースを活用した子育て活動を支援しま

す。 

○対象施設 空き家、空きスペース 

○賃借料・活動費等 

男女青少年課 

子どもの冒険ひろば

事業の推進 

地域ぐるみの子育てを推進するため、身

近な地域の大人が子どもたちを見守り、安

心して自由に遊べる場づくりを推進すると

ともに、課題を抱える青少年の居場所づく

りを支援します。 

○助成団体数 40団体程度 

○安全研修の実施 10回 

○課題を抱えた青少年の居場所を提供する子

どもの冒険ひろばへの支援 20団体 

男女青少年課 

 

【拡充】私立乳幼児

子育て応援事業 

少子化の進展などにより家庭の教育力の

低下が懸念される中、私立幼稚園や保育所

における幼児教育体験や親教育、遊び指導

等の在宅乳幼児への子育て支援の取組を支

援します。 

教育課 

（私立幼稚園） 

こども政策課 

（民間保育所） 

 

「子ども食堂」応援プ

ロジェクト 

ＮＰＯ法人や地域住民グループが実施す

る「子ども食堂」運営事業を県内全域へ拡

大するため、立上げ経費を助成します。 

○事業主体 ＮＰＯ、地域住民ｸﾞﾙｰﾌﾟ等 

○回  数 月１回以上 

○受入人数 10人以上 

○補助上限額 230千円（月２回以上） 

○補助上限額 130千円（月１回以上） 

生活支援課 

 



- 9 - 

 

地域子育て支援拠点

事業 

家庭や地域における子育て機能の低下や

子育て中の親の不安感等に対応するため、

地域において子育て親子の交流等を促進す

る子育て支援拠点を設置し、子育て支援機

能の充実を図り、子どもの健やかな育ちを

支援します。 

こども政策課 

ひょうご放課後プラ

ン推進事業 

放課後の子どもの安全・安心な活動のた

め、関係部局の連携を密にしつつ、ニーズ

のある全小学校区で放課後児童クラブ、放

課後子ども教室等の取組を推進します。 

こども政策課 

社会教育課 

放課後児童クラブ整

備費補助事業 

放課後児童クラブを実施するための施設

建設、学校の余裕教室等の既存施設の改修、

設備の整備・修繕、備品の整備に要する経

費を助成します。 

こども政策課 

 

地域の人々が持つ様々な能力を生かし、地域活動の発展を図ります。 

 

 

事業名 事業内容 所管課 

ひょうごボランタリ

ープラザの運営 

ボランティアグループ・団体、NPO 等の自

発的で自立的な活動を促進するため、「県民

ボランタリー活動の促進に関する条例」に基

づき、「ひょうごボランタリープラザ」を中

心に、ボランタリー活動の支援を積極的に行

うとともに、各種ボランタリー活動支援機関

のネットワークの強化を図っています。 

県民生活課 

 

 

 

 

事業名 事業内容 所管課 

【新規】ふれあい活

動アドバイザー派遣

事業 

地域づくり活動団体が抱える課題の解決

を図るため、「ふるさと兵庫“すごいすと”」

で取り上げられた方々を「ふれあい活動アド

バイザー」として団体に派遣し、相談や助言、

講演等を行うことで、活動のさらなる活性

化、発展を支援します。 

県民生活課 

３ 人材の発掘と育成 ～生かす、育てる地域の人材～ 
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放課後児童支援員等

研修事業 

○放課後児童支援員認定資格研修 

保育士等の資格を有する者が必要な 

知識・技能を習得し、放課後児童支援員

として勤務するための認定資格研修を実

施します。 

○放課後児童支援員資質向上研修 

支援員の資質向上を図るため、必要な

専門的知識・技能の習得や課題等を共有

する研修を実施します。 

こども政策課 

 

 
 

いざという時に助け合える近隣関係を構築するとともに、地域の企業・団体と連

携しながら安全安心なまちづくりを進めます。 

 

 

事業名 事業内容 所管課 

子育て応援ネットの

推進 

地域女性団体ﾈｯﾄﾜｰｸ会議を中心に、市町

ごとに、子育て家庭応援推進員等が登下校

時の見守り、声かけや子育てｲﾍﾞﾝﾄ、ＳＯＳ

ｷｬｯﾁ活動等を実施します。 

○ＳＯＳキャッチ専門研修の実施 

○市町推進母体への助成 

（112千円×41団体） 

男女青少年課 

 

子育て応援協定団体

等との協働事業 

子育て応援協定を締結した地域団体等の

子育て支援活動を支援します。 

男女青少年課 

 

青少年を守り育てる

県民スクラム運動 

地域、学校、行政、保護者等が一体とな

り、青少年の健全育成に対する県民意識の

高揚を図り、青少年及び大人自身の規範意

識を醸成します。 

男女青少年課 

地域安全まちづくり

推進員による活動の

推進 

地域安全まちづくり条例第14条の規定に

基づき、地域安全まちづくり推進員を設

置・支援し、地域における継続的な地域安

全まちづくり活動を実施します。 

生活安全課 

  

４ 温かい近隣関係の構築 ～地域に広がる “近助”づきあい～ 
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地域で守る！子ども

の安全安心確保事業 

子どもを取り巻く環境への不安が増大し

ているため、家庭・学校での安全対策に加

え、帰宅後の子どもの安全のために、地域

が一体となって子どもを見守る体制を構築

します。     

○子どもの安全・安心確保のﾘｰﾀﾞｰ養成 

○子ども安全対策支援事業 

○「子どもを守る１１０番の家・店」の

体制強化 

生活安全課 

ひょうご地域安全 

ＳＯＳキャッチ事業 

県民が身近な異変に気づいた際に、匿名

でも通報できる「ひょうご地域安全ＳＯＳ

キャッチ電話相談」を設置するとともに、

地域安全まちづくり推進員を活用し、制度

の周知を促進します。 

生活安全課 

ファミリー・サポー

ト・センター事業 

育児の援助を行いたい人と受けたい人を

つなぎ、一時預かり等の相互援助活動に関

する連絡、調整を行うファミリー・サポー

ト・センターを運営する市町を支援します。 

こども政策課 

 

ＤＶ防止対策の充実 

配偶者に対する人権侵害や、子どもの人

格形成に重大な影響を与えるＤＶを防止す

るため、市町、ＮＰＯ等とも連携して対策

を実施します。 

○ＤＶ相談アドバイザーの配置 

○民間ｼｪﾙﾀｰ新規開設支援の実施 

○ＤＶ被害者支援活動を行う民間支援 

団体への活動助成 

○一時保護所・民間ｼｪﾙﾀｰ入所被害者及び 

同伴児童への心理的ｹｱ等の実施 

○ＤＶ被害者シェルターへの支援 

○ＤＶ被害者等セーフティネット強化 

支援パイロット事業の実施 

児童課 

「まちの保健室」に

よる健康づくり推進

事業 

子育て中の親などの健康づくりを支援す

るため、身近な場所で気軽に、相談専門職

種による健康相談及び育児相談等を実施し

ます。 

健康増進課 
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事業名 事業内容 所管課 

子育てほっとステー

ションの設置 
【再掲 P8】 

男女青少年課 

 

防犯カメラ設置補助

事業 

地域の見守り力の向上を図るため、まち

づくり防犯グループ等が設置する防犯カメ

ラに係る経費を補助します。 

生活安全課 

 

 

学童等の交通安全教

室の開催 

交通弱者である学童等の安全を確保する

ため、交通安全教室を実施します。 

○対  象 幼稚園児、小学生など 

○回  数 年間100回開催 

生活安全課 

公共交通バリアフリ

ー化促進事業 

誰もが安心して生活できるユニバーサル

社会にふさわしい福祉のまちづくりを実現

するため、鉄道駅舎エレベーター等設置費

補助やノンステップバス等購入費補助を実

施します。 

都市政策課 

鉄道駅舎ホームドア

設置促進事業 

視覚障害者の駅ホームからの転落防止等

の安全性向上を図るため、鉄道駅舎のホー

ムドア設置を支援します。 

都市政策課 

ユニバーサル社会づ

くり推進地区整備事

業 

県が指定するユニバーサル社会づくり推

進地区において、住民や地域団体等が市町

と協働して取り組むまちづくりをハード・

ソフト両面から支援します。 

都市政策課 

人生いきいき住宅助

成事業 

長寿社会に対応した人にやさしい住まい

づくりを推進するため、高齢者等に配慮し

た既存住宅のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改造を支援します。 

都市政策課 
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事業名 事業内容 所管課 

出会い・結婚支援事

業の推進 

独身男女の出会いの機会を増やし、成婚に

つなげるため、県内10ヵ所及び東京で、ひ

ょうご出会いサポートセンターを運営す

る。 

○個別お見合い紹介事業の実施 

○民間連携出会いｲﾍﾞﾝﾄの実施 

○結婚力アップセミナーの開催 

男女青少年課 

 

ファミリー・サポー

ト・センター事業 
【再掲 P11】 

こども政策課 

 

一時預かり事業 

一時的に家庭での保育が困難となる場合

や、育児疲れにより保護者の心理的・身体

的負担を軽減する必要がある場合等に、保

育所等において児童を一時的に預かること

で、安心して子育てができる環境を整備し

ます。 

こども政策課 

 

延長保育事業 

保育所、認定こども園、地域型保育事業

を利用する子どもについて、通常の利用時

間以外の時間に保育を実施することによ

り、子育てにおける負担の軽減や仕事と子

育ての両立支援など、安心して子育てでき

る環境づくりを推進します。 

こども政策課 

 

保育体制強化事業 

地域住民や子育て経験者など地域の多様

な人材を、保育に係る周辺業務に活用して

保育士の負担軽減を図り、就業継続を支援

することで、保育の体制を強化します。 

こども政策課 

 

【新規】多胎育児家

庭の外出環境支援事

業 

育児負担が大きい多胎育児家庭を支援す

るため、外出時に必要不可欠な大型育児用

品の購入及びレンタル費用を一部助成しま

す。 

こども政策課 

 

認定こども園整備事

業 

保護者の就労等の状況に関わらず教育・

保育を一体的に提供し、地域における子育

て支援の機能を持つ認定こども園の施設設

備に要する費用の一部を補助します。 

こども政策課 
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【新規】特別支援保

育加配事業 

発達障害児等を受け入れる私立認定こど

も園のうち、国庫補助（多様な事業者の参

入促進・能力活用事業）の対象外となる施

設に対し、職員の加配に必要な経費を県独

自で支援します。 

こども政策課 

 

【新規】私立保育所等

子育て支援カウンセ

ラーモデル事業 

障害児等の保育所等への受入れを支援す

るため、保育士等への助言指導及び保護者

への育児専門相談を行う子育て支援カウン

セラー（臨床心理士等）の、私立認可保育

所等への配置を支援します。 

こども政策課 

多様な主体の参入促進・能力活

用事業（新規参入施設等への巡

回支援） 

良質かつ適切な教育・保育等の提供体制

の確保を図るため、保育施設、地域子育て

支援事業に新規参入する事業者に対して、

事業経験のある者を活用した巡回支援等を

行うのに必要な費用の一部を補助します。 

こども政策課 

 

病児・病後児保育施

設整備費補助 

病児・病後児保育事業を実施するための

施設整備（創設及び改築、拡張、大規模修

繕）に要する経費を助成します。 

こども政策課 

 

企業主導型保育事業

の促進 

従業員の多彩な働き方に対応した保育サ

ービスを提供する企業主導型保育事業の整

備や運営の充実を図るとともに地域枠の拡

大を促進します。 

○企業主導型保育事業推進窓口の設置等 

こども政策課 
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地域と学校、企業・団体等との連携を進め、地域ぐるみの子育てを推進します。 

 

 

事業名 事業内容 所管課 

学校・家庭・地域の

連携協力推進事業 

子どもの成長を支えていくため、地域と

学校が連携・協働する仕組みを一体的に推

進するとともに、地域学校協働活動を実施

します。 

○地域・学校協働体制の推進 

○「地域学校協働活動」の実施 

社会教育課 

 

【新規】学校問題サ

ポートチームの設置 

複雑化する学校課題に対し、教育事務所

長のリーダーシップのもと、市町組合教育

委員会と連携し、効果的・機動的な支援が

行えるよう支援体制を整え、様々な専門性

を有する相談員等が多面的に支援を行いま

す。 

義務教育課 

幼児教育連携促進事

業 

幼稚園・保育所及び認定こども園の区分

や設置主体の違いに関わらず、本県の幼児

教育のさらなる質の向上を図るため、各担

当部局が連携した協議会を設け、研修会等

を実施します。 

○幼児教育連携促進協議会の設置 

○全県幼児教育連携促進研修会の開催 

○保護者向け啓発資料の作成 

義務教育課 

1 学校と地域の連携、企業・NPO と地域の連携 ～大きく広がる地域の輪～  

関係機関の連携と情報活用 Ⅲ 
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市町スクールソーシ

ャルワーカー配置補

助事業 

児童虐待、いじめ、不登校、暴力行為な

どの背景にある児童生徒の置かれた様々な

環境の問題により、学校だけでは解決困難

なケースについて、関係機関との連携・調

整や児童生徒の置かれた環境への働きかけ

等により早期の解決を図るため、市町が配

置する経費の一部を補助します。 

○配置数 １６７中学校区（政令市・中

核市を除く全中学校区） 

令和元年度、全中学校区（政令市・中核

市を除く）に配置完了 

義務教育課 

 

学校教育活動全体で

行う食育の推進 

学校給食・食育支援センター等と連携し、

学校の教育活動全体を通じた食育や小・

中・高の系統立てた食育を実施します。 

体育保健課 

 

「スポーツ立県ひょ

うご」創出プロジェ

クト事業 

世代を超えた地域住民同士の交流や身近

にスポーツに親しめる場となっている「ス

ポーツクラブ21ひょうご」の活動のさらな

る充実や市町域を越えたクラブ間のネット

ワークの構築を目指し、親子で行うスポー

ツ大会や、大学や企業と連携したスポーツ

イベントの開催等を通じて「スポーツ立県

ひょうご」を推進します。 

スポーツ振興

課 

 

 

 

事業名 事業内容 所管課 

ひょうご子育て応援

の店の普及促進 

全国共通事業となった「子育て支援パスポ

ート」を推進するため､県内登録者への周知及

び協賛店舗への協力依頼等を実施します。 

男女青少年課 

 

 

子育て応援企業との

協定締結事業 

子育てと仕事の両立を支援し、子育て家

庭を応援する企業・職域団体等と県が協定

を締結します。 

男女青少年課 

 

【新規】不妊治療促

進企業支援事業 

不妊治療を行うための休暇や勤務形態の

選択制の導入や、従業員の理解促進に取り

組む企業を支援し、不妊治療を推進します。 

健康増進課 
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支援機関の支援内容が地域で周知され、問題が生じた場合に適切な機関等につな

ぎ迅速かつ的確に必要な支援が受けられるよう連携を強化します。 

 

 

事業名 事業内容 所管課 

利用者支援事業（子

育て世代包括支援セ

ンター等） 

妊娠期から子育て期の各ステージを通じ

て、地域の関係機関が連携して、切れ目の

ない支援を実施します。 

こども政策課・ 

健康増進課 

青少年愛護条例によ

る取組みの推進 

青少年愛護条例のもと、地域、学校、事

業者、保護者等が一体となって、青少年を

守り育てる活動を展開するとともに、ｲﾝﾀｰﾈ

ｯﾄを通じた犯罪被害等から青少年を守るため

の取組みを推進します。 

○条例内容の周知・啓発 

○青少年を取り巻く有害環境実態調査の

実施 

○青少年育成スクラム会議の開催 

男女青少年課 

いじめ防止対策の推

進 

いじめを許さない環境づくりのため、地

域・家庭の支援を得ながら、いじめ防止対

策を推進します。 

○兵庫県いじめ対策審議会の開催 

○兵庫県いじめ対応ﾈｯﾄﾜｰｸ会議の開催 

○いじめ防止啓発チラシの配布 

義務教育課・高

校教育課 

薬物乱用防止対策啓

発事業 

薬物乱用防止対策を総合的に推進するた

め、関係機関との緊密な連携の下、薬物乱

用を許さない社会づくりを推進し、特に若

年層を中心に薬物乱用の恐ろしさを訴える

ため、薬物乱用防止指導員協議会が行う啓

発活動を支援します。 

薬務課 

 

 

 

 

 

 

 

２ 専門機関につなぐ仕組みづくり ～次につなげて適切対応～ 
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事業名 事業内容 所管課 

県立神出学園の運営 

共同生活や人・地域とふれあう体験を通

じて、自らの進路を見出すことができるよ

う青少年を支援します。 

○対 象 者 義務教育を修了した23歳未

満で自分の生き方や進路発

見を希望する男女 

○設置場所 神戸市西区 

○定  員 80人 

男女青少年課 

 

 

県立山の学校の運営 

森林に囲まれた環境の中で、共同生活並

びに人や地域とふれあう体験を通じて、自

らの進路を見いだすことができるよう支援

します。 

○対 象 者 義務教育を修了した15歳か

ら21歳未満で自分の生き方

や進路発見を希望する男子 

○設置場所 宍粟市山崎町 

○定  員 20人 

男女青少年課 

 

兵庫ひきこもり相談

支援センターの運営 

ひきこもりの長期化等への対応を図るため、

青少年を中心とする全年齢を対象とした兵庫

ひきこもり相談支援センターにおいて､訪問支

援等､アウトリーチ型支援を展開しています。 

○兵庫ひきこもり相談支援ｾﾝﾀｰの運営 

○地域連携ネットワーク事業の実施 

○ひきこもりサポーターの育成 

○市町での居場所設置の普及促進、  

専門窓口整備支援、連携協議会の実施 

男女青少年課 

 

利用者支援事業（子

育て世代包括支援セ

ンター等） 

【再掲 P17】 

こども政策課・ 

健康増進課 

こども家庭センター

の運営 

こども家庭センターでは、0歳から18歳未

満の子どもの健やかな成長を願って、子ど

もと家庭のさまざまな問題について相談援

助活動を展開しています。 

児童課 

一時保護所の整備 
急増する一時保護需要等に対応するた

め、県内に新たな一時保護所を整備します。 

児童課 
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ＤＶ対策の推進 

女性の様々な問題やＤＶ相談に応じる女性

相談員、ＤＶ専門相談員、自立支援員を配置

し、ＤＶ被害者の相談に対応しています。 

児童課 

小児救急医療相談体

制の整備 

家族からの電話相談を受け、受診の必要

性や応急処置をアドバイスするとともに、

症状に応じ適切な医療機関の紹介を行う相

談体制を整備 

○県内全域を対象とした小児救急医療相談

（＃8000）の翌朝までの時間延長 

○地域における相談窓口の設置 

医務課 

悩みを抱える妊婦等

の孤立防止対策事業 

女性がライフステージ毎に抱える心身の

状態に応じて、自身の健康管理、家族計画

等を行うため、普及啓発及び総合相談を実

施します。 

健康増進課 

乳児家庭全戸訪問事

業(こんにちは赤ち

ゃん事業） 

生後４か月までの乳児のいる全家庭を訪

問し、養育環境及び母子の状況を把握、養

育についての相談に応じ助言や子育て支援

情報等を提供するとともに、必要に応じて

関係機関との連絡調整を実施します。 

健康増進課 

妊娠・出産包括支援

推進事業（子育て世

代包括支援センタ

ー） 

妊娠期から子育て期の各ステージを通じ

て、地域の関係機関が連携して、切れ目の

ない支援を実施します。 

○妊娠・出産包括支援連絡会議の開催 

健康増進課 

 

悩みを抱える妊婦等

の孤立防止対策 

女性がライフステージ毎に抱える心身の

状態に応じて、自身の健康管理、適切な性

行動、家族計画等を行うため、普及啓発及

び総合相談を実施します。 

○ピアサポートルームの開設 

若者が気軽に相談できる場を設置し、カ

ウンセリングを実施 

○地域思春期保健関係者によるネットワ

ーク会議の開催 

健康増進課 

妊娠ＳＯＳ相談事業 

身体的・精神的な悩みや不安を抱えた若

年妊婦等に、安全な場所でリアルタイムな

相談を提供するため、24時間365日体制で相

談を実施します。 

○妊娠・出産・子育てに悩む若年妊婦等

への相談支援 

○ﾈｯﾄﾜｰｸ構築のための運営会議の開催 

健康増進課 
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ひょうご不登校対策

事業 

不登校児童生徒の未然防止に向けた効果的

な取組や支援のあり方について検討します。 

○不登校対策検討委員会の設置等 

○リーフレットの作成 

義務教育課 

ひょうごっ子ＳＮＳ

悩み相談事業 

従来の音声通話や面談等における相談に

踏み切れない児童生徒が気軽に相談できる

ようにＳＮＳによる相談窓口を設置しま

す。 

○ＳＮＳを用いた教育相談窓口の設置 

○評価研究委員会の設置 

〇SNS相談窓口のQRコード等を印刷した

周知カードの作成 

義務教育課 

スクールカウンセラ

ー配置事業 

いじめ、暴力行為、不登校等の児童生徒

の問題行動等に適切に対応するため、「心の

専門家」であるスクールカウンセラーを公

立小・中・義務教育学校に配置し、児童生

徒・保護者の心の相談等を実施します。 

○配置校数 小学校：134校 

中学校：全校配置 

（政令市を除く） 

○派遣時間 年間210時間（１日６時間、

週１日、35週） 

義務教育課 

ひょうご住まいサポ

ートセンターの運営 

「ひょうご住まいサポートセンター」を

設置し、子育て世帯等の住まいにおける

様々な相談や住まいの情報提供を実施しま

す。 

○一般的な住まいの相談 

○専門家派遣によるリフォーム工事等に

関する技術的アドバイス 

○「ひょうごあんしん住宅ネット」によ

る子育て世帯等が円滑に入居できる賃

貸住宅情報の提供 

住宅政策課 

長期優良住宅建築等

計画認定等事業 

親世代から子・孫世代まで長期にわたり

良好な状態で使用するための措置が講じら

れた住宅である「長期優良住宅」の計画認

定や普及啓発等を実施します。 

住宅政策課 
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アウトリーチ型在宅

育児相談事業 

子育ての悩みや不安を抱え在宅で育児を

する世帯をより積極的に支援するため、 

アウトリーチ型の派遣方式を取り入れた相

談支援体制を構築します。 

こども政策課 

【新規】ヤングケア

ラー支援体制の構築 

家庭内でのケアを担うヤングケアラー・

若者ケアラー（30歳代前半まで）の早期発

見・悩み相談・福祉サービスへのつなぎ等

の支援体制を整備します。 

○ヤングケアラー相談窓口の設置 

○当事者支援グループ活動推進 

○ヤングケアラー支援研修 

○ヤングケアラーに対する配食支援 

地域福祉課 

 

 

事業名 事業内容 所管課 

子どもを守る地域ネ

ットワーク機能強化

事業 

市町の要保護児童対策地域協議会の中心

的機能を担う調整機関の職員や地域ネット

ワークを構成する関係機関等の専門性強化

及び地域ネットワーク構成員の連携強化を

推進します。 

児童課 

 

 

【新規】子どもを守

る多機関連携プロジ

ェクト 

複数の機関が適切に情報を共有し、アウ

トリーチによる隙間もない支援を行いま

す。 

○子どもを守る多機関連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進員の配置 

○多機関連携に関する研修の実施 

○未成年後見人支援事業 

児童課 

児童虐待防止医療ネ

ットワーク事業 

医療機関で頭部外傷など虐待を疑われる

児童の受診が増加しているため、中核的医

療機関を中心に児童虐待対応のネットワー

クづくりを推進します。 

○中核拠点病院の整備 

○医学的ケアを要する児童の一時保護委

託先の確保 

○中核拠点病院による教育研修の実施 

児童課 
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ひょうご児童虐待防

止サポーター事業 

児童虐待防止に理解と熱意のある県内協

賛企業・団体（「ひょうご児童虐待防止サポ

ーター」）との協働による研修や、各種啓発

活動を展開します。 

○ひょうご児童虐待防止サポーター連携

推進事業 

○Ｊリーグ試合会場での普及啓発 

児童課 

 

 
 

SNS の活用による情報発信等、ICT と上手につきあう方策を検討します。 

 

 

事業名 事業内容 所管課 

戦略的な広報の展開 

外部専門人材である広報アドバイザー等

のもと、統一コンセプトの下で、県庁全体

の広報力アップに取り組むとともに、県の

魅力（五国の多様性、県民主役・地域主導）

に基づくプランディング戦略を展開しま

す。 

広報広聴課 

 

 

多様な広報媒体によ

る広報の推進 

県政への参画と協働の輪を拡げるため、多

様な広報媒体による広報活動を推進します。 

○「ひょうご発信！」等新たな県民情報

番組の放送 

○関西ｷｰ局による兵庫の魅力発信 

○兵庫の魅力画像の提供 

○県ＨＰにおける情報発信 

○「県民だよりひょうご」の発行 

広報広聴課 

乳児家庭全戸訪問事

業等における ICT 化

推進事業 

乳児家庭全戸訪問事業等における利用者

情報の管理や、オンラインを活用した相談

支援、会議、研修受講に必要なICT機器の導

入等の環境整備を支援します。 

こども政策課 

健康増進課 

 

 

事業名 事業内容 所管課 

青少年愛護条例によ

る取組みの推進 

 

【再掲 P17】 

男女青少年課 

 

 

３  ICT（情報通信技術）の効果的な活用 ～役立つ情報、安全安心～ 
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情報モラル教育推進

事業 

児童生徒の過度のネット利用（いわゆる

ネット依存）やネットトラブルを防止する

ため、家庭等と連携した情報モラルに関す

る啓発を一層推進します。 

・学校や家庭での自主的なルールづくり

の支援 

・保護者に対する啓発リーフレットの配  

 布 

教育企画課 

 

 

【新規】ひょうごネ

ットモラルパワーア

ップ事業 

児童生徒への情報モラル指導や教員自身の

情報リテラシー向上を図るため、教材及び

研修資料の作成を行い、発達段階に応じた

情報モラル教育を推進します。 

・ネットモラル教材「ひょうごGIGAワー

クブック」の作成 

・校内研修資料の作成 

・ネットモラル研修会の開催 

教育企画課 

青少年のインターネ

ット利用対策の実施 

青少年のインターネット利用について県

民への啓発を行い、青少年が安全、安心に

インターネットを利用できる環境整備を推

進します。 

男女青少年課 

 

【問い合わせ先】 

県民生活部 男女青少年課 家庭応援班       TEL 078-362-4185 



令和4年度新たな家庭と地域づくり支援施策体系表
（単位：千円）

令和４年度予算

Ⅰ　家族のきずなを深める気運醸成 1,004,991
 

 

「家族の日」運動の推進 県民生活部 男女青少年課 675

 

県立いえしま自然体験センターの運営        県民生活部 男女青少年課 75,249

こどもの館の運営 県民生活部 男女青少年課 104,170

こどもの館子育てふれあい事業 県民生活部 男女青少年課 1,988

子育て世代向け陶芸ワークショップ 県民生活部 芸術文化課 176

楽農交流事業(親子農業体験教室【稲作・黒大豆栽培】)の実施 農林水産部 総合農政課 1,600

エコツーリズムバス運行支援事業 環境部 環境政策課 3,784

 

父親の子育て参画推進事業 県民生活部 男女青少年課 1,673

共家事（トモカジ）促進事業 県民生活部 男女青少年課 3,000

三世代同居対応改修工事推進事業 まちづくり部 住宅政策課 13,500
 

私立幼稚園高校生保育体験推進事業 総務部 教育課 1,800

道徳教育推進事業 教育委員会 義務教育課 6,822

兵庫版道徳教育副読本の配布 教育委員会 義務教育課 12,000

 

拡充 ひょうご仕事と生活センター事業 産業労働部 労政福祉課 161,589

兵庫県雇用対策会議の開催 産業労働部 労政福祉課 488

中小企業育児・介護代替要員確保支援事業 産業労働部 労政福祉課 100,000

労働環境対策事業 産業労働部 労政福祉課 75,000

多様な働き方推進事業の実施 産業労働部 労政福祉課 3,127

病院内保育所運営費補助 保健医療部 医務課 304,775

男女共同参画推進員活動支援 県民生活部 男女青少年課 568
 

拡充ひょうご女性の活躍推進事業 県民生活部 男女青少年課 22,095

県立男女共同参画センターの運営    県民生活部 男女青少年課 70,230

女性活躍推進グループ活動支援事業 県民生活部 男女青少年課 1,500

女性の就業サポート事業 県民生活部 男女青少年課 18,614

新規ひょうごの女性活躍推進企業認定制度の創設 県民生活部 男女青少年課 1,096

産休等代替職員費補助事業 福祉部 こども政策課 7,058

②女性の活躍推進 133,007

②家族や他者への思いやりの醸成 20,622

３　ワーク・ライフ・バランスの推進　～仕事も家庭も両方大事～ 778,554

①働き方の見直し 645,547

②家族の共通体験の促進 186,967

２　家族協働の推進　～家族みんなで支える家庭生活～ 38,795

①責任を分かち合う家族づくり 18,173

１　家族のつながりの強化　～家族といっしょに思い出づくり～ 187,642

①家族のつながりを深める気運の醸成 675



女性就業いきいき応援事業 県民生活部 男女青少年課 5,388

拡充女子学生と企業のプレマッチング支援事業 産業労働部 労政福祉課 7,026

Ⅱ　子育て家庭を支える地域づくり 10,672,480
 

 

地域・家庭の伝統行事普及推進事業 県民生活部 男女青少年課 1,010

「ひょうごっ子・ふるさと塾」事業 県民生活部 男女青少年課 3,978

ふるさとづくり青年隊 県民生活部 男女青少年課 5,460

子ども伝統文化わくわく体験教室 県民生活部 芸術文化課 8,400

ひょうご孫ギフトプロジェクト 福祉部 こども政策課 4,400

食で育む元気ひょうご推進事業 保健医療部 健康増進課 852

ひょうごのふるさと魅力発見事業 教育委員会 義務教育課 4,934

ふるさと貢献活動の実施 教育委員会 高校教育課 35,280

 

県立いえしま自然体験センターの運営（再掲）        県民生活部 男女青少年課 (82,575)

ふるさとづくり青年隊(再掲) 県民生活部 男女青少年課 (5460)

青少年団体活動の促進助成事業 県民生活部 男女青少年課 8,009

ものづくりチャレンジアップ事業 産業労働部 能力開発課 46,986

楽農交流事業(親子農業体験教室【稲作・黒大豆栽培】)の実施(再掲) 農林水産部 総合農政課 (1,600)

エコツーリズムバス運行支援事業（再掲）        環境部 環境政策課 (3,784)

ふるさと兵庫こども環境体験の推進 環境部 環境政策課 13,565

自然学校推進事業 教育委員会 義務教育課 344,013

青少年芸術体験事業～わくわくオーケストラ教室～ 教育委員会 義務教育課 129,566

地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」の実施 教育委員会 義務教育課 177,493

 

県民交流広場を活用した地域力の強化 県民生活部 県民生活課 0

新規商店街地域コミュニティ拠点づくり事業 産業労働部 地域経済課 7,500

新規空家活用特区総合支援事業における空家活用助成 まちづくり部 住宅政策課 17,920
 

まちの子育てひろば事業 県民生活部 男女青少年課 3,827

母親クラブ活動の育成支援 県民生活部 男女青少年課 1,000

子育てほっとステーション設置事業 県民生活部 男女青少年課 2,250

子どもの冒険ひろば事業の推進 県民生活部 男女青少年課 20,368

家庭や地域の子育て力を高める支援活動（こどもの館事業費） 県民生活部 男女青少年課 865

民間児童厚生施設の活動推進事業費補助 県民生活部 男女青少年課 －

拡充私立幼稚園乳幼児子育て応援事業 総務部 教育課 251,154

｢子ども食堂｣応援プロジェクト 福祉部 地域福祉課 3,500

乳幼児子育て応援事業（民間保育所） 福祉部 こども政策課 628,080

地域子育て支援拠点事業 福祉部 こども政策課 679,287

ひょうご放課後プランの推進 福祉部・教育委員会こども政策課・社会教育課 3,626,182

放課後児童クラブ整備費補助事業 福祉部 こども政策課 266,379

②地域間交流と多彩な体験活動 719,632

２　居場所づくり　～地域にそれぞれ居心地いい場～ 5,241,933

①多世代が集える場づくり 25,420

②子育て家庭が共通の問題・テーマで集える場づくり 5,216,513

１　多様な交流　～次世代につなげる地域の伝統～ 783,946

①世代間交流と伝統行事などの伝承 64,314



 

 

ひょうご青少年社会貢献活動認定事業の推進 県民生活部 男女青少年課 －

ひょうごボランタリープラザの運営 県民生活部 県民生活課 27,648

ボランタリー基金助成事業 県民生活部 県民生活課 125,000
 

新規ふれあい活動アドバイザー派遣事業 県民生活部 県民生活課 1,250

男女共同参画リーダー養成講座の開催 県民生活部 男女青少年課 233

ふるさとひょうご創生塾の運営 県民生活部 県民生活課 5,691

放課後児童支援員等研修事業 福祉部 こども政策課 13,747

拡充コミュニティジョブ支援事業 産業労働部 労政福祉課 33,983
 

高齢者への学習機会の提供 県民生活部 県民生活課 73,285

老人クラブ活動強化推進事業 福祉部 高齢政策課 82,197
 

 

子育て応援ネットの推進 県民生活部 男女青少年課 5,745

子育て応援協定団体等との協働事業 県民生活部 男女青少年課 1,068

「ひょうご子ども・若者応援団」の推進 県民生活部 男女青少年課 -

青少年を守り育てる県民スクラム運動       県民生活部 男女青少年課 683

地域安全まちづくり推進員設置事業 県民生活部 生活安全課 1,585

地域で守る！子どもの安全安心確保事業 県民生活部 生活安全課 1,505

ひょうご地域安全SOSキャッチ事業 県民生活部 生活安全課 4,702

ファミリー・サポート・センター事業 福祉部 生活安全課 78,090

児童委員・主任児童委員活動の推進 福祉部 児童課 146,107

ＤＶ防止対策の充実 福祉部 児童課 26,882

「まちの保健室」による健康づくり推進事業 保健医療部 健康増進課 16,548

健康づくり声かけ運動推進事業 保健医療部 健康増進課 1,658

交通安全かわら版の発出 警察本部 交通部 -
 

子育てほっとステーション設置事業(再掲) 県民生活部 男女青少年課 (2250)

防犯カメラ設置補助事業 県民生活部 生活安全課 30,000

学童等の交通安全教室の開催  県民生活部 生活安全課 926

公共交通バリアフリー化促進事業 まちづくり部 都市政策課 246,386

鉄道駅舎ホームドア設置促進事業 まちづくり部 都市政策課 101,258

ユニバーサル社会づくり推進地区整備事業 まちづくり部 都市政策課 11,717

人生いきいき住宅助成事業 まちづくり部 都市政策課 319,337

拡充通学路対策等における信号機、横断歩道等の整備 警察本部 交通部 75,780
 

出会い・結婚支援事業の推進 県民生活部 男女青少年課 119,922

UJIターン出会いサポート東京センター事業の推進 県民生活部 男女青少年課 11,905

①新しい「近助」の関係づくり 284,573

②地域の安心安全の推進 785,404

③子育て家庭を支える仕組みづくり 3,214,840

②地域の人材・団体をつなぐ能力の育成 53,654

③高齢者がいきいきと活躍する地域づくり 155,482

４　温かい近隣関係の構築　～地域に広がる　“近助”づきあい～ 4,284,817

①地域の人材の活用 152,648

３　人材の発掘と育成　～生かす、育てる地域の人材～ 361,784



幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業 総務部 教育課 191,129

私立幼稚園預かり保育推進事業補助 総務部 教育課 461,400

ファミリー・サポート・センター事業（再掲）        福祉部 こども政策課 (78,090)

一時預かり事業 福祉部 こども政策課 972,852

延長保育事業 福祉部 こども政策課 392,146

保育体制強化事業 福祉部 こども政策課 43,862

新規多胎育児家庭の外出環境支援事業 福祉部 こども政策課 5,004

認定こども園整備事業 福祉部 こども政策課 961,252

新規特別支援保育加配事業 福祉部 こども政策課 25,428

新規私立保育所等子育て支援ｶｳﾝｾﾗｰﾓﾃﾞﾙ事業 福祉部 こども政策課 9,600

多様な主体の参入促進・能力活用事業（新規参入施設への巡回支援） 福祉部 こども政策課 3,198

病児・病後児保育施設整備費補助 福祉部 こども政策課 12,975

賃貸物件による保育所等整備支援事業 福祉部 こども政策課 4,167

保育定員弾力化緊急支援事業 福祉部 こども政策課 4,528

企業主導型保育事業の促進 福祉部 こども政策課 12,892
 

Ⅲ　関係機関の連携と情報活用 3,303,590
 

 

地域と学校の連携・協働体制推進事業 教育委員会 社会教育課 67,175

新規学校問題サポートチームの設置 教育委員会 義務教育課 138,515

幼児教育連携促進事業 教育委員会 義務教育課 9,271

市町スクールソーシャルワーカー配置補助事業 教育委員会 義務教育課 45,916

高校生就業体験事業～インターンシップ推進プラン～ 教育委員会 高校教育課 3,094

学校教育活動全体で行う食育の推進 教育委員会 体育保健課 654

「スポーツ立県ひょうご」創出プロジェクト事業 教育委員会
スポーツ振興
課

2,926
 

ひょうご子育て応援の店（子育て支援パスポート）の普及促進 県民生活部 男女青少年課 3,789

子育て応援企業との協定締結事業 県民生活部 男女青少年課 -

新規不妊治療促進企業支援事業 保健医療部 健康増進課 1,196
 

 

青少年愛護条例による取組みの推進 県民生活部 男女青少年課 30,575

子育て世代包括支援センターの設置促進
福祉部・保健医
療部

こども政策課・
健康増進課

449,328

こども・子育てひみつ基地（フェイスブック） 福祉部 こども政策課 -

ひょうご子育て（ツイッター） 福祉部 こども政策課 -

「ひょうご子ども未来通信」の配信 福祉部 こども政策課 -

いじめ防止対策の推進 教育委員会
義務教育課・高
校教育課

1,789

薬物乱用防止対策啓発事業 保健医療部 薬務課 1,253

ＤＶ被害相談の啓発 警察本部 生活安全部 -
 

県立神出学園の運営 県民生活部 男女青少年課 87,304

２　専門機関につなぐ仕組みづくり　～次につなげて適切対応～ 2,444,604

①適切な情報の発信 482,945

②相談体制等の整備 1,875,953

１　学校と地域の連携、企業・NPOと地域の連携　～大きく広がる地域の輪～ 271,340

①地域学校協働活動等の推進 267,551

②企業のＣＳＲ活動との連携 3,789



県立山の学校の運営 県民生活部 男女青少年課 45,615

兵庫ひきこもり相談支援センターの運営 県民生活部 男女青少年課 14,124

利用者支援事業（子育て世代包括支援センター）（再掲）        
福祉部・保健医
療部

こども政策課・
健康増進課

(449,328)

こども家庭センターの運営 福祉部 児童課 410,255

ＤＶ対策の推進 福祉部 児童課 192,663

児童虐待防止24時間ホットライン設置運営事業                福祉部 児童課 12,563

小児救急医療相談体制の整備     保健医療部 医務課 98,108

悩みを抱える妊婦等の孤立防止対策事業 保健医療部 健康増進課 519

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 保健医療部 健康増進課 56,521

妊娠・出産包括支援推進事業 保健医療部 健康増進課 116

妊娠SOS相談事業 保健医療部 健康増進課 12,675

いじめ等教育相談の実施 教育委員会 義務教育課 31,022

ひょうご不登校対策事業 教育委員会 義務教育課 519

県立但馬やまびこの郷の運営 教育委員会 義務教育課 37,668

ひょうごっ子SNS悩み相談事業 教育委員会 義務教育課 31,264

スクールカウンセラーの配置 教育委員会 義務教育課 463,732

ひょうご住まいサポートセンターの運営 まちづくり部 住宅政策課 24,913

長期優良住宅建築等計画認定等事業 まちづくり部 住宅政策課 15,563

少年相談室（ヤングトーク）の運営 警察本部 生活安全部 464

アウトリーチ型在宅育児相談事業 福祉部 こども政策課 8,517

新規 ヤングケアラー支援体制の構築 福祉部 地域福祉課 12,722

一時保護所の整備 福祉部 児童課 319,106
 

ひょうごユースケアネット推進会議の運営 県民生活部 男女青少年課 -

県警察との連携による子どもの安全確保事業 福祉部 児童課 19,905

子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 福祉部 児童課 25,880

新規 子どもを守る多機関連携プロジェクト 福祉部 児童課 33,097

児童虐待防止医療ネットワークの推進 福祉部 児童課 2,358

ひょうご児童虐待防止サポーター事業 福祉部 児童課 4,226

医療と保健が連携した「養育支援ネット」の推進 保健医療部 健康増進課 -

養育支援を必要とする家庭の市町間情報提供体制の整備事業 保健医療部 健康増進課 -

犯罪等の被害にあった子どもの保護の促進 警察本部 生活安全部 240
 

 

戦略的な広報の展開 総務部 広報広聴課 20,336

多様な広報媒体を活用した情報発信 総務部 広報広聴課 471,115

こども・子育てひみつ基地（フェイスブック）（再掲） 福祉部 こども政策課 -

ひょうご子育て（ツイッター）（再掲） 福祉部 こども政策課 -

SNSを活用した教育相談体制構築事業（再掲）   教育委員会 義務教育課 ？

乳児家庭全戸訪問事業等におけるＩＣＴ化推進事業 福祉部
こども政策課・
健康増進課

88,000
 

青少年愛護条例による取組の推進 県民生活部 男女青少年課 (3,0575)

情報モラル教育推進事業 教育委員会 教育企画課 ―

新規 ひょうごネットモラルパワーアップ事業 教育委員会 教育企画課 1,878

②インターネットの安全な活用 8,195

③専門機関につなぐ仕組みづくり 85,706

３　ICT（情報通信技術）の効果的な活用　～役立つ情報、安全安心～ 587,646

①ＳＮＳ等によるリアルタイムの情報発信、相談 579,451



青少年インターネット利用対策事業 県民生活部 男女青少年課 6,317

新たな家庭と地域づくり支援施策(合計) 14,981,061


