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《 県政 150 周年 》 

I 県政 150 周年記念事業の実施 

１ 新県政150周年記念事業の推進 

(1)  記念シンポジウムの開催（政策創生） 【1,250千円】 

○開催時期 平成29年７月12日（推進協議会設置総会と同時開催） 

○開催場所 兵庫県公館（500人程度） 

○内  容 パネルディスカッション 等 

 

(2)  県政150周年記念プレフェスタの開催（政策創生） 【9,000千円】 

広く県民に県政150周年を周知するとともに、機運醸成を図るため、兵庫県の魅

力（歴史・文化・グルメ等）を発信するプレイベントを開催 

○開催時期 平成29年秋 

○開催場所 神戸市内 

○内  容 （ステージイベント） 

・兵庫ゆかりの著名人（タレント）によるトークショー 

・兵庫（五国）の歴史、文化、逸話の紹介  

・ジャズコンサート 等 

（ブースによる情報発信） 

・兵庫（五国）の歴史・文化・観光・移住の紹介 

・兵庫（五国）のグルメ、特産品の試食・販売 等 

 
(3) まんが「ひょうごの歴史」作成（政策創生） 【4,000千円】 

小学校高学年・中学生をターゲットとした漫画による兵庫県史を作成し、ふるさ

と意識の醸成を推進 

 

(4)  県政150周年を記念した情報発信（政策創生） 【838千円】 

○実施内容 各種イベントにおけるＶＲコンテンツの展示・体験 

（ＶＲコンテンツ：初代兵庫県庁舎の再現等） 

 
(5) 県民との協働推進事業（政策創生） 【30,000千円】 

県政150周年記念事業のコンセプトに沿って、県民グループ、地域団体、ＮＰＯ

など様々な主体が事業の盛り上げに向け自主的に行うイベントや活動について支援 

○補助単価 50～500千円程度／件（予定） 
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(6) 県立高校で考える県政150周年記念事業（教育委員会） 【14,700千円】 

県立高等学校生徒が、独自の視点で兵庫県あるいは地域の未来を考察することを

通して、将来、兵庫県を支える人材づくりを推進 

 
(7) 県政150周年を機とした兵庫県史の編集（政策創生） 【1,000千円】 

兵庫県政150周年の節目を迎えるにあたり、これまでのあゆみを振り返り、新た

に始まる未来を作るための礎となる記念誌の編集に向け着手 

○編集体制 兵庫県史編集委員会の設置・運営 

（編集方針、編集スケジュール、執筆体制等の検討） 

○対象期間 昭和42年以降の50年間 

 

２ 新「兵庫2030年の展望（仮称）」の策定 

   21 世紀兵庫長期ビジョンと兵庫県地域創生戦略をつなぐ、2030 年頃の兵庫の姿を描

くとともに、県政の方向性を示す展望を策定 

(1) 企画部会、研究会の運営（政策創生） 【1,654千円】 

 

(2) 県民との意見交換会の実施（政策創生） 【336千円】 

○開催場所等 10地域、各１回 

○参加人数 150人／回 

 
(3) 若者フォーラムの開催（政策創生） 【993千円】 

○開催時期 平成29年８月 

○開催場所 神戸市内他 

○参加人数 100人程度（県内在住・在学の高校生、大学生） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《参考》県政 150 周年 

・兵庫県が成立したのは神戸開港（慶応３年12月７日〔新暦1868年1月1日〕）の

７ヶ月後、慶応４年５月23日〔新暦1868年7月12日〕。 

・初代知事は、後に初代内閣総理大臣となる伊藤博文。 

・当初は神戸を中心に複数の飛び地を所轄する小さな県であった。 

・その後の廃藩置県や併合を経て、明治９（1876）年に現在の県域とほぼ同じ姿

となり、全国に類を見ない広域複合県となった。 

  〈 大久保利通「開港場を有する兵庫県が県力の貧弱となるのは好ましくない」 〉 
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《 地域創生 》 

I ひょうごで働こう！プロジェクト 

１ 総合的・一元的な情報提供 

(1)  新ひょうご生活･しごと・カムバックポータルサイトの開設（政策創生） 【3,216千円】 

兵庫への定着・還流に向けた様々な支援施策、暮らしに係る情報等について、ユ

ーザーが必要なときに必要な情報をワンストップで閲覧・入手可能なホームページ

とするため、検索が容易な特設ポータルサイトを開設する。（６月中を予定） 

また、当ポータルサイトを訪れた方に登録を促し、登録者のリスト化、双方向で

の情報交流(就職・移住等の最新情報のメルマガ配信など)を図る。 

○掲載情報 

・就職支援・企業情報 新卒者・既卒者向け企業説明会、県内企業の求職情報、 

現役大学生リポートによる企業紹介 等 

・移住情報 兵庫県・市町の移住支援施策、首都圏・大阪での移住イベント情

報 等 

・兵庫の魅力情報 兵庫県で進学した大学生、就職した若者、移住したファミリーの 

体験談 等 

○ポータルサイトのイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひょうご“生活･しごと・カムバック”ポータルサイト 
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(2) 県内大学と連携した就活支援事業（産業労働部） 【18,839千円】 

① 新大学への県内就職支援補助事業 

県内学生の県内企業への就職を促進するため、学内における企業説明会の実施

等を支援 

 ○補助対象 就職支援協定締結大学（県内全３７大学） 

 ○補助内容 

・学内での企業説明会の開催 

・県内中小企業への訪問見学会の実施  

・インターンシップ支援 

・卒業生に対する就職支援 等  

○補助率 定額（大学の規模に応じて300又は500千円） 

② 大学と連携した県内企業見学会等実施事業 

県内大学と金融機関とが連携し、県内企業見学会（バスツアー）及び企業研究

会・セミナーを実施し、県内大学生の県内企業への就職を促進 

○対象大学 就職支援協定締結大学 

○実施内容  

・企業見学会（「ひょうご応援企業」等県内企業の見学会） 

・業界研究会、セミナー（企業見学会の前後に学生に対して業界の実情や企

業の魅力等を語るセミナーを開催） 

○実施回数：３回／大学（平成28年度：２回／大学） 

 

(3) 大学等との連携による地域創生拠点形成支援事業（政策創生） 【18,727千円】 

地域・行政・大学・専門家等が連携し、地域創生に資する活動に広域的に取り組

む拠点施設を圏域ごとに設置するとともに、大学連携による地域創生活動等を支援 

① 拠点形成支援 

○事業主体 県内大学等の研究室、当該研究室と連携する地域団体 

○対象経費 拠点設置に要する経費 

○補助上限 3,500千円/拠点（定額） 

② 拠点活動支援 

○事業主体 拠点形成支援により拠点を設置した研究室、地域団体 

○対象経費 地域創生に資する活動に要する経費 

○補助上限 1,000千円/拠点（定額） 

③ 拠点を活用する他大学等の活動支援 

○事業主体 大学等の研究室、サークル等  

○対象経費 地域創生に資する活動経費 

○補助上限 250千円/グループ（定額） 

④ ひょうご地域創生ネットワークの形成 

地域創生拠点と関係機関の連携体制を形成するためのネットワーク会議を開催 
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２ 既卒者・ＵＪＩターン者の就職支援 

(1)  新ひょうご既卒者相談ネットワークの構築（政策創生・産業労働部） 【18,996千円】 

東京の「カムバックひょうごハローワーク」及び神戸の「しごと情報広場」に、

それぞれ「既卒者相談センター」を設置し、県内企業への就職と移住の一体的なカ

ウンセリング機能を強化 

○事業内容 

・既卒者向けの就業体験・採用の企業開拓 

・既卒者と県内企業のマッチング、セカンドキャリアのカウンセリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 新カムバックひょうごハローワークの設置・運営（産業労働部） 【9,531千円】 

カムバックひょうご東京センターに併設し、移住相談と就労相談を一体的に実施  

○開設時期 平成29年４月 

○内  容 

・ハローワークの求人情報に加え、県独自の求人情報に基づく職業紹介 

・首都圏大学のキャリアセンターと連携した兵庫県企業のＰＲ 

・出張職業紹介（カムバックひょうご東京センターが出展するＵターンイベン

ト等に同行） 

・各県機関と連携した支援情報の提供（起業家支援補助金や就農相談等） 

※ なお、カムバックひょうごハローワーク（東京）及びひょうご・しごと

情報広場（神戸）に、既卒者相談センター機能を付加する。 



- 6 - 

 

(3) カムバックひょうご促進事業（政策創生） 【42,305千円】 

「カムバックひょうご東京センター」及び「カムバックひょうごセンター」を中

心に、東京圏はもとより、全国から移住相談に応じる取組を強化 

（参考）カムバックひょうごセンターの概要 

名  称 カムバックひょうご東京センター カムバックひょうごセンター 

開  設 平成28年１月16日 平成29年２月22日 

場  所 
東京都千代田区大手町２-６-４※ 

パソナグループ本部ビル地下１階 

神戸市中央区東川崎町１-１-３ 

神戸クリスタルタワー６階 

開所日時 
火水金10:00～18:30 

土10:00～17:30 

月～金10:00～18:30 

土10:00～17:30 

業務内容 

・移住相談（兵庫県内の移住相談窓口、市町及び地域ＮＰＯ等への取り次ぎ） 

・出張相談の企画・実施（市町との合同相談会や各種移住イベントの開催、他府県との合同移

住セミナーや学園祭等での出張相談の実施） 

・広報業務（市町等が作成する移住に関するパンフレット等の配布、カムバックひょうごセン

ターのＰＲ、開催イベントの告知等） 

※平成29年５月30日(火)に日本ﾋ゙ ﾙﾁ゙ ﾝｸ゙ ３階（東京都千代田区大手町２-６-２）に移転予定 

 

(4) 中小企業就業者確保支援事業（奨学金返済支援制度）（産業労働部）【79,000千円】 

従業員の奨学金の返済負担軽減制度を設ける中小企業に対し、企業の負担額の一部を支援 

○補助対象 本社が県内にあり、従業員の奨学金返済負担軽減制度を設けている

中小企業 

○支援対象 対象企業に勤務する者で、以下の要件を全て満たす者 

(1) 正社員である者 

(2) 日本学生支援機構の奨学金を受給し、返済義務のある者 

(3) 当該企業就職後３年以内(当該補助申請の年度時点)の者 

(4) 申請時点で県内事業所に勤務する者 

(5) 30歳未満の者(当該補助申請の年度末時点で29歳以下の者) 

○補 助 額 支援対象者の年間返済額の1/3又は企業からの支給額の1/2 

○補助上限 年６万円／対象者１人あたり 

○実施期間 平成28年度～平成31年度 

 

(5) ふるさと企業就職促進事業（産業労働部） 【5,527千円】 

① 面接旅費助成 

UJIターン就職希望者の面接選考時に旅費を支給する中小企業に対し、支給旅費の半額を補助 

○対象企業 北播磨、西播磨、但馬、丹波、淡路地域に本社を置く中小企業 

○対 象 者 新規学卒者、UJIターン就職希望者（対象地域外に居住し採用予定時に45歳未満の者） 

○補 助 額 中小企業が負担した面接旅費の1/2以内（上限50千円） 

 ② 転居費用助成 

   県外からのＵターン就職者を採用する中小企業に対し、負担した転居費用の半額を補助 

○対象企業 北播磨、西播磨、但馬、丹波、淡路に本社を置く中小企業 

○対 象 者 新規学卒者、UJIターン転職者（県外から転居し正社員としての採用時に45歳未満の者） 

○補 助 額 中小企業が負担した金額の1/2(上限：単身者50千円、家族を伴う者200千円) 
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《 その他 子ども・子育て関連施策 》 

I 若者の自立支援による未来の親づくり 

１ 若者の経済的自立と社会参画の促進 

(1)  大学生インターンシップの推進（産業労働部） 【18,996千円】 

中小企業における人材確保を図るため、大学生を対象としたインターンシップを実施 

○実施主体 兵庫県経営者協会・兵庫工業会 ほか 

○参加予定者 300人 

 

(2)  ふるさと人材確保応援事業（産業労働部） 【6,186千円】 

中長期的に人口減少が見込まれる５地域（北播磨・西播磨・但馬・丹波・淡路）

に地域人材確保コーディネーターを配置し、ハローワークと連携した就職面接会等

の開催や企業情報誌等の作成を実施 

 

(3)  ふるさとづくり青年隊（政策創生） 【12,627千円】 

地元青年と地域外の青年(公募)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 

 

２ ライフプラン教育の実施 

(1) 新 大学等における子育て支援の促進（健康福祉部） 【7,448千円】 

 ［平成28年度９月補正（緊急経済対策） ひょうご結婚・子育て・家庭応援キャンペーン事業］ 

大学・短期大学が運営する子育て親子の交流スペース等における学生の子育て支

援活動等を促進することで、学生が結婚、子育てといった自らのライフプランや、

地域での子育て支援について主体的に考える機会を創出 

○子育て支援に取り組む大学連携によるシンポジウム等開催 

○子育て支援事業への大学生の参画促進 

○子育てに温かい社会の実現に向けた機運醸成のための情報発信 等 

 

(2) 新 女子大学生向けキャリアデザインの形成支援（政策創生） 【626千円】 

県立男女共同参画センターと協定を締結している大学等との連携により、女子大

学生の就職やキャリアデザインの意識を高めるための啓発を支援 

○キャリアデザインセミナーの開催 

対  象 女子大学生（100人程度） 

開催回数 ３回 

内  容 就職後のキャリアデザイン・育児との両立等 

○女子大学生と社会人の交流会の開催 

対  象 女性活躍の先進企業の女性社員、女子大学生（100人程度） 

開催回数 ３回 

内  容 女性社員と女子大学生の交流会、職場見学会 
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(3)  女性のためのキャリアプランニング支援事業（産業労働部） 【1,057千円】 

女子学生に対する就職活動前からのライフプランを考慮したキャリアプランニン

グの取組を支援 

○学生を主体とした実行委員会の設置 

○企業と連携したフォーラムの実施 

 

３ 子どもの生きる力の育成 

(1) こどもの館子育てふれあい事業（政策創生） 【3,298千円】 

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 

 

(2) 拡 消費者教育の総合的・体系的推進（政策創生） 【14,555千円】 

○消費者教育コーディネーター等支援事業（1,365千円） 

地域で活躍する消費者教育コーディネーター（消費生活相談員や消費者リー

ダー等）に向け情報交換会やスキルアップ研修等の機会を提供し、その活動を

支援 

○ 新 消費者教育推進プロジェクト（3,999千円） 

兵庫県消費者教育推進計画が最終年を迎えることから、新たな計画の策定や

「消費者教育研究・活動支援センター（仮称）」の設立に向けた検討会を設置

し、総合的かつ効果的な消費者教育を推進 

・専門委員会での検討・教育プログラムメニュー等の作成等 

○ 拡 特別支援学校等における消費者教育推進事業（1,998千円） 

・特別支援学校向けプログラム、教材を作成(改良)し、地域の拠点校に配置 

・教員向け研修会の開催 等 

○高等学校における消費者教育推進事業（1,769千円） 

教育委員会や学校現場と協働し、県内高等学校における効果的な消費者教育

を実施 

・学習指導事例等の作成 

モデル校における授業の実施（実施予定校数 ５校） 

消費生活センター等による出前講座（実施回数 21回） 

・事例集の作成、発表・配布等 

○若者の消費者力アップ事業（3,678千円） 

大学生協との連携により養成した「くらしのヤングクリエーター」を中心に、

若者の消費者力アップに向けた取組を多様な団体等と連携して実施 

・若者向け研修、ワークショップ等の開催 

・若者の倫理的消費活動への取組支援 等 

○ 拡 消費者教育体験学習会事業（1,746千円） 

幼児から小中学生、保護者などが楽しみながら参加、体験できる、身近な製

品の使用方法やお金の管理等に関する学習会を開催し、実践的な能力を養成 

 



- 9 - 

 

(3)  「ひょうごっ子・ふるさと塾」事業（政策創生） 【9,280千円】 

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 

・対象団体 県青少年団体連絡協議会に加盟する団体 

・補 助 額 250千円以内/件 

・予定件数 50団体 

 

(4)  子どもの冒険ひろば事業の推進（政策創生） 【24,540千円】 

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 

○助成団体数 50団体程度 

○助 成 額 400千円/団体（上限） 

 

(5)  子ども伝統文化わくわく体験教室（企画県民部） 【6,280千円】 

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 

○対  象 小・中・高 45校 

○対象事業 いけばな・茶道・書道・邦楽・日本舞踊・能楽 

 

４ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

(1) 拡 青少年のインターネット依存等防止対策の推進（政策創生） 【1,865千円】 

インターネット依存等の防止を図るため、青少年のインターネットの利用に関す

るルールづくりを県内全ての人々が支援することを定めている青少年愛護条例の趣

旨を踏まえ、県民・業界等との協働により安全利用への啓発を行い、良好な環境づ

くりを実施 

○青少年のインターネット利用対策戦略会議の開催 

○青少年のインターネット利用対策キャンペーンの実施 

インターネットの危険性を周知し、フィルタリング利用とネット利用のルー

ルづくりの重要性を啓発するためのポスターや冊子等を掲示・配布 

・ネット利用リーフレットの作成・配布 

・配布部数 50,000部 

・街頭イベントの実施（７月、３月） 

○インターネット依存防止対策推進事業 

・啓発チラシ等の作成 

○ 拡 条例改正内容の周知 

 青少年愛護条例の適正な運用を図るため、条例のあらましを作成 

・配布部数150,000部 
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(2)  インターネット利用に関する基準づくり支援事業（政策創生） 【5,722千円】 

青少年愛護条例の趣旨を踏まえ、小学校等における基準の作成及び啓発を市町と

連携して支援 

○対象経費 小学校に通学する児童がｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用に関する基準づくりやその

啓発を行うことを支援するための事業を実施するために必要な経費 

○事 業 例 学習会の実施、保護者へ配布するリーフレットの作成 

アンケートの実施、スマホサミットの開催 等 

○補 助 額 １校当たり上限30千円 

○負担割合 県1/2、市町1/2 

     

（参考）ルール策定校数 ※H29.2.10現在 

    39市町、386校/全864校※（44.7％） 

※神戸市を除く40市町の市町組合立小中特別支援学校  

 

II 結婚・妊娠・出産への切れ目のない支援 

１ 出会い・結婚支援 

(1) 拡 出会い・結婚支援事業の推進（政策創生） 【110,255千円】 

少子化の大きな要因の一つである未婚化・晩婚化の進行に対する取組として、社

会全体で結婚を支援するため、出会いイベント・個別お見合い紹介等を通じて独身

男女の出会い・結婚を支援 

○個別お見合い紹介事業の実施（92,779千円） 

県内10か所の地域出会いｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ及び「ひょうご出会いｻﾎﾟｰﾄ東京ｾﾝﾀｰ」に

おいて、１対１の個別お見合いを希望する独身男女の引き合わせ等を実施 

・会 員 数 5,596人（平成29年３月現在） 

・登 録 料 5,000円/年（20代会員は3,000円/年） 

○出会いイベント（2,699千円） 

 登録した団体会員・個人会員等を対象としたイベントを実施 

・会 員 数 団体会員170団体、協賛団体201団体、個人会員11,081人（平成29年３月現在） 

○ 新 結婚力アップセミナーの実施（1,000千円） 

企業や団体等の男性社員等を対象に､身だしなみ､交際マナー､結婚に向けた

資金計画などを内容とした恋愛力･結婚力を向上させるためのセミナーを実施 

・開催回数 10回 

○ 新 専門職向け出会い支援事業（12,000千円） 

看護師、保育士等の専門職を対象に、出会い支援及び結婚機運の醸成を図る

ための事業を展開 

○市町との連携（280千円） 

出会いサポート市町窓口の設置等、出会い支援事業について、市町と連携し

た事業を展開 

○こうのとり大使の支援（1,497千円） 

・こうのとり大使（496人）による縁結び交流会の実施 

・出会いイベント等における個別お見合い会員登録の斡旋 
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(2)  結婚に伴う新生活の支援（健康福祉部） 【26,840千円】 

経済的理由で結婚に踏み出せない者を対象に、結婚に伴う新生活を経済的に支援

する市町に対して補助を実施 

○実施主体 市町 

○対象世帯 新規に婚姻した世帯所得3,400千円未満の世帯 

○対象経費 新居の住居費、引越費用 等 

○基 準 額 240千円 

○補 助 率 県3/4（全額国庫）、市町1/4 

 

２ 妊産婦･乳幼児に関する保健･医療体制の充実 

(1)  子育て世代包括支援センターの設置促進（健康福祉部） 【209,092千円】 

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（母子保健法の改正により、各市町において子育て世代包括支援

センターを設置することが努力義務化（H29.4.1施行）） 

○利用者支援事業の推進（208,745千円） 

 ・実施箇所数 母子保健型 45箇所（29市町）、基本型 25箇所（14市町） 

 ・負担割合 国1/3、県1/3、市町1/3 

○妊娠・出産包括支援推進事業（347千円） 

 ・妊娠・出産包括支援研修会の開催 

 ・妊娠・出産包括支援連絡会議の開催 

 

(2)  悩みを抱える妊婦等の孤立防止対策（健康福祉部） 【2,369千円】 

思いがけない妊娠などにより、妊娠に悩む者への相談体制を強化するとともに、

出産・育児に悩む妊産婦の課題について、関係機関が共通認識し、連携の強化を図

ることにより、妊娠期から育児期に亘る継続した支援体制を構築 

○思いがけない妊娠ＳＯＳ(電話・メール相談) 

 ・実施団体：（一社）兵庫県助産師会に委託 

 ・実施日時：月曜日・金曜日 10:00～16:00 

 ・電話番号：078-351-3400 

 

III 就学前の教育・保育と子育て支援 

１ 認定こども園等の充実 

(1) 認定こども園整備事業（健康福祉部） 【1,209,766千円】 

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 

○整備予定数 42か所（14市町） 

 

(2)  認定こども園整備等促進事業（健康福祉部） 【115,250千円】 

保育所及び幼稚園が、認定こども園に移行する際に実施する施設整備等に対し、

国庫補助の対象外となる施設の拡充に要する経費及び必要となる準備経費の一部を

支援することにより、認定こども園の普及を促進 

 



- 12 - 

 

(3) 保育所緊急整備事業（健康福祉部） 【3,139,104千円】 

待機児童解消のための保育所の創設や老朽改築による保育環境改善などの保育所

の施設整備に要する費用の一部を補助 

○整備予定数 31か所（８市町） 

○負担割合 待機児童解消加速化プラン参加市町 国2/3、市町1/12、事業者1/4 

      上記以外の市町 国1/2、市町1/4、事業者1/4 

 

２ セーフティネットとしての保育サービスの提供 

(1) 拡 病児・病後児保育推進事業（健康福祉部） 【292,394千円】 

就労の状況等から病気や病後の子どもを看ることができない保護者を支援する病

児・病後児保育事業を推進 

○対  象 保護者の労働等により家庭で保育を行うことが困難な病児・病後児 

○施 設 数 80施設 

○実施類型 

病児対応 型 病後児対応型 新 体調不良児型 訪  問  型 新 送迎対応加算 

病気の回復期

に至っていな

いため集団保

育が困難な児

童を保育 

病気の回復期

で集団保育が

困難な児童を

保育 

保育中、体調不

良となった児童

に対し、保育所

等において一時

的に対応 

病児・病後児

の自宅におい

て一時的に保

育 

保育中、体調

不良となった

児童の病児保

育施設等への

送迎を実施 

○負担割合 国1/3、県1/3、市町1/3 

 

(2)  病児・病後児保育施設整備費補助（健康福祉部） 【34,554千円】 

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 

○整備予定箇所 ３か所 

 

３ すべての子育て家庭を対象とした支援の充実 

(1) わくわく幼稚園・保育所開設事業（企画県民部・健康福祉部） 【48,066千円】 

小学校での生活にスムーズに馴染み、学習できるようにするため、私立幼稚園及
び民間保育所において在宅児童等（３～５歳児）に対する幼児教育・体験保育を先
導的に実施 
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４ 子育て家庭への経済的支援 

(1) 拡 ひょうご保育料軽減事業（健康福祉部） 【427,608千円】 

○多子世帯保育料軽減事業 
 多子世帯の子育てに要する経済的負担を軽減するため、第３子以降の利用者負
担額（保育料）の一部を助成 
・対象児童 保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、

事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業を利用している第３子以降児 
・対象世帯 [教育認定子ども]市町民税所得割額169,000円未満の世帯 
      [保育認定子ども]市町民税所得割額155,500円未満の世帯 
・補 助 額 5,000円/月超の利用者負担額に対し 
       ３歳未満児 6,000円/月限度に補助（㉘5,500円） 
       ３歳以上児 4,500円/月限度に補助（㉘4,000円） 

○第２子保育料軽減事業 
 安心して子育てできる環境を実現するため、第２子の利用者負担額（保育料）
の一部を助成 
・対象児童 保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、

事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業を利用している第２子 
・対象世帯 [教育認定子ども]市町民税所得割額169,000円未満の世帯 
      [保育認定子ども]市町民税所得割額155,500円未満の世帯 
・補 助 額 5,000円/月超の利用者負担額に対し 
       ３歳未満児 5,000円/月限度に補助（㉘4,500円） 
       ３歳以上児 3,500円/月限度に補助（㉘3,000円） 

 

(2)  乳幼児等医療費助成事業（健康福祉部） 【3,145,863千円】 

乳幼児等の医療に要する負担を軽減するため、医療保険による給付が行われた場
合に、その自己負担額の一部を助成 
○対 象 者 小学３年生までの乳幼児等 
○所得制限 市町村民税所得割税額23.5万円未満（世帯合算） 
      ※０歳児は所得制限なし 
○患者負担 入院 定率１割（月額3,200円限度） 
      通院 １医療機関等あたり１日800円（月２回まで） 

 

(3)  こども医療費助成事業（健康福祉部） 【874,837千円】 

子育て世代が安心して子育てできるよう、医療保険による給付が行われた場合に、
その自己負担額の一部を助成 
○対 象 者 小学４年生から中学３年生までの児童生徒 
○所得制限 市町村民税所得割税額23.5万円未満（世帯合算） 
○患者負担 定率２割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 14 - 

 

IV 子育てと両立できる働き方の実現 

１ ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）の推進 

(1)  中小企業育児・介護代替要員の確保（産業労働部） 【200,000千円】 

 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 

○対  象 ・企業全体  300人以下 

     ・事業所規模 株式会社等 100人以下の事業所 

             上記以外  20人以下の事業所 

○支 給 額 代替要員の賃金の1/2(上限100千円/月、総額上限1,000千円） 

 

(2) 拡 ひょうご仕事と生活センター事業（産業労働部） 【203,770千円】 

ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）のさらなる普及を図るため、ひょうご仕事

と生活センター（神戸市中央区）において、各種事業を実施 

○普及啓発・情報発信事業 

○相談・研修事業 

○ワンストップ相談、相談員等派遣 

○研修企画・実施 

○経営者協会や商工会議所・商工会等と連携したセミナー、キーパーソン養成講

座の実施 

○仕事と生活の調和推進環境整備支援事業 

 ＷＬＢ推進のための職場環境整備（ハード整備）を支援するため、整備費の

一部を助成 

・対象経費 女性等様々な人材の職域拡大のための環境整備 

（専用更衣室、女性・高齢者用補助機器整備 等） 

多様な働き方を導入するための環境整備 

（在宅勤務システムの整備、事業所内託児スペースの整備 等） 

○中小企業育児･介護等離職者の再就職支援 

 育児・介護等の理由により離職した者の再就職を促進するため、当該離職者

を雇用した事業主に助成 

・正 社 員    500千円/人 

・短時間勤務正社員 400千円/人 

・正社員以外（フルタイムに限る） 200千円/人 

※国の両立支援等助成金（再雇用者評価処遇コース）を受給した場合は差額を支給 
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２ 女性の多様な働き方支援 

(1)  女性の就業サポート事業（政策創生） 【18,115千円】 

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 

○女性就業支援員（２人）、保育支援員（２人）の配置 

○多様な働き方応援シンポジウムの開催（１回） 

○チャレンジ相談（月８回）、出前チャレンジ相談（年100回）の実施 

○女性リーダー登用促進事業の実施 

・女性のためのステップ・アップセミナー、「小１の壁」克服術セミナー、 

企業担当者向け研修会 等 

 

(2) 育児・介護等離職者再就職準備支援事業（産業労働部） 【9,324千円】 

育児、介護等による離職者の再就職を支援するため、再就職に必要なスキルを得

るため受講した教育訓練経費の一部を助成 

 

V 子育て家庭を支える地域社会づくり 

１ 放課後等の居場所づくり 

(1)  放課後児童クラブ整備費補助（健康福祉部） 【485,439千円】 

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 

○整備予定箇所 143か所（25市町） 

 

(2) 拡 ひょうご放課後プランの推進（健康福祉部・教育委員会） 【2,680,175千円】 

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 

○子ども教室型 490教室 

※学校・家庭・地域の連携協力推進事業として「放課後等支援活動（放課後子

ども教室）」を実施 

○ 拡 児童クラブ型 1,290支援の単位（全市町） 

      ・新 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 

勤続年数や研修実績等に応じた処遇改善を図るために必要な経費を支援 

 

２ 地域ぐるみの子育て支援の充実 

(1)  地域祖父母モデル事業（政策創生） 【6,360千円】 

モデル地区を選定し、子育て支援団体等が、会員登録した特定の子育て世帯とシ

ニア世帯同士をマッチングし、シニア世帯が日常的な見守りや相談、緊急時の一時

預かり等を行い、個々の家族のような仕組みを確立できるよう、地域における三世

代家族の育成を推進 
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○モデル地区数 40地区 

○補 助 額 150千円（定額）／地区 

○実施内容 

・実施団体の募集・選定 

・実施団体が子育て世帯及びシニア世帯へ周知・会員募集 

・子育て世帯とシニア世帯が信頼関係を築くための交流事業の実施 

○平成28年度の状況 会員数 シニア世帯508人、子育て世帯667人 

          実施地区数 ６市町40地区 
 

(2) 新 シニア世代から子育て世帯へのふるさと伝承事業（政策創生） 【3,000千円】 

地域のシニア世代が子育て世帯などに対し、地域の季節行事や祭りをはじめ、郷

土料理や昔遊びなど、ふるさとに伝わる伝統などを広く伝えていく取組を支援 

○実施主体 子育て支援に関わる団体・グループ等 

○補 助 額 300千円（上限）／団体 

            ※１テーマにつき150千円を限度(２テーマ又は２地区まで実施可） 
 

(3)  まちの子育てひろば事業（政策創生） 【20,511千円】 

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（H29年３月末：2,099か所） 

○まちの子育てひろばコーディネーターの配置（11人） 

○ひろばアドバイザーの派遣（年間600回） 

 

３ 家族の役割やきずなを深めることの大切さの機運醸成 

(1)  ひょうご家庭応援県民運動の推進（政策創生） 【1,474千円】 

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「ひょうご家庭応援県民運動」の展開支援や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」運動など、地域

全体で家庭を応援する取組の普及啓発を推進 

 

(2)  地域・家庭の伝統行事普及推進事業（政策創生） 【1,010千円】 

かつて盛んに行われていた家庭や地域の伝統行事や伝統料理づくり等に、親子や

家族が一緒に参加し、体験できる機会を提供 

 

４ 安全・安心な子育て環境の整備 

(1) ひょうご地域安全ＳＯＳキャッチ事業（政策創生） 【6,802千円】 

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ＳＯ

Ｓ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 
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(2) 地域で守る！子どもの安全安心確保事業（政策創生） 【2,723千円】 

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 

○子どもの安全・安心確保のリーダー養成 

○新 子ども安全サポート事業 

地域における子どもの実践的な訓練・研修会（逃げ込み訓練、夜間パトロール

など）の実施を支援 

○「子どもを守る１１０番の家・店」の体制強化 

 

(3) ひょうご住まいサポートセンターの運営（まちづくり） 【26,614千円】 

「ひょうご住まいサポートセンター」を設置し、子育て世帯の住まいにおける

様々な相談や住まいの情報提供 

○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 

 

(4) 長期優良住宅建築等計画認定等事業（まちづくり） 【7,299千円】 

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」の計画認定を実施 

また、その普及を図るため、中小住宅生産者に対し、認定基準や申請手続等に関

するセミナー等を実施 

 

(5) 拡 空き家活用支援事業（まちづくり） 【95,130千円】 

一戸建ての空き家を住宅、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や移転費の一部を支援 

若年・子育て世帯が空き家を取得し、住宅として活用する場合、改修費の補助率

をかさ上げする等の措置を新たに実施 

 

VI 特別な支援が必要な子どもや家庭への支援 

１ 児童虐待防止対策の充実 

(1) 新 児童虐待防止医療ネットワークの推進（健康福祉部） 【3,019千円】 

医療機関において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ことか

ら、中核的医療機関を中心として児童虐待対応のネットワークづくりを通じた児童

虐待防止体制を整備 

○中核拠点病院の整備 

県立尼崎総合医療センターに地域の医療機関からの児童虐待対応に関する相

談窓口を設置 
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○医学的ケアを要する児童の一時保護委託先の確保 

医学的ケアを要する児童の一時保護委託の受入が可能な医療機関の開拓等を

実施 

○中核拠点病院による教育研修の実施 

・研修内容 児童虐待対応ができる体制整備方法、症例検討等 

・対  象 県内医療機関の医師及び医療従事者等 

・実施回数 年５回 

 

(2) 拡 児童虐待等対応専門アドバイザーの設置・運営（健康福祉部） 【3,094千円】 

児童問題の多様化・複雑化に対応するため、児童虐待等の困難ケースに関して、

司法的介入の実施、職員等の専門的資質向上のための研修会等を行うアドバイザー

をこども家庭センターに設置 

○配置人員 96人（医師23人、弁護士15人、その他学識経験者等58人） 

○アドバイザー活用件数 130回（㉘90回） 

           ・医  師 55回（㉘50回） 

           ・弁 護 士 45回（㉘20回） 

           ・大学教授等 30回（㉘20回） 

 

２ 社会的養護体制の充実 

(1)  里親・特別養子縁組制度の推進（健康福祉部） 【3,076千円】 

医療機関、市町保健センター、県こども家庭センター等が連携し、思いがけない

妊娠等で出産や子育てに不安を抱える方の相談に応じ、里親や特別養子縁組制度に

つなぐことにより、出生後の早い段階から子どもが安心して成長できる環境を整備 

○里親委託・養子縁組推進会議の設置 

○出前講座、研修会の実施等による普及啓発の推進 

○里親（特別養子縁組）全県フォーラムの開催 

 

(2)  児童養護施設や里親の下で育つ子ども応援プロジェクト 

～自立を目指す子どもたちの未来のために～（健康福祉部） 【5,000千円】 

企業でのインターンシップや高等学校等でのクラブ活動などに必要な費用を支援

することにより、児童養護施設や里親などの下で育った子どもたちの自立や夢の実

現を応援 

 

(3) 里親制度の推進事業（健康福祉部） 【3,076千円】 

里親里子交流事業や養育相談事業のほか、里親認定前研修などの実施を通じて、

里親制度の適切な運営と家庭養育を促進 
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３ 子どもの貧困対策 

(1)  生活困窮者世帯の子どもを地域で支援（健康福祉部） 【14,002千円】 

全庁において生活困窮者世帯等の子どもに対し学習支援を行うとともに、食事・

居場所の提供、日常生活習慣獲得及び保護者への養育指導を実施 

 

(2)  「子ども食堂」の運営支援（健康福祉部） 【3,000千円】(ふるさとひょうご寄附金) 

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 

○事業主体 ＮＰＯ、地域住民グループ等 

○回  数 月２回以上 

○受入人数 10人程度 

○補助上限額 200千円 

 

(3) 私立高等学校等生徒授業料軽減補助（企画県民部） 【682,869千円】 

国の就学支援金制度に低所得世帯に重点化した県単独加算を行い、生徒の学資負

担者の経済的負担を軽減し、就学機会を確保 

 

(4) 拡私立高等学校における奨学のための給付金の支給（企画県民部）【605,491千円】 

授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の生徒に対して奨学のため

の給付金を支給 

 

(5) 私立高等学校生徒入学資金貸付事業（企画県民部） 【34,726千円】 

私立高等学校及び私立専修学校高等課程に入学する生徒で、経済的理由から入学

資金の支弁が一時困難な者に対し、入学資金を貸し付けることにより、入学時の負

担の軽減を実施 

 

(6) 新 私立小中学校に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業（企画県民部） 【55,900千円】 

私立中学校等に通う児童生徒の家庭の教育費負担の軽減を行いつつ、私立学校を

選択している理由や家庭の経済的状況などについて、実態把握のための調査を実施 

 

４ ひとり親家庭等の自立促進 

(1) ひとり親家庭の就業支援（健康福祉部） 【14,093千円】 

ひとり親家庭の母等に対する各種給付金を支給し、生活の負担軽減を図り、就職

に有利な資格や技能の習得を支援することで、ひとり親家庭の自立を促進 

○自立支援教育訓練給付金事業 

職業能力開発のための講座を受講し、修了した場合に受講費用の一部を支給 

○高等職業訓練促進給付金事業 

就職の際に有利かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、生活費

の負担軽減となる給付金を支給 

○高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

高卒認定試験合格のための講座（通信講座を含む）を受け、これを修了した

際に受講費用の一部を支給 
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(2) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（健康福祉部） 【－】 

就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学準備金・就職準備

金を貸し付け、資格取得を促し自立を促進（実施主体への事業費補助はH28年度実

施済み） 

○実施主体 兵庫県社会福祉協議会 

○対 象 者 高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者 

○貸 付 額 入学準備金 50万円以内 

      就職準備金 20万円以内 

 

(3)  ひとり親家庭交流支援事業（健康福祉部） 【357千円】 

ひとり親家庭がお互いの悩みを打ち明けたり相談し合う場を設け情報交換するこ

とにより、早期自立のための意欲の形成と家庭生活の安定を推進 

 

５ 障害児施策の充実 

(1)  障害児等職業体験事業（健康福祉部） 【6,800千円】 

障害児等の職業体験を通じた社会参加を促進するため、職業型社会体験施設「キ

ッザニア甲子園」を借り上げ、職業体験の機会を提供（年１回） 

○参加人数 650人（障害児等・保護者各300人、ボランティア50人） 

○実施主体 県、(公財)兵庫県手をつなぐ育成会 

 

(2) 新 医療的ケア児に対する支援体制の構築（健康福祉部） 【500千円】 

医療的ケア児が地域において必要な支援を受けることができるよう、関係機関と

の連携調整を行うための体制を整備 

○関係機関連絡協議会の設置（年１回） 

○医療的ケア児支援講習会（年２回） 


