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教育委員会と共同で取り組みたい事項 補足資料 

 

１ ふるさと意識を育む 

① 県政１５０周年記念事業                             

□ まんが「ひょうごの歴史」の活用                        [県政150周年記念事業室] 

○ 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 

［概要（現時点の想定）］ 

・対象は、①兵庫県の成立、②明治の近代化、③戦前の産業、④戦前の災害と戦災、 

⑤近代化・高度経済成長、⑥阪神・淡路大震災 まで 

・うち、トピックス的な部分をまんが化し、全体は資料編で網羅 

・神戸芸工大に委託、田辺眞人名誉教授が監修 

・中学生２人（男女）とロボットがタイムスリップしていくとの想定 

・全50ページ（A4で25枚）程度 

［ｽｹｼﾞｭｰﾙ］ 

H29. 9～10 全体構成の作成 

H29.11～12 まんが原案の作成、資料編原案の作成 

H30. 1～ 2 まんがの作成・製本 

H30. 3     県内学校(小・中・高)へ配付、150周年記念事業ポータルサイトへのアップ 

□ 高校生が考える県政150周年記念事業の推進        [教育委員会高校教育課] 

○ 県立高校生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（全県立高校147校で実施） 

［取 組 例］ 

高校名 テーマ 概 要 

兵  庫 長田復興の軌跡と魅力の発信 
～人をひきつけるまちづくり～ 

復興の過程のﾋｱﾘﾝｸﾞや地場産業(ｿｰｽ、染色など)
の動画作成、まち歩きﾓﾃﾞﾙｺｰｽ作成などにより若
者がわくわくするまちづくりを提案 

尼 崎 西 地域と学ぶ 
～震災・津波に負けないまちづくり～ 

県立大学等の協力による研修や小中学校・自治
会等との避難訓練と訓練の報告書の作成などに
より、人と人が支え合う防災の在り方を提案 

多  可 杉原紙が結ぶ世代の絆 
～敬老の日発祥の地多可町からのﾒｯｾｰｼﾞ～ 

歴史等の研究・調査や住みやすいまちづくりに
関する高齢者からのﾋｱﾘﾝｸﾞ、杉原紙を用いた商
品開発などにより、魅力づくり策を提案 

姫路工業 ホタル飛び交う地域づくり 
～ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟから船場川へ～ 

ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ整備や小中学校・自治会とのﾎﾀﾙ再生ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ、船場川の環境改善などによりふるさとの
原風景を子供達に引き継ぐ方策を提案 

浜  坂 いのちあふれる岸田川 
～環境調査と環境保全活動を通して～ 

大学等と連携した岸田川生態の研究や魚道建設
への参加、環境保全策の作成などによりふるさ
との環境保全策を提案 

［ｽｹｼﾞｭｰﾙ］ 

H29. 6   実施計画（案）の作成 ※ 29年度中は本格実施に向けた準備期間 

H30. 1   実施状況の中間報告 

H30. 4～ 各高校において本格実施 ※ 事業実施期間は30年度末まで 

     最終的に学校ごとに自治体や企業等に向けて提案を行うことを想定 

□ 県民連携事業への参画  p.3,4 チラシ参照          [県政150周年記念事業室] 

資料３別添 
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（その他 参考情報） 

□ 小学生図画・作文コンクール [県政150周年記念事業室] 

○ 小学校高学年を対象に「みらい“ひょうご”プロジェクト」として図画・作文を募集 

    ［概 要］ 

・対  象：小学校高学年（5年生、6年生） 

・テ ー マ：①「未来に残したいあなたのまちのお宝」②「ひょうご、わたしのまちの未来」 

・応募件数：作文135件、図画101件  

［ｽｹｼﾞｭｰﾙ］ 

H29. 9末  応募の〆切 

H29.10～11 審査（書類選考、審査委員会による審査） 

H29.11.23  表彰式（兵庫県知事賞ほか） 

□ 兵庫2030年の展望（仮称）[ビジョン課] 

○ 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 

［ｽｹｼﾞｭｰﾙ］ 

H29.10～12 県民との意見交換（県内10か所で地域夢会議開催） 

H30.2   長期ビジョン審議会総会 

     H30.4～5  パブリックコメント 

     H30.7    策定 

［「ひょうご若者ビジョンフォーラム2017」の概要］ 

展望の策定にあたり若者の意見を聴く場として、「ひょうごの未来をつくるビジネスプラ

ン」をテーマとしたフォーラムを開催（H29.9.19(火)、38名の大学生・大学院生が参加） 

【提案されたビジネスプラン】 

提案名 内 容 

大学託児ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
(産×学×官) 

大学内に託児所を設置。保育士を目指す学生を活用し、保育に係る人手
を確保 

べびーはうす 「今日だけ預けたい」といったニーズに対し、保育所入園前の子どもを
預ける会員制託児施設を設置 

シニアガイドサポート 高齢者に英語力の習得を施し、観光地ガイドとして派遣、講習には県内
大学の留学生や学生を講師として活用 

65歳からの就活 高齢者と企業とのマッチングイベントの開催やインターンシップの実
施により、高齢者の就業を実現 

コネクト 登録料を支払った自治体等に対し、事前登録した学生を課題に応じて派
遣し、集落の課題解決や新事業創出を支援 

おいでよ！□□村 ｱｽﾚﾁｯｸや迷路等の複合施設の運営により、都会の人に「遊び場」を提供。
地域住民を雇い、雇用の場としても活用 

Share Agri 耕作放棄地を自治体が買い取り、ボランティアによる農地として再生。
小学校に貸与し、生徒による耕作を実施 

at home（あっとほーむ） 空き家を保育施設に転用し、経験豊富な高齢者による保育を実施。待機
児童の減少と高齢者の元気づくりを実現 

えみあるタクシー 
（優秀賞受賞） 

移動困難な高齢者等を対象に、相乗りにより値下げするタクシーを運
行。相乗りを通じて住民同士の交流も促進 

幸せの黄色いドアホン 一人暮らし高齢者宅に訪問者の有無等をﾃﾞｰﾀ化できるﾄﾞｱﾎﾝを設置。取
得ﾃﾞｰﾀを「見守り活動者」と共有し、生活状況の聞き取り等にも活用 
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概要は、 裏面を参照下さい。 

詳細は、『ご利用の手引き』（県 HP 掲載）をご覧下さい。 

 
 

 

 

県政 150 周年記念  
県民連携事業を募集中 

平成 30 年 7 月 12 日、兵庫県は成立 150 周年を迎えます。 

この節目の年に、県民の皆さんが企画・実施する創意工夫にあふれた

様々な取組を支援します。 

 

＜申請受付期間＞ 
平成 29 年 10 月４日(水)～平成 30 年２月５日(月) 

※随時受け付けています。事業開始月の前月５日までに申請して下さい。 

【お問い合わせ先】 
兵庫県 県政 150 周年記念事業室 
TEL：078-341-7711（内 4768） 

＜事業実施期間＞ 
平成 30 年１月１日(月)～平成 30 年３月 31 日(土) 

※平成 30年度についても同様の助成事業を予定しています。 

＜助 成 額＞ 
１団体あたり５万円～50 万円（上限） 

※大規模事業については、特認事業（1/2 以内・上限 500 万円）とする場合があります。 
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対象団体 
県内で活動する地域団体、ボランティア団体、学生グループ、NPO 法人、実行委員会 等 
 

対象経費 

謝金、旅費、印刷費、消耗品費、委託料、使用料、人件費等 

ただし、申請団体スタッフの飲食代、団体の組織維持に係る人件費、業務に不必要な

備品、領収書がない使途不明な経費は対象外 

 
助 成 額 
 

対象事業費 助成額 

5～15 万円未満 事業費全額(1 万円未満切捨) 

15～30 万円未満 15 万円 

30～45 万円未満 25 万円 

45～60 万円未満 35 万円 

60～75 万円未満 45 万円 

75 万円以上 50 万円(上限) 

【特認事業】 

記念事業の趣旨に強く合致する全県的な事業や市町との協働事業等については、特認事業

として、対象事業費の 1/2 以内の助成を行います。（助成額の上限：500 万円）※要個別相談 

 

事 業 例 

「五国の魅力を磨く」「交流の輪を拡げる」「兵庫の未来を創る」がテーマ 

○ ひょうご五国の歴史を振り返るための講演会や歴史遺産ツアー 

○ 郷土の先人を振り返るためのワークショップや偉人伝制作 

○ 地域資源をネットワーク化するための県内外の団体との連携イベント（全国△△サミット） 

○ 地元食材の魅力を発信するためのレシピの作成や試食会 

○ 地域の世代間交流を促すための映像や音楽を通じたフェスタ 

○ 少子高齢化など直面する地域課題の解決に向けた各地でのワークショップ 
 
《特に留意すべき点》 

１ 本事業では県政 150 周年記念事業の「ロゴマーク」の掲示を必須とします。 

２ 県及び県の外郭団体から他の助成を受ける場合は対象外となります。 

３ 交付決定以前に支出された経費は対象外となります。 

４ 申請は、随時受け付けており、事業開始月の５日前を期限とします。 

５ 同一年度内に申請できるのは、１団体１回限りです。 
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② 地域遺産を活かす 

□ 地域遺産活用指針（仮称）のとりまとめと地域遺産の活用      [地域遺産室] 

○ 兵庫の魅力ある歴史・文化、自然などの地域遺産を適切に保全しつつ活用し、交流人

口の拡大や地域活性化に繋げていくため、様々な主体が共有するガイドラインとなる「地

域遺産活用指針（仮称）」を策定 

○ 地域や市町、県などの様々な主体が地域遺産活用の実際の取組を進めるにあたって必

要な施策を提言 

［指針の論点］ * 9/12開催第１回地域遺産活用方策検討委員会資料から抜粋 

  Ⅰ 課題意識 

地域住民が地域遺産の存在や価値に気づいていない、コミュニティが衰退する中での次世

代への継承、幼少期から学ぶ機会の充実、インバウンドへの対応 等 

  Ⅱ 地域遺産の定義、役割 

定義：自然環境や希少生物、景観、食、生活文化、建築物、有形・無形の文化財、その土

地ゆかりの偉人など、その地域ならではの特色を有し、地域の個性の源泉となるもの 

役割：ふるさとへの愛着やふるさと意識を醸成する素材、地域づくりのビジョンを形成、

地域の対外的な発信のテーマ 

  Ⅲ 指針の目的、位置づけ 

・様々な主体が協働、連携して、地域遺産を活用した取組を進めるに際し、参照・活用できるｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

・県が県内の地域遺産を活用した地域活性化の取組を戦略的に進める上でのｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 

  Ⅳ 地域遺産のさらなる活用に向けて（ひょうごの地域遺産の特性と課題、エリアごとの課題例） 

   １ 地域遺産を再発見する（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの整理、歴博、考古博、人博などの活動の蓄積を活かした取組） 

   ２ 地域遺産の価値を明確化する（ｽﾄｰﾘｰづくり、ふるさと学習の機会・場所の充実） 

   ３ 地域の宝として地域遺産を活用する（周遊ﾙｰﾄ、ﾋﾞｭｰﾎﾟｲﾝﾄ、稼ぐ仕組みづくり） 

   ４ 地域の宝を発信する（ｲﾍﾞﾝﾄ、広報物等の工夫、在留外国人の発信力の活用、SNSの活用） 

   ５ 地域の宝を次世代につなぐ（放置したままでは失われかねない地域遺産を残すための手法、留意点） 

   ６ 地域遺産を守り、活用する活動の継続性を確保する（体制づくり、資金の獲得、人材づくり） 

  Ⅴ アクションプラン（目標を定めた戦略的な取組、工程表） 

［検討スケジュール］ 

  H29.9.12   第1回検討委員会 

H29.9～11頃 委員による現地調査・ﾋｱﾘﾝｸﾞ、市町照会 

  H29.12頃  第2回検討委員会(現地ﾆｰｽﾞを踏まえた検討課題・解決策の検討、指針(素案)の検討) 

H30.2頃   第3回検討委員会(指針(案)の検討、地域遺産を活用した具体的な取組方策の検討) 

  H30.7頃   県政150周年記念を機会とした打ち出し(ﾋﾞｭｰﾎﾟｲﾝﾄ・広域周遊ﾙｰﾄ例 等) 

   以降、ﾋﾞｭｰﾎﾟｲﾝﾄ・広域周遊ﾙｰﾄ例の追加、充実、地域資源を活かした地域の元気づくり事業、観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ等の展開 
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［地域遺産活用方策検討委員会メンバー］ 

・委員（◎委員長）                        （敬称略） 

氏名 所属・役職 

赤澤 宏樹 兵庫県立大学自然環境科学研究所准教授 

朝野 泰昌 朝野家代表取締役社長、新温泉ジオパークネットワーク副会長 

奥村 弘 ◎ 神戸大学地域連携推進室長 

客野 尚志 関西学院大学総合政策学部教授 

澤田 雅浩 兵庫県立大学減災復興政策研究科准教授 

玉田 恵美 姫路コンベンションサポート理事長 

古田 菜穂子 プランニング・ディレクター、プロデューサー 

松原 永季 (有)スタヂオ・カタリスト代表取締役 

・アドバイザー                          （敬称略） 

氏名 所属・役職 

角野 幸博 関西学院大学総合政策学部教授 

田辺 眞人 園田学園女子大学名誉教授 

玉岡 かおる 作家、兵庫県教育委員 

中瀬 勲 人と自然の博物館館長 
 

③ 地元企業の魅力を知る 

□ 企業ガイドブックのキャリア教育での活用                    [しごと支援課] 

○ 県内企業への就職を促進するため、県内の高校２年生全員 

に兵庫の地元経済を支える魅力ある企業を掲載したガイドブ 

ックを配付（昨年度初（右写真）、今年度企業を一部変更し２月頃配付予定） 

［配付方法等］ 

・ホームルームやキャリア教育の時間での配付・説明 

・保護者会等の機会を捉えた保護者への取組紹介 

 ＊ 配付した生徒からは、インタビュー形式による社長や社員の声 

や高校生向けメッセージ、地域ごとの編纂が評価された。 

［改善点］ 

  ・配布時期を１ヶ月早め、授業等に取り入れやすくする。 

 ・見やすく、より興味を持ってもらえるよう全編フルカラー印刷とする。 

④ ふるさとの魅力を見つける 

□ 高校生が発見した“すごい○○”事業 取組み高校の募集        [県民生活課] 

○ 身近な場所・人材・伝統行事等の多様な地域資源の一つについて高校生自身が再発見

した魅力をＨＰで紹介（平成27年度から開始した「高校生による“すごいとこ”再発見」の内容を変更して実施） 

［改善点］ 

・普段見過ごされがちなふるさとにある魅力を自分たちで見つけ、その気づきと共に、

それに特化して紹介することで、ふるさとの地域資源をより強くアピール 

（“すごいとこ”再発見は、高校生達が描いた地図上で学校周辺20箇所程度を紹介） 

・高校生達が地域の産業や特産品、人材などの地域資源を見つけて取材していく様子も

合わせて紹介することで、ふるさとの若い力の魅力発信 

［実施校］ 今年度は、４校（相生、小野、西脇、長田商業）で実施 ※来年度も同数を予定 

［ｽｹｼﾞｭｰﾙ］ 12月以降、月１校ずつ掲載予定 
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２ 社会性を高める 

① かしこい消費者になる 

□ 消費者教育モデル授業の全県展開                 [消費生活課] 

○ 高校生期は社会的責任を理解し、主体的な判断力を付けることが望まれる時期であり、

消費者としての合理的な意思決定能力を育む機会を設けていく必要があるため、事例集

を作成し、全県に展開 

［モデル校における授業］ 

 家庭科等の授業を活用し、高校生自らが消費生活に関連するテーマについて考え、より

深く理解できるよう、専門機関等の助言を得ながら、教員自らが新たに指導案を作成し、

５時間程度の授業を実施 

* モデル校(6校) H28,29 神戸、伊川谷北、神戸甲北、伊丹 H29 夢野台 H28 西宮 

* 授業テーマ例 契約・消費者信用及びそれらを巡る問題、消費生活と生涯を見通した経済の計画 等 

［事例集作成、発表・配付］ 

 モデル授業実施結果、モデル学習指導案、県内高校の消費者教育の取組をとりまとめた

事例集を作成し、各学校へ配付。高校家庭科教員を対象とした報告会を開催 

□ 特別支援学校対象事業の推進                   [消費生活課] 

○ 障害のある消費者が社会に出る前から金銭管理の重要性や消費者トラブルについて学

び、消費者力を高めることができるよう、総合的・体系的な消費者教育を実施 

［教材の作成（改良）・配付］ 

 今年度改良を行った知的障害者向けプログラム・教材を県消費生活センター（７地域）

に配置し、特別支援学校等において効果的な消費者教育授業を展開 

［出前講座］ 

 最新のトラブル事例・対処法やネット関連情報等について、消費生活センター等が外部

講師等も利用しながら、出前講座を実施（悪質業者対応、家計のやりくり、ネットとスマホ 等） 

［教員向け研修会］ 

 プログラム・教材の活用方法のほか、効果的な消費者教育授業等について、専門の講師

等による教員向け研修会を開催（上記の出前講座を見た後、教員同士でのﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ等での研修を実施） 

② 助け合いのこころを育む 

  □ 被災地「絆」ボランティアバス参加高校の募集            [県民生活課] 

○ 東日本大震災や熊本地震の被災地への復興支援を通じて、地域の防災・減災を担う人

材を養成するため、「絆」ボランティアバスの運行経費を支援 

［参加学校数］H29：31校(初参加1校) H28：32校 ［参加人数］H29：711人 H28：667人 

 ［参加生徒の感想］ 

「家族のように可愛がってくれた東北の方々の優しさに触れ、地域のためにもっと貢献したい」

「多くの人が協力することで、どれだけ個人の負担が減るか、助け合うことの大切さ、素晴ら

しさを知った」「避難してきた方の中にはお年寄りの方もいて、介護福祉士がいなくて困った

と聞き、介護福祉士を目指しているので、そのような場で活躍したいと思った」 
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□ 介護業務の魅力を伝える出前授業の活用              [介護保険課] 

○ 施設の若手介護職員が学校を訪問し、介護業務の魅力を伝える出前授業を実施 

［実施校数］H28実績:52校（中学48校・高校4校） 

［内 容 例］ 

 ・DVDを活用して、高齢者福祉や介護の仕事について紹介 

 ・介護現場で働く職員による体験談等を通じ、介護業務の魅力や 

やりがいを発信 

［生徒の感想］ 

「施設や介護のイメージが変わった」「介護は自分たちの生活の身近なところで必要とされてい

ることが分かった」「介護者役・利用者役の実技体験が勉強になった」「「祖父母と同居している

ので、立ち上がり方など学んだことを家でも実際にやってあげたい」 

* 関連する取組 

   高校での授業を想定した「福祉・介護プログラム」の開発（H28・H29）［社会福祉課］ 

・親の介護、認知症、高齢期の衣食住など、誰もが直面する人生の問題について学び、

高齢者とのつながりや介護の仕事など今の生活や将来を考える契機となる教材 

（ワークシート）を開発 

・H30年度から家庭科の授業での活用の全県展開を目指す。 

［ワークシートの概要］ 

   高齢者、介護等に関するデータ等をもとに生徒に考察させる記述形式のﾜｰｸｼｰﾄ 

  （テーマごとにA3 １枚程度、全18テーマ） 

③ 政治への関心を高める 

□ 選挙出前授業の活用                [市町振興課・選挙管理委員会] 

○ 若者への主権者教育や周知啓発のため、27年度から選挙の意義や仕組みについて、出

前授業を実施 

［実施校数］H28実績：48校(うち県立高校27校) ※県実施分 

［内 容 例］ 

 ・選挙の意義 

 ・選挙の仕組み（選挙の基本原則、投票率の現状、投票方法、禁止される選挙運動 等） 

  * 質疑では、「候補者を選ぶにあたって人生経験が浅い私たちに適切な判断ができるのか」「18歳に引き

下げられた意義は」「大学で県外に出た際にはどのように投票すればいいのか」などに回答 

□ 教員研修への講師派遣の活用            [市町振興課・選挙管理委員会] 

○ 研修会等への講師派遣を継続して実施 

［H29年度の取組］ 

・教育委員会が６月に開催した「政治的教養を高める教育に係る教員実践研究会」

（高等学校・中等教育学校（後期課程）の管理職・教員が対象）に選挙管理委

員会から講師を派遣し、選挙教育に関して講演 

・この研究会では、大学教授の講義や県教育委員会が作成した指導事例集作成委

員の実践発表、教員同士の情報交換等も行われた。 
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３ 安全・安心な環境をつくる 

① ネット問題から守る 

□ ネット利用に関するルールづくりへの支援              [青少年課] 

○ 県内青少年の7.7%がネット依存傾向にあり、いじめや家庭環境など、リアルの世界で

様々な問題を抱えている子がネットに逃げ、依存を深めている状況 

○ 青少年の問題が、依存やいじめなどネットの問題として現れていることを社会全体で

認識し、教育委員会における情報モラル教育、人権教育や生徒指導と連携しながら、青

少年のネット利用に関するルールづくりを支援する県民運動を推進 

* 県内小中学生等による自主的なルール策定率 H29.2時点：44.7％ 

［インターネット利用に関する基準づくり支援事業］ 

小学校等における基準づくりを市町と連携して支援する補助事業を実施 

（１校あたり30,000円を上限、県1/2、市町1/2） 

* 活用事例 

・市内小中学校統一ルール、中学校区ルールを掲載し、家庭のルールを書き込めるポ

スターを全児童に配付 

・高学年児童や保護者等を対象にインターネット安全教室の実施 

    ・小学校中学年向け教材の作成 

    ・スマホサミットを開催し、その中で各小学校代表児童による宣言を策定 

 

（ネット問題に関する参考情報） 

□ ネット依存及びネット被害の現状 

  ・7.7%がインターネット依存傾向（前年比+1.3pt） 

   * 依存の判断基準：インターネット夢中度アンケート８項目のうち、５項目以上「はい」と回答した青少年（小

５～高３）を「インターネット依存の疑いあり（依存傾向）」として計上 

  ・特に小学校の上昇が顕著（1.4%→3.5%、前年比+2.1pt） 

  ・依存傾向にある青少年は、長時間利用の傾向が顕著で、会ったことのない人とのやり取りや

実際に会うなど、犯罪被害につながる可能性が危惧される。 

 

 

 

 

 

 

 

     ※ ひょうごケータイ・スマホ／夢中度アンケート（H28.7、8に実施） 
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コミュニティサイト及び出会い系サイトに起因する事犯の被害児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19歳以下の消費生活相談内容（上位５）  

順位 内容 件数 補足 
１ ｱﾀﾞﾙﾄ情報ｻｲﾄ  282 ﾜﾝｸﾘｯｸ請求など 
２ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂその他 117 ｼｮｰﾄﾒｰﾙによる実在社名を名乗る架空請求など 
３ ｵﾝﾗｲﾝｹﾞｰﾑ 72 ｵﾝﾗｲﾝｹﾞｰﾑや有料ｺﾐｯｸｻｲﾄ等で高額支払いのｹｰｽも(最高58万円) 
４ 放送ｻｰﾋﾞｽ 42 ﾃﾚﾋﾞの受信料支払い 
５ 健康食品 40 SNS広告を見て、1回だけのお試しのつもりが、長期定期購入が条件で解約できない など 

※ 平成28年度兵庫県内の消費生活相談状況(H29.6.8) 

□ ネット社会において地域全体で青少年を守り育てる環境整備のあり方研究会 

   ネット依存の増加傾向や低年齢化、フィルタリング利用率の低下を踏まえ、詳細調査や政策提

言を行う研究会を設置（座長：竹内和雄 兵庫県立大学環境人間学部准教授） 

  * 研究内容 

   ①フィルタリング利用向上のための効果的な取組 
   ②「インターネット夢中度アンケート」の詳細分析と新たなアンケート開発 
   ③「人とつながるオフラインキャンプ」の効果分析 
   ④青少年が安全かつ安心してインターネットを利用できる社会づくりのための施策 

② こころの悩みを聴く 

  □ ＩＣＴを活用した効果的な相談体制の構築            [いのち対策室] 

○ 自殺者数は全体として減少傾向にあるものの、若年者の死因の１位は自殺 

○ 若年層に対する自殺予防の強化が喫緊の課題。国の新たな自殺総合対策大綱では、電

話相談のみでなく、若者に身近なＳＮＳを活用した相談体制の実現を目指している。 

○ ＩＣＴによる相談体制を強化し、児童・生徒にとって効果的な相談体制を整備 

  * いのち対策室では「ひょうごいのちと心のｻﾎﾟｰﾄﾀﾞｲﾔﾙ」を教育委員会では「ひょうごっ子「ﾈｯﾄいじめ」相談窓口」を運営 

【参考１】県内自殺者数の推移（左）、県内年齢階層別自殺者数の推移（右） 
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【参考２】自殺総合対策大綱（平成29年７月25日改定）抜粋 

・支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る情報が得ることができるようにするため、ｲﾝﾀｰ

ﾈｯﾄ（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ、携帯電話等を含む。）を活用した検索の仕組みなど、生きることの包括的な支援に関

する情報の集約、提供を強化し、その周知を徹底する。（厚生労働省） 

・若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向がある一方で、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄやSNS上で自殺をほのめ

かしたり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言われている。そのため、自宅への訪問や街

頭での声がけ活動だけではなく、ICT(情報通信技術)も活用した若者へのｱｳﾄﾘｰﾁ策を強化する（厚生労働省） 

・地方公共団体により取組を支援する等、子どもに対するSNSを活用した相談体制の実現を図る。（文部科学省） 

③ 交通事故に備える 

□ 自転車保険への加入促進                     [交通安全室] 

○ 条例により義務づけを行った自転車保険の加入について、通学などで自転車利用が多

い高校生等、特に新入生に対して継続的な取組が必要 

○ 特に自転車通学を許可している学校においては、保険に加入していることを確認し、

未加入者には自転車通学を許可しないなどの対策が必要 

* 自転車通学生徒の保険加入率 H29.4末：98.8％［H28.4末：96.13％］※県立全日制高等学校 

【参考】自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 

第13条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等（その自動車の利用に係る事故による生じ

た他人の生命又は身体の損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。）

に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る

自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。（２号（保

護者）及び３号（事業者）略） 

□ スケアード・ストレイト自転車交通安全教室への参加        [交通安全室] 

○ 高校生に対する交通安全教育を充実させるため、参加・体験・実践型の自転車教育の

積極的な実施を促進（H29：10校で実施） 

○ 数少ない機会を有効に活用するため、保護者や近隣住民等にも見学を呼び掛け 

【参考】「スケアード・ストレイト」とは 

恐怖を体験させることで、交通ルールを遵守することの大切さを教育する手法で、具

体的には、スタントマンがトラックや乗用車、自転車に跳ねられる「疑似交通事故」を

起こし、受講者に事故の状況や原因を具体的に伝える。 

＊ 受講後のアンケート結果では、８割以上の生徒が事故の怖さを感じ、自転車の走行をもっ

と注意しなければならないと感じている。 

（演目内容（例）） 

・時速40kmで走行する自動車が自転車へ衝突 

・歩行者専用道路での自転車すり抜けによる事故 

・トラックの左折巻き込みによる交通事故 

・夜間のライト無灯火による正面衝突 等 
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４ 地域で支える 

① 様々な主体が連携する 

□ 家庭と地域づくり施策の展開                   [男女家庭課] 

○ 家族・家庭やそれを支える地域をめぐる様々な課題に対応するため「家庭と地域づくり推進

本部」を設置し、家庭や地域の力を高める施策を総合的に推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域祖父母モデル事業（再掲）        男女家庭課

子育て応援ネットの推進 男女家庭課

子育て応援協定団体等との協働事業 男女家庭課

青少年を守り育てる県民スクラム運動       青少年課

地域安全まちづくり推進員設置事業 地域安全課

地域で守る！子どもの安全安心確保事業 地域安全課

ひょうご地域安全SOSキャッチ事業 地域安全課

新 地域相互見守り「地域となり組」 社会福祉課

ファミリー・サポート・センター事業 こども政策課

ＤＶ防止対策の充実 児童課

「まちの保健室」による健康づくり推進事業 健康増進課

防犯カメラ設置補助事業 地域安全課

新 鉄道駅舎ホームドア設置促進事業 都市政策課

地域祖父母モデル事業（再掲）        男女家庭課

ファミリー・サポート・センター事業（再掲）        こども政策課

Ⅲ　関係機関の連携と情報活用

拡 学校・家庭・地域の連携協力推進事業 社会教育課

拡 市町スクールソーシャルワーカー配置補助事業 義務教育課

ひょうご子育て応援の店の普及促進 男女家庭課

子育て応援企業との協定締結事業 男女家庭課

拡 青少年のインターネット依存等防止対策の推進 青少年課

拡 子育て世代包括支援センター情報提供事業 こども政策課

新 いじめ対応マニュアル改訂
義務教育課・高
校教育課

兵庫ひきこもり相談支援センターの運営 青少年課

拡 子育て世代包括支援センター相談支援事業（再掲）        こども政策課

こども家庭センターの運営 児童課

拡 スクールカウンセラー配置事業 義務教育課

子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 児童課

新 児童虐待防止医療ネットワーク事業 児童課

ひょうご児童虐待防止サポーター事業 児童課

こども・子育てひみつ基地（フェイスブック） こども政策課

ひょうご子育て（ツイッター） こども政策課

インターネット利用に関する基準づくり支援事業 青少年課

拡 青少年のインターネット依存等防止対策の推進（再掲） 青少年課

新 ネット社会において地域全体で青少年を守り育てる環境整備の研究 青少年課

情報モラル教育推進事業 教育企画課

②インターネットの安全な活用

①適切な情報の発信

②相談体制等の整備

③専門機関につなぐ仕組みの構築

①ＳＮＳ等によるリアルタイムの情報発信、相談

①地域学校協働活動等の推進

②企業のＣＳＲ活動との連携

①新しい「近助」の関係づくり

②地域の安心安全の推進

③子育て家庭を支える仕組みづくり

３　ICT（情報通信技術）の効果的な活用　～役立つ情報、安全安心～

４　温かい近隣関係の構築　～地域に広がる　“近助”づきあい～

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～

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～

平成29年度家庭応援と地域づくりに係る主な施策

Ⅰ　家族のきずなを深める気運醸成

「家族の日」運動の推進 男女家庭課

ひょうご家庭応援県民運動の推進 男女家庭課

こどもの館子育てふれあい体験事業（こどもの館事業費） 青少年課

父親の子育て参画推進事業 男女家庭課

道徳教育推進事業の実施 義務教育課

拡 ひょうご仕事と生活センター事業 労政福祉課

ひょうご女性の活躍推進事業 男女家庭課

新 女子大学生向けキャリアデザインの形成支援 男女家庭課

女性の就業サポート事業 男女家庭課

Ⅱ　子育て家庭を支える地域づくり

新 シニア世代から子育て世帯へのふるさと伝承事業 男女家庭課

地域祖父母モデル事業 男女家庭課

地域・家庭の伝統行事普及推進事業 男女家庭課

「ひょうごっ子・ふるさと塾」事業 青少年課

ふるさとづくり青年隊 青少年課

子ども伝統文化わくわく体験教室 芸術文化課

ひょうご孫ギフトプロジェクト こども政策課

拡 ふるさと貢献活動の実施
義務教育課・高
校教育課

「ひょうごっ子・ふるさと塾」事業（再掲）        青少年課

地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」の実施 義務教育課

拡 空き家活用支援事業 住宅政策課

まちの子育てひろば事業 男女家庭課

子どもの冒険ひろば事業の推進 青少年課

新 大学等における子育て支援の促進 こども政策課

ひょうごボランタリープラザの運営 県民生活課

こころ豊かな人づくり500人委員育成事業の推進 青少年課

放課後児童支援員等研修事業 こども政策課

新 シニア世代から子育て世帯へのふるさと伝承事業（再掲）        男女家庭課

地域祖父母モデル事業（再掲）        男女家庭課

②地域間交流と多彩な体験活動

①多世代が集える場づくり

②子育て家庭が共通の問題・テーマで集える場づくり

２　居場所づくり　～地域にそれぞれ居心地いい場～

①働き方の見直し

②女性の活躍推進

①世代間交流と伝統行事などの伝承

①家族のつながりを深める気運の醸成

１　多様な交流　～次世代につなげる地域の伝統～

３　人材の発掘と育成　～生かす、育てる地域の人材～

②家族の共通体験の促進

①責任を分かち合う家族づくり

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～

２　家族協働の推進　～家族みんなで支える家庭生活～

３　ワーク・ライフ・バランスの推進　～仕事も家庭も両方大事～

②家族や他者への思いやりの醸成

①地域の人材の活用

②地域の人材・団体をつなぐ能力の育成

③高齢者がいきいきと活躍する地域づくり
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□ 発達障害者支援地域協議会の運営                 [障害福祉課] 

○ 発達障害者とその家族、学識経験者その他の関係者・関係団体（医療、保健、福祉、

教育、労働等）が、地域における発達障害者支援の課題について情報共有し、関係者等

の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議 

［目指すべき姿］ 

  発達障害のある誰もが安心して暮らせる兵庫、力を発揮できる兵庫をつくる 

  Ⅰ 早期発見・診断から、早期発達支援につなげる支援体制の整備 

  Ⅱ ライフステージに応じた支援の充実 

  Ⅲ ライフステージ間、分野間の切れ目のない支援に向けた連携の強化 

  Ⅳ 発達障害についての理解の促進 

○ 協議会に、医療部会、教育部会、生活支援部会の３部会を設置 

［協議会委員］                          （敬称略） 

所属 役職 氏名 

兵庫教育大学大学院学校教育研究科 教授 井澤 信三 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 教授 鳥居 深雪 

兵庫県医師会 常任理事 渡辺 志伸 

兵庫県医師会 常任理事 大森 英夫 

県立ひょうご こころの医療センター 院長 田中 究 

県立こども発達支援センター センター長 野中 路子 

ひょうご発達障害者支援センター センター長 和田 康宏 

兵庫県知的障害者施設協会 会長 蓬莱 和裕 

公益社団法人兵庫県保育協会 会長 小林 公正 

一般社団法人兵庫県私立幼稚園協会 理事 中西 利栄 

兵庫県国公立幼稚園・こども園長会 会長 平井 和恵 

兵庫県特別支援教育諸学校長会 会長 森下 伊一郎 

兵庫県小学校長会 会長 松尾 和宣 

兵庫県中学校長会 会長 藪本 孝 

兵庫県立学校長協会 会長 冨田 哲浩 

兵庫県商工会連合会 会長 志智 宣夫 

兵庫労働局職業安定部職業対策課 課長 黒田 賢治 

兵庫障害者職業センター 所長 小日向 毅 

兵庫県自閉症協会 会長 岩本 四十二 

兵庫県ＬＤ親の会たつの子 代表 宮本 幸代 

特定非営利活動法人ピュアコスモ 代表 羽賀 美也子 

明石市福祉局生活支援室発達支援課長 課長 和歌 勝 

たつの市健康福祉部地域福祉課 課長 坪内 利博 

［医療部会］地域での発達障害の医療体制を検討、協議        （敬称略） 

所属 役職 氏名 

県立ひょうご こころの医療センター 院長 田中 究 

兵庫県医師会  常任理事 渡辺 志伸 

県立こども発達支援センター  センター長 野中 路子 

ひょうご発達障害者支援センター  センター長 和田 康宏 

中央こども家庭センター  センター所長 竹内 良二 

健康福祉部健康局健康増進課  課長 松下 清美 

県立知的障害者更生相談所  所長 北村 義一 

兵庫県精神保健福祉センター  所長 酒井 ルミ 
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［教育部会］教育分野の課題に対応する支援について、検討、協議   （敬称略） 

所属 役職 氏名 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 教授 鳥居 深雪 

ひょうご発達障害者支援センター センター長 和田 康宏 

公益社団法人兵庫県保育協会 会長 小林 公正 

一般社団法人兵庫県私立幼稚園協会 理事 中西 利栄 

兵庫県国公立幼稚園・こども園長会 会長 平井 和恵 

兵庫県特別支援教育諸学校長会 会長 森下 伊一郎 

兵庫県小学校長会 会長 松尾 和宣 

兵庫県中学校長会 会長 藪本 孝 

兵庫県立学校長協会 会長 冨田 哲浩 

兵庫県ＬＤ親の会たつの子 代表 宮本 さち代 

［生活支援部会］発達障害者の生活支援を検討、協議         （敬称略） 

所属 役職 氏名 

ひょうご発達障害者支援センター センター長 和田 康宏 

兵庫教育大学大学院学校教育研究科  教授 井澤 信三 

兵庫県医師会  常任理事 渡辺 志伸 

県立こども発達支援センター  センター長 野中 路子 

明石市福祉局生活支援室発達支援課長 課長 和歌 勝 

たつの市健康福祉部地域福祉課 課長 坪内 利博 

［事務局］ 

障害福祉課、障害者支援課、特別支援教育課 

［ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ］ 

県警警務課、青少年課（ひきこもり）、私学教育課、こども政策課、健康増進課（母子保

健）、しごと支援課、義務教育課 等 

［ｽｹｼﾞｭｰﾙ］ 

H29.8.28 第１回協議会開催、以降部会を開催 

 H30.3頃 第２回協議会開催(部会の協議内容、市町の取組状況等を報告) 

 


