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《 県政150周年 》 

I 県政150周年記念事業の展開 

１ 県政150周年記念事業の展開 

(1) 新 県政150周年記念式典の開催（企画県民部） 【29,500千円】 

○開催時期 平成30年７月12日（木） 

○開催場所 神戸国際会館 

○出 席 者 約 1,500 人（外国領事、関係省庁、国会議員、近畿ﾌﾞﾛｯｸ知事、 

            市町長・議長、栄典受賞者、県議会、等） 

○内  容 記念演奏（芸文センター管弦楽団） 

記念講演（(公財)ひょうご震災記念 21 世紀研究機構理事長） 

小中校生による発表（作文紹介、合唱、事例発表） 

兵庫 2030 年の展望（仮称）案の発表 等 

 

(2) 拡「兵庫2030年の展望（仮称）」の推進（企画県民部） 【9,615千円】 

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

とその実現に向けた取組の方向性等を取りまとめ、県政 150 周年記念式典で公表 

     ○ 展望の概要（検討案） 

□基本方針 

           ・「暮らしの質」の追求 

           ・「未来の活力」への投資 

           ・「ダイナミックな交流・環流」の拡大 

□兵庫の 2030 年の姿 

           ・ 人と技術の共進化が生む経済活力  ・ 高まる防災力と復元力 

           ・ 誰もが活躍できる働き方      ・ 環境先進地 

           ・ 充実する「自分時間」       ・ 未来に挑戦する人づくり 

           ・ 安心の出産・子育て        ・ 御食国ひょうご 

           ・ 健康長寿な暮らし         ・ 交流で賑わう五国  

○ 企画部会の運営（310 千円） 

○ 若者フォーラムの開催（993 千円） 

開催回数 ３回（都市、都市近郊、多自然地域） 

参加人数 100 人程度（県内在住・在学の高校生、大学生） 

○ 動画等による普及啓発（8,312 千円） 

 

(3) 新 ひょうごのふるさと魅力発見副読本の作成（教育委員会） 【15,681千円】 

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

統合したりできる副読本を作成、配布 

○配布対象 全公立中学校・義務教育学校・中等教育学校生徒 

○作成部数 151,700部 

資料５ 
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(4) 拡 高校生が考える県政150周年記念事業（教育委員会） 【44,100千円】 

県立高校生が独自の視点で兵庫の魅力を考案し、企業や関係団体、地域等に対し

て地域活性化に向けた提案を実施 

○実施校数 147 校（全県立高校・中等教育学校） 

○事業単価 300 千円（H29：100 千円） 

 

(5) 新 大学生が考える県政150周年記念事業（企画県民部） 【1,000千円】 

若者の視点から見た県政150周年の意義を発信していくため、地域創生ユースチ

ームをはじめとする大学生等が自らイベントや発表会等を企画し、実施 

 
(6) 県民との協働推進事業（企画県民部） 【150,000千円】 

県政 150 周年の節目を迎えることから、県内で活動する団体が企画・実施する創

意工夫にあふれた様々な取組を支援 

○ 助成対象 原則、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 

○ 補助要件 

①県民自ら、ふるさと兵庫の再認識や新たな兵庫づくりを考える機会とな 

ること 

②一過性のイベントではなく、今後に繋がる物的・人的成果が残ること 

③対外的に県政 150 周年記念事業であることを明示すること 

○ 対象経費 印刷製本費、通信費、消耗品費、使用料、委託料、保険料、 

謝金、交通費、人件費 等 

○ 助 成 額 対象事業費に応じて、定額 

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 

※事業費 100 万円以上の事業のうち、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は、対象事業費の 1/2 以内の助成を実施 

（特認事業：上限 500 万円） 
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《 地域創生 》 

I ひょうごで働こう！プロジェクト 

１ 若年層を対象としたきめ細やかな就職支援 

(1) ひょうご・しごと情報広場における就職支援の実施（産業労働部） 【56,678千円】 

学生や既卒者など、主に若年層を対象にきめ細やかな就職支援・総合的な職業相

談を実施するとともに、しごと全般に関する情報提供を実施 

○総合相談 

・情報提供事業（43,553千円） 

・事業内容 幅広い年齢層の求職者を対象とした職業相談の実施及びしごと全般

に関する相談・情報提供を行うとともに、必要に応じて他の専門機

関へ誘導 

・相談時間 10:00～19:00（土日祝日は除く） 

・対 象 者 求職者全般 

・設置場所 神戸クリスタルタワー12階 

○若者しごと倶楽部運営事業（8,109千円） 

・事業内容 個々の課題に対応するとともに、人材ニーズに合致したキャリア形

成による早期就職を支援 

・対 象 者 大学生、若年求職者 

○年長フリーター等就職支援事業（5,016千円） 

・事業内容 人材エージェントによる求人開拓及び企業説明会を実施 

・対 象 者 年長フリーターなど不安定就労の状況にある者 

 

２ 大学と連携した県内企業への就職の促進 

(1) 高校・大学生「兵庫就活」促進事業（産業労働部） 【26,744千円】 

○高校生対象 

高校生の県内就職を促進するため、県内企業の情報を掲載した企業ガイドブ

ックを高校２年生全員に配付し、県内企業の魅力を発信 

・配付対象 高校２年生全員（約48,000人） 

・発行部数 53,000部（※ＷＥＢ版も作成・掲載） 

・掲載企業 県内に本社を置く中小企業 ７区分各70社程度 

（全県共通40社、県民局管内各30社） 

※地域を代表する企業や高い技術力を誇るBtoB企業など 

○大学生対象 

大学生が県内企業への理解を深めるための情報提供、研究活動の支援を実施 

・大学生が県内中小企業の課題を研究、発表 

・企業ガイドブックのＷＥＢ版を作成・掲載 

※企業の採用広報解禁の３月までに公開 
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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） 【18,812千円】 

就職支援協定、地域創生包括連携協定の締結大学が行う取組を支援 

○県内大学への就活支援事業（11,000千円） 

・補助対象 以下の取組を全て行う大学 

           ・学内就職状況等の把握と県への提供 

           ・県内企業情報の学生への提供 

           ・インターンシップ支援 

           ・学内企業説明会や企業見学会の実施 

           ・卒業生に対する就職支援 

・補 助 額 

・学部学生数2,000人未満 300千円 

・学部学生数2,000人以上 500千円 

○大学と連携した県内企業見学会事業（7,812千円） 

県内大学と連携し、県と協定を締結している金融機関の協力のもと、県内企業

見学会及び企業研究会・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 就職支援協定等締結大学 

・実施内容 企業見学会 

「ひょうご応援企業」等県内企業の現場の見学会 

業界研修会、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 

 

(3) 大学生インターンシップの推進（産業労働部） 【18,821千円】 

中小企業における人材確保を図るため、大学生等を対象としたインターンシップ

を実施 

○事業内容 

・県・商工会議所・経営者協会等による連絡協議会の設置 

受入企業の実習プログラム作成支援、既受入企業によるアドバイスセミナ

ーの実施 

・大学生インターンシップの実施 

ビジネスマナー等を習得する事前学習会、インターンシップの実施 

（参加予定者数 400人） 

○実施主体 兵庫県経営者協会（尼崎・姫路経営者協会含む）、兵庫工業会 

 

(4) 拡 大学キャリアセンターと連携した県内大学生の地元就職促進プロジェクト（企画県民部） 【5,868千円】 

学生の県内就職促進に向けた各大学キャリアセンターの意識喚起と就職指導力の

向上を図り、キャリアセンターにおける県内企業の情報発信力を強化するとともに、

学生と企業とのマッチングを促進 
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○事業内容 キャリアセンターに対する全体説明会、意見、情報交換 

・県内企業経営者等による説明会、意見交換 

  実施回数：１回（約30大学、65社） 

・（拡）県内企業採用者との意見交換 

  実施回数：３回（約30大学、45社）（H29:２回（約20大学、30社）） 

○地域の企業訪問等 

・キャリアセンター職員の企業訪問調査 

  実施回数：５回（約50大学、15社）※H30は但馬、丹波、淡路も対象 

・(拡)学生と県内企業経営者、採用担当者及び若手社員との意見交換 

  実施回数：５回（約大学生240人、17社）（H29:４回） 

 

(5) 大学等との連携による地域創生拠点形成への支援（企画県民部） 【20,191千円】 

地域・行政・大学・専門家等が連携し、地域創生に資する活動の拠点施設を圏域ご

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 

○拠点形成支援（7,000千円） 

・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 率 定額（上限3,500千円） 

・予定地区 ２地区 

○拠点活動支援（10,000千円） 

・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 率 定額（上限1,000千円） 

・予定地区 10地区 

○拠点を活用する他大学等の活動支援（2,500千円） 

・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に要する経費 

・補 助 率 定額（上限250千円） 

・予定地区 10地区 

○ひょうご地域創生ネットワークの形成（691千円） 

 

(6) 雇用就農促進事業の実施（農政環境部） 【2,050千円】 

雇用就農希望者と農業法人とのマッチングを促進するため、法人経営体に対する労

働環境整備等を支援 

○ 農業高校等での就職説明会開催など、就農希望者と経営者とのﾏｯﾁﾝｸﾞ（11箇所） 

○ 就業規則の作成など、経営者向けセミナーの開催（5回） 

○ 従業員の経営管理能力向上に向けた研修会の開催（8回） 
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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 若者の社会参画の促進 

(1)  ふるさとづくり青年隊（企画県民部） 【12,592千円】 

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) 女子学生のための就活支援事業（産業労働部） 【1,520千円】 

女子学生が自身のキャリアプランを考えながら企業研究や就職活動に取り組める

よう、企業見学や学生が主体的に企画するフォーラムを実施 

○学生による実行委員会の設置、開催 

○企業見学、フォーラムの開催 

 

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（企画県民部） 【3,247千円】 

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（企画県民部） 【17,979千円】 

○消費者教育コーディネーター等支援事業（1,359 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 

○拡消費者教育推進プロジェクト（10,239 千円） 

多様な主体との連携により、消費者教育を推進するためのプロジェクトを実施 

・ワークショップの開催（3回）、パンフレットの作成 

・消費者教育推進員の設置（4名） 

○特別支援学校等における消費者教育推進事業（578 千円） 

・県民局・県民センター等による出前講座の実施（14回） 

・教員向け研修会の開催  

○高等学校における消費者教育推進事業（456 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 

・県民局・県民センター等による出前講座（21 回） 
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○若者の消費者力アップ事業（3,612 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 

○消費者教育体験学習会事業（1,735 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 

・商品テスト等体験学習会の開催（24 回） 

・ライフ＆マネープラン等体験学習会の開催（7回） 

 

(3) 「ひょうごっ子・ふるさと塾」事業（企画県民部） 【9,108千円】 

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（企画県民部） 【24,442千円】 

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 

 

(5) 拡 子ども伝統文化わくわく体験教室（企画県民部） 【8,400千円】 

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 60校（㉙ 45校） 

○対象事業 いけばな・茶道・書道・邦楽・日本舞踊・能楽 

 

(6) ピッコロわくわくステージ（企画県民部） 【15,725千円】 

県内の中学生を対象に、希望する学校に対してピッコロシアター大ホールにおい

て、ピッコロ劇団の公演を実施 

○対  象 県内の中学校 40校（㉙ 40校） 

○公演回数（１公演２校参加） 20公演（㉙ 20公演） 
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(7) 県立神出学園の運営（企画県民部） 【88,650千円】 

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 

○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 

 

(8) 県立山の学校の運営（企画県民部） 【40,718千円】 

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 

○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 

 

(9) 拡 兵庫ひきこもり相談支援センターの運営（企画県民部） 【13,804千円】 

 ひきこもりの長期化等への対応を図るため、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 

○兵庫ひきこもり相談支援センターの運営 

・全県対象  電話相談（週５日）、来所相談（予約制、県立神出学園） 

・地域ブランチにおける支援（地域支援団体等に委託） 

訪問支援や地域相談会を県内５地域で実施 

○地域連携ネットワーク事業の実施 

 地域ブランチを拠点に、こども家庭センターや健康福祉事務所等とひきこも

りの地域支援ネットワークを構築 

○新ひきこもりサポーターの育成 

潜在するひきこもり者を早期に発見し、適切な支援へつなぐ体制を地域全 

体で構築するため、サポーターの育成研修を実施 

 

４ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

(1) 拡 青少年愛護条例改正に伴う取組の強化（企画県民部） 【16,868千円】 

児童ポルノ自画撮り被害の増加・ＪＫビジネス等への対応のため、青少年愛護条

例を改正したことに伴い、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

めの取組を強化 

○拡インターネット利用基準作成遵守支援事業 

・対象経費 小学校及び中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市町が

実施するために必要な経費 

・対象校数 小学校・中学校 600 校（㉙ 小学校のみ対象） 
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・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校あたり上限 30 千円 

・負担割合 県 1/2、市町 1/2 

○拡条例内容の周知・啓発 

・インターネット関連（自画撮り被害防止、フィルタリングとルールづくりの徹底） 

①保護者向けリーフレット、青少年向けリーフレット作成 

②啓発のぼり 

・ＪＫビジネス対策 

①事業者向けリーフレット、青少年向けリーフレット作成 

②青少年愛護活動推進員の増員（10→12 名） 

○青少年のインターネット利用対策戦略会議の開催 

 

(2) 青少年を守り育てる県民スクラム運動（企画県民部） 【806千円】 

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 

○青少年育成スクラム会議 

 関係機関、団体、業界の参画により、少年非行への対応等について協議 

○地域における教育機能の充実 

 大人自身が社会のルールを守り、モラルの向上を図るためのキャンペーン 

○地域ぐるみの実践活動の推進 

 補導委員等を対象に、補導活動の実践活動に役立てるための研修会を開催 

○業界と連携した非行防止活動の推進 

 青少年問題に関係の深い業界にその社会的責任の自覚を促し、業界ぐるみで

の積極的な青少年健全育成のための活動を促進 

 

II 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) 保育所緊急整備事業（健康福祉部） 【2,153,610千円】 

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 21箇所（５市町） 

○負担割合 子育て安心プランによる財政支援対象市町 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) 新 保育所等用地取得資金利子補助事業（健康福祉部） 【8,135千円】 

   用地を取得して施設を整備する保育所に対して用地取得に係る利子負担の一部を補助 

   ○対象経費 借入期間中の利息総額 

   ○補 助 率 1/2 

   ○負担割合 県1/2、市町1/2 
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(3) 認定こども園整備事業（健康福祉部） 【1,080,747千円】 

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 44箇所（13市町） 

○負担割合 国1/2、市町1/4、事業者1/4 

 

(4) 認定こども園整備等促進事業（健康福祉部） 【97,650千円】 

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 

○認定こども園施設整備補助（61,650千円） 

 ・箇 所 数 10か所 

 ・負担割合 県1/2、事業者1/2 

○移行促進補助（36,000千円） 

      ・箇 所 数 45か所 

      ・負担割合 私立幼稚園 国1/2、事業者1/2 

            民間保育所 県1/2、事業者1/2 

 

(5) 保育体制強化事業（健康福祉部） 【47,686千円】 

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 

 

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） 【285,954千円】 

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 87施設（㉙80施設） 

○負担割合 国1/3、県1/3、市町1/3 

○実施類型 

病児 対応型 病後児対応型 体調不良児型 訪  問  型 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

児童を病児保

育施設等への

送迎を実施 
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(2) 拡 一時預かり事業（健康福祉部） 【649,856千円】 

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 

○実施箇所 幼稚園型   379箇所（㉙346箇所） 

      幼稚園型以外 692箇所（㉙635箇所） 

○負担割合 国1/3、県1/3、市町1/3 

 

(3) 新 延長保育充実支援事業（健康福祉部） 【10,950千円】 

延長保育事業の児童等の受け入れ要件を県独自で地域型保育並みに緩和し、国庫

補助要件に該当しない１日あたりの平均対象児童数３人未満の延長保育事業を支援

することにより、夜間の保育ニーズ等に対して対応 

○実施箇所 15箇所 

○補助要件 ①３時間延長する施設（保育所、認定こども園） 

②21時まで延長保育を実施する施設（保育所、認定こども園）       

      ※ ①と②のいずれも満たすもの 

○負担割合 県1/3、市町1/3、事業者1/3 

区分 
延長時間内の１日あたり平均児童数 

国庫補助基準 県独自緩和基準 

３時間延長（例：18:00～21:00） ３人以上 １～２人 

 

３ すべての子育て家庭を対象とした支援の充実 

(1) 拡 地域子育て支援拠点事業（健康福祉部） 【539,176千円】 

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 

○実施箇所 322箇所（㉙310箇所） 

○負担割合 国1/3、県1/3、市町1/3 

 

(2) 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） 【550,233千円】 

○多子世帯保育料軽減事業（275,706千円） 

 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、企業主導型保育事業等を利用している第３子以降 

・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 7,000円/月限度に補助（㉙6,000円） 

       ３歳以上児 5,500円/月限度に補助（㉙4,500円） 

 ・負担割合 県10/10（法人県民税超過課税） 

○第２子保育料軽減事業（274,527千円） 

 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、企業主導型保育事業等を利用している第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 6,000円/月限度に補助（㉙5,000円） 

       ３歳以上児 4,500円/月限度に補助（㉙3,500円） 

 ・負担割合 県1/2、市町1/2 

 

III 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) 拡 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 

学齢期の児童を養育する労働者の仕事と育児の両立を支援するた

め、短時間勤務コース（育児）を拡充（子の対象年齢を概ね３歳か

ら小学３年生までに引上げ） 

・上限額  休業コース         月額100千円、総額1,000千円 

短時間勤務コース（育児） 月額 25千円、小学３年生まで 

      〃     （介護） 月額100千円、総額1,000千円 
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(2) 拡 ひょうご仕事と生活センター事業（産業労働部） 【223,297千円】 

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 

 ホームページの運営、情報誌の発行、先進企業表彰 

○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 

・新健康管理相談窓口の設置 

○拡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） 

       ・補助率  1/2（上限2,000千円） 

○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 

 

２ 女性の多様な働き方支援 

(1) 女性の就業サポート事業（企画県民部） 【18,085千円】 

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（年96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 
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(2) 拡 ひょうご女性の活躍推進事業（企画県民部） 【32,548千円】 

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 

○ひょうご女性の活躍推進会議の開催（１回） 

○ひょうご女性の活躍企業表彰の実施（５社程度） 

○先進事例等の情報発信 

○女性活躍推進専門員の配置（２人） 

○企業への出前相談及び専門講師派遣（40回） 

○育休復帰応援セミナーの開催（４回） 

○新女性活躍地域セミナーの開催（１回） 

○新事業主行動計画策定に向けた講座の開催（１回） 

○キャリアデザインセミナーの開催（３回） 

○女子大学生と社会人の交流会の開催（３回） 

○新異業種女性交流会の開催（５回） 

○新中堅女性社員リーダー研修の開催（１回） 

○新男女共同参画フォーラムの開催（１回） 

○新ホームページ等によるメッセージ発信 

○女性の活躍促進のための市町支援（政令市１市、その他市町６市） 

 

IV 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) 拡 ひょうご放課後プランの推進（健康福祉部・教育委員会） 【3,025,182千円】 

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（35,891千円 再掲※） 

教室数 250教室 

※ 学校・家庭・地域の連携協力推進事業（参照Ｐ34）として実施 

○児童クラブ型（2,989,291千円） 

 支援の単位数 1,352支援の単位（全市町）（㉙1,290支援の単位） 

・長期休暇期間中の児童受け入れ支援制度 

・放課後子ども環境整備事業 

・障害児受入強化事業  

・放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 

放課後児童支援員に対し、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の支援を新たに追加 

①放課後児童支援員         年額 124 千円

（月額約１万円） 

②経験年数が概ね５年以上で一定の研修を修了した者  年額 248 千円（月額約２万円） 

③経験年数が概ね10年以上の事業所長的立場にある者  年額 372 千円（月額約３万円） 
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(2) 新 放課後児童クラブ開設時間延長支援事業（健康福祉部） 【13,568千円】 

「小１の壁」を打破するため、保護者のニーズを踏まえた開設時間の設定が

できるよう、放課後児童支援員等の賃金等の一部を補助 

○補助対象 ① 新たに、平日の閉所時間を 19 時 30 分へ延長し、国の長

時間開設加算（平日）を受けている放課後児童クラブ 

② 放課後児童支援員等に延長加算手当等を支給している放

課後児童クラブ 

※ ①と②いずれも満たすもの 

○基 準 額  90 千円 

○箇 所 数  470 支援 

○負担割合  県 1/2、市 1/2 

 

２ 地域ぐるみの子育て支援の充実 

(1) 拡 地域祖父母モデル事業（企画県民部） 【9,409千円】 

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 

○モデル地区数 60地区（㉙40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 

・事例集の作成 
 

(2) シニア世代から子育て世帯へのふるさと伝承事業（企画県民部） 【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（企画県民部） 【3,472千円】 

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（H30年３月末：2,046か所） 

○まちの子育てひろばコーディネーターの配置（１人） 

○ひろばアドバイザーの派遣（年間600回） 
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３ 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（企画県民部） 【6,523千円】 

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」を運営するとともに、地域安全まちづくり推進員を活用し、

制度の周知を促進 

 

(2) 学童等の交通安全教室の開催（企画県民部） 【926千円】 

交通弱者である学童等に対し交通安全教室を開催し、交通安全の普及啓発を実施 

○対  象 幼稚園児、小学生など 

○回  数 年間100回開催 

 

(3) 地域で守る！子どもの安全安心確保事業（企画県民部） 【2,395千円】 

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 

○子ども安全サポート事業 

○「子どもを守る１１０番の家・店」の体制強化 

 

V 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) 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） 【3,451千円】 

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 110人（医師25人、弁護士19人、その他学識経験者等66人） 

○アドバイザー活用件数 145回（㉙130回） 

   ・医  師 50回（㉙55回） 

   ・弁 護 士 65回（㉙45回） 

   ・大学教授等 30回（㉙30回） 

 

(2) 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（健康福祉部） 【20,679千円】 

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 

○実施市町数 29市町（㉙28市町） 
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(3) 新 乳児院における児童虐待対応力の強化事業（健康福祉部） 【10,673千円】 

特定妊婦等（出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要

と認められる妊婦）を支援するため、相談窓口を開設するとともに、個別養育支援

計画の作成と指導を実施 

○相談窓口の開設 

養育に悩む妊産婦等及び妊産婦の支援機関のための相談窓口を開設 

○支援計画の作成・実施 

支援コーディネーターが中心となり看護師等と連携して作成した母子の養育支

援計画を実施 

○家事や育児等のトレーニング 

児童虐待防止のための育児能力向上を図る実践的なトレーニングを実施 

 

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） 【2,864千円】 

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

ぐことなどにより、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」の開催 

○里親・特別養子縁組推進全県フォーラムの開催 

○出前講座、地域における研修会の実施 

 

(2) 拡 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） 【7,000千円】 

（一部ふるさとひょうご寄附金） 

児童養護施設や里親委託など社会的養護の下で育った子どもたちの将来が、生まれ育

った環境で左右されないよう、自立や夢を実現するために、クラブ活動や大学進学を応援 

○高校生のクラブ活動費（用具購入費、遠征時の交通費等）の一部を助成 

○高校生の就業支援（インターンシップ等参加費）の一部を助成 

○拡大学、専門学校等への進学を支援する奨学金（入学一時金）を助成 

 

(3) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業（健康福祉部） 【－】 

児童養護施設退所者等に対して家賃貸付、生活費貸付、資格取得費用等の貸付を

行い、安定した生活基盤を築き、円滑な自立を支援 

○実施主体 兵庫県社会福祉協議会 
貸付種類 生活支援費 家賃支援費 資格取得支援費 

貸付 
対象者 

施設等退所者又は里親等委託解除された者 
施設等入所中又は里
親等委託中の者 

①大学等在学者 
①大学等在学者 
②就職している者 

③資格取得希望者 

貸付期間 大学等在学期間 
①大学等在学期間 
②最長２年 

 

貸付額 月額5万円 
家賃相当額 

※生保住宅扶助額を上限 
25万円以内 

貸付利子 無利子 

返還免除 
条件 

①大学等卒業後１年以内に就職し、かつ、 
 ５年間就業を継続すること 
②５年間就業を継続すること 

③２年間就業を継続
すること 



- 18 - 

 

(4) 拡 里親登録者研修等事業（健康福祉部） 【1,533千円】 
現在里子を受託していない里親を対象としたトレーニングを実施 
○更新研修（652千円） 

・対象 里親登録の更新を希望する者 
・時期 ５年に１回 

○新未委託里親トレーニング（881千円） 
・時期 更新研修受講時 
・対象 委託にいたっていない里親（希望者のみ） 

 

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） 【14,674千円】 

全町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、食事や

居場所の提供、日常生活習慣獲得、保護者への養育指導を実施 

 

(2) 「子ども食堂」応援プロジェクト（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」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人以上 

○補助上限額 200千円 

 

(3) 高等学校等就学支援事業（企画県民部・教育委員会） 【14,837,987千円】 

高等学校等に通う一定の収入額未満の世帯の生徒に対し、授業料に充てるための

就学支援金を支給することにより、家庭の教育負担を軽減 

 

(4) 拡 国公立高等学校における奨学のための給付金の支給（教育委員会） 【1,272,115千円】 

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 

○拡非課税世帯［全日制等］（第１子単価）年額80,800円（㉙年額75,800円） 

 

(5) 高等学校奨学資金貸与事業（教育委員会）      【632,347千円】 

修学を奨励し、有為な人材を育成するため、経済的な理由により就学が困難な高

校生等に対し奨学資金を貸与 

 

(6) 拡 私立高等学校等生徒授業料軽減補助（企画県民部） 【856,332千円】 

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 

○拡充内容 平成30年度入学生から、さらなる就学機会の確保のため、年収590

万円未満程度世帯への補助を拡充 

 

(7) 私立高等学校等奨学給付金事業（企画県民部） 【554,994千円】 

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 

 

(8) 私立高等学校等入学資金貸付事業（企画県民部） 【32,841千円】 

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 

- 19 - 

 

(9) 私立小中学校等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）【85,400千円】 

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 

 

(10) 特別支援学校就学奨励費（教育委員会） 【568,693千円】 

特別支援学校への就学の特殊事情を考慮し、保護者の経済的負担を軽減するため、

必要な経費を補助 

 

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） 【17,165千円】 

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 

 

(2)  ひとり親家庭交流支援事業（健康福祉部） 【316千円】 

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） 【6,770千円】 

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・保護者、学生ボランティア等） 

○実施主体 県、(公財)兵庫県手をつなぐ育成会 

 

(2) 拡 医療的ケア児に対する支援体制の構築（健康福祉部） 【3,579千円】 

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の整備とともに、国が定める研修カリキュラムに基づ

き、支援が適切に行える人材を養成 

○関係機関連絡協議会の開催（年２回） 

○新医療的ケア児等コーディネーター養成研修（年２回） 

○新医療的ケア児等支援者養成研修（年２回） 

 

(3) 新 医療的ケア児等医療提供体制確保事業（健康福祉部） 【16,425千円】 

医療を必要とする障害児者が緊急時等において短期入所サービスを円滑に利用でき

るよう、輪番により常時２床の空床を確保する医療的ケア児等医療提供体制を整備 

○神戸・阪神圏域 １床（済生会兵庫県病院 等） 

○播磨圏域    １床（姫路赤十字病院、兵庫あおの病院 等） 


