
団体名

事業名 ワーク・ライフ・バランスフェスタの開催 【実践目標：１】

事業内容 【事業目的】
　ひょうご仕事と生活センターとワーク・ライフ・バランスへの理解を深めるため、11月を
ワーク・ライフ・バランス推進月間に設定し、キャンペーンの一環としてフェスタを開催。
 【取組内容】
・開催日　　　平成30年11月16日（金）
・開催場所　 兵庫県公館
・参加者　　　２８３人
・内　 容　　　ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰、WLBｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ表彰式、キーパー
　　　　　　　　ソン養成講座修了式、特別講演「御社の働き方改革、間違っていませんか？」

写真

団体名

事業名 ♪ままるるキャンプ２０１８ 【実践目標：１】

事業内容 【事業目的】
兵庫県内（神戸市を除く）におけるひとり親家庭の親と子ども達が、いろいろな体験を通じ
て学ぶ

【取組内容】
　平成30年11月24日から25日を国立淡路青少年交流の家で過ごす。参加者ボランティア
にも手伝ってもらい、親だけの勉強会や子どもだけの体験学習などの時間も設ける。
　県内全体からの参加なので、普段は体験できない地域を越えた仲間との交流も体験す
る。
　参加者：54名

写真

団体名

事業名 木工教室 【実践目標：１】

事業内容 【事業目的】
　母子家庭では、なかなか体験できない木工をシルバー人材センターの方に手伝ってもら
い体験する
【取組内容】
・開催日　　 平成30年8月4日（土）
・開催場所  兵庫県母子会館
・参加者　   18名
・内容　　　  夏休みの宿題としても提出できる鉛筆立てを作成し、夕方からはみなと神戸花
　　　　　　　　火大会を見学した

団体名

事業名 ファミリー向けイベント（里山ファミリーキャンプ、クリスマスファミリー、ファミリースキー）の開催 【実践目標：1】

事業内容 【事業目的】
家族の絆を強め、家族間の交流を促す体験活動の実施

【取組内容】
・開催日　　 平成30年4月～3月で複数回実施
・開催場所  県内各地
・参加者　   100人
・内容　　　  自然体験活動を中心に、様々なアクティビティ体験

平成30年度 構成団体の取り組みについて

公益財団法人兵庫県勤労福祉協会

一般財団法人兵庫県婦人共励会

一般財団法人兵庫県婦人共励会

(一財)野外活動協会

実践運動目標１ 家族のきずなを深め、家庭の力を高めよう

県民一人ひとりが自らの家族・家庭の大切さを考え、きずなを深めるとともに、地域全体

で多世代が交じり合い共に支え合う「地域三世代同居」の実現をめざしましょう。

表彰風景

木工教室

海辺を散策

親子で火起こし



団体名

事業名 啓発用メモ帖の作成 【実践目標：１】
事業内容 【事業目的】

 里親・養子制度の啓発

【取組内容】
 里親や養子縁組制度を身近に知っていただくために共同募金の配分金でB6判のメモ帖を
1000部作成しました。メモ帖の中に里親や養親、里親家庭で暮らす子どもたちの20人の声
を紹介しています。ノートを開いたときにそれぞれの声に目をとめていただき、里親や子ど
もたちの姿や気持ちを感じて頂ければ、と思います。
購入希望者には1冊200円で販売もしています。

団体名

事業名 ひょうご家庭応援県民大会　　 【実践目標：１】

事業内容 【事業目的】
　地域で家庭を支えることの大切さについて共に考え、家族の大切を見つめ直す契機とす
るため、「ひょうご家庭応援県民運動」の実践事例などを紹介する県民大会を実施
【取組内容】
・開催日　　 平成30年11月10日（土）
・開催場所  兵庫県公館
・参加者　   250人
・内容　　　  第11回「家族の日」写真コンクール表彰式
　　　　　　　 事例発表…「地球で見守る子供の成長」、発表者:永宗節子
　　　　　　　 講演…「家族のカタチ」、講師:谷五郎

団体名

事業名 第61回兵庫県公民館大会 【実践目標：２】

事業内容 【事業目的】
　県内の公民館関係者、社会教育行政関係者等が一堂に会し、社会の変化に対応し、地
域住民や社会の要請に応える公民館づくりを目指して研究協議を行うことにより、公民館
活動の更なる充実・発展を目指す。
【取組内容】
〇開催日　　　平成31年２月５日（火）
〇開催場所　 兵庫県いなみ野学園
〇参加者　　　215名
〇内容　　　　 ・文部科学省施策説明　・実践発表      ・全員参加型パネルディスカッション
　　　　　　　　　・講演「未来へつなぐ」講師：重森しおり氏

写真

団体名

事業名 こころ豊かな美しい東播磨をめざす実践推進大会 【実践目標：２、１２】

事業内容 【事業目的】
　東播磨地域の県民運動の実践活動リーダーや各種らんたりボランタリー活動団体等が
交流し、連携の強化を図るとともに、県民の参画と協働を推進し、さらなる一線活動の促
進、定着を図る大会を開催
【取組内容】
・開催日　　　　平成30年12月9日（日）
・開催場所　　 東播磨生活創造センター「かこむ」多目的パフォーマンススペ-ｽ
・参加者数　　 約150名
・内容　　　　　 表彰式（水辺を美しくする運動啓発ポスターコンクール等）、講演：魅力あふ
　　　　　　　　　れる「東播磨の風土と文化～兵庫県政150周年に～」
　　　　　　　　　講師：園田学園女子大学　　名誉教授　田辺　眞人氏

写真

兵庫県公民館連合会

こころ豊かな美しい東播磨推進会議

こころ豊かな美しい兵庫推進会議

公益社団法人　家庭養護促進協会

実践運動目標2 地域コミュニティづくりを進めよう

個人、家庭など地域の構成員が、当事者として、主体的に、創意工夫のもと、地域の課

題や共通目標に取り組み、地域の絆づくりとくらしの充実をめざしましょう。

重森しおり氏 講演

田辺 眞人氏 講演

谷五郎氏 講演

啓発用メモ帖

「NOTE BOOK -VOICE OF
FOSTER FAMILY」



団体名

事業名 こころ豊かな美しい北播磨をめざす実践推進大会 【実践目標：２】

事業内容 【事業目的】“こころ豊かな美しい北播磨”をめざす県民運動の一層の高揚を図るため、「北
播磨ふるさとフェスタ」と同時開催し、優れた地域づくり活動を顕彰するとともに、実践活動
リーダーやグループが活動成果の発表や情報交換を行い、ネットワークづくりを促す場とし
て開催した。
【取組内容】・開催日　　 平成３０年１１月２４日
・開催場所  小野市うるおい交流館エクラ
・参加者　   ５００人
・内容　　    さわやかステージ…「裏播州鬼ほおずき灯」によるよさこい
　　　　　　   実践活動報告…県立西脇高等学校家庭クラブ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇仁郷まちづくり協議会
　　            講演…「人のつながり、ふるさとってすばらしい」、
                          講師:ダニエルカール

写真

団体名

事業名 民生委員・児童委員中堅研修 【実践目標：２】

事業内容 【事業目的】
中堅の民生委員を対象に民生委員児童委員活動に必要な知識・技術や今日的課題につ
いて学ぶ機会とする。
【取組内容】
・開催日時　　平成30年7月9日（月）13:30～15:00
・開催場所　　神戸文化ホール　中ホール
・参加者　　　　557名
・内容　　　　　「支えられる存在から支える存在へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－地域を変える生活困窮者支援」
　　　　　　　　　講師：NPO法人暮らしづくりネットワーク北芝
　　　　　　　　　　　　事務局長　池谷　啓介氏

写真

団体名

事業名 平成30年度兵庫県社会教育研究大会 【実践目標：２】

事業内容 【事業目的】
　県内の社会教育委員並びに社会教育関係者が一堂に会し、各地における活動状況や
研究成果を相互に交換するなど、社会教育の振興を図るため研究大会を実施
【取組内容】
・開催日　　　平成30年11月14日（水）
・開催場所　 兵庫県民会館
・参加者　　　175名
・内容　　　　 講演･･･「若者が子どもを支える仕組み」  講師：能島裕介
                  分科会（３分科会）：阪神北地区、東播磨地区、中播磨地区

団体名

事業名 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」 【実践目標：２】

事業内容 【事業目的】
　阪神・淡路大震災で「心の教育」の充実を図ることの大切さを認識し、結論の教え込みで
はなく、様々な体験を通して一人一人が自分なりの生き方を見つけられるよう支援すること
が重要であるとの視点から、平成10年度から、地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」を実施し
ている。公立中学校及び県立中等教育学校前期課程２年生、義務教育学校後期課程８年
生、市立特別支援学校中学部２年生が、一週間、学校を離れ地域の中で、職場体験、ボラ
ンティア・福祉体験活動、農林水産体験活動などを通して、豊かな感性や創造性などを生
徒自らが高められるようにしている。また、これらの多様な活動を通じ、生徒のキャリア発
達を支援している。
【取組内容】
・実施期間　６月又は１１月を中心とした１週間（５日間）
・対　　　象　公立中学校、市立特別支援学校中等部等２年生
・内　　　容　幼児教育、販売、社会福祉施設、役所・消防署等、飲食店、
　　　　　　　　等にて活動

兵庫県社会教育委員協議会

兵庫県「トライやる・ウィーク」推進協議会

こころ豊かな美しい北播磨推進会議

社会福祉法人神戸市社会福祉協議会

上：講演ダニエルカール氏

下：さわやかステージ

池谷 啓介氏 講演

分科会（事例発表）



団体名

事業名 「支え合い社会」県民フォーラム 【実践目標：２】

事業内容 【事業目的】
　近年、生活困窮や社会的孤立が課題となる中、地域の居場所を拠点に交流や支え合い
活動など、住民主体の地域づくりが進められています。このフォーラムは、あらためて「無
縁社会」に警鐘を鳴らし、みんなで「支え合い社会」を目指していくための場として開催。
【取組内容】
・開催日　　平成30年8月28日
・開催場所　神戸芸術センター
・参加者　　650名
・内容　　　綾戸智恵氏の講演、パネルディスカッション

団体名

事業名 兵庫県公立高等学校PTA連合会研究大会-PTCA全県研究大会- 【実践目標：２　】

事業内容 【事業目的】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テーマ
「PTA活動の活性化と家庭・学校・地域の連携強化～親から子へうけつがれるもの～」
PTAを中核に地域住民（C）の参画と協働によるPTCA活動の活性化を目的として、講演、3
地区の代表校による実践発表、情報交換の実施
【取組内容】
・開催日　　 平成30年11月24日（土）
・開催場所  姫路市文化センター
・参加者　   1,126人
・内　容　　優良PTA教育長表彰式
　　　　　　　記念 講演…「「親から子へうけつがれるもの」、講師:谷本賢一郎
　　　　　　　実践発表　洲本高校育友会　北須磨高校PTA　西宮今津高校PTA

写真

団体名

事業名 地域に根付くイベント（プレーパーク、通学合宿）の開催 【実践目標：2】

事業内容 【事業目的】
地域の大人が地域の子どもを育てる、循環を生み出す活動の展開
【取組内容】
・開催日　　 平成30年4月～3月で複数回実施
・開催場所  県内各地
・参加者　   100人
・内容　　　 子どもの冒険あそび場定期開設、地域の方々による体験活動

団体名

事業名 みんなで育てる兵庫の川 【実践目標：２　】

事業内容 【事業目的】     自然豊かな環境の中、一般の方々に河川清掃や交流イベントを通じて、河
川環境の保全、学習の場や交流の場の提供など実施

【取組内容】
・開催日　 　平成３０年８月１８日(土）
・開催場所　神崎郡神河町
・参加者 　　２００名
・内容　　　　安全講習会、河川清掃、水生生物の採捕と展示、
　　　　　　　 魚のつかみ取り、釣り教室

写真

団体名

事業名 こころ豊かな美しい丹波地域推進会議研修会 【実践目標：２　】

事業内容 【事業目的】
　　“こころ豊かな美しい丹波”の実現をめざして、県民運動推進団体として構成員の地域
課題に対する理解を深めるためことを目的とする。

【取組内容】
　　日 　時：平成30年7月31日（火）14:30～15:30
    場 　所：丹波の森公苑
　　参加者：64名
    内　 容：「県政150周年に向けて」　丹波の森公苑長　角野幸博氏

兵庫県公立高等学校PTA連合会

こころ豊かな美しい丹波地域推進会議

兵庫県内水面漁業協同組合連合会

(一財)野外活動協会

兵庫県社会福祉協議会

子どもの冒険あそび

河川清掃とふれあい体験

研修会の様子

綾戸智恵氏 講演

谷本賢一郎氏 講演



団体名

事業名 県民運動情報「ネットワーク」の発信 【実践目標：２】

事業内容 【事業目的】
　県民運動の啓発や活動事例の紹介、活動団体からの情報発信及び情報交換することを
目的として、県民運動情報「ネットワーク」の地域版を作成するとともにリーフレットの配付、
インターネット配信を行った。
【取組内容】
・地域版作成　「篠山田舎暮らしお試し住宅『福住わだ家』」（第146号）
・配信回数　年2回
 　　　　　　　（インターネットによる動画配信、リーフレットの作成）
・内容　　　第146号「古き良き建物を活用して地域を元気に！」
 　　　　　　第147号「自然豊かな”まち”に飛び込み、ともに賑わいづくり」

団体名

事業名 「まちの　お！“宝”発見まちあるき」 【実践目標：２】

事業内容 【事業目的】
　子どもがまちを歩き、まちのお！“宝”を探す。さらに、まちの人にインタビューし、まちの
魅力を発見するとともに、理想の地域を想像するきっかけを促すことがふるさと意識を醸成
することにつなげる事業として実施。
【取組内容】
　尼崎市、豊岡市、三木市、上郡町、神戸市中央区、芦屋市、加古川市など県内9か所で
実施。
　主に小学生を対象とし、自分たちが暮らすまちの魅力を再認識するプログラムを通じて、
子どもの視点からまちの魅力や課題を共有し、地域づくりに役立つ取り組みを行った。

団体名

事業名 地域支援・協力事業 【実践目標：２】

事業内容

団体名

事業名 県民運動情報「ネットワーク」の発信 【実践目標：２】

事業内容 【事業目的】
　各地域で様々な県民運動に取り組むグループやリーダー、地域団体と行政とのネット
ワークの形成・情報交換等を行い、県民運動実践活動団体や個人相互の交流の促進・連
帯意識の醸成を図るための啓発として実施
【取組内容】
・配信回数　年2回
 　　　　　　　（インターネットによる動画配信、リーフレットの作成）
・内容　　　 第146号「古き良き建物を活用して地域を元気に！」
 　　　　　 　第147号「自然豊かな”まち”に飛び込み、ともに賑わいづくり」
・閲覧回数 1,800件

一般社団法人兵庫県子ども会連合会

こころ豊かな美しい丹波地域推進会議

(一社)兵庫県理学療法士会

【事業目的】
　各地域の健康・福祉フェアー等に参画し体力測定や健康相談を実施することで地域のコミュニティーづくりに貢献する。

【取組内容】
・洲本市ふれ愛まつり（2018）　　　　　　　　　　　　　   　　・赤穂ふれあいフェスティバル
　開催日：平成30年10月7日（日）　　　　　　　　　　　　　    開催日：平成30年11月18日（日）
　場所：洲本市総合福祉会館　　　　　　　　　　　　　　　   　場所：赤穂市総合福祉会館
　内容：体力測定、骨密度測定、リハビリ相談　　　　   　　内容：体力測定，リハビリ指導
　参加者：139名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　参加者：244名
　
・さよう健康フェスティバル
 開催日：平成31年1月27日（日）
 場所：さよう文化情報センター
 内容：体力測定，いきいき百歳体操，歩行チェック，リハビリ指導
 参加者：80名

こころ豊かな美しい兵庫推進会議

福住わだ家

上：146号 下：147号

インタビューの様子 他



団体名

事業名 あすの兵庫を創る生活運動協議会事例発表大会 【実践目標：２】

事業内容 【事業目的】
　兵庫県内におけるまちづくり、くらしづくり・ひとづくりの促進のため、自の発想により兵庫
県で活発に展開されている地域づくり、くらしづくり・ひとづくりの活動に取り組んでいる優
れた住民団体等の活動を表彰や事例発表等により紹介する県民大会を実施
【取組内容】
・日　時    平成30年11月15日(木) 13:00～16:00
・場　所    兵庫県中央労働センター小ホール
・内　容　 「あしたのまち・くらしづくり活動賞」表彰式
　　　　 　　 各種表彰伝達式
　　　　　　　事例発表　　神戸学院大学経営学部辻ゼミナール
　　　　　　　　　　　　　　　NPO法人人と地域の活動応援団ぽっかぽか
　　　　　　　　　　　　　　　涼風町自治会
　　　　　　　（公財）あしたの日本を創る協会事業の説明
・参加者　　６０人

団体名

事業名 【実践目標：3】

事業内容

団体名

事業名 高齢者の福祉増進のための人材育成及び普及啓発に関する事業 【実践目標：3】

事業内容 【事業目的】
　高齢者福祉の増進のための普及啓発

【取組内容】
　明石市で開催された「ふれあいのフェスティバルin東播磨」における健康福祉まつりに出
店参加
　開催期間：平成30年10月20日（土）～21日（日）
　開催場所：兵庫県立明石公園東芝生広場
　内容：チャリティーバザー、フランクフルト・卵販売、昔遊び体験等

団体名

事業名 「これからの働き方」シンポジウム『～過去からの変化と未来に向けた課題～』 【実践目標：３】

事業内容

公益財団法人　兵庫県老人クラブ連合会

日本労働組合総連合会兵庫県連合会

兵庫県民生委員児童委員連合会

【取組内容】
地域の実情に即した訪問活動等の実施。
「みんなの声かけ運動」の推進。

あすの兵庫を創る生活運動協議会

【事業内容】
多様な働き方の増加に伴い、私たちの職場環境が大きく変化する中、働く人々の就労や生活の意識や実態を明らかにし、
安心して働くことのできる社会にむけて今後どのような政策、制度の改善が必要なのかを目的に、アンケート実施しシンポ
ジュウムを開催。
【事業内容】
○アンケート
期間：2017年9月～10月
対象：兵庫県内の労働組合員
方式：自記式・無記名アンケートを郵送で配布・回収
回答数：3,594（49.6％）
○シンポジュウム
日時　平成30年年2月4日（日）
場所　ラッセホール２Fホール
参加　126人
内容　①調査報告
　　　　「働き方の多様化と生活意識」に関するアンケート結果　　藤島一篤
　　　　②パネルディスカッションテーマ
　　　　「これからの働き方～過去からの変化と未来に向けた課題」
　　　　コーディネーター：加納郁也
　　　　パネリスト：開本浩矢、牧野光、辻真吾、櫻井謡子

実践運動目標３ 誰もが安心して暮らせるユニバーサル社会づくりを推進しよう

年齢、性別、障害、文化などの違いにかかわりなく、誰もが地域社会の一員として支え合

う中で、一人ひとりが持てる力を発揮して元気に活動できる社会をめざしましょう。

チャリティーバザー

上：表彰団体 下：事例発表



団体名

事業名 交通安全県民大会 【実践目標：4　　】

事業内容 【事業目的】交通事故ゼロを目指して、尊い命を交通事故から守り安全で快適な交通社会
を実現するため、各界代表者並びに多数の県民参加の下に開催し、広く交通安全意識の
普及を図る。
【取組内容】
・開催日　   9月11日（火）
・開催場所　兵庫県公館1階大会議室
・参加者   　約500名
・内容　知事感謝状贈呈　キッズ保安官等任命式　交通安全教室　交通安全ミニコンサー
ト等

写真

団体名

事業名 平成３０年度兵庫県青少年赤十字リーダーシップ・トレーニング・センター 【実践目標：５】

事業内容 【事業目的】
　集団生活を通じて青少年赤十字活動を実践することにより、参加者自身の自主性と指導
力を養い、学校や社会生活においてリーダーとして活躍できる青少年を育成する。

【取組内容】※実施日時場所、イベント等の参加人数や取組件数等、
　　　　　　　　  当日の事業内容等
　日にち　　：平成30年8月1日（水）～3日（金）
　場所　　　：明石市立少年自然の家
　参加人数：64人（兵庫県内中・高校生）
  内容　　　：救急法、災害時の衣食住など
 

写真

団体名

事業名 中小企業ＢＣＰ策定支援事業 【実践目標：5　】

事業内容 【事業目的】
全国各地で大規模な自然災害があいついで発生していることから、万一、被災しても影響を最小限にとどめ早期復旧・事業
継続が図れるための事前の計画づくりについて、セミナーを開催するとともに、組合及び中小企業者に対して、BCPの策
定、改善、運用訓練等のアドバイスができる専門家を派遣した。

【取組内容】
1　セミナー
(1)「企業の防災・減災を考える」～実効性のあるBCPとは～
　　…株式会社レジリエンシー　プランニングオフィス　 代表取締役　　伊藤　毅　氏
　　　 1回目：30.5.25…54人     2回目：30.7.24…54人
(2)「BCP策定セミナー」
　…事継舎　事業承継・事業継続 (BCP)  アドバイザー　  佐藤  雅信   氏
　　　 1回目：30.11.30…30人　　2回目：30,12.7…19人
２　事業継続計画（BCP）策定専門家派遣事業…4回実施

 兵庫県交通安全対策委員会

兵庫県青少年赤十字協議会

兵庫県中小企業団体中央会

実践運動目標４ 地域の安全は、地域自らで守ろう

安全な地域づくりをめざし、子どもの安全確保、消費者トラブルの防止、犯罪の防

止に配慮した住宅やまちづくりを進めましょう。また、子どもや高齢者等の尊い人命

を交通事故から守りましょう。

実践運動目標５ 防災力を強化しよう

日頃から災害に備え、個人、家庭、企業等で防災対策を行うとともに、地震や豪雨災害

の際に地域の住民すべてが安全に避難できるよう自主防災に取り組みましょう。

実習：きずの手当

キッズ交通保安官等任命式



　
団体名

事業名 神戸500人委員会「500人鍋」と緊急時避難防災学習　 【実践目標：５　】

事業内容 【事業目的】神戸500人委員会「500人鍋」と緊急時避難防災学習炊出し神戸500人鍋を提
供し、阪神淡路大震災の発生当時を思うと同時に備えの重要さを語り合った。また、今回
初めて防災カフェを実施したが高校生たちと語り合うことができ伝えることの重要性を感じ
た.
こころ豊かな人づくり神戸500人委員会の活動ＰＲ
　
【取組内容】
　開催場所　神戸市ハットなぎさ公園
　開催日　　 31/01/17
　参加人数　約350名

写真

団体名

事業名 災害救護活動 【実践目標：５】

事業内容 １．大阪府北部地震及び７月豪雨災害被災地での救護活動 
①大阪府北部地震 
　大阪府支部からの派遣要請を受け、大阪府支部災害対策本部支援や茨木市内の避難所での避
難所アセスメント及び巡回診療等の活動を行いました。
②７月豪雨災害 
　隣接県である岡山県に日赤災害医療コーディネートチーム（以下CoT）を派遣し、行政及び保健医
療関係機関との連携を図り、ニーズ調査や集まってくる医療チーム等の活動場所の割り振り等の調
整本部業務を行いました。また、救護班を岡山県南西部の被害の大きかった地域（高梁市・倉敷
市）に派遣し、活動拠点本部の調整の下、巡回診療等を行うとともに、こころのケアのスタッフを岡山
県及び広島県に派遣しました。  

写真

団体名

事業名 「ひょうご安全の日のつどい」の開催 【実践目標：５】

事業内容 【事業目的】
　震災24年を迎え、「-1.17は忘れない-」「伝える」「活かす」「備える」をテーマに、災害文化
を社会に定着させ、安全で安心な社会づくりを進めるためにひょうご安全の日のつどいを
実施
【取組内容】
・開催日　　  平成31年1月17日（木）
・開催場所　人と防災未来センター慰霊のモニュメント前（HAT神戸）　等
・参加者数　5,100人
・内容　 1.17のつどい、交流ひろば・ステージ、防災訓練、
　　　　　メモリアルウォーク（西宮市六湛寺町～神戸市須磨区若宮町）等

写真

団体名

事業名 乳幼児子育て応援事業 【実践目標：６　】

事業内容

ひょうご安全の日推進県民会議

こころ豊かな人づくり神戸500人委員会

日本赤十字社兵庫県支部

公益社団法人兵庫県保育協会

【事業目的】
　保育所・認定こども園で行う親子の体験活動等を通じ、特に育児不安の多い低年齢児を抱える家庭等に対して、親子の
ふれあいによる育児不安の解消及び親としての資質向上を図り、親育ちの機会を提供。
【取組内容】
　対象：幼稚園や保育所に入所していない在宅児童とその親
　実施場所：県内の民間施設505か所
　内容：育児相談、子育て講座、体験保育、園庭開放など

実践運動目標６ 子育て家庭を地域ぐるみで応援しよう

子どもたちの見守りや、虐待・育児不安等のSOSをキャッチして関係機関に連絡するな

ど、地域ぐるみの子育て支援に取り組みましょう。

500人鍋 防災カフェ

避難所での巡回診療

ひょうご安全の日のつどい



団体名

事業名 「みんなで楽しもう！ゆかいなこども広場」 【実践目標：６　】

事業内容 【事業目的】「みんなで楽しもう！ゆかいなこども広場」の開設
　　　　　　　1、海釣り公園輪投げゲーム
              ２、緊急時の防災学習体験ゲーム
              ３、こころ豊かな人づくり神戸500人委員会の活動ＰＲ
              ４、東北被災者、熊本被災者の支援活動と語り部活動の報告
【取組内容】
・開催場所　　県立明石公園
・開催日　　　 30/10/20,21
・参加人数　　約160名

写真

団体名

事業名 教育セミナー 【実践目標：６】

事業内容 【事業目的】
子どもとの関わり方に悩みを持つ保護者、学校の先生、教育関係者の方らをサポートす
る。
【取組内容】
第1回　10月7日(日)
テーマ「コミュニケーションの苦手は克服できる。教育現場での支援のヒント」と題して、行
動理論をベースとした、ソーシャルスキル指導について学ぶ機会を持ちました。（参加者22
名）
第2回　11月11日（日）
テーマ：「集団や社会への適応に向けた家庭でのかかわり方のヒント」と題して、応用行動
分析学をベースとしたお話で、環境が変わればこどもが変わるということをわかりやすく解
説しました。（参加者19名）

写真

団体名

事業名 「薬と健康フェア-2018」第11回県民公開講座・第１6回市民講演会 【実践目標：　６　】

事業内容 【事業目的】
明石市・明石市医師会・明石市歯科医師会・兵庫県介護支援専門員協会の後援のもと、
地域住民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
【取組内容】
・開催日　　 平成30年9月15日（土）
・開催場所　明石市立市民会館　大ホール
・参加者　　 434名
・内容
①講演会
講師：向井　亜紀氏
演題：「がんと向き合う～自分の身体と時間を大切に～」
②各種イベント
・ママサポート会・子育て支援
・かかりつけ薬剤師・健康サポート
・骨密度測定
・血圧・肌年齢・ＡＧＥ測定
・薬物乱用防止ｺｰﾅｰ
・介護用品・介護相談
③その他
・明石市薬剤師会の紹介スライドを上映
・「薬剤師の仕事」のパネル展示
・「薬と健康の週間」関連のパンフレットの配布
・「薬物乱用防止」関連のパンフレットの配布

写真

こころ豊かな人づくり神戸500人委員会

公益財団法人　神戸YMCA

一般社団法人兵庫県薬剤師会

設営準備 海釣り公園



団体名

事業名 第50回近畿スポーツ少年大会兼第53回兵庫県スポーツ少年大会 【実践目標：７、12】

事業内容 【事業目的】
　近畿２府４県のスポーツ少年団の交流活動促進と地域における団活動の活性化を図る
ため、近畿府県内の団員・指導者が一堂に会し、親睦を図るとともにリーダーの育成や指
導者間の情報交換の場とする。
【取組内容】
　開催日　平成30年８月３日（金）～５日（日）
　会　場　 国立淡路青少年交流の家
　参加者　団員１３５名、リーダー２５名、指導者８名、役員３名、
　　　　　　 看護師１名　事務局１名　　　計１８３名
　内容　　 ウォークラリー　ウミホタルの観察　砂浜活動　あい染め
　　　　　　 キャンプファイヤ－　交流会

写真

団体名

事業名 こども交通安全教室の開催 【実践目標：７】

事業内容

団体名

事業名 ガールスカウト兵庫県連盟テンダーフット・ブラウニーキャンプ 【実践目標： 7　】

事業内容 【事業目的】
毎年、年代に応じた連盟キャンプを実施。野外活動の様々な体験を実践を通して自然の理
解、五感を養う。自分で考え行動することを学ぶ。仲間と協力しながら互いに信頼しあい、
一人ひとりが自分の役割と責任を受け持つことを身につける。集団生活を通して、生活の
ルール、マナーを守る。野外活動を体験することにより、自分で考え行動する機会として実
施。
【取組内容】
・開催日：2018年7月15日（日）～7月16日（月・振）　1泊2日
・開催場所：国立淡路青少年交流の家
・参加者：128人（就学前の少女から小学1年から3年生の少女を対象、指導者）
・内容：ポイントラリー（SDGsの17の項目を年齢に応じたプログラム）、ﾈｲﾁｬｰｻﾌｧﾘ＆ｸﾞﾘｰﾝ
サファリ、砂浜での運動会、砂の造形、オープンディ（日帰りでプログラㇺに参加も可能）
　以上を2日間にわたって実施。

写真

団体名

事業名 子どもが育つ地域の未来を考えよう　兵庫県子ども会育成者研究集会 【実践目標：７】

事業内容 【事業目的】
子どもが育つ地域の未来を考えることをテーマに研究集会を実施。また、同日、子ども会活動に功
績がある個人や団体の表彰を行い、持続的に子ども・若者を地域で守り育てる取り組みにつなげ
る。
【取組内容】　平成３０年11月11日
シーサイドホテル舞子ビラにて実施　参加者　１６３名
式典（表彰）・若者による「まちあるき」の取り組み紹介・活動展示・パネルディスカッション
コーディネーター NPO 法人 こうべユースネット理事長 辻 幸志 氏
猪名川町子ども会連絡協議会 会長 太田 はるよ 氏
姫路市子ども会連合会 企画 委員 髙永 拡敬 氏
兵庫県子ども会連合会 青年リーダー 御前 純子 氏

兵庫県スポーツ少年団

一般社団法人兵庫県子ども会連合会

一般社団法人ガールスカウト兵庫県連盟

兵庫県交通安全協会婦人部連絡協議会

【事業目的】
　幼稚園から中学校までの生徒及び父兄に対し、交通安全思想を普及させ、交通事故防止を図る。

【取組内容】
・開催日　平成３０年４月から１１月の間
・会　場　 県下の小学校等
・内容　　 県下全域において、学校、警察等の関係者と合同で、道路での歩行訓練、自転車の乗り方訓練、
　　　　　　交通安全意識の高揚を図る人形劇等を実施する交通安全教室を開催した。

実践運動目標７ 子ども・若者を地域で守り育もう

携帯電話、インターネットの普及、深夜営業の増加など社会状況が著しく変化す

るなか、子ども・青少年がたくましく生きる力と豊かな心を身につけられるよう守り育

てましょう。

砂浜活動

兵庫県連盟キャンプ
野外プログラムの一つ「砂の造

形」に仲間と協力して挑戦

会場の様子・パネルディスカッション



団体名

事業名 社会人青年の野外活動を通した仲間づくり（ハイキング等）、小学生対象のキャンプ（田舎
生活体験ｷｬﾝﾌﾟ、わくわくｷｯｽﾞｷｬﾝﾌﾟ）の実施

【実践目標：7】

事業内容 【事業目的】
野外活動ベースのグループ活動による青少年の仲間づくりとリーダーシップ育成。
【取組内容】
・開催日　　 平成30年4月～3月で複数回実施
・開催場所  県内各地
・参加者　   1,000人
・内容　　　 ハイキングやキャンプ（集団宿泊体験）など

団体名

事業名
高等教育における教育費・奨学金問題への取り組み 【実践目標：７】

事業内容 【事業目的】
　日本社会の将来を担う若者が高等教育における教育費負担と
奨学金返済に苦しんでいる状況を受け、その実態把握を行うと
ともに、公費負担の増加や学費・教育費高騰の是正を広く社会に
呼びかけ、国にはその法制化を求めることで、高等教育における
教育費負担の軽減を図る。
【取組内容】
・中央労福協（本部東京）と４７都道府県労福協が中心となって、
　全国一斉　に「奨学金・教育費負担」に関するアンケート調査を
　実施した。現在、調査結果を冊子にまとめ、その実態を広報中。
・引き続き、国に対して法改正等を求めていく。

写真

団体名

事業名 子どもいけばな体験教室 【実践目標：７】

事業内容 【事業目的】
次世代を担う子どもを対象に「いけばな」を体験教室を開催。
心の豊かさを養い日本の伝統文化である「いけばな」の魅力を伝える。
【取組内容】
・開催日　　 平成３０年６月２日（土）・３日（日）
・開催場所  兵庫県公館
・参加者　  １００人
・内容　　　  いけばなの体験教室

団体名

事業名 兵庫県青少年団体連絡協議会への参加 【実践目標：　７　　】

事業内容

(一財)野外活動協会

兵庫県労働者福祉協議会

兵庫県連合青年団

【事業目的】
青少年活動を行う団体のネットワークづくりを推進
【取組内容】
兵庫県青少年団体連絡協議会へ加盟し、県内の青少年団体と情報共有をしている。
〔実践運動目標での紹介文〕
県内の青少年団体とのネットワークづくり

兵庫県いけばな協会

ハイキングの醍醐味



団体名

事業名 日帰り型２０１８　豊かな五国の収穫と発見 【実践目標：7】

事業内容 【事業目的】
人間関係の希薄化やグローバル化が進むなか、ひょうごの元気を維持・創出していくには、心の拠
り所を兵庫にもつ人“ふるさと意識”を持つ人材を育てていくことが重要である。青少年が“身近な地
域での社会体験”や“豊かな自然に触れる体験”をすることで、世代間や地域間の交流を深めるとと
もに、ふるさとを大切にする心を養い、ふるさと意識の醸成を図る。

【取組内容
①５月20日　竹林散策と筍とり（日帰り型体感教室）
  地元、上大沢里づくり協議会主催の事業に兵庫県青年洋上大学同窓会が参
  加者を対象としたレクリエーションプログラムを主催する事業。
  募集参加者の方々への誘導、昼食時のレクリエーションとおもてなしプログラ
  ム（筍かり）を実施する　・参加者４２人（スタッフ９名含む）
  参加者子ども対象にレクリェーションを実施する（ジャンケン大会など）

②８月５日　どろんこキッズ集まれ（日帰り型体感教室　レクリエーション、クラフ
   ト工作）おおぞうどろんこバレーボール実行委員会主催事業に兵庫県青年
　洋上大学同窓会が子ども向けプログラムを主催する。第20回を迎える、どろん
　こバレーボール大会に子ども向けプログラムを提供する。
  １．どろんこバレー会場でレクリエーション
  ２．会場、受付後のテントで子ども向け「クラフト工作：ロボット型キーフォ
      ルダー」の作製
  ３．参加者　７２名（スタッフ４名含む）

③３月24日　いちご摘み＆デザートづくり
　兵庫県青年洋上大学同窓会主催の日帰り型体感教室。上大沢、地元のいち
  ご農園を使用した「いちご摘み」とデザートづくりの為の食材調達を実施する。
  今回のプログラムは、参加者が思い思いのデザートづくり。小容量の透明ケー
  ス１個を使用して「手作りデザート」づくり。
　今回は、和と洋のコラボレーションデザートでした。（わらび餅／いちごとアイス
  クリーム）
　昼食前に、芝生広場を使用したレクリエーションを行いました。
　昼食後は、「木製の洗濯ばさみ」を使用した、クリップを作製しました。
　・参加者１８名（スタッフ４名含む）

写真

団体名

事業名 青少年を守り育てる県民スクラム運動の展開 【実践目標：７　】

事業内容 【事業目的】
　青少年愛護条例の意義を踏まえつつ、地域、学校、保護者、事業者、行政等が連携し
て、未成年者の飲酒・喫煙、万引き、薬物乱用の防止やインターネット利用対策等、青少
年の非行防止と社会環境の浄化を図るとともに、健全育成に対する県民意識の高揚を図
るための県民スクラム運動を展開
【取組内容】
○青少年育成全県スクラム会議
・開催日   　平成30年7月2日（月）
・開催場所　兵庫県民会館
・参加者　　 全県スクラム会議構成団体・企業・行政機関等60名
・内容　      青少年愛護条例に基づく取組について
　　　　　　　 非行防止・青少年健全育成の取組について

団体名

事業名 スマホサミットinひょうご2018 【実践目標：　７　】

事業内容 【事業目的】
　青少年の安全・安心なインターネット利用について、家庭・学校・地域の関係者が青少年
とともに考え、学び、取組みの輪を広げる機会とする全県大会を実施

【取組内容】
・開催日　　　平成30年12月16日（日）
・開催場所　 兵庫県公館
・参加者　　　約300名
・内容　　　　 「青少年インターネット利用対策活動事例」優秀取組発表
　　　　　　　　「ひょうごケータイスマホアンケート」結果報告
　　　　　　　　ひょうごの青少年によるネット利用ルールづくり公開討論会
　　　　　　　　「ひょうごスマホ宣言2019」の発表  等

（公財）兵庫県青少年本部

兵庫県青年洋上大学同窓会

（公財）兵庫県青少年本部

どろんこキッズ記念品の

ロボットキーフォルダー

どろんこキッズ

ジャンケン大会

上：全県スクラム会議

下：未成年飲酒防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

上：優秀取組発表

下：スマホ宣言発表



団体名
事業名 ふるさとづくり青年隊事業 【実践目標：7】
事業内容 【事業目的】

　地元青年と公募青年による「ふるさとづくり青年隊」が、地域団体等と連携・協力して、地
域の活性化や課題解決に取り組むことにより、若者のふるさとへの関心や地域貢献への
意識を高め、将来の地域づくりの核となる人材を育成する。
【取組内容】
　30年度助成団体数：９団体　　参加青年数：96名（地元：47名、公募49名）
　ふるさとづくり青年隊活動報告会の開催
　・開催日　　　平成３１年３月３日（日）
　・開催場所　 姫路キャッスルグランヴィリオホテル
　・参加者　　　１０３人
　・内容　　　　 活動報告、活動展示、交流会　他

団体名

事業名 子どもの冒険ひろば事業 【実践目標：７】

事業内容 【事業目的】
　身近な地域の大人が見守る中、子どもたちが自由な発想でのびのびと遊びながら、たく
ましく生きる力を育む場の開設・運営に補助し、子育ての居場所を提供している団体で交
流会を開催
【取組内容】
　30年度助成団体数：４２団体
　子どもの居場所づくり交流会2017（拡大子育て３ひろば交流会）の開催
　・開催日　　　平成３０年１０月１３日（金）
　・開催場所　 兵庫県民会館　パルテホール
　・参加者　　　１２５人
　・内容　　　　 講演・ワークショップ　…　講師：CSこうべ理事長　中村順子氏

団体名

事業名 推進フォーラム 【実践目標：8　　】

事業内容 【事業目的】
全県の参画団体を含め広く県民に参加を呼びかけ、ひょうご健康づくり県民行動指標を確
認し、健康づくりの普及を促進するためフォーラムを開催した。
【取組内容】
開催日：平成30年５月31日（木）
開催場所：兵庫県看護協会ハーモニーホール
参加者：349人
健康づくり等に係る知事及び健康財団会長表彰、健康ひょうご21県民運動について、健康
体操
講演　「“脱”座りすぎ生活－それでもあなたは座り続けますか？－」
　    講師　早稲田大学スポーツ科学学術院
　　　　　  　　教授　岡　浩一朗　氏

団体名

事業名 将来の農業の担い手育成のための支援事業 【実践目標：８】

事業内容 【事業目的】
　ＪＡグループ兵庫において「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」に向
けた自己改革を推進する中、将来の農業の担い手育成への支援を目的として、県内農業
系学校・施設に実習用農業機械等の寄贈を実施。

【取組内容】
・寄贈先/機器等　①県立農業大学校　：　スピードスプレーヤ・バックホー
　　　　　　 　　　　　②県立但馬農業高等学校　：　トラクタ・草刈機
　　　　　　 　　　　　③楽農生活センター　：　パイプハウス

写真

全国共済農業協同組合連合会兵庫県本部

(公財)兵庫県青少年本部

(公財)兵庫県青少年本部

健康ひょうご21県民運動推進会議

実践運動目標８ 食の安全安心と食育・健康づくりを推進しよう

食の安全・信頼を確保するとともに、食育への取組みを広げていきましょう。また、

一人ひとりが健康で質の高い生活を送ることができる社会の実現をめざしましょう。

岡 浩一朗氏 講演

県立但馬高等学校にて

子どもの冒険ひろば事業



団体名

事業名 平成30年度全県スポーツサミット 【実践目標：８】

事業内容 【事業目的】
「スポーツクラブ21ひょうご」関係者を中心に、各市町スポーツ推進委員や大学・企業等の
スポーツ関係者を交え、研修及び情報交換等を通じて連携を図るとともに、ライフステージ
に応じた地域スポーツの推進とクラブの活性化をめざす。
【取組内容】
・開催日　　 平成30年12月８日（土）
・開催場所  養父市立ビバホール、養父体育館、公民館
・参加者　   約250人
・内容　　　  基調講演「スポーツと地域づくり」　ジャーナリスト　二宮清純 氏
　　　　　　　　スポーツ体験会

写真

団体名

事業名 世代別に取り組む生活習慣病予防のためのスキルアップ事業 【実践目標：８】

事業内容 【事業目的】
　健康日本21（第2次）の目標を踏まえ、年代別に合わせた食生活改善の推進と社会環境
の整備に取り組む。若者世代は朝食欠食・食事バランス、働き世代は生活習慣病予防とし
て肥満予防と減塩対策、高齢世代には新しい居場所になる「シニアカフェ」をオープンさ
せ、低栄養予防や孤立化を防ぐことを目的に講習会を開催
【取組内容】
　若者世代（高校生・大学生）　　実施回数：20回　　参加者数：443名
　働き世代（就労者）　　　　　　　 実施回数：18回　　参加者数：364名
　高齢世代（シニアカフェ）　　　　 実施回数：15回　　参加者数：360名

写真

団体名

事業名 近畿農政局兵庫県拠点　夏休み子ども見学デー 【実践目標：８　】

事業内容 【事業目的】夏休みに、食や農林水産業について体験しながら学び、国の行政機関が行っ
ている仕事について紹介し、夏の自由研究に役立つ。

【取組内容】※平成30年8月2日（木）10:00～16:00・3日（金）10:00～15:00参加人数2日間で
約300人・神戸地方合同庁舎　兵県栄養士会ブースでは2日（158人）3日（101人）合計（259
人）
事業内容　食育、SATシステムを使った1食分の食事診断とアドバイス（食事を選ぶ楽しさ
と普段の食事を振り返り、子供から大人まで楽しんでいただけた。参加者には食育消しゴ
ムを配布し大変好評であった）

団体名

事業名 がん・結核セミナーの開催 【実践目標：8】

事業内容 【事業目的】
結核・がんに関する正しい知識の普及、早期発見及び早期治療の認識を高める。

【取組内容】
・開催日　　平成30年9月21日
・開催場所　　神戸ポートピアホテル
・参加者　　329人
・内容　　講演①演題：「いまだ終わらない結核～予防と治療の大切なポイント」
　　　　　　　　　　講師：兵庫県健康福祉部参事兼疾病対策課長　山下輝夫　氏
　　　　　　講演②演題：「人はがんとどう向き合うか？」
　　　　　　　　　　 講師：公益財団法人日本対がん協会　会長　垣添忠生　氏
　

写真

兵庫県いずみ会

公益財団法人兵庫県健康財団

スポーツクラブ２１ひょうご全県連絡協議会

公益社団法人兵庫県栄養士会　栄養ケア･ステーション

二宮 清純氏 講演

高校生を対象に実施

（加東市いずみ会）

垣添会長 講演



団体名

事業名 兵庫県生協大会 【実践目標：８】

事業内容 【事業目的】
生協理解と認知度を高め広めるために毎年１０月に開催する生協大会の場で「県民の心
と体の健康習慣づくりを促進する」ことを目的に講演会を開催した。
【取組内容】
開催日：平成３０年１０月４日（木）
開催場所：兵庫県民会館けんみんホール
参加者：２８５人
内容：第一部は永年の生協運動への貢献を表し県知事感謝（２人）と兵協連会長表彰を
行った（２１人）
第２部では「健康」をテーマに「食べることと歩くことが出来れば人生は幸せ」をテーマに未
来クリニックの今井一彰院長が息育・足育について講演した。

写真

団体名

事業名 「まちの保健室」防煙および乳がん自己検診啓発活動 【実践目標：８】

事業内容 【事業目的】
健康長寿の最大の阻害要因となる生活習慣病対策として、乳がん自己検診推進等女性の
健康に関する取組み、たばこ対策受動喫煙防止に関する指導を強化する
【取組内容】
・世界禁煙週間～たばこの影響について知ろう～
日時：平成30年5月31日,6月1日,5日,6日　各日12:30～14:00
場所：兵庫県看護協会エントランスホール
内容：スモーカーライザーを用いた呼気中CO濃度の測定と禁煙指導
参加者：延べ62名　　派遣：看護職等延べ16名
協会に研修等で来館している方や地域の方の呼び込みをして測定。受動喫煙や副流煙、
更には二次的受動煙が問題となることを説明。
・世界禁煙デー・乳がん自己検診法啓発活動出前隊
日時： 平成30年6月3日13:30～15:30
場所：イオンモール神戸南店
内容：スモーカーライザーを用いた呼気中CO濃度の測定と禁煙指導、乳がん自己検診法
参加者：110名（禁煙デー75名,乳がん自己検診法35名）派遣：看護職等8名

団体名

事業名 「ライオン×兵庫県歯科医師会」スペシャルイベントinキッザニア甲子園 【実践目標：　8　】

事業内容 【事業目的】
子ども向け職業体験テーマパーク（キッザニア甲子園）に来場した子どもたちが歯科医師
になり、保護者などの歯科健診を行うことで、永久歯と乳歯の違いを理解し、「歯の健康づ
くり」や「摂食・嚥下」について親子で一緒に考える体験型のイベントを実施
【取組内容】
・開催日　　　平成30年5月31日（木）
・開催場所　　キッザニア甲子園
・参加者　　　1200人（親子600組1200人）
・実施内容　　①唾液検査　②親子歯科健診　③デンタルチャート作成

写真

団体名

事業名 骨粗しょう症検診・栄養指導 【実践目標： ８ 】

事業内容 【事業目的】
寝たきりの原因として問題になっている骨粗しょう症の早期発見、早期予防のため実施。
【取組内容】
・開催日、場所  平成30年  4月21日(土)：ＪＡ兵庫みらい本店
　　　　　　　　　　 平成30年  9月  2日(日)：三木市総合保健福祉センター
　　　　　　　　　　 平成30年11月10日(土)：伊丹市昆陽池公園
                       平成31年  1月22日(火)：ＪＡ兵庫六甲西宮支店
                       平成31年  1月29日(火)：稲美町コスモホール
・参加者　　　　　延べ274人
・内容　　　　　　 骨粗しょう症検診
　                    事後指導…検診結果の説明と骨粗しょう症予防に着目し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　た食生活についてのアドバイス

写真

兵庫県生活協同組合連合会

公益社団法人兵庫県看護協会

(一社）兵庫県歯科医師会

兵庫県厚生農業協同組合連合会

世界禁煙週間イベント

世界禁煙デー出前隊

親子歯科健診

骨粗しょう症検診会場



団体名

事業名 消費者フェスティバル 【実践目標：８、９】

事業内容 【事業目的】
　　消費行動を通じて公正かつ持続的な社会の形成に積極的に参加し、
　安全で安心な消費生活を守り豊かにくらせる社会を築く
【取組内容】
　　日　　　時 ： 平成31年1月24日　13：30～
　　場　　　所 ： 神戸市立婦人会館
　　入場者数 ： 一般市民、神戸市消費者協会員約200人
　　テ　ー　マ ： 食品ロス
　　講演講師 ： 特定非営利活動法人ごみじゃぱん代表理事、
　　　　　　　　　　神戸大学大学院経済学研究科　石川雅紀教授
　　　　　　　　　　北区連合婦人会髙尾ひろ子会長

写真

団体名

事業名 おいしいごはんを食べよう県民運動 【実践目標：５、８、９】

事業内容 【事業目的】
 おいしいごはんを食べよう県民運動が20周年を迎えることから、これを記念し、県政150周
年記念「県民連携事業」の活用等により、推進協議会会員に例年の活動内容に「プラスワ
ン」する事業の展開を働きかけ、会員による活動強化を行った。
【取組内容】
１　活動実績：50団体、1,137,450人参加
２　主な取組内容
　・幼児を対象にした「かまど炊飯体験」と保護者を対象にした食育講義
　・子育て世代、大学生を対象にした料理教室
　・ごはん食を普及啓発する講演会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

写真

団体名

事業名 環境にやさしい３R生活を推進 【実践目標：９　】

事業内容

団体名

事業名 環境チャレンジ発表大会 【実践目標：９】

事業内容 【事業目的】
　環境保全活動を通して学んだ環境保護の大切さを発信するため， ユニークな環境保全
活動を実践している小学校を選出し，「ＪＡバンク兵庫 小学生の環境チャレンジ発表大会」
を開催。

【取組内容】
・開催日　　　　平成31年3月2日(土)他
・開催場所　　 神戸国際会議場メインホール他
・参加者　　　　計　約2,000人
・内容　　　　　 小学生の環境保全活動発表

写真

【事業目的】
消費者が自らの社会的責任を自覚して環境問題に取り組むことにより、消費者の意識高揚を図るとともに、循環型社会の
構築をめざして環境にやさしい３R生活を推進する。

【取組内容】
マイバッグ持参運動の推進、リサイクル県民運動の推進、省資源・省エネルギー運動の推進、地球温暖化防止運動の推
進。具体例として、各消費者団体で食品ロス削減のために実践しているアイデアのアンケートを実施し、『すぐに役立つ！食
品ロス削減アイデア集』（冊子）を作成し、配付した。

兵庫県消費者団体連絡協議会

兵庫県信用農業協同組合連合会

おいしいごはんを食べよう県民運動推進協議会

神戸市消費者協会

実践運動目標９ 地球環境時代にふさわしいライフスタイルを確立しよう

地球温暖化、生物多様性、廃棄物などの地球環境問題の重要性を認識し、日常の身近なと

ころから、地球環境に負荷を与えない生活を実践しましょう。

かまど炊飯体験

基調講演 石川教授

STOP食品ロス！

～私たちにできること～



団体名

事業名 省エネ家電買い替え促進事業 【実践目標：９】

事業内容 【事業目的】
兵庫県内の家庭においてエネルギー利用の効率化を促進するため、省エネ性能の高い冷
蔵庫購入費用の一部を補助する。

【取組内容】
家電製品のうち省エネ効果の高い冷蔵庫について、スマートライフマイスターの店を通じて
5 つ星製品に買い替える費用の一部を補助した。
・補助金額 定額3 万円
・補助件数　220件
・CO2 排出削減量 42,240 kg-CO2

写真

団体名

事業名 平成30年度環境教育 【実践目標：　9　】

事業内容 【事業目的】未来を担う小中学生を対象として公共用水域の水質に着目した体験型の環境
学習を企画し、環境マナーのこころを育てることを目的とする環境教育を立案し、平成18年
度より毎年実施している。
【取組内容】①平成30年7月31日（火）加古川市立両荘中学校生徒及び教師
（生徒10名、教師1名）、兵庫県水質保全センター事務局で加古川市内を流れる2つの河川
（小川・曇川）の水質調査を行った。②平成30年8月7日（火）洲本市立青雲中学校生徒及
び教師（生徒16名、教師3名）、兵庫県水質保全センター事務局で洲本市内を流れる2つの
小河川（白馬水路・都志川）の水質調査を行った。

団体名

事業名 コープ活動の森づくり 【実践目標：１０】

事業内容 【事業目的】兵庫県立尼崎の森中緑地は、元々は埋め立て地で工場が立ち並んでいまし
た。ここに16万本の苗木を植え、多様な生物がくらす生物多様性の森を100年かけて作っ
ています。コープこうべではこの活動に賛同し、ＮＰＯ法人あまがさき環境オープンカレッジ
と協働で、2箇月に一度、年５回にわたって苗木の成長を楽しみながら、草刈や間伐といっ
た森の手入れを行いながら、環境に親しみを持てるイベントを企画・実施しています。

【取組内容】
尼崎の森中央緑地/4月28日～(5回開催)/参加のべ126組237人

写真

団体名

事業名 2018ひょうごまちなみガーデンショーin明石 【実践目標：１０】

事業内容 【事業目的】
  美しい県土づくりに向けて、花と緑のまちづくりを通じて県民の花と緑に関する意識の向
上を図るため、幅広い県民の参画と協働によるイベントとして実施
【取組内容】
・開催期間    平成30年9月22日(日)～平成30年9月30日(日)
・開催場所    明石公園､明石駅周辺､明石商工会議所及び明石市立花と
                  緑の学習園など
・来場者数    94,500人
・内      容    ガーデンコンペ・ひょうご、デモンストレーションガーデン、
                  伝統園芸展示など

写真

(一社）兵庫県水質保全センター

(公財)兵庫県園芸･公園協会

（公財）ひょうご環境創造協会

生活協同組合コープこうべ

実践運動目標１０ 花と緑あふれる美しい県土づくりを推進しよう

花と緑を活かした活動を通じて、心の通い合うコミュニティづくり、地域の文化発

掘や景観醸成、環境に配慮した社会や豊かな自然の育成をめざしましょう。

尼崎の森中央緑地

明石公園会場の様子

水生生物の捕獲



団体名

事業名 兵庫県下一斉海浜清掃 【実践目標：　10　】

事業内容 【事業目的】
女性部員の海浜一斉清掃作業を通じて、海に対する環境保全思想の啓蒙普及を漁業者
のみならず広く地域住民に図るため実施。

【取組内容】
・開催日：平成３０年７月～９月
・開催場所：兵庫県下の各漁港周辺
・参加者：延べ６００人
・内容：海浜清掃作業を実施するとともに、海水浴客や釣客等に対し、海を美しくする運動
への協力を求めた。

団体名

事業名 国立公園清掃活動事業 【実践目標：１０　　】

事業内容 【事業目的】
自然公園法第１９条の主旨に基づき、国立公園内の道路、広場、キャンプ場、水浴場その
他の公共の場所について美化清掃を実施し、自然環境を清潔に保持すること
【取組内容】
・実施期間 ：平成３０年１０月１日～平成３０年１２月３１日
・開催場所 ：瀬戸内海国立公園及び山陰海岸国立公園
・作業人員 ：140人
・内容 ：国立公園内の集団施設地区又はこれに準ずる利用地域において、公園利用者が
もたらすゴミ等の廃棄物の収集、処分等を行う

写真

団体名

事業名 森と緑とのふれあい支援事業 【実践目標：　10　】

事業内容 【事業目的】
森林ボランティア団体等が行う、広く県民が参加する森林保全活動や森に親しみ、多様な
森林の利活用を進めるための情報提供活動、子どもたちの森林学習体験活動を支援し、
県内の森づくり及び地域緑化の取組を促進する。
【取組内容】
１　森林ボランティア活動支援事業
・広く県民が参加する森林保全活動や樹木の植栽等の森づくりイベントの開催に要する経
費を助成した。（助成対象　１２団体）
２　森林利活用情報提供事業
・森に親しみ、多様な森林の利活用を進めるための広報・案内など情報提供に要する経費
を助成した。（助成対象　６団体）
３　森林学習体験活動支援事業
・森林ボランティア団体や市町緑化推進委員会等が、子どもたちの森林学習体験活動を行
うために必要な材料費、指導費等を助成した。（助成対象　６団体）

団体名

事業名 【実践目標：10】

事業内容 【取組内容】

手入れの遅れた放置林を災害に強い森林へと変える森林整備を推進

写真

兵庫県森林組合連合会

兵庫県漁協女性部連合会

兵庫県自然公園美化推進協議会

公益社団法人兵庫県緑化推進協会

海浜清掃の様子

清掃の様子

（間伐・除伐の作業）

放置林での間伐作業



団体名

事業名 淡路島くにうみ講座 【実践目標：11】

事業内容 【事業目的】
淡路島への交流人口が増加する中、島内外の多くの人々に、淡路島のすばらしい自然、
歴史、文化等を広く知っていただき、淡路島の活性化と人づくりを目的とした講座を開催。
【取組内容】
・実施回数　年６回
・講　　　師　武田　信一氏（淡路地方史研究会顧問）、金子　明人氏（園芸研究家）、長谷
川　義史氏（絵本作家）、里中　満智子氏（マンガ家）、ジェフ・バーグランド氏、（京都外国
語大学国際貢献学部教授）、稲畑　廣太郎氏（俳人・ホトトギス主宰）
・参加人数　1,365名

写真

団体名

事業名 第１２回にしきた　LALALAﾐｭｰｼﾞｼｬﾝｺﾝﾃｽﾄ‘２０１８ 【実践目標：１１】

事業内容 【事業目的】
地域団体、商業者、住民が一体となり音楽の街にしきたのアピール、音楽による街の活性
化と賑わいづくりを目指す。
【事業内容】
近畿2府4県及び近隣5県より出場者を募り、連携4団体の4会場で公開予選、決選、及び、
にしきた特別賞、審査員特別賞の2組をゲストに迎え、グランプリ受賞者のコンサートを実
施した。
【取組内容】
予選：平成30年 9月  9日(日）西宮公同教会チャペルホール
　　　　　　　　　　 9月16日(日）西宮市大学交流センター大講義室
　　　　　　　　　　 9月23日(日）阪急西宮ガーデンズ木の葉のステージ
決選：平成30年10月26日(金）兵庫県立芸術文化センタ‐中ホール
グランプリ・プレミアムコンサート
　　　：平成31年 3月10日(日）西宮市プレラホール         来場者数合計：１，６３０名

写真

団体名

事業名 東播磨の地域文化を考える会 【実践目標：11】

事業内容 【事業目的】
　地域の文化団体関係者や地域文化に関わる者が一堂に会し、地域における文化振興の
現状や課題、地域の特色を生かした事業の推進方策について情報交換や協議を行い、地
域文化の活性化を図る。
【取組内容】
・開催日　　 平成31年３月２日（土）
・開催場所  嬉野台生涯教育センター　講堂
・参加者　   １００人
・内　容　   講演「伝統文化の継承とふるさとづくり」
　　　　　　　　　講師：加古川市立松風ギャラリー館長　岩坂　純一郎　氏
　　　　　　　アトラクション：シャンソン　（セラビ）
　　　　　　　パネルディスカッション
　　　　　　　　伝統文化の継承とふるさとづくりのテーマとのもと、岩坂氏を
　　　　　　　　コーディネーターとして３人のパネリストによる討論会
　

写真

東播磨文化団体連合会

(一財)淡路島くにうみ協会

阪神南文化振興団体連絡協議会

実践運動目標１１ 芸術文化を活かしたまちづくりを推進しよう

芸術文化（伝統文化・地域文化含む）が暮らしに息づき、芸術文化で人や地域を

元気にする豊かな社会をめざしましょう。

里中 満智子氏 講演

ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾝｻｰﾄちらし

岩坂純一郎氏 講演



団体名

事業名 播州段文音頭大会 【実践目標：１１】

事業内容【事業目的】
唄い踊り継がれてきた播州段文音頭の保存会が一堂に集まって交流を図り、活動の
活性化とともに、地域文化の振興に寄与する。

【取組内容】
日時：　平成３０年８月２５日（土）　１４：００～１６：００
場所：　西播磨文化会館
当日の事業内容：
　　　　播州段文音頭披露６保存会、郷土芸能発表１団体、
　　　　播州段文音頭総踊り
参加者：３５０名

写真

団体名

事業名 第50回　兵庫県私学連合音楽会 【実践目標：１１】

事業内容 【事業目的】
　県下の私立小中高の児童生徒の芸術力を高めること。今回は兵庫県政150年を記念し
て実施

【取組内容】
・開催日　平成30年12月16日（日）
・開催場所　神戸国際会館
・参加団体　42団体
・内容　各私立小・中・高等学校による合唱、合奏

写真

団体名

事業名 “こころ豊かな美しい中播磨”をめざす県民運動推進大会 【実践目標：１１】

事業内容 【事業目的】
　県民運動の一層の推進を図るため、県民運動の実践団体や県民が集い、交流し、考え
る場として「研修会」を開催した。
【取組内容】
・開催日　　 平成30年６月11日（月）
・開催場所  姫路総合庁舎職員福利センター
・参加者　   35人
・内容　　　  演題：「銀の馬車道・鉱石の道」日本遺産認定と住民主体による
　　　　　　　　　　　 「活性化協議会」の構築について
　　　　　　　 講師：播但沿線活性化協議会　代表　小野康裕氏

写真

団体名
事業名 伝統文化体験フェスティバル 【実践目標：１１】
事業内容 【事業目的】

　伝統文化の新たな担い手を発掘するため、県域文化団体等の協力を得て、初心者向け
の伝統文化の実演や体験講座を実施し、伝統文化の魅力を多面的に紹介するとともに、
外国人にも日本の伝統文化を体験・見学できる通訳付きツアーを実施。
【取組内容】
・開催日　　  平成３１年３月９日（土）・１０日（日）
・開催場所　 兵庫県公館
・参加者　　  2,958人
・実施分野　 いけばな（兵庫県いけばな協会）ほか２３分野

写真

西播磨文化協会連絡協議会

一般社団法人　兵庫県私学総連合会

こころ豊かな美しい中播磨推進会議

公益財団法人 兵庫県芸術文化協会

播州段文音頭総踊り

私学連合音楽会 演奏

小野康裕氏講演

外国人によるいけばな体験



団体名

事業名 阪神北こども文化フェスタ 【実践目標：１１】

事業内容 【事業目的】
こどもたちに文化の発表・鑑賞機会を提供し、地域で受け継がれてきた文化活動に対する
関心や理解を深め、次世代に継承する機運を醸成するとともに、地域の活性化と青少年
の健全育成を図ることを目的に、地域の文化や魅力を発信するフェスタを開催。
【取組内容】
・開催日　　　平成３０年１０月２７日（土）
・開催場所　 三軒寺前広場／みやのまえ文化の郷（伊丹市）
・内容
　①彩りフェスタ
 　・ダンス　　　川西明峰高等学校ダンス部（川西市）
　　　　　　　　　ダンス・デ・フレンズ（猪名川町）
 　・コーラス　　田中星児with三田松聖高等学校コーラス部（三田市）
 　②和文化体験会場
 　・能楽　　こども能楽お囃子クラブ（伊丹市）
 　・日本舞踊　　子供日本舞踊さくらの会（川西市）
 　・詩吟　　川西市詩吟連盟 （川西市）
 　・日本舞踊　　上方舞こども萠の会（伊丹市）
 　・詩吟詩舞　　三田吟剣詩舞連盟（三田市）
 　・民謡　　民謡あけみ会（三田市）
 　・工作体験・絵画展示　　川西市絵画協会（川西市）
 　・きりえ体験・展示　　三田きりえフォーラムこきりこ（三田市）
・来場者：９００人
　

団体名

事業名 ふれあいの祭典大茶会 【実践目標：１１】

事業内容 【事業内容】
　県政150周年記念の茶会を、永年県下で「和敬清寂」の精神の教えで活動してきた諸流
が４４年前、現在の『兵庫県茶道協会』として集まり、後に、加入した流派も合わせた９流派
をパネルで紹介し、又当日は４流派による茶席を設け、県民の皆さまに「和敬清寂」の体験
を提供した。
　多くの県民がすばらしい伝統文化の茶道を楽しまれた。
【取組内容】
・開催日　　 　平成３０年１０月１４日（日）
・開催場所　　兵庫県公館
・参加者　　　 2,539名（4席延べ人数）

写真

団体名

事業名 民踊のつどい 【実践目標：11】

事業内容 【事業目的】
　　伝統的な民衆文化としての民踊を正しい形で次の世代へ引き継いで
　いく
【取組内容】
　　日　　　時 ： 平成30年8月1日～8月2日　11：00～
　　場　　　所 ： 神戸国際会館こくさいホール
　　入場者数 ： 2.583人
　　取組件数 ： 100グループ、1.100人の出演（全市から出演者を募集）
　　事業内容 ： 兵庫県民謡、新舞踊等の民踊の発表
　　　　　　　 　　 日頃のお稽古の成果披露、全市からの出演者の交流
　　　　　　　  　　伝承文化として民踊を続けていく

写真

阪神北文化振興団体連絡協議会

神戸市婦人団体協議会

兵庫県茶道協会

ダンス・デ・フレンズ

（猪名川町）

上方舞こども萠の会

（伊丹市）

お茶会の様子

神戸国際会館こくさい

ホールで民踊を披露



団体名
事業名 国際交流「ミートイン台湾」 【実践目標：１２】
事業内容 【事業目的】

　昨年8月、台湾・桃園市スカウト連盟と国際交流協定を結んだのを機に、国際友愛精神の
増進を図るとともに、異文化に触れて国際理解を深めるのが狙い。継続性のある交流をす
るため、相互訪問することになった
【取組内容】
　2019年3月29日から3月31日の2泊3日の日程で、桃園市の石門榮地で交流キャンプを実
施。兵庫連盟からはスカウト17名、指導者14名、桃園市からスカウト100名、指導者60名が
参加。テントで起居をともにし、ハイキングやキャンプファイヤーなどで友情の絆を結んだ。
キャンプの前後には、３班に分かれた兵庫のスカウトたちは、独自の活動に取り組んだ。
来年２月には桃園市のスカウトが兵庫を訪れる予定

写真

団体名
事業名 ひょうごの農とくらし研究発表大会での「ひょうご農業女子交流会」 【実践目標：１２】
事業内容 【事業目的】

　農とくらしにおいて先導的な活動を実践している農林漁業者が一堂に集まり、地域を越え
て交流し、日頃の研究成果を相互に交換することにより、元気な農山漁村作りの推進を図
る。
【取組内容】
・開催日　平成31年2月7日（木）
・開催場所　神戸新聞松方ホール
・参加者　370名
・内容　ひょうご農業女子交流会として、5名の代表女性農業者によるリレートーク及び討
　　　　　論会を開催し、生活研究グループの活性を図った。

写真

団体名
事業名 虹の仲間で森づくり 【実践目標：12】
事業内容【事業目的】

　豊かな海を次の世代に引き継いでいくため、「豊かな森が豊かな海を育てます」
を合言葉に、森づくりを実施しました。
【取組内容】
・開 催 日　　平成30年12月1日(土)
・開催場所　　神出神社（神戸市西区）
・参 加 者　　160人
・内　　容　　除伐作業

写真

団体名
事業名 キャンプを通した都市農村交流（神戸市・加古川市から宍粟市・姫路市の農村へ） 【実践目標：12】
事業内容 【事業目的】

　各地域で様々な県民運動に取り組むグループやリーダー、地域団体と行政とのネット
ワークの形成・情報交換等を行い、県民運動実践活動団体や個人相互の交流の促進・連
帯意識の醸成を図るための啓発として実施
【取組内容】
・開催日　　 平成30年4月～3月で計６回実施
・開催場所  県内各地
・参加者　   100人
・内容　　　 民家訪問や地産地消の調理体験、歴史文化体験など

兵庫県漁業協同組合連合会

(一財)野外活動協会

日本ボーイスカウト兵庫連盟

兵庫県生活研究グループ連絡協議会

実践運動目標１２ 地域を越えた多彩な交流を進めよう

都市と農村など他の地域と積極的に交流することによって、地域に関わる人口を

増やし、地域の活性化や第二のふるさとづくりを進めましょう。

(上)桃園市長へ表敬訪問

(下)混成班ですぐに仲良く

ひょうご農業女子交流会

森づくり参加者の集合写

雪残る山里でキャンプ



団体名
事業名 歴史ハイキング 【実践目標：１２】
事業内容

団体名
事業名 地域づくり活動功労者の記念写真の作成 【実践目標：12】
事業内容 【事業目的】

地域づくり活動功労者表彰式(自治賞、くすのき賞、こうのとり賞、のじぎく賞、阪神北青少
年本部長賞)の記念写真の作成
【取組内容】
・開催日　　　平成３０年１１月１７日（土）
・開催場所　 伊丹アイフォニックホール
・表彰数　　　３３件
・参加者　　　１８０名

団体名
事業名 たじま地域づくり活動交流フェスタ 【実践目標：12】
事業内容 【事業目的】

　様々な分野、地域で活動している団体や個人が、個々の活動をつなげ但馬全域の地域
活動を発展させるため、事例発表やワークショップにより団体相互の連携やノウハウを共
有するため実施

【取組内容】
・開催日　　 平成31年3月3日（日）
・開催場所  兵庫県立但馬長寿の郷
・参加者　   約90人
・内容　　　  「兵庫県こうのとり賞・くすのき賞」表彰式
　　　　　　　 活動発表…「かんなべ高原ジャズ」
　　　　　　　　　　　　　　　発表者:かんなべ高原ジャズ実行委員会
　　　　　　　 講演…「但馬の地域づくり～後継者育成を共に考えよう～」
　　　　　　　　　　　　講師:平櫛　武（兵庫県地域再生アドバイザー）

写真

団体名
事業名 地域づくり活動応援事業の実施 【実践目標：１２】
事業内容 【事業目的】

　地域団体が協働のネットワークを広げることなどにより、地域社会の共同利益の実現を
図る取組に対して助成する「地域づくり活動応援事業」を実施

【取組内容】
・募集期間：平成30年4月2日（月）～5月11日（金）
・応募件数：17件（助成金額3,700千円）
・事業提案会：平成30年6月13日（水）※洲本総合庁舎会議室
・交流・報告会：平成31年3月5日（火）※洲本総合庁舎会議室

写真

団体名
事業名 こころ豊かな美しい西播磨実践交流大会 【実践目標：12】
事業内容【事業目的】

　「こころ豊かな美しい西播磨」をめざす県民運動の一層の高揚を図るため、地域
づくり活動応援事業助成団体の活動発表を中心に、意見交換等を通じ、団体間の相
互交流や連携を深め、重層的なネットワークづくりを推進する。
【取組内容】
・開 催 日　　平成31年３月10日（高校枠）
　　　　　　　平成31年３月17日（一般枠、子育て・結婚応援枠）
・開催場所　　西播磨総合庁舎１階大会議室
・参 加 者　　10日：89名、17日：51名
・内　　容　　地域づくり活動応援事業の活動報告、参加者の交流

写真

こころ豊かな美しい西播磨推進会議

こころ豊かな美しい但馬推進会議

こころ豊かな美しい淡路推進会議

兵庫県ユースホステル協会

【事業目的】
自然とのふれあいを深め、若者と高齢者世代の交流を目的に実施
【取組内容】
年間１０回の県内はもとより県外も含めての歴史を探るハイキングの実施
主な行先：伊丹緑道・多田街道、石清水八幡宮、高岡「御車山祭」、福崎・春日山、吉備路の旅、敦賀・気比神社等
参加者：毎回約５０名

こころ豊かな美しい阪神北推進会議

記念撮影

ワークショップ

「後継者育成を共に

考えよう」

交流・活動報告会

高校生の活動報告



団体名
事業名 輝く地域づくり研修会（第６回） 【実践目標：１２】
事業内容 【事業目的】

　地域振興に造詣の深い学識者の講演や先進事例を聞くとともに、意見交換を行うことに
より、協力体制やアイデアの共有を図る。
　また、政策情報の収集及びネットワークを作ることにより、地域が共通して抱える課題解
決に取り組み、各地域の振興に資する。

【取組内容】
・開催日　　 平成30年7月13日（金）～14日（土）
・開催場所　新温泉町「ゆめ春来」
・参加者　　 90人
・内容　　　　講演①「町での地域精神保健～職員も住民も幸せになるために～」
　　　　　　　　　　　　　豊岡健康福祉事務所長　柳　尚夫　氏
　　　　　　　　講演②「流しの公務員、霞が関から現場の旅へ」
　　　　　　　　　　　　　愛知県常滑市副市長　山田　朝夫　氏
　　　　　　　　講演③「猪名川町が目指す持続可能なまちづくり」
　　　　　　　　　　　　　猪名川町長　福田　長治　氏
　　　　　　　　講演④「選挙を取り巻く状況について（投票環境向上対策）」
　　　　　　　　　　　　　兵庫県市町振興課長　岡　明彦　氏

団体名
事業名 兵庫の魅力発掘プロジェクト 【実践目標：１２】
事業内容 【事業目的】

①兵庫県内の各地域に存在する地域資源について、調査・研究
②地域の魅力をまとめ、１枚の地域の魅力パネル（計２５枚）を制作
③兵庫県下の地域にある魅力を一覧表示して、兵庫の魅力を分かりやすく集約。
④地域の魅力パネルをＨＰ等に公開し、オンライン投票
⑤地域の魅力パネルを兵庫ブロック大会にて展示して一般の方へ周知

【取組内容】
兵庫県への愛着心醸成を図るために、各地域の魅力を提示したことで、ご自身の地域へ
の関心が高まり、愛着心醸成に繋がりました。また、自身が住む地域資源の有用性を再認
識し地域資源活用の可能性への理解と関心を高めていただくために、各地域の魅力につ
いて調査し、ターゲット層を変えるなど魅力を違った視点で捉え活用方法を見出すことで、
理解と関心を高めていただきました。また、地域資源の有用性や活用の可能性について新
たな気づきと理解が深まりました。
４，７００以上の投票

写真

団体名
事業名 阪神南県民交流大会 【実践目標：１２】
事業内容 【事業目的】

　阪神南地域（尼崎市・西宮市・芦屋市）で参画と協働による地域づくり活動を実践し、ここ
ろ豊かな美しい兵庫づくりの実現に向けて活動を行っている方々の交流を図るため、阪神
南県民交流大会を実施
【取組内容】
・開催日　　平成30年11月20日（火）
・開催場所　尼崎市総合文化センター
・参加者　　138人
・内容　　 　表彰式、事例発表（武庫之荘水と緑のまちづくりプロジェクト実行委員会、
               越木岩青年会）
              講演…「活動をイキイキ元気にするために」、講師:岩木啓子

写真

兵庫県町村会

公益社団法人　日本青年会議所近畿地区兵庫ブロック協議会

こころ豊かな美しい阪神南推進会議

事例発表

福田町長 講演


