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①子育て支援関連情報の収集・発信・啓発 

目的：地域の子育て支援施設、子育てサークルや子育て支援施策等情報を発信し、育児不安解消

を図る。 

内容：子育て支援マップ「キタ・キタ・友・遊マップ」を配布。 

子育てサークルなど社会資源、イベント等をホームページに掲載。 

②児童虐待予防に関する研修会 

目的：保育所（園）、幼稚園、小学校、児童館、主任児童委員等とこども家庭支援室が情報交換、

事例検討、研修等を通じて連携を図ることで児童虐待の早期発見、迅速な対応が行えるよ

うにする。 

区分 開催日 内                   容 参加者数 

本区 ２月６日 

講演「虐待防止に向けて私たちにできること」

（一般財団法人児童虐待防止機構 オレン

ジ CAPO 島田 妙子氏）、グループワーク 

40 人 

北神 ８月 23日 
講演「養育困難を抱える家庭への支援」（武庫

川女子大学教授 倉石 哲也氏） 
48 人 

③発達障害児支援教室 

 目的：発達障害児や発達に課題のある児が、スムーズに集団生活に入れるように発達に合わせた 

支援を行う。また児への助言・保護者同士の交流の場の提供と今後の進路について情報提 

供や相談等を行い、保護者の不安の軽減を図る。 

区分 開催日等 内                   容 参加者数 

本区 月１回開催 

３歳児健診等で把握された、発達が気になる児に

対する支援教室を開催する。神戸親和女子大学の

指導支援を得ながら、集団生活に向けたフォロー

アップやペアレントトレーニングを行なう 

１～５組/回 

北神 令和元年 12 月２日 
講演 「発達のでこぼこを理解する～こどもの特

徴を知ろう～」（臨床心理士 中野 真実氏） 
10組 11人 

 

④世代間交流等  

   目的：世代間交流の場を設けることで、あらゆる世代が子育て支援に参画する機会とするととも

に地域社会全体で子育てを応援する意識の向上を図る。 

   ア ５歳児世代間交流会 

区分 開催日 内容 参加者数 

本区 11月 13日 

保育所（園）の５歳児と北区シニア 

クラブ会員が、体操・ゲーム等を通じ

てふれあう交流会を行う。 

保育所（園）児 259人 

シニアクラブ会員 128人 
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イ きてきてふれあいパーク（本区）、わくわくカーニバル（北神） 

内容：子育てサ－クル、主任児童委員等、地域の子育て支援活動の実施団体が、親子を対象に遊び

を通した交流会を行う（民生委員児童委員協議会との共催）。 

区分 開催日 内                   容 参加者数 

本区 10月 25日 
工作コーナー、絵本読み聞かせ、プレイ

コーナー、サ－クルの PR、手作りオモチ

ャの作成、リサイクルマーケット、人形

劇や写真撮影コーナー、ベビーマッサー

ジ（本区のみ）、コンサート（北神のみ）

など 

参加組数 93組 

地域の子育て支援者 74人 

北神 ８月 16日 暴風警報発令のため中止 

⑤地域活動支援「子育て応援講座」 

   目的：子育てサークル等の支援者の固定化、高齢化等の課題から、パンフレット（孫育て）を作成

し、地域の祖父母世代を対象に出張講座等を開催することで、次世代支援者の発掘と育成を

行う。 

 

  ⑥親子ふれあい講座（北神） 

目的：子育て世代の増加が著しい上津台地域および母子の集う会場がない五社周辺地域において、

親子のふれあい遊び講座を開催し、子育て支援の充実、子育て力の向上を図る。 

区分 開催日 内         容 参加者数 

北神 

１月 17 日 

１月 31 日 

２月７日（上津台地区） 

親子体操（エース遊びの学校）保護者も

リフレッシュ！体操（佐竹運動指導士） 
延べ 62 組 

12 月 26 日 

（五社周辺地区） 
親子でリトミック（辰巳 裕見子氏） ９組 21 人 

 

⑦もよりば事業 

   目的：保護者と子どもが訪れる身近な場所に、育児相談ができる場を設けることで、支援者との 

つながりをつくり、保護者の育児不安の軽減と交流を図る。 

   内容：児童館に、乳幼児用体重計を設置する。児童館が近くにない親子については、子育て 

サークル等に専門職を派遣し、新生児訪問からの継続的な育児相談ができる場を設ける。 

(1) 体重計設置箇所（令和元年3月末時点） 

児童館（すずらんだい、小部、桜の宮、ひよどり台、頌栄、広陵、大池、桂木、南五葉、泉台、 

有野、鹿の子台、長尾、大沢、道場、八多移動児童館） 

コープ子育てひろば「たまごとひよこ」、北区役所、北神区役所、北神ユースステーション 

(2) 子育てサークル等への専門職派遣先 

谷上地域福祉センター、花山手自治会館、桜森町自治会館、八多町出張児童館 

区分 開催日 内                   容 参加者数 

北神 

６月 13日（北神全域） 
保健師による出張講座 

「最近の子育て・孫育て」 

（こども保健係 保健師） 

15 人 

７月 ９日（淡河地区） 18 人 

７月 18日（有馬地区） 40 人 
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①健康づくりリーダー地域支援事業 

ア きたきた元気体操講座 

目的：北区で育成した健康づくりリーダー、集いの場等の既存グループ及び、新たにきたきた

元気体操の習得を希望する区民を対象にきたきた元気体操を普及し、住民主体の健康づ

くり、介護予防の推進を図る。 

対象者：健康づくりリーダー、区で把握している健康づくりグループ、ウォーキングなど過去

の健康づくり教室参加者・案内送付希望者、健康こうべ 21 市民推進員、生活支援・

介護予防サポーター、新しくきたきた元気体操の習得を希望する北区民。 

 

内    容 講  師 

きたきた元気体操他・レクリエーション 健康運動指導士 

グループワーク・あんしんすこやかセンター紹介 保健師 

 

 実施日 実施場所 参加者数 

本区 令和元年 11 月 22日（木） 北区役所７階 大会議室 40人 

北神 令和元年 12 月 2日（月） 北神区役所 52人 

 

イ きたきた元気体操広め隊の派遣 

    目的：健康運動指導士及びきたきた元気体操広め隊を地域の団体・自主グループ・幼稚園・保 

育園等へ派遣し、きたきた元気体操の普及に努める。 

 

実施日 実施グループ 人数 

令和元年７月 12 日（金） 藤原カリヨン会 28人 

令和元年７月 30 日（火） 北区老人クラブ連合会 

しあわせの村 

シルバーカレッジ 

130人 

 

②感染症対策 

  目的：神戸モデルによる関係機関との連携により、地域の感染症発生を早期把握し、感染拡大を 

最小限に抑える。また、施設内の感染予防対策について、各施設がマニュアル作成や職員 

の感染予防に対する意識の向上を図れるよう支援する。 

 

ア 神戸モデル連絡票受理対応件数                    

 こども施設 小中高校 高齢者施設 障害者施設 合計 

本区 66 ８ 22 11 107 

北神 66 ０ 12 10 88 

（２）成・老人保健事業 
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イ 神戸モデル届出疾病内訳件数（１度に２種類の届出があった施設あり）           

   
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ RS ｳｲﾙｽ 

感染性 

胃腸炎 

溶連菌 

感染症 
水痘 手足口病 その他 

本区 67 ２ 20 ２ １ ８ ７ 

北神 47 ３ 14 ５ １ ８ 11 

 

ウ メーリングリストにおける情報発信 

神戸モデルにおける関係機関に対し、毎年メールアドレス登録希望の有無を確認。市や区

内における感染症流行初期や情報提供が必要と判断した時期に感染症情報を配信している。 

 登録施設数 配信回数 

本区 273 ４回 

北神 226 ６回 

  

エ 実務者研修会 

     感染症流行期前に、区内施設を対象に吐物処理実習、手洗い、ガウンテクニック等の研修

会を開催。 

 
実施日 実施場所 

参加施設 
合計 

こども施設 高齢者施設 障害者施設 その他 

本区 

令和元年 

10月 31日（木） 

11 月１日（金） 

 

北区役所 21 18 ８ １ 48 

北神 

令和元年 

10 月３日（木）

10 月４日（金） 

北神区役所 30 20 ３ ２ 55 

 

オ 手洗いステッカーによる啓発 

      北区のマスコットキャラクター「キタールさん」のイラストを使用した手洗い、うがい励

行のステッカーを作成し、区内のこども･高齢者・障害者施設および小中学校に配布。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配布先 こども施設 小中学校 
児童館 

学童保育 

高齢者 

施設 

障害者 

施設 

その他（地域福祉センタ

ー・区民センター等） 
合計 

本区 38 29 20 80 49 14 230 
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③結核ハイリスク者健診 

  目的：結核発病リスクの高い高齢者等に対して結核の啓発及び健診を実施することにより、結核の 

予防・蔓延防止、早期発見・早期治療に努める。 

実施日 実施場所 受診者数 

令和元年６月 26 日(水) 有馬温泉旅館協同組合駐車場 36名 

令和元年７月 30 日(火) しあわせの村(北区老人クラブ連合会) 24名 

令和元年 10 月 11日（金） 西大池第４住宅団地集会所 43名 

 

④生活習慣病健診受診率向上の取り組み 

  目的：健診受診率の低い傾向にある農村部において、地縁団体等と協同して健診受診率の向上や健 

康づくり活動の活性化につなげる。 

 実施日 実施場所 受診者数 関係機関 

令和元年８月 21 日（水） 
八多ふれあい 

センター 
67名 

ふれあいのまちづくり協議会・特

別養護老人ホーム 八多の里・兵庫

県予防医学協会・八多連絡所・国

保年金医療課など 

令和元年７月４日（木） 

令和元年 11月 26日（火） 
JA大沢支店 

63名 

（２回開催） 

婦人会・JA兵庫厚生連・大沢連絡

所・国保年金医療課など 

令和元年７月 17 日（水） 

令和元年 11月 27日（水） 
JA淡河支店 

51人 

（２回開催） 文化祭実行委員会・JA 兵庫厚生

連・淡河連絡所・国保年金医療課

など 令和元年７月 25 日（木） 

令和元年 12 月９日（月） 
JA上淡河支店 

31人 

（２回開催） 
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