
平成２７年度事業報告

１．法人運営事業

(1)会議開催関係  

27. 5.21 平成２６年度事業報告および一般会計収支決算について
評議員の選任について

28. 3.24 平成２８年度事業計画(案)並びに予算(案)について
灘区協議体について
児童館学童保育指導員賃金　誤還付の処理について
規程の制定等について

27. 5.21 平成２６年度事業報告および一般会計収支決算について
28. 3.24 平成２８年度事業計画(案)並びに予算(案)について

28. 3.17
監事監査 27. 5.12 平成２６年度事業報告および一般会計収支決算について

27. 5.14 平成２６年度預託・払出状況について
27. 7.24 平成２７年度歳末たすけあい募金の配分について

27. 6. 9 区内10児童館の決算報告ならびに予算案について

(2)会議・研修会等

神戸市社会福祉協議会理事会・評議員会

神戸市社会福祉協議会理事会・評議員会

神戸市社会福祉協議会区社協役員協議会

神戸市社会福祉協議会地域福祉部会

神戸市社会福祉協議会理事会・評議員会

２．地域福祉活動推進事業

(1)民間福祉活動への活動助成

①福祉団体等への活動助成 （共同募金、善意銀行助成を除く区社協単独助成）

 ・助成件数 ５件

(2)イベントの開催

①第１９回灘ふれあい秋まつり

　高齢者、障がい者、子どもなど多くの区民が集い、楽しみながらふれあい、福祉の心
を育む区民の秋まつりを開催した。

28.3.22

28.3.30

理事会・評議員会の議題について

善意銀行運営委員会

歳末たすけあい募金
配分会議

児童館運営委員会
～ 7.9

年　月　日

27.5.30

　　　　　会　議 年月日 内　　　　　　　　　　　容

正副理事長会
27. 5.14

評議員会

理事会

日　時　　平成２７年１０月１０日（土）　１０：００～１５：００
場　所　　都賀川公園・灘区民ホール
内　容　　ステージ及び啓発コーナー、模擬店、バザーコーナー、

来場者　　約１２，０００名
　　　　　健康や介護に関する相談、医療・介護用品展示コーナーなど。

28.1.15

28.2. 3



②灘福祉社会セミナ－

　Ⅰ「ふれあい給食会活動ボランティア研修会」

　会　場　　六甲道勤労市民センター　４階　料理教室

講師　料理研究家　井上　麻美子氏
　参加者　　３６名

　Ⅱ介護者応援プロジェクト
　　「頑張りすぎない介護を応援する講演会」

　日　時　　平成２８年３月１２日（土）１４：３０～１６：３０

講師　河西　美保氏（公益社団法人　認知症の人と家族の会兵庫県支部　代表）

医療組織（医師会、歯科医師会、薬剤師会）
介護相談（あんしんすこやかセンター）
老い支度の相談（夢のつえ）

　参加者　　１１７名

③第１４回マリーゴールドふれあい展

　区内の障がい児・者が日頃取り組んでいる絵画・手芸品等の文化活動の成果の発表の
場として開催し、障がい児・者への理解と交流を図った。また、今年も灘区地域自立支
援協議会と協力し、「なだびとぴあ」の一環として開催した。

④民間社会福祉施設職員交流ボウリング大会

　区内社会福祉施設職員の交流・親睦を図るために開催した。

　　　　　　・ワンポイントアドバイス（ブース形式）

　内　容　　給食活動に活用できるデザートの調理実習・ボランティア同士の情報交換や

場　所　　神戸六甲ボウル、中華料理　龍の華

　　の不安や悩みの解消をする機会をつくることを目的として開催した。

　日　時　　平成２８年１月２９日（金）　　１３：３０～１５：３０

来場者　　４００名

　会　場　　神戸市立六甲勤労市民センター　大会議室・あじさい
　内　容　　・講演会「認知症の介護　家族の思い」

日　時　　平成２８年１月１６日（土）１５:００～１９：００

　　灘区内でひとりぐらし高齢者ふれあい給食会活動等に携わっているボランティアを　
　　対象に調理実習を開催し、調理技術の向上を図るとともに、ボランティア同士の交流
　　やリフレッシュを促し、今後の活動への一助としていただくことを目的に開催した。

　　介護者の自殺やうつなどの不幸をなくすために、介護者がリフレッシュしたり、介護

参加者　　８８名

　　　　・介護用品展示コーナー

日　時　　平成２７年１２月１日（火）～３日（木）　１０：００～２０：００
場　所　　六甲道勤労市民センター　４階ロビー

　　　　　　交流　　

出　展　　１３団体・１８６作品

　                   ～実母の介護・看とり、そして今姑の介護を通して思うこと～



⑤こどもフリーマーケット

　リサイクル、リユースなど環境への関心を育てると同時に、活動を通して人とのコ
ミュニケーション能力を養う。

○事前学習会「フリーマーケットとエコ」のおはなし

場　所　　灘区役所

○こどもフリーマーケット

⑥出前おやこ館

　区内の児童館が実施している親子館事業が行われていない地域に出向き、親子ふれあ
い遊びや参加者同士の交流を深めるとともに、子育てに関する情報提供を行った。

⑦ベビーキャラバン

　０～１２か月の乳児と保護者を対象に地域における子育ての仲間づくりや情報交換等
を図った。

1 6/16 成徳地域福祉センター 南八幡 16 （6） 48
2 6/17 六甲地域福祉センター 篠原南・八幡 20 (10) 46
3 6/26 高羽地域福祉センター 高羽 19 （8） 48
4 7/6 成徳地域福祉センター 徳井 15 (6) 56
5 7/8 岩屋青年会館 岩屋・灘南部 19 (8) 41
6 7/10 稗田地域福祉センター 灘中央 23 (12) 67
7 9/2 摩耶地域福祉センター 上野・摩耶 14 (6) 22
8 9/16 篠原地域福祉センター 篠原北 18 (9) 52
9 9/29 王子地域福祉センター 原田 22 (9) 48
10 10/2 グレイスビュー六甲山手 高羽 13 (6) 35
11 10/7 鶴甲地域福祉センター 鶴甲 14 (7) 28
12 10/14 なぎさ地域福祉センター HAT摩耶海岸 14 (7) 28
13 10/27 西郷地域福祉センター 西郷 15 (8) 55
14 11/7 全地区 17 (1) 69
15 11/18 灘地域福祉センター 河原・都賀 21 (10) 41
計 260 (113) 684

参加人数

32
26
29
41

主　催　　灘区社会福祉協議会、灘区こども家庭支援課、地域子育て応援プラザ灘

日　時  　平成２７年５月１２日（火）～２８年３月８日（月）１０：００～１２：００
場　所　　六甲山手グレイスビュー　コミュニティルーム　　
開催回数　１１回
参加者　　２０１名（幼児１０３名、大人９８名）

スタッフ数
(民児協数）

担当地区
実施年月日 会　　　場 計

民児協

日　時　　平成２７年１０月３日（土）１０：００～１１：３０

内　容　　小学生が対象のエコ講座
講　師　　ＮＰＯ法人ＥＣＯレンジャー　梅本　由香氏
参加者　　２９名（小学生　１５名　保護者　１４名）

日　時　　平成２７年１０月２４日（土）１３：００～１５：００

14

協　力　　灘区民生委員児童委員協議会、灘区内の保育所、児童館、子育てサークル

場　所　　六甲道南公園
内　容　　子ども達が、自分で不要になったものや手作り品を持ち寄り、運営する。
参加者　　４４名（小学生２９名　　保護者１５名）

　　　　　食育ボランティア「ママ・リッシェ　トマト」

44
22

8
34
26
22

52

14
40

20
424

灘区役所



(3)その他の福祉活動の推進

①心配ごと・認知症の高齢者専門相談事業

４９日
３３件

随　時 ０件

②資金貸付事業

　福祉資金 ５件
　緊急小口資金 　１１件
　教育支援資金 ４０件
　総合支援資金 ５件

③車いすの貸出（車いすバンク）

　
④車いす地域貸出拠点の開設及び運営

⑤歩行杖の交付

　赤い羽根共同募金等を原資に、区内在住の７０歳以上の方に無料で
交付した。

⑥地域福祉ネットワーク事業

　既存の制度やサービスでは解決が困難な制度の狭間や複合化した福祉課題について
地域の方や関係団体と一緒になり、解決に向けたネットワークづくりを推進した。

３．地域見守り活動推進事業

(1)見守り推進員の配置

　あんしんすこやかルームに見守り推進員を配置し、地域のボランティア等と連携しながら、

地域住民間で見守りができるコミュニティづくりを進めるとともに、見守り対象者の個別

訪問を行い生活相談に応じた。 　(あんしんすこやかルーム２ヶ所３名を配置）

　・訪問対象高齢者 　１７名
　・延べ相談件数 　２，５５１件

(2)地域支え合い活動の推進

①小地域支え合い連絡会の開催
　区内１７地区で情報交換や事例検討を行った。

②コミュニティサポートグループ育成支援事業の推進
　茶話会、各種趣味の会、健康教室、料理教室など

　・灘区心配ごと相談所の開設（毎週金曜日）１３：３０～１６：００

　・認知症の高齢者に係る専門相談（医師会の専門医師が個別相談）

　・生活福祉資金貸付件数及び金額

　・保有台数　　　　　　　　　　　３１台　
　・貸出件数　　　　　　　　　　１６２件

　・交付本数　　　　　　　　　　３８３本

　　６４回

　２９事業

　１，４５５，０００円

１２，３９９，６００円
　１，００７，０００円

　１，０５０，０００円

　・貸出拠点数　　　　　　　　　１５ヶ所
　・設置台数　　　　　　　　　　　２５台



③高齢者への生活情報の提供
　ひとりぐらし高齢者等向けに生活情報誌「ほのぼの灘」を２カ月に１回発行し、民生
委員児童委員や友愛訪問グループを通じて配布した。

　 ・一回あたり発行枚数 　　　　　　　　　　　　６，３００枚

④灘区協議体の設置
　生活支援・介護予防サービスの提供の提供を目的とした多様な主体による「定期的な
情報の共有・連携強化の場」において、情報共有・連携協働による資源開発等を推進
するため、協議体を設置した。

(3)ひとりぐらし高齢者友愛訪問活動への支援

　ひとりぐらし高齢者宅を定期的に訪問しているグループに対し、活動助成を行った。

　　　・延べ安否確認回数　　　　　　　　　　　　　　　　　１２８，０１９回　　・延べ安否確認回数　　　　　　　　　　　　　　　　　１２８，０１９回

(4)ひとりぐらし高齢者ふれあい給食サービスへの支援

　ひとりぐらし高齢者に、給食サービスを行っているボランティアグループに対し、活動
助成を行った。

　　　・延べ実施回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２９回

(5)テレフォンサポート事業

　災害復興住宅の高齢者や障がい者のうち希望者を対象に、区社協から週１回程度、電話
による安否確認や相談を行った。  

　・希望者 ７名
　・延べ電話回数 　　

(6)介護者応援プロジェクト　・　介護者の会

　灘区医師会・灘区歯科医師会・灘薬剤師会の協力のもと介護者が一時的に介護から離れて
リフレッシュすることのできる機会を設け、悩みや不安を共有しあえる仲間づくりの推進を、
のもと図った。

第１１回　　　 平成２８年２月１０日（水）　１２：３０～１４：３０
サポートステージョン灘・つどいの家
１３名

サポートステーション灘・つどいの家

１５名

２７２回

　・友愛訪問グループ数　　　　　　　　　　　　　　　８７グループ
　・対象高齢者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１０３名

１８名
サポートステーション灘・つどいの家

台風のため中止

サポートステーション灘・つどいの家
第８回　　　 　平成２７年７月８日（水）　　１２：３０～１４：３０

　・給食サービスグループ数　　　　　　　　　　　　　１９グループ

　・延べ安否確認回数　　　　　　　　　　　　　　１２９，５８３回

　・延べ実施回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２０回

第９回　　　   平成２７年９月９日（水）　　１２：３０～１４：３０

第１０回　　　 平成２７年１１月４日（水）　１２：３０～１４：３０

　・延べ参加人員　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，７４７名



４．ボランティアセンター活動事業

(1)ボランティアセンターの運営

(2)ボランティア活動支援

ボランティアグループに対し活動助成等を行った。

　・灘区社会福祉協議会の活動助成

　・県民ボランタリー活動助成の申請・受付

(3)ボランティアの育成

①手話にチャレンジ！

②手話落語の会

③「とっさの時の護身術」

日　時　平成２７年６月２４日（水）１０：００～１１：３０
場　所　灘区役所５階　健康教育室

　　生命・身体を守るための知識や技術を知るとともに、日頃から危険な状況に身を置
　　かないようにする心構えや行動について学んだ。

④「心も体も家族も地域も元気であり続けるために」

日　時　平成２８年１月２２日（金）（講師の体調不良につき中止）
会　場　灘区役所５階　健康教育室

⑤手話入門講座

内　容　手話への関心を高めることを目的に、喜楽舎　子馬（きらくや　こうま）さん
　　　　による手話落語を行った。
受講者　２５名

内　容　ボランティア活動中や日頃の生活の中で事件や事故に巻きこまれないよう自分の

内　容　手話の初歩的な技術を学ぶとともに、聴覚言語障がい者への理解を深めた。

内　容　講演　精神保健福祉士　藤田修美氏

日　時　平成２７年４月２日（木）～９月２４日（木）

日　時　平成２８年２月２３日（火）、３月１日（火）
場　所　灘区役所２階　２０１会議室
内　容　手話が初めての人を対象としたミニ講座を開催した。　　
参加者　４５名　

日　時　平成２８年３月８日（火）
場　所　灘区役所２階　２０１会議室　

場　所　東部在宅障害者福祉センター

受講者　１９名

　　　　・ボランティア市民活動共済及び行事用保険受付　　　　　７１９件　　

　　　　・登録ボランティア（グループ）派遣等　　　　　　　　　　８０件　　　　　　　

　　　　・ボランティアに関する相談等　　　　　　　　　　　２，８０９件　　

１５団体

６４団体

　　　　・ボランティアの更新登録　　　団体３００団体　：　　個人８１名

　　　　・ボランティアグループ連絡会の開催　　　　　　　　　　　　１回　　　　



⑥夏休み子ども講座（１）「障がいってなんだろう」

　　　　日常生活を送っているのかを知り、障がい者への理解を深めるとともに私たちに
　　何ができるのかを考えた。

⑦夏休み子ども講座（２）認知症キッズサポーター養成講座「認知症について学ぼう」

　　見守り支援することの大切さを学んだ。

(4)福祉体験学習の支援

①福祉体験学習実施状況

(5)機材貸出し事業

①ビデオライブラリーの運営

　地域や団体での研修や福祉活動等に活用してもらえるよう福祉関係のビデオやビデオ

プロジェクターの機材を整備し、貸出しを行った。

②福祉用具の貸出し

　小、中学校等での体験学習用に、車いすや高齢者疑似体験グッズ、点字板等の福祉用
具の貸出しを行った。

車いす
高齢者疑似体験グッズ
アイマスク
白杖
点字板
点字テキスト

(6)地域活動支援センターの管理・運営

所管：まちづくり課
　・印刷機、紙折り機、ミーティングルームの利用受付。

　・印刷機の利用…用紙は利用者持参、年間約５９万枚印刷　　　

６件

内　容　認知症や高齢者について正しく理解することで、認知症の人やその家族を温かく

受講者　３７名

４９枚
１６本

日　時　平成２７年７月３０日（木）

受講者　１９名

日　時　平成２７年７月３１日（金）
場　所　南八幡会館　

場　所　南八幡会館
内　容　「見えない」「聞こえない」「体が不自由」など、障がいのある人がどのような

５０枚 ５件 ２３４枚
２９組 ４件 １１２組

１０台 １３件 １０９台
７組

２３２枚
８本 ２件

車いす体験、視覚障がい者の話など

学校数 実施回数 延べ参加者数 学習内容

８件 ５０組

小・中学校 １２校 １９回

保有数

２，０７８名
高齢者疑似体験、アイマスク体験、

貸出実績



５．共同募金配分金事業

(1)赤い羽根共同募金運動実績（灘区共同募金委員会）
　
平成２７年度目標額(A)
平成２７年度実績額(B)
達成率（％）(B)÷(A)

(2)赤い羽根共同募金配分事業

平成２７年度地域福祉事業配分金額　　 ５,５９５,０００円

　・高齢者福祉 １，８９５，９３５円
（ひとりぐらし高齢者給食会助成、老人クラブ助成、歩行杖）

　 　・障害者福祉 ４８３，４５６円
（障害者団体への助成、障害者交流事業）

　・児童、青少年福祉 ５９２，５９２円
　（子ども会助成、民間児童館助成、青少協、育英会助成）

　・母子福祉 １４０，８６４円
　・民生委員児童委員活動助成 ３４０，４３２円
　・ボランティア活動助成 ３０９，７２０円
　（グループへの活動助成他）

　・地域福祉推進事業 ５１４，０８１円
　・その他福祉団体助成 １，３１７，９２０円

計　５，５９５，０００円

(3)歳末たすけあい募金運動実績（灘区共同募金委員会）

平成２７年度目標額(A)
平成２７年度実績額(B) ４，１６７，３０３円

平成２７年度持寄り額 ３，８９２，３５９円
前年度繰越金・利息 ２７４，９４４円

（※持寄り団体：連合婦人会、婦人会、協賛団体、自治会、街頭募金、一般）

(4)歳末たすけあい募金配分事業

灘区社会福祉協議会配分金額　　　４，１２３，１９５円

（友愛訪問グループほか）

90.59%達成率(％)(B)÷(A)

93.99%

４，６００，０００円

内訳

　９２団体、１６施設

　　　　２，２９８名
　　　　　　　　５名
　　　　　　　　５名　　　　　・交通遺児見舞金の配布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３名

　　　　　・ねたきり高齢者見舞い品の配布
　　　　　・ひとりぐらし高齢者見舞い品の配布

　　　　　・重度身体障害(児)者及び知的障害(児)者への激励品の配布　  　　　　３７４名

７，９７５，０００円
７，４９５，９２４円

　　　　　・各種福祉団体、施設への活動助成



６．児童館運営事業

(1)灘区内、神戸市立児童館１０館の運営支援

①指定管理者（神戸市社会福祉協議会）から運営受託
八幡、灘、原田、河原

②他の指定管理者による運営
篠原、六甲道、都、高羽、上野、鶴甲

なかよしひろば 全館実施（区内１０館）
すこやかクラブ 全館実施（区内１０館）
キッズクラブ 全館実施（区内１０館）
学童保育クラブ 児童館内（八幡、原田、灘、六甲道、篠原、高羽、上野）

コーナー（西灘、西灘分室、灘、稗田、六甲、成徳）

灘、上野、八幡、河原、原田

原田

上野、原田、河原、灘

八幡（六甲本通商店街でハッピーハロウィン）

都、鶴甲、六甲道、上野、灘、八幡、原田、篠原

子育て中の親子の交流を促進し、子育てに関する相談や情報提供を行う。
２～４歳児親子を対象。クラブでの遊びを通して、幼児の心身の発達を促
すとともに、保護者の養育能力の向上と相互交流を行う。
親子２０組程度で年会費必要。

　 すこやかクラブに参加する保護者同士が相互に子どもたちの世話を行い交
流を深めることで子育て力の向上を図る。

(2)児童館館外活動事業（児童館合同行事）
　　　

(3)児童館巡回事業（灘区内１０児童館、７学童保育コーナー）

　　①新任指導員指導巡回

2,393名

755名

行事名 日にち

各館５日

忍者修行

「トライやるウィーク」受け入れ

みんなげんきジムとふれあい遊び

10月31日 347名

1,359名

外国人とのふれあい交流事業

都賀川公園

場　所 内　容 参加人数

42名

１回

親子200組

　　③放課後児童クラブ事業巡回
　　④児童館事業巡回
　　⑤事務巡回

六甲ファミリーまつり 27．5.16（土）

灘ふれあい秋まつり 27.10.10（土）

王子動物園前

　　②親子館事業巡回

王子動物園　ホール

ねらってねらってボールなげ

親子わくわくフェスタ 27.11.27（金）

42名

26回 860名

高齢者とのふれあい交流事業 42回

自然とのふれあい交流事業

　・キッズクラブ　　：

　・すこやかクラブ　：

24,796名
18,429名

337回 5,475名

登録者数　895名

641回
900回

参加人数主な事業名 実施児童館 実施回数

（Ｈ27.4月時点）

地域で子育て元気アップ事業

　児童館運営支援を目的に各種巡回（計46回）を実施した。

　・なかよしひろば　：



(4)児童館専門相談事業

　子どもの健やかな成長を促し、保護者に安心して子育てしてもらうために、育てにく
い子どもや、ゆっくりと成長する子どもたちに適切な職員の対応ができるように臨床心

理士や保健師とともにすこやかクラブ、放課後児童クラブを巡回し、相談指導を行った。

(5)児童館子育てコミュニティ育成事業

　地域ぐるみで子育てを推進していくため、各児童館に推進委員会を設け、地域団体等
による日・祝日の児童館開放を中心とした各種行事を支援した。

参加人数

モールアート、あきまつり、お抹茶交流会 234
ハロウィンパーティー、卓球大会、年末お楽しみ大会 352
夏祭り、グランドゴルフ、うえのっこカーニバル、クリスマス会 810
なつまつり、炭焼きパン＆フリーマーケット、鮎つかみ 1,079
じゃがいもパーティー、なつまつり、六甲川放水訓練 740
プレパーク、クリスマス会、親子おにぎり教室 370
なつまつり、もちつきと昔あそびのつどい、おひなまつり会 1243
食品工場見学、流しソーメン大会、親子おにぎり遠足 635
寒もちつき、親子料理教室、トランポビクス、しめ縄作り 942
地蔵盆、七五三詣り、ウォークラリー、書初め会、ひな祭り 689

(6)子ども安全マップ活動事業

　フィールドワーク（まち歩き）を通じて子どもの危機回避能力を養うと共に、地域住民
の子どもへの意識や関心を高めた。

　　　　　空き地、こども１１０番の店・家等、子どもたちと安全について学習を実施。

７．善意銀行運営事業

(1)善意銀行の運営

　区民の皆様からのご寄付を財源に各種団体等に助成を行った。

心身障害者団体等に対する行事助成 ７件 ２１０，０００円
火災見舞 ２件 ６，０００円
その他団体助成等 １０件 ３６７，０００円

１９件 ５８３，０００円

日　時　　平成２８年１月１３日（水）

河原 5
都 7

上野 9
原田

高羽 7

六甲道 9
篠原 8

6
鶴甲 8

八幡 9
灘 8

児童館名 主な行事内容 実施回数

日　時　　平成２７年６月～２８年１月
巡回数　　５２回（１６か所）

内　　　訳 件　数 金　　額

合　　　　　計

場　所　　西灘学童コーナー分室
内　容　　なだ・あんぜん　あんしんマップを使って学校のいきかえり、公園、

参加者　　小学生３５名


