
第１号議案

平成２９年度事業報告及び決算報告について

１．法人運営事業

(1)会議開催関係  

平成２８年度事業報告および決算報告について
評議員の解任及び選任候補者の推薦について
役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程の制定について
理事及び監事の選任に関する規程の一部改定について
会員規程の一部改定について
委員会規程の一部改定について
部会規程の一部改定について
定時評議員会の招集及び提出議案について
理事長・副理事長の選任について
顧問の選任について
評議員選任・解任委員の解任及び選任ならびに選出区分の変更について
平成３０年度事業計画並びに予算について
役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程の一部改定について
専決規程の一部改定について
平成３０年度事業の受託契約について
評議員会の招集及び提出議案について
平成２８年度事業報告および決算報告について
理事及び監事の選任について
顧問の選任について
役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程の制定について
理事及び監事の選任に関する規程の一部改定について
会員規程の一部改定について
委員会規程の一部改定について
部会規程の一部改定について
平成３０年度事業計画並びに予算について
役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程の一部改定について

正副理事長会 理事会・評議員会の議題について
評議員の解任について
評議員の選任について

監事監査 29. 5.24 平成２８年度事業報告および決算報告について
29. 6. 1 平成２８年度預託・払出状況について
29. 6. 1 「灘みんなの居場所事業」助成要綱の制定について

「灘みんなの居場所事業」直接執行事業について
30. 3.22 平成２９年度「灘みんなの居場所事業」取組み事業について

29. 7.20 平成２９年度歳末たすけあい募金の配分について

(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

29.11.20 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

評議員
選任・解任委員会

29．6．8

30. 3. 7

29. 6.13
29. 6.29

29.11.29

30. 3.30

29. 6.14
～6.28

区内4児童館の事業報告ならびに事業計画について

29. 6.22

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

年　月　日

　　　　　会　議 年月日 内　　　　　　　　　　　容

29. 6. 1

評議員会

29. 6.22

29．6．8

30. 3.22

理事会

30. 3.22

事業報告書

福祉基金運営委員会



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

(2)イベントの開催

①第２１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。

②灘福祉社会セミナ－

　Ⅰ「ふれあい給食会・友愛訪問ボランティア研修会」

　会　場　　灘区役所　５階健康教育室

　参加者　　４０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３０年２月１０日（土）１４：００～１６：００

講師　津止　正敏氏（立命館大学産業社会学部教授）

医療相談（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　　１２２名

70,000

　　灘区内でふれあい給食会及び友愛訪問活動に携わっているボランティアを対象に、回

来場者　　約１０，０００名

　日　時　　平成３０年２月８日（木）・９日（金）　　９：３０～１１：３０

　　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、

30,000

神戸市立やはた桜保育所（第12回なだっこフェスティバル）
灘区体育協会（家族うんどう会）

　内　容　　給食会活動や友愛訪問活動にも活用でき、ボランティア自身の脳の活性化にも

20,000
合　　　　　　計

灘区老人クラブ連合会（演芸のつどい）
灘区医師会（医師子育て相談事業）

５件

50,000なだ桜まつり実行委員会

　　　　　健康や介護に関する相談。

　                   ～みんなで考える男性介護１００万人の時代～

助　成　先

　　ランティアとして活動していただける方の発掘も目的とした。

200,000

　会　場　　六甲道勤労市民センター　大会議室・E会議室

30,000

金　額

日　時　　平成２９年１０月１４日（土）　１０：００～１５：００
場　所　　都賀川公園・灘区民ホール

　　想法の研修を開催し、ボランティアとしてのスキルアップを図るとともに、回想法ボ

内　容　　ステージ及び啓発コーナー、模擬店、バザーコーナー、

　　　　　　・ワンポイントアドバイス（ブース形式）

　　介護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。

　　　　・介護用品展示コーナー

　講　師　　神戸女子大学 健康福祉学部社会福祉学科　　津田 理恵子　教授
　　　　　　つながる回想法の研修。　　

　内　容　　・講演会「明日は我が身の男性介護」



③第１６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。

⑤出前おやこ館

　近くに児童館がなく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、就園前
までの乳幼児と保護者を対象に親子ふれあい遊びや参加者同士の仲間作り、子育てに関する情報
提供を行った。

日　時  　平成２９年４月１１日（火）～３０年３月２７日（火）１０：００～１２：００

⑥ベビーキャラバン

　生後３か月～１歳の誕生日迄の乳児と保護者を対象に小地域で交流の場を設けて地域での
子育ての仲間づくり、子育てサークルの紹介や子育ての情報提供等を図った。

1 6.21
2 7.19
3 7.25
4 7.28
5 8.25
6 9.5
7 9.13
8 9.20
9 9.22
10 9.26
11 9.29
12 10.11
13 10.17
14 11.15

計

鶴甲

王子地域福祉センター
徳井
原田

成徳地域福祉センター

篠原南・八幡
河原・都賀
篠原北
高羽
上野・摩耶
西郷
灘南部

摩耶地域福祉センター

稗田地域福祉センター
成徳地域福祉センター
なぎさ地域福祉センター
鶴甲地域福祉センター

岩屋
灘中央
南八幡
HAT摩耶海岸

西郷地域福祉センター
灘南部自治会館
岩屋青年会館

11

六甲地域福祉センター
灘地域福祉センター

高羽地域福祉センター

場　所　　神戸六甲ボウル
参加者　　２４施設７９名

　　　　　食育ボランティア「ママ・リッシェ　トマト」

開催回数　３５回

13

来場者　　４１７名

参加人数
（組数）

主　催　　灘区社会福祉協議会

会　　　場

場　所　　親和女子高校多目的室、岩屋青年会館、なぎさ地域福祉センター　３か所

　　　　　灘区こども家庭支援課、地域子育て応援プラザ灘

篠原地域福祉センター

8

8

参加者　　８０８名（幼児４２４名、大人３８４名）

民児協

7

139

7

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

日　時　　平成２９年１２月５日（火）～１２月７日（木）１０：００～２０：００

11

担当地区

17

日　時　　平成３０年１月２０日（土）１５:００～１９：００

実施年月日

5

12
12

14

3

出　展　　１５団体・２０５作品

11

場　所　　六甲道勤労市民センター　４階ロビー



(3)その他の福祉活動の推進

①心配ごと相談事業

２３日
２９件

②資金貸付事業

　福祉資金 ４件
　緊急小口資金 　４件
　教育支援資金 ４５件
　総合支援資金 １件

５４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「個々の困りごと・心配ごと」や「地域の福祉課題」
の解決に向けた、地域・関係機関のネットワークづくりをめざして、地域福祉ネットワーカー
が各所に赴き支援をすすめた。

ニーズ（課題）・・・６５件
課題支援・・・５８３件【延べ対応回数】

【具体例】
　・ひきこもりの息子が両親入所後、家賃を支払えず強制退去になるケース
　・２０代男性が、出所後、生活が落ち着くまで他機関と連携支援したケース

⑦神戸市灘区社会福祉法人等連絡協議会 ～ほっとかへんネット灘～ 事務局の運営

　神戸市灘区内の保育・高齢者・障がい者等に携わる社会福祉法人等がネットワークを組み、
子どもから高齢者まですべての方が安心して生活出来るよう、福祉課題のニーズに応じた、
幅広い福祉分野からの支援を目的に活動を展開し、公益的な取り組みの推進を図ることを目的
としています。

〈役員会〉
　　日　　時 平成２９年７月２７日（木）１０：００～１２：００

場　　所 灘区役所　３階３０３会議室

〈実務者会〉
第１回

　 日　　時 平成２９年９月１１日（月）１３：３０～１５：３０
会　　場 灘区役所　５階健康教育室
参加法人 １８法人、２１施設、３０名

２４，１５６，０００円

　・灘区心配ごと相談所の開設（毎月第２，４金曜日）１３：３０～１６：００

　・貸出拠点数　　　　　　　　　１５ヶ所　

２２，７９８，０００円
　　　２４９，０００円

　・貸出件数　　　　　　　　　　１６１件

計

　・設置台数　　　　　　　　　　　２５台　

　・保有台数　　　　　　　　　　　４１台　

　・交付本数　　　　　　　　　　４１１本

　　　７７９，０００円

　　　３３０，０００円

　・生活福祉資金貸付件数及び金額



第２回
日　　時 平成３０年３月１３日（火）１０：００～１１：３０
会　　場 岩屋青年会館
参加法人 １７法人、２０施設、２６名

〈「みんなの学校」上映会並びに社会福祉施設職員と民生委員の交流会〉
日　　時 平成３０年１月２６日（金）
会　　場 王子動物園ホール
参 加 者 上映会　　　１７４名

交流会（意見交換会）　７２名

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。(新在家南住宅、灘の浜高層住宅のあんしんすこやかルーム
２ヶ所に３名を配置）

　・訪問対象高齢者
　・延べ相談件数

（訪問対象高齢者以外の相談を含む）

(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
　地区民生委員児童委員協議会を単位として区内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、世代間交流事業、健康教室、ラジオ体操サークルなど

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 　　　　　　　　　　　　７，０００枚

④灘区協議体の運営
　生活支援・介護予防サービス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、資源開発等を推進するために協議体を運営した。

　日時・会場：平成２９年６月２２日（木）　　　　六甲道勤労市民センター
　内容：灘区協議体の概要等

(3)ひとりぐらし高齢者等友愛訪問活動への支援

　ひとりぐらし高齢者や老々世帯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

　１４名
　３，６４５件

　・延べ参加人員　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，４４１名

 ５９回

　・友愛訪問グループ数　　　　　　　　　　　　　　　８７グループ

１２事業

　・対象高齢者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，００５名

　・延べ実施回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２０回
　・給食サービスグループ数　　　　　　　　　　　　　１９グループ

　・延べ安否確認回数　　　　　　　　　　　　　　　４２，９３５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 ３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場の提供を行った。

第１６回 平成２９年８月９日（水）　１２：３０～１４：３０

第１７回 平成２９年１０月１１日（水）１２：３０～１４：３０

第１８回

１２名

第１９回　　　 平成３０年２月２８日（水）　 １２：３０～１４：００
サポートステージョン灘・つどいの家
９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

サポートステーション灘・つどいの家
１４名

受講者　２０名

場　所　灘区役所２階　２０１会議室

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
場　所　灘区役所２階　２０１会議室　

　　　　・登録ボランティア（グループ）派遣等　　　　　　　　　　９９件　　　　　　　

サポートステーション灘・つどいの家

日　時　平成３０年３月６日（火）

日　時　平成３０年２月２７日（火）、３月１３日（火）、３月１９日（月）

平成２９年１２月１３日（水）１２：３０～１４：００

サポートステーション灘・つどいの家

　　　　・ボランティア市民活動共済及び行事用保険受付　　　　　５９３件　　

１３名

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

内　容　手話が初めての人を対象としたミニ講座
参加者　３０名　

　　　　による手話落語

　　　　・ボランティアの更新登録　　　団体３８１団体　：　個人１６９名

７３団体

　　　　・ボランティアに関する相談等　　　　　　　　　　　１，４８５件　　

１９団体

１６２回



③子どもに関わるボランティア育成講座

日　時　平成２９年６月２７日（火）１０：００～１１：４５
場　所　灘区役所５階　健康教育室

④手話入門講座

修了者　１８名(全24回中19回以上参加）

⑤キッズ認知症サポーター養成講座

　認知症サポーター養成講座が色々な場所で開催されているが、大人向けの内容となっている。
これを子ども向けに編集しキッズ認知症サポーター養成講座を企画、実施した。

日　時  　平成２９年７月３１日（月）～２９年８月３１日（木）

(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、８１４件　年間約５５万枚印刷　　　

保有数 貸出実績
１０台 １３件 ９８台
 ７組  ５件 ３５組
４９枚  ８件 ３２６枚
 ８本  ６件 ４３本
５０枚  ３件 １４０枚
２９組

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。

場　所　　区内児童館、学童保育コーナー、児童館分室　８か所

実施回数

開催回数　８回

 夏休みに子ども達が集まる児童館に出前講座として行うことで、多くの子ども達に、認知症へ

内　容　子どもに関わるボランティア活動に関心がある方を対象に、子どもへの関わり方や

場　所　東部在宅障害者福祉センター

　　　　ボランティアについて学習し、児童館等での実習も行った。

日　時　平成２９年４月７日（金）～９月２９日（金）

小・中学校

 ３件 ７６組

学習内容

車いす体験、視覚障がい者の話など

への関心や理解を深めて貰う機会とした。

１４校

学校数

受講者　２１名　

延べ参加者数

参加者　　３０１名

受講者　１０名

２，７６７名２２回
高齢者疑似体験、アイマスク体験、



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２９年度目標額(A)
平成２９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28年度募金実績に基づく、平成29年度配分金）

地域福祉事業配分金額　　 ５，２７４，０００円

　・高齢者福祉 １，４３９，８００円
（ひとりぐらし高齢者給食会助成、老人ｸﾗﾌﾞ助成、歩行杖交付）

　 　・障害者福祉 ４８０，０００円
（障害者団体への助成、障害者交流事業）
　・児童、青少年福祉 ５９０，０００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 １４０，０００円
　・民生委員児童委員活動助成 ３４０，０００円
　・ボランティア活動助成 ３８５，３６０円
　（グループへの活動助成他）
　・地域福祉推進事業 ４７９，５０８円
　・その他福祉団体助成等 １，４１９，３３２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２９年度目標額(A)
平成２９年度実績額(B) ４，０９９，４２５円

平成２９年度持寄り額 ３，５３０，２２５円
前年度繰越金・利息 ５６９，２００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　　　３，０７８，９９７円

　　　　　・各種福祉団体、施設への活動助成 　９２団体、１６施設 ６７８，０８４円
（友愛訪問グループほか）

２，１４１名 １，８７２，９４７円
４名 ８，５５３円
３名 ３０，０００円

　　　　　・重度身体障害(児)者及び知的障害(児)者への激励品の配布 ２２８名 ４８９，４１３円

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他の指定管理者への運営支援
篠原、六甲道、都、高羽、上野、鶴甲

　　　　　・ねたきり高齢者見舞い品の配布
　　　　　・交通遺児見舞金の配布

96.32%

　　　　　・ひとりぐらし高齢者見舞い品の配布

４，２５６，００２円

７，９７５，０００円

90.47%

内訳

達成率(％)(B)÷(A)

７，２１５，７４８円



③平成２９年度 灘区内児童館利用状況

　八幡児童館
　灘児童館

西灘学童コーナー
西灘学童コーナー分室

　原田児童館
稗田学童コーナー
稗田学童コーナー分室

　河原児童館
灘学童保育コーナー
灘小のびのびひろば

　上野児童館
　六甲道児童館

成徳学童保育コーナー
　鶴甲児童館

鶴甲学童保育コーナー
　都児童館

六甲学童保育コーナー
　篠原児童館
　高羽児童館

高羽学童保育分室

(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、３分室）

    子育てコーディネーターが、神戸市市立の区内児童館・学童保育コーナー・分室に出向き、
　巡回・運営支援、その他個別支援（計３２回）を行った。　

(4)区内児童館指導員、放課後支援員合同研修

29. 5.30（火） 「表現あそび」（実技：造形あそび） １２名

29.11.17（金） １１名

29. 6.23（金） ２０名

30. 3. 6（火） 「こどもの心と身体」学校における保健室の取組 ２１名

発達障がいを理解する
「子どもが楽しく過ごせる工夫」

　　　指導員・放課後児童支援員合同研修

放課後児童クラブ登録
児童数(29年3月末)

74
75
63
66
86
61

45

50
29

105

126
10

94

48
18

5,420
10,435
13,978
5,082

38

62

115

37
39
40

14.5

77.5
147
34
19
34

36,749
2,034

１日平均

65
90
61
50
120
46

8,658

33,585

10,778
11,245
11,706
2,381

22,708
43,923

165,549

21,996
26,175
17,906
14,558
35,474
13,330

　　　指導員研修　　　

小計①

子育てフェスタ★なだ

児童館名

96

行事名

年間利用者数

場　所

1,791名

　　　放課後児童支援員研修　　　

都賀川公園

王子動物園前

29.10.28（土）

945名

「保護者対応 ～こんな時どうしたらいいの？
～」に答える魔法の保護者対応術

忍者修行

内　容

雨で中止六甲道南公園

25
65
127
17

みんなでつくってみよう

六甲ファミリーまつり 29.5.20（土）

日にち 参加人数

ねらってねらってボールなげ

灘ふれあい秋まつり 29.10.14（土）

小計①＋小計② 348,121 1,178

630

小計② 182,572 548



(5)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、成長がゆっくりな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を
派遣、放課後児童クラブを巡回し、相談指導を行った。

７．善意銀行運営事業

(1)善意銀行の運営

　区民の皆様や団体からの善意(金品)の預託を受け、区民の福祉向上のために払出しを行った。

・ 預託 24件　  677,604円
・　払出 27件　  694,832円

心身障害者団体等に対する行事助成 ８件 ２３０，０００円
火災見舞 ７件 ２９，０００円
その他団体助成等 １２件 ４３５，８３２円

２７件 ６９４，８３２円

８．福祉基金事業

(1)「灘みんなの居場所事業」実施状況

　誰もが住み慣れた灘のまちで、安心して暮らしつづけられる地域社会づくりを推進するため、
地域団体等が実施する「居場所づくり」の取り組みに対して、助成を行った。

（A）伴走型

（C）直執行事業

総合計助成額（A＋B＋C）　：　９５８，５６５円

実施事業名

「岩屋で毎日ラジオ体操の会」

実施事業名
篠原スマイルクラブ

ふれあい食事の会「ダイヤモンド」
岩屋連合町会

えんがわサロン
絵手紙の会

助成合計額団体名
（B）住民主体型

団体名 実施事業名 助成合計額

えんがわサロン
絵手紙の会

８０，０００円

１８７，６０４円

助成合計額

篠原スマイルクラブ

居空間RoCoCo

合　　　　　計

団体名

６９０，９６１円
「みんなの居場所@RoCoCo

RoCoCoミュージックナイト by OYAJI」

「ふれあい食事の会ダイヤモンド」

巡回数　　３６回
日　時　　平成２９年６月～３０年２月

払　出　内　訳 件　数 金　　額

夏休み親子の居場所

こどものおべんとうひろば

六甲道児童館
篠原児童館
原田児童館
八幡児童館
河原児童館
篠原児童館


