
平成３０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２９年度事業報告および決算報告について
評議員選任・解任委員の選任について
評議員選任候補者の推薦並びに評議員選任・解任委員会の招集について
定時評議員会の招集及び提出議案について
副理事長の選任について
平成３１年度事業の受託契約について
平成３１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
評議員会の招集及び提出議案について
平成２９年度事業報告及び決算報告について
理事の選任について
平成３１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

評議員の選任について

監事監査 30. 6．1 平成２９年度事業報告および決算報告について
30. 6. 7 平成２９年度預託・払出状況について
30. 6. 7 福祉基金「灘みんなの居場所事業」助成要綱の改定について

平成３０年度「灘みんなの居場所事業」助成金の交付について
31. 2.28 福祉基金事業実施規則の一部改定について

平成３１年度「灘みんなの居場所事業」助成事業について

30．7.28 平成３０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第４回理事会・第３回評議員会

平成２９年度「灘みんなの居場所事業」事業報告並びに決算報告について

31．3.14
31. 3.25

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第２回評議員会
神戸市社会福祉協議会第２回理事会
神戸市社会福祉協議会第３回理事会

30.11.28 区社協役員協議会

年　月　日
30. 6.12
30. 6.28
30．8.30
30．9．4
30.11.19

30.11.28

神戸市社会福祉協議会第１回理事会
神戸市社会福祉協議会第１回評議員会

評議員
選任・解任委員会

30．6．7

30. 6.12
～6.27

区内4児童館の事業報告ならびに事業計画について

30．6.28

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

31．3.28

　　　　　会　議 年月日 内　　　　　　　　　　　容

評議員会

30．6.28

30．6．7

31．3.28
理事会

事業報告書 ★マークの付いている事業は、共同募金・歳末たすけあい募金の助成事業です。

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

なだ桜まつり実行委員会
灘区医師会（医師子育て相談事業）
灘区老人クラブ連合会（演芸のつどい）
灘区体育協会（家族うんどう会）
神戸市立やはた桜保育所（第13回なだっこフェスティバル）

(2)イベントの開催

①第２２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。

　※令和元年度以降は事業廃止

(新規) ②地域共生社会づくりフォーラムなだ

　会　場　　灘区民ホール　(大ホール)
　テーマ　　「地域福祉課題をどう解決していくか」　～地域の福祉課題は地域で解決～

・地域共生社会づくりキックオフ講演会　「最後まで地域で暮らすために」
　講師　堀田　力氏　　(公益財団法人　さわやか福祉財団　会長)

・地域実践シンポジウム　　　　ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　:　堀田　力氏、  ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ : 浅見　雅之氏
　シンポジスト　　①りんりんカフェ代表　鈴田歯科クリニック院長　鈴田　明彦氏
　　　　　　　　　②NPO花たば理事長　須見　恭子氏
　　　　　　　　　③NPOマブイ六甲理事長・自立支援協議会部会長　佐々木勝也氏
　　　　　　　　　④学習支援岩屋っ子 学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ  六甲学院高等学校　堀井祐馬氏

　参加者　　１５１名

③第１７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。

30,000
30,000
70,000

50,000

　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

　日　時　　平成３０年１０月１３日（土）　１０：００～１５：００

５件

　地域の福祉課題を地域で解決していくために、住民が主体的に「助け合う」地域共生社会づ
くりを目指し、助けられる側(要援護者)・助ける側(支援者)の固定化した視点の垣根を取り払
い地域福祉づくり・助け合いづくりに広く住民に参画していただく一助として開催した。

200,000

金　額助　成　先

20,000

　来場者　　４０７名

　場　所　　六甲道勤労市民センター　４階ロビー

　　　　　健康や介護に関する相談。

合　　　　　　計

　日　時　　平成３０年１２月４日（火）～１２月６日（木）１０：００～２０：００

　出　展　　１３団体・１７１作品

　日　時　　平成３１年３月１２日（火）　　１４：００～１６：００

　内　容　　①キックオフ講演会　②シンポジウム　③障がい福祉サービス事業所(ボレロ・
            ひらめの家・六甲倶楽部)の自主製品販売　④各地域実践団体のパネルによる
　　　　　　活動報告など。



④第３９回　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３０年４月１０日（火）～３１年３月２６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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

計

(3)その他の福祉活動の推進

①心配ごと相談事業

実施日数 ２３日
相談件数 ２１件

②資金貸付事業

　福祉資金 ３件
　緊急小口資金 　７件
　教育支援資金 ４９件
　総合支援資金 0件

５９件

成徳地域福祉センター
灘中央
原田

摩耶地域福祉センター

　　　　　　　　　０円
２８，１９６，８００円

西郷

高羽

　　　１，０１１，８００円

上野・摩耶

　主　催　　灘区社会福祉協議会

篠原南・八幡
篠原北

南八幡
西郷地域福祉センター

王子地域福祉センター

２６，６５５，０００円

7
15

HAT摩耶海岸

河原・都賀

　　　　　食育ボランティア「ママ・リッシェ　トマト」

15

会　　　場
民児協

５３０，０００円

計

篠原地域福祉センター

灘地域福祉センター

成徳地域福祉センター

稗田地域福祉センター

HAT6番館集会所

六甲地域福祉センター

15
13

担当地区 参加人数
（組数）

　参加者　　２５施設７０名
　場　所　　神戸六甲ボウル

　開催回数　２２回

12

徳井 16

灘南部

6.15

　日　時　　平成３１年１月１９日（土）１５:００～１９：００

17

11
18

　場　所　　親和女子高校多目的室、岩屋青年会館　２か所

　　　　　灘区こども家庭支援課、地域子育て応援プラザ灘

　参加者　　５４７名（幼児２７７名、大人２７０名）

11
灘南部自治会館

岩屋岩屋青年会館

　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

実施年月日

　・灘区心配ごと相談所の開設（毎月第２，４金曜日）１３：３０～１６：００

6.29
7.3

高羽地域福祉センター

125.25
5.29

7.17
8.29
9.7
9.12

165

3

　・生活福祉資金貸付件数及び金額

10.19
11.2
11.7
11.14



★ 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）・・・３２４件
課題支援・・・・１，１５４件【延べ対応回数】

【具体例】
　・8050世帯、ひきこもりの長男は精神科病院、次男は障害手帳申請で作業所へ繋いだｹｰｽ
　・所持金がなく貸付対象外の方への食糧支援や電気が止まった世帯にﾗﾝﾀﾝ等貸出
　・セブンイレブン商品寄贈を子ども食堂や学習支援を実施団体に配分
　・食のセーフティネット(市社協分) 23 件
　　　セブンイレブン寄贈商品　提供 4 件

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

　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
とする。

〈総　会〉
日　　時 平成３０年５月１８日（金）１３：３０～１４：３０
場　　所 灘区役所　４階会議室
参加法人 １９法人、２３施設、３０名、来賓２名

〈役員会〉
　　日　　時 平成３１年３月２０日（水）１３：１５～１３：５０

場　　所 灘区社会福祉協議会

〈実務者会〉

第１回
　 日　　時 平成３０年７月９日（月）１３：３０～１５：３０

会　　場 社会福祉法人親愛会　幼保連携型認定こども園光愛児園
参加法人 ２１法人、２４施設、３０名

第２回
日　　時 平成３０年９月２６日（水）１３：３０～１５：３０
会　　場 社会福祉法人親愛会　幼保連携型認定こども園光愛児園
参加法人 １３法人、１５施設、２１名

第３回
日　　時 平成３１年３月２０日（水）１４：００～１５：００
会　　場 灘区役所　４階BC会議室
参加法人 １６法人、２１施設、２７名

　・貸出件数　　　　　　　　　　１６５件

　・交付本数　　　　　　　　　　４５３本

　・保有台数　　　　　　　　　　　３７台

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



〈ワーキンググループ活動〉
５つのワーキンググループで会議、企画し実践
①総合的な相談活動
　・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽあおたにｻﾃﾗｲﾄ型アイビーにて　毎月第３日曜日　１３時～１６時　
②災害時の要援護者支援
　・灘区自立支援協議会(きらく共生部会)防災ワーキングに参加

　・高齢者施設基幹福祉避難所開設訓練に参加
　　平成３０年１０月２５日(木)　１６：３０～１７：３０　大石高齢者介護支援ｾﾝﾀｰ
　　平成３０年１０月２６日(金)　１６：１５～１７：１５　灘の浜高齢者介護支援ｾﾝﾀｰ
　・研修会　～民生委員と社会福祉施設職員の交流～
　　平成３０年１１月１９日(月)　１４：００～１６：００　灘区役所４階会議室
　　「福祉避難所とは　～福祉施設の役割～」
　　　　社会福祉法人愛和会豊中地区　事務局部長　長尾雅子　氏
　　「要援護者支援センターを核とした避難支援について」
　　　　神戸市保健福祉局生活福祉部くらし支援課　福祉支援係係長　竹内孝洋　氏
③地域の公益的な活動
　・研修会　～民生委員と社会福祉施設職員の交流～
　　平成３１年２月５日(火)　１３：３０～１６：１５　王子動物園ホール
　　「地域共生　～みんなでつくるひとつの社会～」
　　　　ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画”みんなの学校”大阪市立大空小学校初代校長　木村泰子先生
　　グループワーク（地域別／施設職員と民生委員）
　　　　「おたがいの役割を活かした地域づくり」
④合同研修会

　　平成３１年１月２４日(木)　１３：００～２０：１５
　　　他区ほっとかへんネットと交流
⑤ＰＲ活動
　・灘区の秋まつりにて、缶バッチ・風船バルーンアート配布にてＰＲ活動
　　平成３０年１０月１３日(土)　１０：００～１５：００
　・「ほっとかへんネット灘」のぼり作成

〈篠原台土砂災害支援〉
　・阪急六甲にて街頭募金活動 平成30年8月20日(月)17：00～18：00

13事業所、25名参加
　・支援金募金　　最終募金総額 5,578,069円
　・現地にてボランティア活動 平成30年8月13日(月)、14日(火)、17日(金)
　・県経営協実践報告 平成30年10月25日(木)　ｻﾞ・ﾏｰｶｽｽｸｴｱ神戸

河本　幸子副代表発表
　・豊岡市社会福祉法人連絡協議会視察来神 平成30年12月20日(木)13：30～15：30

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２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

　６６３件

９事業

　３５名

 ６３回

　・滋賀県「滋賀の縁　創造実践センター／フリースペース」他区交流視察研修

　　平成３１年２月２６日（火）　１３：４５～１７：３０



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３１年１月１６日（水）　　　　灘区役所　４階AB会議室
　内容：灘区における地域課題に対する協議体の取り組みについて

(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。

グループ
名

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

★(4)ふれあい給食サービスへの支援

　ひとりぐらし高齢者等を対象とし、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。

　・給食サービスグループ数 グループ
　　　・延べ実施回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２９回　・延べ実施回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 回

　・延べ参加人員　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名
(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 １名
　・延べ電話回数 　　

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

★ ①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

②平成３０年７月豪雨災害で甚大な土砂災害に見舞われた篠原台地区で、８月１１日～１７日に
　ボランティアセンターサテライトを開設し、災害ボランティアのコーディネートを行った。

８４
９２６

３７，９６６

　　　　・登録ボランティア（グループ）派遣等　　　　　　　　　　９２件

１９

　　　　・ボランティア市民活動共済及び行事用保険受付　　　　　７０２件

６４団体
１４団体

２２０

２８回

　・友愛訪問グループ数　　　　　　　　　　　　　　
　・対象高齢者数　　　　　　　　　　　　　　　　

５，３８８

　　　　・ボランティアの更新登録　　　団体２９３団体　：　個人１９４名

　　　　・ボランティアグループ連絡会の開催　　　　　　　　　　　　１回　　　　
　　　　・ボランティアに関する相談等　　　　　　　　　　　１，９５７件



(新規)③「平成３０年７月豪雨災害」の被災地に職員２名を派遣し、災害ボランティアセンターの
　運営支援を行った。

派遣職員：地域支援課長　桝一　美紀
派 遣 先：岡山市東区災害ボランティアセンター
派遣期間：平成30年8月15日（水）～平成30年8月19日（日）

派遣職員：ボランティアコーディネーター　森　義和
派 遣 先：倉敷市災害ボランティアセンター（真備町箭田サテライト）
派遣期間：平成30年9月4日（火）～平成30年9月8日（土）

(3)ボランティアの育成

①手話にチャレンジ！

　　１１：００～１１：３０

②手話落語の会

③なつやすみ子ども手話講座

日　　時　　　平成３０年８月２０日（月）・８月２１日(火）　１３：００～１４：３０
場　　所　　　灘区役所５階　健康教育室

④手話入門講座

修了者　１５名(全24回中19回以上参加）

(新規)⑤認知症啓発活動サポートボランティア養成講座・交流会

小学生向け認知症啓発講座の企画から運営をサポートしていただくボランティアの養成講座
並びに、灘区で活動を希望しているキャラバンメイトの中から協力要請に応じてくれた方々

日　　時　　  　平成３０年１２月１０日（月）　１３：００～１４：３０　(養成講座）
　　　　　　  　平成３１年　３月１９日（火）　１０：００～１２：００　(交流会）

(4)福祉体験学習の支援

①福祉体験学習実施状況

場　　所　　　　灘区役所５階　健康教育室

実施回数

小・中学校 ２，６９６名

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

１０校

日　　時　　　平成３１年２月２０日（水）、２月２７日（水）、３月１３日（水）　

車いす体験、視覚障がい者の話など

参加者(のべ)　　１３名(ボランティア　１１名　キャラバンメイト　２名）

学校数

受講者　１９名　

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

延べ参加者数 学習内容

と養成講座修了者での啓発活動の内容・進め方について打ち合わせ及び交流会の開催

場　所　東部在宅障害者福祉センター

　　　　　　　聴覚障がい者への理解を深める機会をもつ。

受講者(のべ)　２０名

日　　時　　　平成３１年３月６日(水）　　１１：００～１１：３０

　　　　　　　による手話落語

日　時　平成３０年４月３日（火）～９月２５日（火）　１０：００～１１：４５

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　　　小学生を対象に、自分の名前や身近なところにある物の名前などの手話を学び

場　　所　　　灘区役所２階　２０１会議室　

受講者(のべ)　３７名

参加者(のべ)　４０名

２３回
高齢者疑似体験、アイマスク体験、



(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。

福祉用具
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、７５０件　年間約５１万枚印刷

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３０年度目標額(A)
平成３０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２９年度募金実績に基づく、平成３０年度配分金）

地域福祉事業配分金額　　 ５，２８４，０００円

　・高齢者福祉
（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
（障害者団体への助成、障害者交流事業）

　・児童、青少年福祉
　（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
　・民生委員児童委員活動助成
　・ボランティア活動助成
　（グループへの活動助成他）

　・地域福祉推進事業
　・その他福祉団体助成等

(3)主なイベント
　①オープニングパレード　(水道筋商店街) ３６，８０６円

平成３０年１０月１日(月)　１０：００～
　②親和中学校・親和女子高等学校による街頭募金

平成３０年１１月３０日(金)　１５：３０～１７：３０ ２５，７４３円

(4)緊急配分資金による被災世帯への見舞金　　　　　　２５世帯 １５５，０００円
(７月豪雨災害　篠原台地区)
内訳：全壊　　６棟、大規模半壊　　１棟、半壊　　４棟、一部損壊　１４棟
　

１０件

７，９７５，０００円

保有数 貸出実績

６，６７８，３４２円

１，５７１，４５５円

３４０，０００円

83.74%

１４０，６４８円

１，４２６，８３４円

１０台

２８０，０００円

４４９，２３１円

４８２，５９２円

６件

 １０本  ５件
５０枚

４５枚

２９組

７１台
 ７組

 ４件 ９５枚

 ８件
４２本

５９３，２４０円

３０４枚
３６組

 ３件 ４３組



(5)歳末たすけあい募金運動実績（灘区共同募金委員会）

平成３０年度目標額(A)
平成３０年度実績額(B) ４，３８０，８９３円

平成３０年度持寄り額 ３，３６０，４６５円
前年度繰越金・利息 １，０２０，４２８円

（※持寄り団体：婦人会、自治会、民生委員児童委員協議会、一般）

★ (6)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　　　４，１１７，９７９円

　　　　　・各種福祉団体、施設への活動助成 　８９団体、１８施設 ８９２，０００円
（友愛訪問グループほか）

２，１２６名 ２，５０２，７２７円
３名 ８，９１０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 ２２９名 ６８４，３４２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

③区内希望児童館への災害備蓄品(消費期限間近の備蓄物資)払い出し
ツナ缶、飲料水、缶パン、粉ミルクなど

④平成３０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

放課後児童クラブ登録
児童数(31年3月末)

68

36

１日平均

66
97
70

90
71

72

56
82

36

117

50

41
123

14,491
2,223

168,273

10,418

　　　　　・ねたきり高齢者見舞い品の配布

19,124

55

10,317

35,505
16,048

20,078
11,659

年間利用者数

28,410
62

96.27%

児童館名

　　　　　・交通遺児見舞金の配布

内訳

　灘児童館の新設コーナー(西郷コーナー)準備支援
灘児童館の学童保育登録者が100名を超えたため、西郷小学校区内に平成31年度より新設の西
郷学童保育コーナーを開設するための準備を支援した。
・保護者向け説明会　平成30年12月8日(土) 灘児童館にて
　　西郷小学校区域内で国道43号線以南の住所地の学童保育児童は西郷コーナーに移動。

　　　　　・ひとりぐらし高齢者見舞い品の配布

50
13.6

４，５５０，６５３円

達成率(％)(B)÷(A)

668小計①



　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、その他個別支援を行った。　

(4)区内児童館指導員、放課後支援員合同研修

　　　指導員研修　　　

１１名

１１名

　　　放課後児童支援員研修　　　

２７名

　　　指導員・放課後児童支援員合同研修

２６名

(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。

日　時　　平成３０年６月～平成３１年２月

ねらってポン！(玉入れ)

83

灘ふれあい秋まつり

24,004

30. 6.22（金） 保護者対応について(保護者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)

30.10.23（火）

30. 6.14（木） ０歳児の育ちと支援・乳幼児親子防災プログラム

タネからネタから考えてみようマイ児童館あそび

19

91

障害のある児童の理解について
～こどもが楽しく過ごせる工夫・こどもへの言葉がけ～

47

595

47

95

69

22,442
41,939

41
55

142

17

六甲ファミリーまつり

行事名

62
134

36

巡回数　　３３回

39,651
2,087 12

4,855
12,089
15,855

138

場　所

子育てフェスタ★なだ

2,418名

都賀川公園

王子動物園前

4,480

30.10.27（土）

1,100名

30.5.19（土）

みんなでつくってみよう
クラフト(ウルトラボールづくり)

30.10.11（木）

忍者修行

内　容

約200組六甲道南公園

24

77.0

30.10.13（土）

日にち 参加人数

小計①＋小計② 344,248

テーマ

8,573

26

テーマ 参加者

1,263

実施日程

実施日程 テーマ 参加者

小計② 175,975

参加者

実施日程



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 19件　  6,251,103円 (内、篠原台支援募金　5,578,069円)
・　払出 30件　  6,303,069円 (内、篠原台支援募金　5,578,069円)

心身障害者団体等に対する行事助成 ９件
火災見舞 ８件
その他団体助成等 １１件

２８件

篠原台南自治会(７月豪雨災害見舞金） ２件

３０件

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）　：　２，０４０，１３３円

居空間RoCoCo

ふれあい食事の会「ダイヤモンド」
団体名

合　　　　　計

団体名

絵手紙の会
青谷クラブ

歌笑会
篠原スマイルクラブ

（B）住民主体型

５，５７８，０６９円

実施事業名

金　　額
２６０，０００円

３８，０００円

歌笑会

絵手紙の会

助成合計額

ふれあい食事の会ダイヤモンド

岩屋で毎日ラジオ体操の会

団体名

１００，０００円

実施事業名
篠原スマイルクラブ

青谷カフェ

夏休み親子の居場所
夏休み親子の居場所・こどものおべんとうひろば

こどものおべんとうひろば
１８４，２７５円

実施事業名 助成合計額

４２７，０００円

払　出　内　訳

みんなの居場所@RoCoCo
RoCoCoミュージックナイト by OYAJI

助成合計額

件　数

岩屋連合町会

１，７５５，８５８円

HIKARI.CAFE HIKARI.CAFE

社会福祉法人婦人同情会
ラジオ体操あおぞら会 ラジオ体操あおぞら会

ふれあいブルーカフェ　～山と海のあいだ～

サポートステーション灘・つどいの家 もっと！ふれあい喫茶

６，３０３，０６９円

六甲道児童館
篠原児童館
原田児童館
八幡児童館

小計 ７２５，０００円
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