
 

  

【議題 1】 

平成２９年度 事業報告及び会計決算について 

 
Ⅰ 平成 29年度 事業報告 
 

１ 法人運営事業 
 

（１）理事会・評議員会の開催 

会 議 開 催 日 内  容 

第 1回 

理事会 

平成 29年 

6月 7日（水） 

第 1号議案 平成 28年度事業報告(案)及び会計決算(案)について 

第 2号議案 社会福祉法改正に伴う関連規程の制定について 

第 3号議案  評議員選任候補者の推薦ならびに評議員選任・解任委

員会の招集について 

第 4号議案  定時評議員会の招集ならびに提出議題について 

第 2回 

理事会 

平成 29年 

6月 28日（水） 

第 1号議案 理事長・副理事長の選任について 

第 2号議案 顧問の委嘱について 

第 3号議案 評議員選任・解任委員の委嘱について 

第 3回 

理事会 

平成 29年 

9月 7日（木） 

第 1号議案 平成 29年度 資金収支予算の補正(案)について 

第 2号議案 評議員会の招集ならびに提出議題について 

第 4回 

理事会 

平成 30年 

3月 26日（月） 

第 1号議案 専決規程の改正について 

第 2号議案 平成 30年度委託契約の締結について 

第 3号議案  平成 29年度補正収支予算(案)について 

第4号議案 平成30年度事業計画および資金収支予算(案)について 

第 5号議案 役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程の改正に

ついて 

第 6号議案 評議員会の招集ならびに提出議案について 

第 1回 

評議員会 

平成 29年 

6月 22日（木） 

第 1号議案 平成 28年度事業報告(案)及び会計決算(案)について 

第 2号議案 社会福祉法改正に伴う関連規程の制定について 

第 3号議案  役員の候補者選任について 

第 2回 

評議員会 

平成 29年 

10月 6日（金） 

第 1号議案 平成 29年度 資金収支予算の補正(案)について 

※本会定款第16条第4項の規定により、全ての評議員が提案議案に同

意する意思を示されたため、議決があったものとみなして評議員会を開

催しなかった。 

第 3回 

評議員会 

平成 30年 

3月 26日（月） 

第 1号議案  平成 29年度補正収支予算(案)について 

第2号議案 平成30年度事業計画および資金収支予算(案)について 

第 3号議案 役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程の改正に

ついて 

監事監査 
平成 29年 

5月 26日（金） 
平成 28年度業務執行状況及び財産の状況に関する監査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

（２）評議員選任・解任委員会の開催 

会 議 開 催 日 内  容 

評議員選任・ 

解任委員会 

平成 29年 

6月21日（水） 
１．評議員候補者の選任について 

 

（３）理事長感謝状贈呈式の開催 

 

 

 

 

 

２ 高齢者福祉の推進 
 

（１）生活支援体制整備事業「協議体」の設置 

   地域住民同士で支え合う地域づくりを推進することを目的として区内の生活支援活動、

生活支援サービスを実施している団体の代表者が一堂に会し、生活支援ニーズの把握や課

題、不足するサービス等についての検討を行う「協議体」を設置し、意見交換を行った。 

 

   第１回 開催日    平成 30年 2月 26日（月） 

       場 所    須磨区役所 2階 201会議室 

内 容  (１）平成３０年度協議体の方向性について 

（２）平成２７・２８年度協議体の成果について 

（３）地域における福祉課題のディスカッション 

   （高齢者の現状と社会的孤立の防止、生活の困りごとの支援等） 

出席者  協議体構成メンバー：12人、アドバイザー：1人、 

オブザーバー：3人、事務局：4人 

 

（２）地域支え合い活動の推進 

高齢者が住みなれた地域で、安心して生きがいのある生活ができるよう、関係団体と協

働し、友愛訪問活動やふれあい給食会活動等への支援を通じて、ひとりぐらし高齢者等の

見守り体制の充実・強化や、お互いに助け合い支え合う地域づくりを推進した。 

 

①地域支え合い推進員との連携 

区内 8か所のあんしんすこやかセンターに配置された地域支え合い推進員と連携し、

見守り希望者や地域の方からの相談・通報への対応や、見守りが手薄な地域への暫定的

な訪問活動、高齢者生活情報等の提供、介護予防の推進やコミュニティづくり支援等の

地域支え合い活動の支援を行った。 
  

ア)地域見守り連絡会の開催（開催回数 182回） 

民生委員児童委員協議会を単位に、見守り活動の課題や個別ケースの対応を検討し、 

活動に関する情報交換を行う地域見守り連絡会を開催した。 
  

イ)情報紙「赤灯台」の発行（発行回数 4回）  

地域支え合い推進員・見守り推進員が主体となり、地域の高齢者の身近で役に立つ 

情報を発信する、情報紙「赤灯台」を発行した。 

開 催 日 各 部 門 個 人 団体・グループ 

平成 29年 6月 28日（水） 善意銀行の部 3 10 

平成 29年 10月 13日(金)  ボランティア活動の部 5 4 



 

  

②見守り推進員（高齢世帯生活援助員）による活動 

区内 6か所のあんしんすこやかルームに、7名の見守り推進員（高齢世帯生活援 

助員）を配置し、災害復興公営住宅等に居住する高齢者等が、生きがいをもって安心し 

て生活することができるよう、高齢者自立支援拠点づくり事業や地域での交流拠点の運 

 

対象住宅 開設場所 ルーム名 

市営古川住宅 

(たかとりあんしんすこやかセンター圏域)  
同住宅住戸(平成27年度より 

南須磨南地区集会所にて開設） 
あんしんすこやかルーム 

「コスモス」 

市営菅の台住宅 

(名谷南あんしんすこやかセンター圏域)  
同住宅住戸 

あんしんすこやかルーム 

「ななくさ」 

市営若草住宅 

(白川あんしんすこやかセンター圏域) 
同住宅集会所 

あんしんすこやかルーム 

「若草」 

市営横尾住宅 

(妙法寺あんしんすこやかセンター圏域)  
同住宅住戸 

あんしんすこやかルーム 

「おひさま」 

市営竜が台住宅 

(名谷南あんしんすこやかセンター圏域)  
同住宅住戸 

あんしんすこやかルーム 

「ひだまり」 

市営東落合住宅 

(名谷あんしんすこやかセンター圏域) 
同住宅住戸 

あんしんすこやかルーム 

「いろは」 

平成 29年 9月末で市営菅の台住宅（あんしんすこやかルーム「ななくさ」）は閉鎖。 

 

（３）ひとりぐらし高齢者友愛訪問活動の支援 

ひとりぐらし高齢者等が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、民生委員・児童委 

員と協力して、訪問等により安否確認を行っている友愛訪問グループに対して、活動の支 

援を行った。 

・グループ数       137グループ（ボランティア 717人） 

・対象高齢者数    2,224人 

   ・安否確認回数  206,596回 

 

（４）ひとりぐらし高齢者ふれあい給食会活動の支援 

ひとりぐらし高齢者等を対象に閉じこもり防止やコミュニティへの参加を目的に実施し 

ている、区内のふれあい給食会に対して活動の支援を行った。 

・グループ数       40グループ（ボランティア 677人） 

・対象高齢者数   1,700人 

・開催回数         525回 

 

（５）テレホンサポート事業 

ボランティア（テレホンサポーター）が週 2回、区内のひとりぐらし高齢者（希望者） 

宅に安否確認を兼ねて電話をかけ、話し相手や相談等を行った。 

・実施日数          91日      

 ・ボランティア数     13人 

・利 用 者           24人      

 ・通話回数       1,103回  

 

 

 

 

営支援を行った。 

 



 

  

（６）高齢者見守り調査の実施 

民生委員・児童委員の協力により、過去 1年間に新たに「65歳以上の単身高齢者」また 

は、「75歳以上の高齢者のみの世帯」、以前の調査において見守り不要と返信していた 75歳 

以上の単身高齢者等の訪問調査を行い、日頃の見守りが必要な高齢者の状況を把握した。 

 

（７）歩行杖の交付 

高齢者の社会参加の促進及び安全の確保を目的に、「赤い羽根共同募金」の配分金や「善 

意銀行」の預託金を活用し、区内在住の 70歳以上の高齢者に歩行杖を交付した。 

・交付実績 896本（本区 365本・北須磨支所 531本） 

 

３ 障がい者福祉の推進 
 

（１）須磨区自立支援協議会との連携 
地域で生活する障がい者のくらしを支える取り組みとして、須磨区自立支援協議会が開 

催する各部会に参加し、連携、協力を行った。 

 

①すまいんど部会への参加 

障がい者福祉事業所等の自主製品の質の向上と販路の拡大を目的に活動し、「手づく 

りひろば Sumacia」等各種行事で販売補助等を行った。 

 

②親子部会への参加 

発達等の気になる子どもと保護者の支援と交流を目的に活動し、「動作法でリフレッシ 

ュ！」等の各種講習に参加し、支援を行った。 

また、発達の気になる子どもと家族のための情報冊子、「すまっこナビ」をもとに、情 

報提供・啓発活動を行った。 

 

③就労支援部会への参加 

 就労支援に関する情報や、支援方法等の共有を図るため、関係機関と連携し、研修会 

等に参加、支援を行った。 

 

④まなぼー!!部会への参加 

 障がいがある人が地域で暮らす際に抱える課題や問題点を、具体的な事例から学び共

有し、理解を深める活動を支援するために、啓発映画会等の参加、支援を行った。 

 

（２）手話入門講座の開催 

須磨区聴力言語障害者福祉協会と連携し、挨拶や自己紹介等の簡単な日常会話ができる 

程度の手話技術を学ぶとともに、聴覚障がい者への理解を深め、将来的に手話ボランティ 

アとして活動していくために必要な知識を得ることを目的に開催した。 

・開催日時   平成 29年 5月 12日(金) ～ 平成 29年 9月 29日(金)  全 20回 

               18:45 ～ 20:45 

・場  所   大黒地域福祉センター 

・参 加 者   17人(修了者数 15人) 

 

 

 

 

 



 

  

（３）夏休み親子手話教室の開催  

須磨区内の小学生と保護者を対象に、あいさつや自己紹介等の簡単な手話の習得と聴覚 

障がい者への理解を深めることを目的に夏休み親子手話教室を開催した。 

・開催日時   平成 29年 8月 5日(土)  10:00 ～ 12:00 

・場  所   須磨区役所 多目的会議室 

・協  力   須磨区聴力言語障害者福祉協会、手話サークル こころ、 

神戸女子大学手話部「翼」 

・参 加 者     小学生 49名 保護者 30名 

 

（４）福祉施設との地域交流推進事業の支援 

施設と地域住民との交流を目的に開催されるヨハネ祭やおいでやすカーニバル等の事業 

を支援した。 

 

（５）須磨音楽の森への出店調整 

「須磨音楽の森」において、区内の障がい者福祉事業所の出店を調整し、事業所製品の販 

売を行った。また、区社協ブースを出店し、区社協ならびに善意銀行の啓発を行った。 
  

・開 催 日    平成 29年 5月 20日(土） 

・場 所  須磨離宮公園 

・出 店 数    6事業所 

 

４ 児童福祉の推進 
   

（１）児童館の管理運営 
  

①児童館 9館、および４ヶ所の学童保育コーナーの管理運営  

≪平成 29年度 児童館利用状況≫           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※学童保育コーナー人数 

 

②神戸市放課後子どもプラン事業（横尾小学校 のびのびひろばの運営） 

  ・年間利用者数  7,178人(１日平均利用者数 35人) 

児童館名 年間利用者数 
1日平均 

利用者数 

放課後児童クラブ 

在籍者数（人） 
（30年3月末） 

運営委員会 

開催日 

板  宿 22,094 76 58 6月27日 

たかとり 21,571 74 65 6月30日 

大 黒 
だいち学童保育コーナー 

22,083 

※12,627 

76 

※43 

73 

※53 
6月14日 

妙法寺 10,814 37 28 6月26日 

高倉台 13,953 48 32 6月12日 

落 合 
南落合学童保育コーナー 

東落合学童保育コーナー 

27,725 

※17,386 

※9,667 

95 

※60 

※33 

45 

※88 

※41 

6月29日 

横 尾 
横尾学童保育コーナー 

16,737 

※7,972 

57 

※27 

49 

※34 
6月22日 

東須磨 20,000 68 63 6月28日 

若 草 15,090 52 52 6月23日 

合  計 
170,067 

※47,652 

65 

※41 

465 

※216 

 



 

  

（２）児童館の運営支援 
  

 

①児童館巡回相談・支援 職員研修の実施 

市社協運営児童館・学童保育コーナーに加え、社会福祉法人及び地域団体が運営する 

以下の 5児童館及び 3学童保育コーナー対象として、巡回相談や職員研修を実施した。 
  

・神の谷児童館（運営：神の谷ふれあいのまちづくり協議会） 

・北須磨児童館（運営：社会福祉法人 北須磨保育センター） 

・松風児童館 （運営：社会福祉法人 豊友会） 

・白川台児童館 (運営：社会福祉法人 泰福祉会) 

・菅の台児童館（運営：菅の台ふれあいのまちづくり協議会） 

・西落合学童保育コーナー（運営：神の谷ふれあいのまちづくり協議会） 

・松尾学童保育コーナー   (運営：社会福祉法人 泰福祉会) 

・竜が台学童保育コーナー（運営：菅の台ふれあいのまちづくり協議会） 
 

 

②拠点児童館事業の支援（落合児童館） 

地域の子育て支援の拠点児童館として、以下の専門講座を実施した。 
  

ア)子育てシニアサポーターの活動支援  登録者数 20人（延べ活動人数 80人） 
  

イ)子育て専門講座 

      a.赤ちゃんとのふれあい講座（4回連続講座・×2回） 

     ・参加人数  親子 20組 
  

      ウ)指導者向け講座（対象：児童館・保育所・幼稚園職員など） 

a.保育現場で活かすインリアル・アプローチ（2回連続講座） 

・参加人数  延べ 27人 
  

     エ)区の特性に基づく事業 

      a.土曜なかよしひろば(ユースプラザ KOBE･WEST等との連携) 

・実施回数  3回（延べ参加人数 221人） 
  

     オ) Jidoukan－cafè(ジェイカフェ)（39回実施） 

・参加人数  親子 34組（延べ参加人数 453人） 
  

カ）Jidoukan－Lunch(ジェイランチ) 

a.こどものおべんとうひろば（202回実施） 

  昼食持参の自由来館の小学生や親子が利用。保護者が働いているなどで不在の 

放課後児童クラブを利用していない小学生にとって居場所になっている。 

・実施回数  202回（延べ参加人数 1,859人） 

b.昼食づくりと会食(１回) 

       子ども自身が調理できる力を持つことと、地域の方との相互見守りのきっかけ 

づくりを目的に実施。 
  

      キ)とんで！はずんで！たのしいスポーツ 

（市社協障害者スポーツ振興センター、ユースプラザ KOBE･WESTとの連携） 

・実施回数  2回（延べ参加人数 47人） 
  

 

  ③児童館事業活動への支援 

子どもの遊びプログラム派遣事業（世代間交流の推進） 
  

・開 催 日      平成 29年 6月～2月 

       ・内   容     ア)乳幼児と小学生や中学生、高齢者との交流事業のプログラム提 

供、講師派遣を実施した。 



 

  

イ)児童健全育成事業として実施する世代間交流の行事をコーデ 

ィネートした。 

・回   数    14回 

・参 加 者     全児童館参加者  合計 615人 

 

（３）児童館合同行事の開催 

児童館において、子どもたちが様々な世代の方と交流して、思いやりの心を育むととも 

に、併せて児童館事業の広報活動を行った。 
  

①高齢者との交流事業の実施 

・開 催 日   平成 29年 6月～平成 30年 3月 

・内   容   子ども達が手紙と手づくりのプレゼントを渡したり､高齢者と歌や遊び 

など交流を行った。 

・参 加 者  子ども 808人、大人 1,420人(うち高齢者 909人) （合計 2,228人） 
  

②「グリーンフェスタこうべ 2017」への出店 

      ・開 催 日  平成 29年 10月 7日（土） 

      ・場   所  神戸総合運動公園 

・内   容  アニマル風船づくり、児童館 PR、チラシ配布、写真パネル展示 

     ・参 加 者  幼児 95人、小学生 123人、中高生 15人、大人 308人（合計 709人） 
  

  ③須磨区児童館パネル展示 

 ・開 催 日  平成 29年 12月 4日（月）～8日(金) 

      ・場   所 須磨区役所１階ギャラリー 

・内   容 児童館の紹介などのパネル展示を通して児童館への理解を深めた。 

 

（４）地域子育て推進事業の実施 

地域における子どもの見守りとともに児童健全育成を目的とした行事や、親子のコミュ 

   ニケーション促進と子育て力の向上を目的とした行事等を実施した。 

また、児童館職員や子育てコーディネーターを地域の関係機関・団体に派遣するなどし、 

子育てのコミュニティづくりを推進した。 

 

①子育てコミュニティ育成事業 

     地域における子育てコミュニティづくりを目的に実施した。 

児童館名 回数 主 な 内 容 

板 宿 3 カプラで遊ぼう、ブンブンごま作りと絵本読み聞かせ、親子ふれあい凧揚げ 

たかとり 5 なつまつり、盆踊り大会、ハロウィンパーティ、おもちつき大会、クリスマス会 

大 黒 6 親子で木工作を楽しもう、フラダンスに挑戦しよう、親子でクッキング、他 

妙法 寺  8 新緑のお茶会、夏まつり、お正月リース作り、かんたんパフェづくり、他 

高倉 台  5 なつまつり、七夕まつり、ハロウィン、おたのしみビンゴ、輪なげで遊ぼう 

落 合 12 親子コンサート、夏祭り、落合っ子フェスタ、ゲーム大会、防災訓練 

横 尾 4 横尾ふれあい運動会、夏まつり、ハロウィン仮装ラリー、おたのしみ会 

東須 磨  4 映画会とビンゴゲーム、交通安全教室、マラソン大会、親子バレーボール大会 

若 草 7 ドーナツづくり、ゲーム大会、科学教室、しめ縄作り、テントに泊まろう、他 

合  計 54                                



 

  

②須磨区子育て支援ネットワーク会議、地域連絡会への参加 

子育て支援に関わる機関、地域団体等が参加するネットワークの構成メンバーに加わ 

り、子育て支援を推進するための情報交換、協議を行った。 

・実施回数  平成 29年 6月～平成 30年 3月 (合計 56回) 

 

③須磨区出前親子館の実施  

    ・開 催 日  平成 29年 6月～平成 30年 3月 (合計  6回) 

 ・場   所  地域福祉センター、集会所など 6か所 

 ・内   容    児童館職員を講師に親子ふれあいあそびを実施した。 

・参 加 者  乳幼児 71 人、大人 66 人、 

ボランティア・スタッフ 41 人 （合計 178人） 

 

④「子ども見守り」活動の実施 

・開 催 日   平成 29年 11月 26日（日）、平成 30年 3月 3日(土) 

 ・場   所   神戸総合運動公園、落合児童館前広場、他 

       ・内   容    子ども自ら災害に対して身を守るすべを身に着けることを目的に、区の

防災福祉コミュニティ大会や地域の防災訓練へ参加し、地域の中での自

助の力を高める。 

・参 加 者   幼児 24人、小学生 47人、中学生 3人、大人 86人（合計 160 人） 

 

⑤「子どもヘルパー」活動の実施 

・実施回数  年間合計 50 回 

・場   所  高倉台児童館、落合児童館、大黒児童館、及び児童館周辺の地域施設 

・内  容    子ども達が高齢者のお手伝いやボランティア活動等、地域活動の体験を 

通して思いやりや奉仕の心を培うことを目的に実施した。 

(梅見の会のお手伝い、地域ふれあい喫茶、共同募金の街頭募金活動等。） 

・活動人数  延べ 597人 

 

⑥「インファントマッサージ教室」・「マッサージインスクールプログラム」の実施 

・実 施 日  平成 29年 6月～平成 30年 3月 (合計 62 回) 

・内    容    日本インファントマッサージ協会公認インストラクターによる親子向 

け、小学生向けの指導を実施した。 

・参 加 者   乳児と母親 86 組（合計 172 人） 

       小学生 76人（延べ 248人） 

 

   ⑦子どもの居場所づくりの支援 

     現地確認や情報提供、情報交換会を実施した。 

 ・こども食堂 他・・・５ヶ所 

 ・学習支援・・・・・・２ヶ所 

 ・こどもおべんとうひろば・・・２ヶ所（落合児童館・板宿児童館） 

 

 

 

 

 



 

  

５ 地域福祉の推進 
 

（１）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協働し、課題解決に向けたネットワークづくりを推進した。 
  

①地域福祉ネットワーク事業報告会 

     地域福祉ネットワーク事業の取組み状況について、民生委員・児童委員を対象に報告 

会を開催し、民生委員・児童委員をはじめとした地域関係機関との更なる連携を図る 

ことを目的として開催した。 

・開催日  平成 29年 9月 7日（木） 

・場 所  須磨区役所 4階多目的会議室 

・内 容  事業の概要説明、相談事例の報告、事業の方向性について 

※コミュニティデザイナー山崎亮氏をお迎えして、今後の地域福祉 

ネットワーク事業の取組について考えた。 

      ・参加者  69名    民生委員・児童委員 51名 

その他関係者 18名 

  

      ②担い手の発掘・育成支援および地域活動の裾野の拡大 

民生委員・児童委員の後継者確保や地域福祉活動の担い手不足の課題を解消するため、 

「楽しい・おもしろい」という観点により、地域つながり、人つながりのアイデアを生み 

出すワークショップを実施した。 

最終日には、地域がつながるアイデアの発表会として広く市民に公開し、地域がつな 

がるアイデアの実現に向けた、ワーキングチームが発足した。 
  

「楽しみながら地域つながりのアイデアを考えるワークショップ 2017」 

      ・開催日  平成 29年 9月 16日（土）～11月 25日（土）全４回 

・場 所  須磨区役所 4階多目的会議室 他  

・講 師  演出家 ウォーリー木下氏 

コミュニティデザイナー 山崎亮氏（第 4回のみ） 

・参加者    187人（のべ人数） 

 

（２）在宅介護者支援事業 

介護をしている方々が胸のうちを語りあい、介護に関する情報交換を行うことを目的と 

して結成された「須磨区介護者の会『すまいる』」の活動支援を行った。 

・交 流 会  月 1回実施 

・会   報  年 4回発行 

・会 員 数  36人 

 

（３）コミュニティサポートグループ育成支援事業 

 住民相互で見守り、支え合える地域づくりを推進することを目的として、あんしんすこ 

やかセンターの地域支え合い推進員・見守り推進員と連携して、地域住民が主体となり地 

域貢献やコミュニティづくり、介護予防に資する活動を行うグループの結成・育成支援を 

行った。 

 ・支援グループ数   41グループ 

 

 

 



 

  

（４）生活支援・介護予防サポーターフォローアップ研修 

    神戸市主催による、生活支援・介護予防サポーター養成研修修了生の活動支援と交流を

目的にフォローアップ研修を実施した。 

   ・開 催 日    平成 29年 11月 26日（火）13:00～15:00 

・内   容    修了生同士の情報交換 

・参 加 者    10名 

 

（５）見守りネットワーク会議の開催 

地域見守り活動の一層の推進を目的とし、各あんしんすこやかセンターの地域支え合い

推進員が中心となり、民生委員・児童委員、友愛訪問ボランティア、区社協等の地域活動

者及び団体が参加する見守りネットワーク会議を開催した。 

    ・開催回数        65回 

 

（６）「神戸市須磨区社会福祉法人連絡協議会」への支援 

    須磨区内の高齢・障がい・児童・保育等の社会福祉事業を運営する社会福祉法人が連携

して地域福祉課題にアプローチし、地域社会への貢献をめざす、須磨区社会福祉法人連絡

協議会（愛称：ほっとかへんネット須磨）の開催を支援した。 

 

   ①役員会    

開催日  平成 29年 4月 11日、9月 13日、12月 15日、平成 30年 2月 9日 

場 所  須磨区役所会議室 

内 容  平成２９年度活動の検討等  

 

   ②実務担当者会   

開催日  平成 29年 11月 10日  

場 所  須磨区役所多目的会議室 

内 容  保育・児童・障がい・高齢福祉の法人が、分野を超えた福祉課題の共有と 

課題解決に向けた事業化を検討した。 

参加者  27法人 31名 

 

   ③全体会    

開催日  平成 30年２月６日  

場 所  須磨区役所多目的会議室 

内 容  平成３０年度の事業計画案、予算案の承認 

参加者  21法人 36名 

 

（７）福祉啓発講演会の開催 

障がい児・者や地域の現状に関する理解・認識を広く区民に深めていただくことを目的と

して、福祉啓発講演会を開催した。 

・講  師  大阪市立大空小学校 初代校長 木村 泰子 氏 

・内  容   障害のある子もない子も「すべての子どもの学習権を保障する学校をつ 

くる」ために、教職員、保護者、地域住民そして子どもたちが一緒になっ 

て作り上げた大阪市立大空小学校の取り組みから、すべての子どもにとっ 

て居場所のある学校・地域とは何かを考える。 

なお、大空小学校を舞台にした映画「みんなの学校」は平成 28年度に上 

映会を開催した。 



 

  

・開 催 日  平成 29年 5月 14日（日）  

・場   所    須磨区役所 4階多目的会議室 

・参 加 者  152人 

 

（８）公募助成事業「こすもスマイル助成」による居場所づくり支援【新規】 

 須磨区内の地域団体やボランティア等が取り組む「居場所づくり」事業等を支援するた

めに、共同募金と善意銀行の財源として公募助成事業を行った。 

・助成団体  1団体（子ども食堂の開設）／申請数 3件 

 

６ ボランティアセンターの運営 
 

「ボランティアをしたい人」と「ボランティアを必要としている人」をつなぐ中間支援組織 

として、人と人とが支え合う仕組みづくりを構築し、地域活動の推進を行った。 

 

（１）登録・紹介 

・登録者数         個人 296人  /  団体 197団体（3,726人）  

・依頼件数        222件（紹介人数・団体数 288件） 

・その他相談、情報提供  3,742件 

 

（２）ボランティア活動の支援 

ボランティア活動を推進するため、須磨区内で活動するボランティアグループに対して 

助成を行うとともに、ひょうごボランタリー基金の県民ボランタリー活動助成の受付を行 

った。 

・地域ボランティア活動助成 8件・・・ 1グループ 15,000円を限度に助成 

・ひょうごボランタリー基金県民ボランタリー活動助成申請受付 78件（ｴﾝﾄﾘｰ数 82件） 

 

（３）須磨区ボランティア連絡会「須磨ネット」の事務局運営 

センター登録のボランティアグループ代表者の有志が集まり結成している須磨区ボラン 

ティア連絡会「須磨ネット」の事務局として、連絡会の開催や「グリーンフェスタ 2017」 

での共同募金活動等での活動支援を行った。 

・開催回数   12回 （毎月第 1水曜日開催・地域活動支援コーナー）  

・参加団体     15団体  

 

（４）ボランティア保険の受付・請求 

・受付件数  646件     

・請求件数   25件 

 

（５）機材（リソグラフ、車いす、高齢者疑似体験セット、もちつきセットほか）の貸出 

・貸出件数   365件（リソグラフ 315件  その他機材貸出 50件） 

 

（６）ボランティア講座・交流会の実施 

①絵手紙ボランティア研修＆交流会 

絵手紙ボランティアの技術向上と情報交換を目的に、4グループ（一期一絵・ほほ絵み・ 

そよかぜ・チューリップ）の研修と交流会を開催した。 

・開 催 日  平成 30年 3月 9日(金) 

・場  所  大黒地域福祉センター   



 

  

     ・講  師  日本絵手紙協会 公認講師 坂倉 知子 氏 

・参 加 者  29人 

   

 ②傾聴ボランティア講座 

     区内のボランティア活動者を対象に、ボランティア活動に役立つ傾聴やコミュニケー

ションのスキルを身につけ、活動の充実を図ることを目的に開催した。 

・開 催 日  平成 29年 11月 29日(木) 

・場  所  須磨区役所 健康教育室 1  

     ・内  容  「人を元気にする魔法のコミュニケーション講座」 

講師：夢こらぼ 主宰 松尾 やよい 氏 

・参 加 者  12人 

 

③スクールボランティア養成講座（全 4回） 

学校で学ぶ発達等の気になる児童・生徒への支援活動の一歩を踏み出すことを目的に 

開催した。 

・参 加 者    延べ 48人 

 開催日 場 所 内    容 

1 
平成29年 

5月24日（水） 

須磨区役所 

201会議室 

「学校でのボランティア活動について」 

講師：mottoひょうご          事務局長  栗木 剛 氏 

2 5月31日（水） 
須磨区役所 

201会議室 

「発達の気になる児童たちへの支援について」 

講師：放課後等デイサービスよりみちクラブ 北村 淳 氏 

3 
6月1日(木) 

～6月13日(火) 

各小学校 

体験 
だいち・板宿・妙法寺・横尾・西落合・南落合 

4 6月14日（水） 
須磨区役所 

201会議室 

①グループでの意見・情報交換 

講師: 発達障害支援教室「星の子」      平田   妙子 氏 

     元菅の台小学校なかよし学級 教諭 細川  加代子 氏 

②ふりかえり、交流会 

  

④スクールボランティア交流会 

ボランティアと学校の先生とのコミュニケーションが深まることで、支援が必要な子 

どもたちが安心して学校生活が送れることを目的に交流会を開催した。 

・開 催 日  平成 29年 8月 3日（木） 

・場 所  須磨区役所 4階多目的会議室 

・内  容  スクールボランティア同士の交流と先生方との話し合い 

交流タイム① 学校ごとのボランティアと先生との意見交換 

交流タイム② 他校のボランティアと先生との情報交換 

    ・参 加 者    54人 
  

⑤出演ボランティアまつり ～ こすもすステージ ～ 

センター登録団体の日頃の活動を、地域や施設等の方に向けてＰＲするとともに、 

ボランティア同士の交流と情報を共有する場とすることを目的に開催した。 

また、永年活動しているボランティアに対して理事長感謝状贈呈式も同時に開催した。 

・開催 日   平成 29年 10月 13日(金)  

・場 所  須磨区民センター 大ホール 

・参加団体  登録ボランティア（団体・個人）9組 

・参 加 者    65人 



 

  

⑥ボランティア交流会 

センター登録の団体及び個人のボランティア活動者を対象に、ボランティア同士の情 

報や意見交換を通し、より充実した活動につなげることを目的に開催した。 

 

・開 催 日   平成 30年 3月 6日(火) 

      ・場 所   須磨区役所 4階多目的会議室 

・内   容   展示やパフォーマンスによる活動紹介や、意見・情報交換を行った。 

・参 加 者  56人 
 

（７）ボランティア活動の啓発 

①絵手紙ボランティア活動 

・内 容  絵手紙ボランティア入門講座修了生等が、ひとりぐらし高齢者等（登録 

者 218人）へ定期的に絵手紙を送る活動を実施した。 

また、須磨区役所庁舎１階東側通路にて、絵手紙作品を常設展示した。 

・活動人数   43人 

  

    ②「グリーンフェスタこうべ 2017」への参加    

・開 催 日  平成 29年 10月 7日(土) 

・内   容    須磨ネットによるブース出展及びボランティア活動の啓発及び赤い羽根 

共同募金活動を行った。 

 

（８）須磨区地域活動支援コーナーの利用調整 

須磨区役所 3階に設置されている「地域活動支援コーナー」について、まちづくり課に

登録している地域団体やボランティアグループ等の利用調整を行った。 

・利用時間  月～金 9時～17時（ただし 12時～13時は除く） 

・利用件数  197件 

 

（９） 災害支援に関する情報提供 

区社協窓口における被災地への募金案内、受付及び被災地情報の提供を行った。 

 

７ 相談・援助活動 
 

（１）心配ごと相談所の運営 

民生委員児童委員協議会の会長が相談員となり、地域住民の日常生活上のさまざまな相

談に応じ、助言や各種制度や関係機関 

の紹介を行った。 

・場  所   須磨区社会福祉協議会 相談室 2 

・開設日時   毎月第 1、3火曜日（13時～15時） 

・開設回数  23回 

・相 談 員  23人（各回相談員 2人配置） 

・相談件数    10件 

  

（２） 生活福祉資金貸付 

低所得者や障がい者の経済的自立と、生活の安定を目的とした貸付を行った。 

また、地域福祉ネットワーカーや神戸市「くらし支援窓口」との連携により、一体的な

支援を行った。 

 



 

  

・貸付総件数     53件  貸付総額  21,815,800円 

≪内訳≫ 

 ①教育支援資金 
・貸付件数  42件  貸付金額  20,813,800円 

②福祉資金 

・貸付件数   11件  貸付金額   1,002,000円 

③総合支援資金 

・貸付件数   0件  貸付金額       0円 

 

（３）車いすの貸出し 

高齢や疾病などの理由により、一時的に車いすを必要とされる区民に対して車いすの貸 

出しを行った。 
  

・延べ貸出し件数  274台（本区 149台・北須磨支所 125台） 

 

８ 福祉教育の推進 
 

学校や地域等で福祉学習に活用してもらえるよう福祉教育用機材の貸出しを行うととも

に、講師の調整や情報提供を行った。 
  

（１）小中学校からの相談への情報提供、講師紹介等 

 

（２）福祉教育用機材の貸出し 

     ・貸出し件数    50件 
  

≪備品数・貸出件数≫                              

種  類 在庫 貸出 種  類 在庫 貸出 

車いす 20台 17件 アイマスク 40枚 5件 

高齢者疑似体験セット(S/M/L) 各4個 8件 小型点字器 37台 1件 

イヤーディフェンダー 10個 2件 ゴーグル、プレート 10個 1件 

白杖 4本 2件 かるたセット 2個 7件 

コミュニケーション麻雀セット 8個 22件 もちつきセット 1 ｾｯﾄ 0件 
  

９ 善意銀行の運営 
 

広く区民から善意の預託を受けた金銭や物品などを管理し、必要に応じて地域福祉の推進  

のために払出しを行った。 
  

（１）金銭 
  

       ア)預託   56件  902,361円 

イ)払出   46件 9,810,575円 
 

  ≪払出内訳≫ 
  

内  容 件数等 金 額 

平成 28年度真石博之様 指定預託分払出  8件 8,767,581円 

給食サービスグループ助成金 40件 800,000円 

家庭養護促進協会チャリティー映画会 1件 27,000円 

歩行杖購入 1件 212,700円 

貸出用車いす修繕費 1件 3,294円 

合  計 51件 9,810,575円 



 

  

    【指定預託の内容】 
  

 預託者：真石 博之 様（平成 29年 2月 8日） 
  

 預託額：10,000,000円 
   

 指定払出内容： 

・西須磨小学校教育機材等整備            2,095,056円 

・鷹取中学校教育機材等整備             2,394,316円 

・区内公立中学校 ICT教育機材整備          2,944,504円 

・区民福祉学習ツール整備（車いす・高齢者疑似体験ｾｯﾄ） 628,120円 

・地域住民交流ツール整備（コミュニケーション麻雀）    393,252円 

・啓発用パネル等作成経費 

（音楽の森、区役所ロビー、講演会等）         300,000円 

・公募による居場所づくり活動の助成財源       1,232,959円 

・振込手数料等事務経費                                 11,793円 

 

（２）物品 

ア)預託    3件 （洗剤、俳画集、鉛筆） 

    イ)払出   22件 （離宮ハイツ、区内高齢福祉施設、児童館） 

 

１０ 共同募金運動の推進 
 

（１） 赤い羽根共同募金 
  

地域団体に協力いただき、70周年を迎える共同募金運動の強化を行った。 

今年度より、一般募金受付期間の 10～12月末に加え、1～3月は拡大期間として、 

募金百貨店プロジェクトや広報啓発活動に取り組んだ。 
   

・募金運動期間 平成 29年 10月 1日(日)～平成 30年 3月 31日(土) 

      

  ①募金実績額（一般） 7,405,574円 
  

<<募金種別内訳>> 

募金種別 実績額 概  要 

戸別募金 4,077,865 各地域団体等の協力による戸別募金 

街頭募金 250,344 10月～12月の街頭募金（実施回数 11件） 

法人募金 1,441,583 企業、事業所、医院、歯科医院、薬局など 

職域募金 689,040 ﾊﾞｯｼﾞ・クリアファイル、図書カードなど資材募金 

学校募金 508,213 区内幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専門学校 

その他募金 438,529 個人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ、イベント等 

合  計 7,405,574 
 

 

     ②募金実績額（拡大期間） 45,052円  

     ・募金百貨店プロジェクト   2件 

協力：障害福祉サービス事業所こころわ、板宿商業連合会 青年部 

     ・平成 29年度公募助成決定事業での募金箱設置  1件 

協力：子どもＯ円食堂 



 

  

③地域配分額  3,396,924円（前年度募金実績額に応じた須磨区への配分） 

         共同募金を財源として、福祉啓発活動や須磨区内の各福祉関係団体等の活動に対し

て助成を行った。 

 

      <<内訳>>  

高齢者福祉活動事業           846,954円（老人クラブ助成、歩行杖等） 

      障がい者(児)福祉活動事業     532,808円（障がい者団体への助成等） 

            児童・青少年福祉活動事業   899,040円（保護司会助成、子ども会助成等） 

       母子・父子福祉活動事業     150,972円（母子福祉施設等） 

      福祉育成・援助活動事業     866,394円（施設の地域交流事業等） 

      公募助成事業         100,756円（こすもスマイル助成）【新規】 

 

（２） 歳末たすけあい募金 

歳末の地域福祉施設や地域活動支援のため、共同募金と共に募金活動をし、助成を行 

     った。 

      ①募金実績額    2,070,000円 

     ②配分金額     1,924,784円  

       <<内訳>> 

  ひとりぐらし高齢者等給食サービスグループ（40グループ）1,424,192円 

        ひとりぐらし高齢者等友愛訪問グループ（136グループ）   408,000円 

     障がい者事業所（9か所）                 92,592円 

 

（３） 福祉学習 

       共同募金運動 70周年を迎えるにあたり、参加と協働をつうじた共同募金における 

運動性の再生を目指し、次世代を担う児童・青少年に対し募金運動についての啓発活動 

を行った。 

①福祉学習 8件 

     神戸市立竜が台小学校、神戸市立竜が台中学校、マリスト国際学校、兵庫大学附属須 

磨ノ浦高等学校、神戸星城高等学校、滝川中学校・高等学校インターアクトクラブ、 

神戸市立落合児童館、神戸市立大黒児童館 

 

②竜が台小学校「ふだんのくらしのしあわせプロジェクト」 

街頭募金活動後、地区民生委員・児童委員等の協力のもと、前年度福祉学習を行った

５年生が地域の福祉課題等を考え、共同募金の配分金を活用した「じぶんのまちを良く

するしくみ」を考案・実践した。 

・内  容  地域のシンボルマップ・スローガンの作成、一人暮らし高齢者を対象

とした「こどもふれあい喫茶」の開催 

 

１１ 広報、啓発事業   
 

(１) 区社協だより「こすもす」の発行 

区社協の活動報告や協力団体の情報等、写真やイラスト等を活用し、広く区民に 

親しみのもてる紙面づくりに努め広報、啓発を行った。 

・発行回数  2回（①平成 29年 10月 1日   ②平成 30年 3月 1日） 

・部  数  新聞折り込みにより区内全域及び関係団体に配布  

       ①53,600部  ②51,900部  年間 105,500部 



 

  

（２） 区社協ホームページの運営 

ホームページの更新を通じて、災害支援募金や各種講座の案内、共同募金の活動 

報告等、適時更新し迅速な情報発信を行った。 

・内   容    区社協の概要、区社協だより、募集、 

 お知らせ等 

・更新回数    100回 

・アドレス   http://www.suma-shakyo.or.jp/ 

 

（３） マスコットキャラクターの活用                                     

         須磨区社協マスコットキャラクター「こすもちゃん」を広報、イベント時にイラス 

トとして積極的に活用した。 

  

 

 

 

 

 

 

  須磨区社協マスコットキャラクター 

「こすもちゃん」 

春      夏      秋       冬 


