
 

 

平成 28年度 事業報告 
 
 

１ 法人運営事業 
 

（１）理事会・評議員会等の開催 

会 議 開 催 日 内  容 

理事会 

第1回 
平成 28年 

5月 25日（水） 

第 1号議案 評議員の補充選任について 

第 2号議案 平成 27年度事業報告及び会計決算について 

第 3号議案  評議員の選任について 

第 4号議案  顧問の委嘱について 

第 5号議案  理事長・副理事長の選任について 

第 6号議案  理事長職務代理者・常務理事の指名について 

第2回 
平成 28年 

12月 14日（水） 

第 1号議案 社会福祉法の改正に伴う定款の変更について 

第 2号議案 定款の変更に伴う関連規程の制定について 

第 3号議案 評議員選任・解任委員の選任について 

第 4号議案  評議員の補充選任について 

第 5号議案  副理事長の選任について 

第 6号議案  顧問の委嘱について 

第 7号議案  評議員候補者の選任について 

第3回 
平成 29年 

3月 27日（月） 

第 1号議案 定款変更等に伴う関連規程の一部改正 

ならびに制定について 

第 2号議案 平成 28年度 資金収支予算の補正について 

第 3号議案 平成 29年度 事業計画(案) 

ならびに資金収支予算(案)について 

第 4号議案  評議員選任候補者の一部変更について 

評議員会 

第1回 
平成 28年 

5月 25日（水） 

第 1号議案 理事の補充選任について 

第 2号議案 平成 27年度事業報告及び会計決算について 

第 3号議案  理事及び監事の選任について 

第2回 
平成 28年 

12月 14日（水） 

第 1号議案 社会福祉法の改正に伴う定款の変更について 

第 2号議案 定款の変更に伴う関連規程の制定について 

第 3号議案 評議員選任・解任委員の選任について 

第 4号議案  理事の補充選任について 

第3回 
平成 29年 

3月 27日（月） 

第 1号議案  理事の補充選任について 

第 2号議案 定款変更等に伴う関連規程の一部改正 

ならびに制定について 

第 3号議案 平成 28年度 資金収支予算の補正について 

第 4号議案 平成 29年度 事業計画(案) 

ならびに資金収支予算(案)について 

監事監査 
平成 28年 

5月 12日（木） 
平成 27年度業務執行状況及び財産の状況に関する監査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）正副理事長会の開催 

開 催 日 内  容 

第 1回 
平成 28年 

5月 25日（水） 

１．理事長感謝状贈呈について 

２．善意銀行運営委員会 

３．平成 28年度第 1回理事会・評議員会について 

第 2回 
平成 29年 

3月 27日（月） 

１．善意銀行運営委員会 

２．共同募金について 

３．平成 28年度第 3回理事会・評議員会について 

 

（３）評議員選任・解任委員会の開催 

開 催 日 内  容 

平成 29年 

3月 28日（火） 
１．評議員候補者の選任について 

 

（４）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 28年 7月 25日（月） 

       場 所    須磨区役所 2階 201会議室 

内 容    生活支援に関わる活動・サービスの把握を目的とした、各団体が取り 

組む活動の相互理解及び課題提起について 

出席者    協議体構成メンバー：15人、アドバイザー：1人、 

オブザーバー：3人、事務局：4人 

 

   第２回 開催日  平成 29年 2月 27日（月） 

       場 所    須磨区役所 2階 201会議室 

       内 容    (1)協議体の今後の方向性について 

 (2)地域課題の解決に向けた取り組みについて 

 (3)社会福祉法人連絡協議会について 

              (4)振り返り・今後共有するテーマについて 

出席者    協議体構成メンバー：16人、アドバイザー：1人、 

オブザーバー：4人、事務局：4人 

 

 

 

開 催 日 各 部 門 個 人 団体/グループ 

平成 28年 

5月 25日（水） 

善意銀行の部 3 11 

ボランティア活動の部 5 5 



 

（２）地域支え合い活動の推進 

高齢者の方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地域の方と連携し、ひ

とりぐらし高齢者等の見守り体制の充実・強化を共通目的として、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・通報対応や地域の方による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 175回） 

地区民児協を単位に、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。 

 

②見守り推進員（高齢世帯生活援助員）による活動 

区内 6か所にあんしんすこやかルームを設置、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 

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」 

 

（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、その活動

の支援を行った。 

・グループ数       135グループ（ボランティア 715人） 

・対象高齢者数    2,131人 

   ・安否確認回数  224,697回 

 

 

 

 

 

営支援を行った。 
 



 

（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の機会を目的に 

実施している、区内のふれあい給食会に対して、その活動の支援を行った。 

・グループ数       41グループ（ボランティア 694人） 

・対象高齢者数   1,890人 

・開催回数         545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          95日      

 ・ボランティア数     13人 

・利 用 者           34人      

 ・通話回数       1,515回  

 

（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」となった世帯ならびに「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単身高齢者の 

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 837本（本区 364本・北須磨支所 473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

催している各部会に参加し、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！」等の各種講習会等の参加、支援を行った。 

また、発達の気になるお子さんとご家族のための情報冊子、「すまっこナビ」を発刊し 

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、各関係機関と連携し、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。 

 

⑤ともいき部会への参加 

地域に住む障がい者とのつながりを広げ、相互理解の共生社会を目指して情報発信の

ため研修会への参加、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 28年 5月 11日(水) ～ 平成 28年 9月 21日(水)  全 20回 

               14:00 ～ 16:00 

・場  所   大黒地域福祉センター 

・参 加 者   21人(修了者数 17人) 

 

（３）市民向け公開講座 平成 28年度須磨区手話特別講演会の開催  

神戸市みんなの手話言語条例に基づき、障がい福祉への理解及び広報・啓発活動として、 

手話入門講座と連携し、市民向けに手話特別講演会を一般公開し開催した。 

・開催日時   平成 28年 8月 10日(水)  14:00 ～ 16:00 

・場  所   須磨区役所 4階 多目的会議室 

・講  師   兵庫県聴覚障害者情報センター 所長 嘉田 眞典 氏 

・参 加 者   100人 

 

（４）福祉施設との地域交流推進事業の共催 

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各種 

事業への協力を行った。 

 

（５）須磨音楽の森への出店調整 

 須磨音楽の森への区社協テントブースにおいて、区内事業所に出店調整をし、事業所製 

品の販売及び広報・啓発活動を行った。また、平成 28年熊本地震災害救援募金の呼びかけ 

も行った。 

・開 催 日    平成 28年 5月 14日(土） 

・場 所  須磨離宮公園 

・出 店 数    5 団体+災害救援募金ブース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 3ヶ所の学童保育コーナーの管理運営  

≪平成 28年度 児童館利用状況≫           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※学童保育コーナー人数 

 

②放課後子ども総合プラン事業（横尾小学校 のびのびひろばの運営） 

  ・年間利用者数  6,272人(１日平均利用者数 31人) 

 

（２）児童館の運営支援 

①児童館巡回相談・支援 及び職員研修の実施 

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学童保育コーナーにおいても実施した。 

ア)神の谷児童館（運営：神の谷ふれあいのまちづくり協議会） 

イ)北須磨児童館（運営：社会福祉法人 北須磨保育センター） 

ウ)松風児童館 （運営：社会福祉法人 豊友会） 

エ)白川台児童館 (運営：社会福祉法人 泰福祉会) 

オ)菅の台児童館（運営：菅の台ふれあいのまちづくり協議会） 

カ)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） 

キ)松尾学童保育コーナー   (運営：社会福祉法人 泰福祉会) 

ク)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） 

地域の子育てに関する専門性を有する拠点児童館として、各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 17人（延べ活動人数 105人） 

イ)子育て専門講座 

      a.さがしてみよう!親と子のコミュニケーション（5回連続講座・1講座）    

     ・参加人数   8人 

     b.親と子のふれあい講座・赤ちゃん講座（4回連続講座・2講座内 1回は出張講座） 

      

 

 

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） 
（29年3月末） 

運営委員会 

開催日 

板  宿 17,755 61 47 6月28日 

たかとり 21,710 74 50 7月 4日 

大 黒 
だいち学童保育コーナー 

21,174 

(7,762) 

72 

(26) 

61 

37 
6月29日 

妙法寺 9,585 33 32 6月27日 

高倉台 10,714 37 30 6月20日 

落 合 
南落合学童保育コーナー 

30,884 

(15,204) 

105 

(52) 

61 

73 
6月13日 

横 尾 
横尾学童保育コーナー 

14,687 

 (8,575) 

50 

(29) 

35 

42 
6月23日 

東須磨 18,988 65 59 6月21日 

若 草 12,426 42 41 7月 5日 

合  計 
157,923 

※ (31,541) 

60 

※(36) 
568 

 



 

・参加人数  親子 21組 

      c.Ｊ－cafè（35回実施） 

・参加人数  親子 22組（延べ参加人数 225人） 

ウ)指導者向け講座（対象：児童館・保育所・幼稚園職員など） 

a.保育現場で活かす感覚運動(2回連続講座・1講座) 

・参加人数  18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)やこどもふれあい喫茶（名谷あんし 

んすこやかセンター）、ジュニアヘルパー、就労体験など他機関との連携のもと事 

業を行った。 

・実施回数  44回（延べ参加人数 732人） 

     オ)居場所づくり 

a.おべんとうひろば（孤食を防ぐ、こどもの貧困対策の一助、虐待兆候の発見） 

       ・参加人数  60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） 

・実 施 日   平成 28年 7月～11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)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 711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、思いやりの心を育むことを目 

的として各種行事を実施し、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 

・実 施 日   平成 28年 7月～平成 29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 709人、大人 1,164人(うち高齢者 972人) （合計 1,873人） 

 

②「親子でうたって、おどって、あそぼう」の実施 

      ・開 催 日  平成 28年 10月 19日（水） 

      ・場   所  北須磨文化センター 

・内   容  うたのコンサートと親子ふれあい遊び 

     ・参 加 者  幼児 180人、大人 172人（合計 352人） 

 

   ③須磨区児童館パネル展示 

 ・開 催 日  平成 28年 12月 5日（月）～9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、だるま貯金箱作りと絵本の読み聞かせ会、親子凧揚げ大会 

たかとり 5 夏祭り、盆踊り、ハロウィンGO！鷹。、もちつき大会、クリスマス会 

大 黒 6 盆踊り夜店、親子で木工作を楽しもう、ハロウィン、冬の親子手芸、いちご大福を作ろう！ 

妙法 寺  9 新緑のお茶会、夏まつり、オリジナルすだれづくり、年末おたのしみ会、お正月リース作り 

高倉 台  6 夏まつり、七夕まつり、ハロウィン、年忘れカーニバル、おたのしみビンゴゲーム大会 

落 合 12 なつまつり、落合っ子フェスタ、ゲーム大会、花谷地域防災訓練 

横 尾 3 なつまつり2016、ハロウィン仮装ラリー、わくわくおたのしみ会 

東須 磨  5 ラジオ体操と交通安全教室、運動会、マラソン大会、親子バレーボール大会 

若 草 8 ドーナツ作り、ピンポン大会、科学遊び教室、テントに泊まろう、巻きずしつくりと豆まき 

合  計 57                                

 

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 28年 6月～平成 29年 3月 (合計 56回) 

 

③須磨区出前親子館の実施  

    ・実 施 日  平成 28年 6月～平成 29年 3月 (合計 6回) 

 ・場   所  地域福祉センター、自治会館など 6か所 

 ・内   容    親子ふれあいあそびを実施した。 

・参 加 者  乳幼児 82人、大人 73人、 

ボランティア・スタッフ 37人 （合計 192人） 

 

④「子ども安全見守り」活動の実施 

・実 施 日   平成 28年 11月 7日(月) 

 ・場   所   板宿児童館及び周辺地域 

       ・内   容    まちの中を探検し、その成果をマップに示して安全で安心なまちづくり

に子ども会や民生委員・児童委員、主任児童委員と協働して取り組んだ。 

・参 加 者   小学生 23人、中学生 5人、大人 10人（合計 38人） 

 

⑤「子どもヘルパー」活動の実施 

・実施回数  年間合計 58 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。 

 

 



 

(乳幼児親子とのふれあい、敬老会、共同募金運動の街頭募金活動 等） 

・活動人数  延べ 745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 28年 5月～平成 29年 2月 (合計 56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 87組（合計 174人）、小学生 43人 

 

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 

域の方や各関係団体と協働し、課題解決に向けたネットワークづくりを推進した。 

 

 ①「くらし支援窓口」との連携 

    生活困窮者自立支援法に基づき神戸市が設置している「くらし支援窓口」との連携を

図り、各地域での相談窓口として、生活困窮や社会的孤立など個別課題の支援を行った。

また、北須磨支所に定期的に出務し、支所管内の個別課題支援に取り組んだ。 

  ・個別相談件数 203件（生活困窮課題支援 74件） 

 

②担い手の発掘・育成支援（民生委員･児童委員活動の情報発信） 

地域福祉の担い手の発掘・育成支援を目的に、民生委員・児童委員活動をより身近

に感じることができるようリーフレットを作成した。 

・リーフレット作成部数  2,000部 

 （配布先：民生委員･児童委員、ふれあいのまちづくり協議会、自治会 等） 

 

    ③ 人のつながりをデザインする講演会の開催 

  人がつながる仕組みづくりや住民参画の必要性など、コミュニティデザインの手法 

を用いて、コミュニティ機能を活性化させることを目的に講演会を実施した。  

・講 演 名   「コミュニティデザイナー 山崎  亮 講演会 ～地域で楽しむ 人つなぎ～」 

 ・開 催 日  平成 29年 3月 19日(日)  

 ・場   所  須磨区役所 4階多目的会議室  

・内   容  現代のコミュニティのあり方について全国の地域の活性化の取り組み 

事例の紹介など 

          ・講   師    studio-L 山崎 亮 氏 

・参 加 者    178人 

 

④「おひさまクラブ」と児童館利用の親子との交流事業 

子育てコーディネーターと連携し、須磨在宅福祉センターで活動している若年性認 

知症特化型デイサービス「おひさまクラブ」と、大黒児童館利用の親子、民生委員・ 

児童委員のみなさんとの交流事業を実施し、若年性認知症への理解を深めた。 

・開 催 日    平成 28年 9月 29日(木)および 11月 10日（木） 

・場   所   大黒児童館 

・参 加 者    児童館利用親子  21組、おひさまクラブ  21人、家族 15人 

       民生委員・児童委員 9 人 

        

 



 

 ⑤「こころの絵本プロジェクト」の支援 

精神障がいに関する正しい知識の普及啓発（メンタルヘルス教育）を目的とした「市 

立高校でのワークショップ」、「こころの絵本プロジェクトシンポジウム」等に実行委 

員として参画した。 

 

（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  35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   46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 28年 10月 26日（火）13:00～14:30 

・内   容    あんしんすこやかセンター職員による地域福祉活動紹介 

          サポーターの今後の活動について意見交換 

・参 加 者    22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、区社協等の各地域活

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  62回 

 

（６）指定地区民児協の取り組み  

民生委員児童委員協議会運営の充実を目的に、当該地区の民生委員児童委員協議会に対 

し、助言、援助等の支援を行った。 

東部地区・・・神戸市社会福祉協議会指定地区 

≪主な取り組み内容≫ 

・高齢者見守りの充実と居場所づくり 

・あんしんすこやかセンターとの研修、自己研鑽 

・子育て環境づくり 

 

（７）福祉啓発講演会の開催 

障がいのある子にもない子にも、「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小学校を取

り上げた映画『みんなの学校』の上映会を開催した。映画を通して、区民に福祉に関する 

 



 

関心を啓発し、障がい児・者や地域の現状に対して理解・認識を深めることを目的とし

て開催した。 

・開 催 日  平成 29年 2月 5日（日） 

・場   所    須磨区役所 4階多目的会議室 

・参 加 者  205人 

 

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」をつなぐコーディネー

ト機関として、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 278人  /  団体 200団体（3,726人）  

・依頼件数        369件（紹介件数 316件） 

・その他相談、情報提供  3,719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に対する受 

付を行なった。 

・地域ボランティア活動助成 5件・・・ 1グループ 20,000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 79件（ｴﾝﾄﾘｰ数 81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 

当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 2016」 

での共同募金活動を行った。 

・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   941件     

・請求件数   19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   340件（リソグラフ 258件  その他機材貸出 82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 29年 3月 9日(木) 

・場  所  大黒地域福祉センター   

     ・内  容   絵手紙研修及び交流会 

     ・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（全 3回） 

     当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、傾聴のスキルを身に 

つけ、ボランティア活動の充実を図ることを目的に開催した。 

    ・参 加 者  延べ 65人 
 開催日 場 所 内    容 

1 
平成28年 

11月25日（金） 

須磨区役所

201会議室 

「高齢者と接するには～高齢者のこころを理解する～」 

講師：兵庫県対人援助研究所      主宰 稲松 真人 氏 

2 
11月28日(月) 

～12月8日(木) 

高齢者施設等

体験 

特別養護老人ホーム 須磨きらくえん 

特別養護老人ホーム 神港園サニーライフ白川 

3 12月9日（金） 
須磨区役所 

201会議室 

『聴く』という支援～相手を理解するコミュニケーション～ 

講師：兵庫県対人援助研究所      主宰 稲松 真人 氏 

 

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28年 

5月20日（金） 

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27日（金） 
須磨区役所 

201会議室 

「発達の気になる児童・生徒への支援について」 

講師：放課後等デイサービスよりみちクラブ 北村 淳 氏 

3 
5月30日(月)

～6月9日(木) 

各小学校 

体験 

西須磨・若宮・東須磨・松尾・だいち 

青陽須磨支援学校 

4 6月10日（金） 
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養成講座 ～実践編～ 

区内の小・中学校で活動中のスクールボランティア（延べ 80人）を対象に活動中の疑 

問や不安等を共有するとともに解消し、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 28年 10月 28日(金)  

・場 所  須磨区役所 201会議室  

・内  容  「発達の気になる児童・生徒へのよりよい関わり方を学ぼう！！」 

           講師：NPO法人 発達障害児療育センターしらゆり 

    副理事長  小笠原 敏有 氏 

センター長 吉川  康夫 氏 

    ・参 加 者  18人 

 

 

 

 

 



 

⑤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 28年 8月 3日（水） 

・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    45人 

 

⑥コミュニケーション麻雀ボランティア養成講座 

脳トレやコミュニケーションツールとして活用されている「コミュニケーション麻雀」

の地域内の交流の場での普及や、つながりづくりを支援するボランティアの養成を目的

に講座を開催した。 

・開 催 日  平成 28年 6月 23日(木) 

・場  所  北須磨文化センター  

     ・内  容   コミュニケーション麻雀の使い方や、地域の活用例や注意点を学ぶ 

            講師：コミュニケーション麻雀協会理事 松尾 やよい 氏 

・参 加 者  23人 

 

⑦出演ボランティアまつり ～ こすもすステージ ～ 

当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、同時 

に赤い羽根共同募金の啓発・広報活動も行った。 

・開催 日   平成 28年 10月 13日(木)  

・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）11組 

・参 加 者    60人 

 

⑧ボランティア交流会 

当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 

情報交換や意見交換を通し、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 29年 3月 3日(金) 

      ・場 所   須磨区役所 201会議室 

・内   容   活動紹介や、クロスロードを用いて他のボランティアと交流し、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 250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   45人 

  

 

 

 



 

    ②「グリーンフェスタこうべ 2016」への参加    

・開 催 日  平成 28年 10月 8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 

共同募金の募金活動の実施。 

 

（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、あらかじめまち

づくり課にて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  161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 

 

７ 相談・援助活動 
 

（１）心配ごと相談所の運営 

福祉の増進を図るため、地区民生委員児童委員協議会の会長が相談員となり、地域の方 

の日常生活上のさまざまな相談に応じ、相談者に対して助言、援助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  22回 

・相 談 員  24人（各回相談員 2人配置） 

・相談件数    12件 

 

（２） 生活福祉資金貸付 

低所得者や高齢者、障がい者の社会参加促進等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、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     47件  貸付総額  12,380,800円 

≪内訳≫ 

 ①教育支援資金 
・貸付件数  37件  貸付金額  11,520,800円 

②福祉資金 

・貸付件数   10件  貸付金額    860,000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 

区内に居住され、高齢や疾病などの理由により応急的・一時的に車いすを必要とされる 

方に対して車いすの貸出しを行った。 

・延べ貸出し件数  223台（本区 120台・北須磨支所 103台） 

 

 

 

 

 



 

８ 福祉学習の推進 
 

学校や地域等で福祉学習に活用してもらえるよう、福祉学習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 

・情報提供、講師紹介等の相談件数  14件 

    （紹介講師：須磨点訳グループ、やすらぎグループ、神戸女子大学手話部「翼」 等） 

 

（２）福祉教育用機材の貸出し 

     ・貸出し備品数  131点 

・貸出し件数    83件 

   ≪貸出在庫数≫                               

種  類 在庫 貸出 種  類 在庫 貸出 

車いす 17台 20件 アイマスク 40枚 8件 

高齢者疑似体験セット(S/M/L) 各4個 15件 小型点字器 37台 3件 

イヤーディフェンダー 10個 5件 ゴーグル、プレート 10個 1件 

コミュニケーション麻雀セット 2個 28件 かるたセット 2個 2件 

もちつきセット 1 ｾｯﾄ 1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、地域福祉の推進のために払出 

しを行った。 

 

（１）金銭 

   ア)預託   57件 11,341,975円 

イ)払出   46件  1,379,743円 

≪払出内訳≫ 

内  容 件数等 金 額 

給食サービスグループ助成金 41件 820,000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 299,100円 

貸出用車いす購入・修繕費 3件 233,643円 

合  計 46件 1,379,743円 

 

（２）物品 

ア)預託    9件 （衣類、車椅子、介護用品、日用品、切手 など） 

    イ)払出    6件 （誕生日ありがとう運動本部、ヨナタン名谷 など） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１０ 共同募金運動の推進 
 

（１） 赤い羽根共同募金 

各地域団体に協力いただき、70回を迎える共同募金運動の強化を行った。 

・募金期間 平成 28年 10月 1日(土)～平成 28年 12月 31日(土) 

 

       ①募金実績額  6,018,996円 

<<募金種別内訳>> 

募金種別 実績額 概  要 

戸別募金 2,314,828円 各地域団体等の協力による戸別募金 

街頭募金 364,160円 10月～12月の街頭募金（実施回数 11件） 

法人募金 1,690,925円 企業、事業所、医院、歯科医院、薬局など 

職域募金 642,210円 ﾊﾞｯｼﾞ・ｸﾘｱﾌｧｲﾙ、図書ｶｰﾄﾞなど資材募金 

学校募金 574,322円 区内幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専門学校 

その他募金 432,551円 個人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ等 

合  計 6,018,996円 
 

 

②地域配分額  3,849,000円（前年度募金実績額に応じた須磨区への配分） 

         前年度募金実績額に応じて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           850,000円（老人クラブ助成、歩行杖等） 

      障がい者(児)福祉活動事業     574,000円（障がい者団体への助成等） 

            児童・青少年福祉活動事業  1,031,000円（保護司会助成、子ども会助成等） 

       母子・父子福祉活動事業     160,000円（母子福祉施設等） 

      福祉育成・援助活動事業    1,234,000円（介護者の会助成等） 

 

（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    2,005,000円 

     ②配分金額     2,005,000円  

       <<内訳>> 

  ひとりぐらし高齢者等給食サービスグループ（41グループ）1,435,000円 

        ひとりぐらし高齢者等友愛訪問グループ（135グループ）   405,000円 

     障がい者事業所（11か所）                165,000円 

 

（３） 福祉学習 

       共同募金運動 70年を迎えるにあたり、参加と協働を通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。 7件 

    （神戸市立竜が台小学校、マリスト国際学校、兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校、 

神戸国際中学校・高等学校、滝川中学校・高等学校インターアクトクラブ 等） 

 

 



 

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、より見やすい 

サイズに変更し、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 28年 10月 1日   ②平成 29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  

         ①54,550部  ②53,600部  年間 108,150部 

 

（２） 区社協ホームページの運営 

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 

信ができるようホームページのリニューアルを行った。また、スマートフォン対応も 

行い、様々な場面で活用できるよう整備した。 

・内    容     区社協の概要、区社協だより、ボランティアセンターページ、 

募集、お知らせ等 

・更新回数    45回 

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

・E-mail        info@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。 

 ・月刊ふくし 12月号 社協キャラクター図鑑 掲載 

・四季こすもちゃん作成 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 


