
 

 

 

 

 

 

事 業 報 告 書 

２０１８年度 
（２０１８年１月１日から２０１８年１２月３１日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人木口福祉財団 

 
 

 
  



  



 

 

 

 

 

当期事業 費  ６，２４１万３，４０４円 

事 業 費 率         ２６．０％ 

 

１．趣 旨 

福祉活動やボランティア活動等の事業に対する助成を通じ、市民参加型福祉の促進

と地域振興をはかり、障がい者等の社会的に弱い立場におかれている方々にやさしい、

明るく住みやすい地域社会の創造に資することを目的とする。 

 
２．事業実施内容 

   地域福祉振興助成 

     障がい者等を支援する福祉活動団体、ボランティア活動団体に対して、公募に

より申請のあった事業について、必要資金の一部を助成した。 
（１）募集方法等 

    当法人のホームページに掲載したほか、社会福祉協議会等の地域福祉関連 

施設、団体等を通じてチラシを配布して公募した。募集方法の詳細は下記の 

通りである。 

募集期間 ２０１８年２月１３日から３月１３日 

募集金額 ４，５００万円 

申込件数 
１５７件（ＷＥＢ申請１２１件） 

（兵庫県６５件、岡山県１９件） 

 

  (２）選考方法等 

 すべての応募について当法人設置の選考委員会に諮り、選考基準及び年間 

予算額に則り、助成先及び助成額を決定した。選考の日程の詳細は下記の通 

りである。 

①第１７回選考委員会（５/１５）：一次書類審査（７５件通過） 

      ②聞取調査（６/５～７/１３）：訪問６０件、電話１５件 

      ③第１８回選考委員会（７/２３）：最終審査 

 

(３）助成件数、助成額及び助成金の交付 

      ①助成件数 ６４件（内 兵庫県３１件、岡山県９件） 

      ②助成額  ４，３７８万円（内 兵庫県２，０５９万円、岡山県４９６万円） 

      ③交付   ８/１０付で銀行振込により交付した。 

 

 

公１ 助成事業〈定款上の根拠／第４条第１項第１号〉 

ボランティア活動や福祉活動に助成し地域社会の振興及び地域福祉の振興促進を図る事業 



３．選考結果及び助成実績の公表 

   選考結果及び助成実績は、個人情報を除き当法人のホームページで公表した。 

    
 
４．助成対象の事業報告等 

  （１）事業報告 

      助成対象団体より、事業報告を受けとった。 
 

 

（２）助成金残金の返金 

    ２０１８年度期中に、下記の団体より助成金残金の返金を受け取った。 

       ・社会福祉法人熊本県視覚障がい者福祉協会     ７，２４０円 
・たじまびっくり箱実行委員会          ６０，０００円 

                        合 計    ６７，２４０円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公益財団法人木口福祉財団 

平成３０年度助成対象一覧 助成件数６４件／助成総額４，３７８万円 

■地域福祉振興助成 

 

 介助犬ファーガスと未来をつなぐ会(北海道札幌市白石区) 

 『障害児者・家族向けのチェアスキー体験イベント事業』 75 万円 

 特定非営利活動法人 遠野まごころネット（岩手県遠野市） 

 『障がい者による被災地の新しい地域活性化のしくみづくり』 100 万円 

 特定非営利活動法人 勿来まちづくりサポートセンター（福島県いわき市） 

 『支援学校生の技術習得調査研究事業』 80 万円 

 DET 群馬（群馬県伊勢崎市） 

 『障害者を含むすべての人々が安心して暮らせる共生社会を創る』 100 万円 

 認定特定非営利活動法人 たすけあいの会ふれあいネットまつど（千葉県松戸市） 

 『階段なんかへっちゃら～車いすで街へ出ようプロジェクト』 100 万円 

 特定非営利活動法人 真ごころ（千葉県柏市） 

 『障がい児専用プールでの水泳療育中の安全対策』 56 万円 

 特定非営利活動法人 えにし（神奈川県藤沢市） 

 『「地域カジュアルサポート」業務の拡張に伴う備品整備』 60 万円 

 特定非営利活動法人 障碍者支援センター 鮎の風（神奈川県厚木市） 

 『障がい者の就労支援に係るクリーニング用洗濯機の買い替え』 100 万円 

 特定非営利活動法人 らいふくらうど（岐阜県山県市） 

 『オーニングテント（乗降用）設置事業』 23 万円 

 特定非営利活動法人 さぼてんの花（愛知県一宮市） 

 『重症心身障がい児デイサービスの防災備品整備』 16 万円 

 特定非営利活動法人 響愛学園（愛知県一宮市） 

 『就労移行支援 B型事業所「ハミング」』 98 万円 

 特定非営利活動法人 びすた～り（愛知県知多市） 

 『精神障がい当事者によるアウトリーチ活動用の車両取得事業』 76 万円 

 特定非営利活動法人 京都難病支援パッショーネ（京都府京都市右京区） 

 『難病啓発イベント  パッショーネフェスタ＆難病カフェ（仮）』 9 万円 

 特定非営利活動法人 京都ＤＡＲＣ（京都府京都市伏見区） 

 『事業所内のＩＴ強化を目的とするパソコン購入』 43 万円 

 公益財団法人 大阪ＹＷＣＡ（大阪府吹田市） 

 『点字両面同時プリンタ ESA919 の購入』 97 万円 



公益財団法人木口福祉財団 

平成３０年度助成対象一覧 助成件数６４件／助成総額４，３７８万円 

■地域福祉振興助成 

 特定非営利活動法人 ホザナ・ハウス（兵庫県神戸市灘区） 

 『障害児の送迎車購入』 100 万円 

 特定非営利活動法人 福祉ネット 寿（兵庫県神戸市灘区） 

 『障がい児童の困り感を地域の教育・福祉が連携するには』 36 万円 

 特定非営利活動法人 神戸西助け合いネットワーク（兵庫県神戸市須磨区） 

 『障がい者通所施設移転に伴う設備改修工事』 100 万円 

 特定非営利活動法人 すまみらい（兵庫県神戸市須磨区） 

 『生活介護事業所立ち上げの為の改修と備品の購入等』 100 万円 

 特定非営利活動法人 ヘルパーGOGO（兵庫県神戸市須磨区） 

 『重症心身障がい児・者対象の多機能型施設新設のための改修工事』 100 万円 

 TEDxKobe 実行委員会（兵庫県神戸市北区） 

 『カンファレンスイベント「TEDxKobe 2018」の開催』 24 万円 

 一般社団法人 神戸ダルク ヴィレッジ（兵庫県神戸市中央区） 

 『依存症者の就労支援に向けての多機能型事業所開設事業』 100 万円 

 特定非営利活動法人 Birth 神戸（兵庫県神戸市中央区） 

 『障害者の社会参加の場「Birth 生田川」本格オープン環境整備』 15 万円 

 公益社団法人 兵庫県精神福祉家族会連合会（兵庫県神戸市中央区） 

 『第 11 回みんなねっと全国大会開催費用の一部』 90 万円 

 一般社団法人 Jobs（兵庫県神戸市西区） 

 『和紙づくりを通じパソコンで将来の選択肢を増やす』 4 万円 

 特定非営利活動法人 姫路こころの事業団（兵庫県姫路市） 

 『ソーシャルファームの事業促進のための農業設備・機器導入費用』 57 万円 

 一般社団法人 フォレスト（兵庫県姫路市） 

 『施設改修』 40 万円 

 特定非営利活動法人 出愛いの里福祉会（兵庫県姫路市） 

 『工賃向上のための紙枚数計数機購入費用』 100 万円 

 特定非営利活動法人 姫路自立生活支援センター（兵庫県姫路市） 

 『つばさ工房新規拠点での利用者の環境整備・安全強化事業』 53 万円 

 バディウォーク関西（兵庫県尼崎市） 

 『バディウォーク関西 in 大阪 2018』 100 万円 



公益財団法人木口福祉財団 

平成３０年度助成対象一覧 助成件数６４件／助成総額４，３７８万円 

■地域福祉振興助成 

 特定非営利活動法人 兵庫県難聴者福祉協会（兵庫県明石市） 

 『第 29 回中途失聴・難聴者兵庫の集い iｎ宝塚』 8 万円 

 特定非営利活動法人 ほのぼの（兵庫県明石市） 

 『障がい者情報の収集・発信用備品購入費』 76 万円 

 特定非営利活動法人 居場所（兵庫県明石市） 

 『床リフォーム』 63 万円 

 特定非営利活動法人 ＬＩＣ（兵庫県西宮市） 

 『聴覚障害者向け介護職員初任者研修 １６日間』 91 万円 

 フォーワンズスペース（兵庫県西宮市） 

 『聴覚障がい者向けのサロン事業・高齢化に向けた支援者育成』 40 万円 

 特定非営利活動法人 五色ホースクラブ（兵庫県洲本市） 

 『障がい者雇用のための休憩室の設置』 98 万円 

 特定非営利活動法人 阪神・障害者人権ネットワーク（兵庫県芦屋市） 

 『麦の家設立 30 周年記念集会と自立障害者の記念講演』 16 万円 

 社会福祉法人 三田谷治療教育院（兵庫県芦屋市） 

 『病院・施設から住まいを地域移行される方の支援のための車両購入』 100 万円 

 特定非営利活動法人 はた織り工房おりひめ（兵庫県加古川市） 

 『さをり織り機の購入費用』 27 万円 

 特定非営利活動法人 ボア・ヴィーブ（兵庫県宝塚市） 

 『入浴要介護リフトの購入・設置』 58 万円 

 特定非営利活動法人 ざくろ（兵庫県三木市） 

 『グループホームステラ増設に伴う物品購入』 90 万円 

 特定非営利活動法人 あすてる（兵庫県三木市） 

 『障がい者地域活動支援センター「みにょんち」施設整備事業』 83 万円 

 ミライエ（障がい者を支援する会）（兵庫県高砂市） 

 『便所の改修工事と屋外アトリエの補修工事』 100 万円 

 特定非営利活動法人 川西市手をつなぐ育成会（兵庫県川西市） 

 『地域住民に知的障がいを知ってもらう啓発事業』 31 万円 

 株式会社 TunagDesign（兵庫県篠山市） 

 『自前の木工加工設備を整え、生産性向上による工賃アップを図る』 59 万円 



公益財団法人木口福祉財団 

平成３０年度助成対象一覧 助成件数６４件／助成総額４，３７８万円 

■地域福祉振興助成 

 特定非営利活動法人 ネクスト（兵庫県多可郡多可町） 

 『安全品質の「ものづくり」を目指すための「検針機」の増備事業』 100 万円 

 社会福祉法人 ぬくもり（奈良県天理市） 

 『「重症児放課後等デイサービス」を開始するための福祉車両購入』 100 万円 

 島根県ろうあ連盟女性部（島根県松江市） 

 『第 48 回全国ろうあ女性集会における記念講演会及び分科会の開催』 100 万円 

 特定非営利活動法人 YC スタジオ（島根県松江市） 

 『YC スタジオ”シェアキッチン”改修整備事業』 72 万円 

 特定非営利活動法人 岡山県視覚障害者自立支援センター（岡山県岡山市北区） 

 『同行援護従業者養成研修』 88 万円 

 株式会社 まつ井（岡山県岡山市東区） 

 『利用者の方を送迎するための車両を購入』 100 万円 

 特定非営利活動法人 NPO 法人玉島たんぽぽ（岡山県倉敷市） 

 『事業所パンフレット作成』 10 万円 

 社会福祉法人 めやす箱（岡山県倉敷市） 

 『清掃業務の幅を広げるために、ポリッシャー機材一式の購入』 23 万円 

 特定非営利活動法人 いちご一会（岡山県倉敷市） 

 『送迎、イベント、農耕の機材運搬、利用者の移動手段としての車両』 96 万円 

 特定非営利活動法人 アポロ（岡山県倉敷市） 

 『障害者が安心して作業できる環境つくり』 51 万円 

 社会福祉法人 愛徳福祉会（岡山県津山市） 

 『防犯カメラ 2台設置工事費助成』 12 万円 

 特定非営利活動法人 チームクローバー（岡山県笠岡市） 

 『精神障がい者の居場所づくりピアサロンを開設する為の活動運営費』 91 万円 

 特定非営利活動法人 井原はばたき会（岡山県井原市） 

 『知的障害者作業所の老朽化に伴う部屋及び前庭の環境整備工事』 25 万円 

 社会福祉法人 三穂の園（広島県福山市） 

 『児童発達支援事業の新規立上げにかかわる教材・運器具購入費』 92 万円 

 シャイニークルー株式会社（山口県岩国市） 

 『自閉症、知的障害者への物理的構造支援（ワークシステム構築）』 75 万円 



 特定非営利活動法人 花の花（福岡県福岡市南区） 

 『無農薬・無化学肥料野菜の６次産業化事業に伴う設備購入』 95 万円 

 特定非営利活動法人 奏気流（熊本県熊本市東区榎町） 

 『熊本地震で失った厨房設備整備』 100 万円 

 特定非営利活動法人 凸凹ライフデザイン（熊本県熊本市西区） 

 『被災地での発達障害理解促進・スキルアップ支援事業』 100 万円 

 特定非営利活動法人 沖縄県脊髄損傷者協会（沖縄県浦添市） 

 『意思伝達装置等のお試し機器購入』 56 万円 

 





 
 
 
 
 

当期事業 費    １億５，５１９万７，２１５円 

事 業 費 率            ６４．５％ 

 
１．趣 旨 
   公共の保健福祉事業及びボランティア活動や福祉活動等に対する建物等の貸与や地

域イベントの開催等、当法人が保有する建物を活用することを通じ、市民参加型福祉

の促進と地域振興をはかり、障がい者等の社会的に弱い立場におかれておいる方々に

やさしく明るく住みやすい地域社会の創造に資することを目的とする。 

 
２．事業内容 

ア 芦屋市保健福祉センター事業（芦屋市の保健福祉施設の用に供する建物及び設備の貸与） 

    本事業は、芦屋市に対し「保健福祉センター事業」に使用する建物等を貸与する

ことによって、不特定多数の市民の地域福祉の促進に寄与し、当法人の目的である

障がい者等社会的弱者にやさしく明るく住みやすい地域社会の創造に資するもので

ある。 

 
（１）施設 

     芦屋市保健福祉センター（兵庫県芦屋市呉川町１４－９） 

 
（２）芦屋市保健福祉センターの具体的機能 
  〇保健センター 子育て支援・各種検診 等 
  〇福祉センター 障がい者相談支援・高齢者生活支援・介護予防・権利擁護・ 

水浴訓練・ボランティア活動支援 等 
     〇歯科センター 休日歯科応急診療・障がい者歯科診療・歯の無料相談と検診 

 
   （３）利用人数 
      ２０１８年度の利用人数実績は、１６万２，６６７人である。 

       
 
   （４）家賃収益 
      ２０１８年度の家賃収益は下記の通りである。 

 ９，３６５万３，４９６円（月額賃料 ７８０万４，４５８円） 
      ※ 月額賃料は次の計算式により算出している。 
       （土地評価額×0.004＋建物評価額×0.006）×使用面積比率＋消費税 

 

公２ 施設貸与事業 〈定款上の根拠／第４条第１項２号及び３号〉 

建物等を活用し地域社会の振興及び地域福祉の促進を図る事業 



イ 木口記念会館事業（会議室、ホール等の貸与） 
     本事業は、障がい者を支援するボランティア活動、福祉活動やその他地域福祉の 

向上を目的とした利用に対して、ホールや会議室等を無料又は低価で貸与する。 
     木口記念会館（兵庫県芦屋市呉川町１４－１０） 
      ①開放スペース  １階交流ホール、２階フリースペース、図書室 
      ②貸室      １階多目的ホール（定員６０名） 
               ３階会議室１、２、３（定員１２名） 
                 大会議室Ａ、Ｂ（定員５４名） 
                 和室１、２（定員１２名） 
 

（１）貸室の利用実績 

     ２０１８年度の貸室の年間利用回数は下記の通りで、公益目的以外の利用につ 
いては貸出をしていない。 

 

 ２０１８年度 ２０１７年度 

全額免除の利用 ２，８２３回 ２，２８５回 

五割減額の利用 ２０２回 １９５回 

その他公益目的利用 ７回 ０回 

合  計 ３，０３２回 ２，４８０回 

 
 

（２）利用の具体例 
     ・就労している障がい者の交流会 
     ・普通学校に通う障がい児への学習支援 
     ・障がい者を対象とした就労支援のための講座 
     ・障がい児を持つ親のための交流会 
     ・依存症の自助グループセミナー 

 
（３）会館利用収益 

    ２０１８年度の会館利用収益は下記の通りである。 

     貸室利用料      ２０万６，５００円 

     設備・備品利用料      ２，０００円 

     会館利用料収益合計  ２０万８，５００円 

 

 

 

 

 

 

 



ウ イベント事業（地域振興及び地域福祉促進のためのイベント開催） 
   本事業は、当法人が所有する建物を活用して、地域社会の振興と地域福祉の促進を

目的に各種イベントを開催した。 

 
   （１）「アートフェスタ２０１８」 
       当法人の主催で、障がい者と地域住民の交流を目的にアート展を開催する。 
        日  程 ２０１８年５月２７日（日）１０：００～１６：３０ 

会  場 木口記念会館 １階多目的ホール及び交流ホール 
参加人数 延べ４２７名 
内  容 

         障がい者のアート作品の展示と障がい者団体やボランティア市民団体

による模擬店・ワークショップ 

 
 
   （２）「第８回あしや保健福祉フェア」（共催：芦屋市福祉センター） 
        日  程 ２０１８年７月２８日（土）１０：００～１６：００ 

会  場 木口記念会館および芦屋市保健福祉センター全館 
参加人数 延べ９，２９６名 
内  容 
 保健福祉に関するシンポジウムや体験コーナー、障がい者団体による 
模擬店・バザー、福祉事業所合同説明会、障がい者事業所体験コーナー 
ボランティア体験、スタンプラリー等 

       
    

（３）公益財団法人木口福祉財団創立２０周年事業「感謝の集い」 

    ①日  程 ２０１８年９月８日（土）１３：００～１６：３０ 

     会  場 木口記念会館および芦屋市保健福祉センター多目的ホール 

     参加人数 約２００名 

        内  容 ダウン症書道家 金澤翔子氏による揮毫 

             金澤翔子氏の母、康子氏の基調講演 

             障がい者団体によるパフォーマンスショー 

 

    ②日  程 ２０１８年９月２９日（土）１３：００～１５：３０ 

     会  場 芦屋市立精道小学校 体育館 

     参加人数 約３００名 

        内  容 社）日本ユニバーサルマナー協会理事 岸田ひろ実氏の基調 

講演、岸田ひろ実氏他 3名によるパネルディスカッション 

 

 
 



（４）ひょうごボランタリー・スクエア２１ 市民活動団体交流の集い２０１８ 
        日  程 ２０１８年１０月２０日（土）１３：００～１６：００ 

会  場 木口記念会館 ３階大会議室Ａ・Ｂ 
参加人数 ４２名（２４団体） 
内  容 
 全国の市民活動団体の意見交換や親睦を目的とした交流会および当法 
人の平成２９年度助成対象事業の成果発表 

 

 

（５）その他のイベント 

       １年を通じて、落語会、障がい者と家族を対象としたお食事会、音楽コンサ

ート等、木口記念会館を活用した様々なイベントを下記の通り企画開催し、

地域福祉の促進と地域交流を図った。 

         ・落語会（かいかん寄席）       ４回 

・ロビーコンサート          ８回 

         ・パフォーマンスライブ        ２回 

         ・作品展               ５回 

         ・お食事会（おいしい和食を楽しむ会） １回 

         ・懇親会               ２回 

         ・プチイベント           １１回 
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