事

業

報

告

書

２０２１年度
（２０２１年１月１日から２０２１年１２月３１日まで）

公益財団法人木口福祉財団

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促進を図る事業

当期事業費
事 業 費 率

73,313,977 円
30.9％

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
２０２１年度地域福祉振興助成
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
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。
募集期間
募集金額
申込件数

2021 年 2 月 1 日～3 月 15 日
45,000,000 円
（1 団体上限 100 万円/助成率 80%）
139 件
（兵庫県 53 件、岡山県 17 件）

(２）選考方法
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理事会で決定した。
選考の日程は下記の通りである。
①2021 年度第 1 回選考委員会（6/9）：一次選考（101 件通過）
②一次選考通過団体への確認調査（6/21～7/29）
③2021 年度第 2 回選考委員会（8/17）：最終選考（80 件通過）
④第 34 回理事会（8/31）：助成団体及び助成額の決定
なお、決定通知書発送後、2 団体（助成金額 2,000,000 円）より辞退の申し出
があり、受理した。
(３）助成件数、助成額及び助成金の交付
①助成件数 78 件（兵庫県 31 件、岡山県 8 件）

1

②助成額
③交付

54,430,000 円（兵庫県 18,600,000 円、岡山県 7,330,000 円）
9/16 付で銀行振込により交付

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。
また、助成対象事業の実施結果をまとめた小冊子「助成事業報告集」を作成し、ホー
ムページ上で公表する。
４．助成対象の事業報告
（１）事業報告
助成対象団体より、事業報告を受け取った。
（２）助成金残金の返金
2021 年度期中に、8 団体より 1,574,924 円の助成金残金の返金を受け取った。

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

当期事業費
事 業 費 率

143,840,207 円
55.6％

１．趣 旨
公共の保健福祉事業及び福祉活動やボランティア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い、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）
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（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
2021 年度

100,938 人（2020 年度

78,911 人、2019 年度

156,925 人）

（４）家賃収益
2021 年度の家賃収益は下記の通りである。
95,504,496 円
月額賃料
7,958,708 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
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福祉活動、ボランティア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）
新型コロナウイルス感染症の影響により、さまざまな社会活動の自粛が求められ、
会館においても利用者の健康と安全を考慮し、感染拡大防止のため三密を避けた運
営に対応し、緊急事態宣言発令期間は臨時閉館した。閉館期間は以下のとおり。
1 月 14 日（木）～2 月 28 日（日）
4 月 25 日（日）～6 月 20 日（日）
8 月 20 日（金）～9 月 30 日（木）
（１）貸室の利用実績
2021 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。なお、5 月 21 日から 10 月 24 日の間、木口記念会館３階
は、芦屋市のコロナワクチン集団接種会場の一部とするため、貸室業務を中止
とした。
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2021 年度

2020 年度

2019 年度

全額免除の利用

344 回

708 回

2,492 回

五割減額の利用

2回

21 回

165 回

その他公益目的利用

0回

16 回

0回

346 回

745 回

2,657 回

合

計

（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相談会
・依存症の自助グループセミナー
・県保健事業所の講習会
・高齢者の認知症予防カフェ
（３）会館利用収益
2021 年度の会館利用収益は下記の通りである。
会館利用料収益合計
2,000 円
（４）芦屋市コロナワクチン集団接種会場としての協力
保健福祉センターでのコロナワクチン集団接種について、木口記念会館３階を
会場の一部として、芦屋市に提供しました。
期間：5 月 24 日（月）～10 月 24 日（日）
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する。
木口記念会館事業同様、新型コロナウイルス感染症の影響により多くのイベントが
中止になる中、2021 年は下記のイベントを開催した。
10 月 13 日（水） かいかん寄席 2021 秋
12 月 8 日（水） 時田直也クリスマスコンサート
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