
西宮市外郭団体の概要

１．基本情報

団 体 名 社会福祉法人　西宮市社会福祉協議会 設立年月日 昭和28年7月30日

所 在 地 西宮市染殿町8番17号　西宮市総合福祉センター内 所管局等 健康福祉局

代表者名 理事長　水田　宗人 設立根拠 社会福祉法

基 本 金 32,509千円 市出資金 0千円 市出資率 0.0%

市OB 市職員 その他 固有職員 市OB 市専任派遣

設立目的
　西宮市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に
関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る。

２．役職員の数（令和4年4月1日現在） （単位：人）

常勤役員 正規職員 嘱託職員
臨時職員 合　　計

市兼務派遣 固有職員 市ＯＢ 市派遣

注１）役員は、理事、監事、取締役、監査役とし、非常勤を含まない。
注２）正規と嘱託の区分は各団体の位置付けによる。また、市ＯＢで特に区分がない場合は、その待遇が市役所に勤務する市ＯＢ嘱託に準じているかどうかで判断し
ている。
注３）役員と職員を兼務している場合は、それぞれでカウントする。

３．職員（市職員を除く）の平均給与月額等の状況（令和4年4月1日現在）

正規職員（市派遣職員を除く） 常勤役員（市派遣職員を除く）

平均年齢 平均給与月額 平均在任期間 総報酬額

0 138 0 5 351 5920 0 1 94 0 3

注１）上記については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成18年6月2日法律第47号）」及び「地方公共団体における行政
改革の更なる推進のための指針（平成18年8月31日付け総務事務次官通知）」に基づき、土地開発公社並びに地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ず
るものの4分の1以上を出資している法人に対しては、その職員数及び職員の給与に関する情報を、また2分の1以上の出捐を行っている公益法人に対しては、役員
の在任年齢等の情報を、それぞれ公開するよう要請されたことを踏まえ、それに準ずるものである。
注２）正規職員、常勤役員が1名のみの場合は、「　-　」と表示する。

４．財務状況 （単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度

※市が25％以上出資（出捐）している団体のみ記載 ※市が50％以上出資(出捐)している団体のみ記載

693,772 727,471 838,043

事業活動
収支計算書

事業活動収入計 2,200,857 2,301,397 2,240,183

経常収支差額 -436,223

貸借対照表

資産合計 1,855,814 1,978,889 1,883,625

負債合計 1,162,041 1,251,418 1,045,583

純資産

※法人運営事業他17事業を合算したもの。ただし、千円未満は、四捨五入しているため、合計額が合わないことがある。

５．西宮市の財政的関与等 （単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度

69,540 7,818

当期活動収支差額 -78,158 107,605 73,979

指定管理料 1,173,325 1,179,516 1,208,997

短期借入金 0 0 0

補 助 金 403,592 470,143 374,721

受託料 224,262 205,610 213,197

備　　考

※千円未満は、四捨五入している。
※短期借入金、長期借入金、損失補償に係る債務残高については、3月31日現在の金額である。

長期借入金 0 0 0

損失補償に係る債務残高 0 0 0
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６．団体の主な事業（令和３年度）

事　　業　　名 事業の種別 事　　業　　内　　容

③ 青葉園事業 自主事業

どんなに重い障害があっても、地域での自立と社会参加をすすめ、一人ひとりがその人らし
く暮らしていくことを実現していく活動拠点となっている。個人総合計画に基づく、通所活
動、社協の特性を生かし地域住民活動と連携を図りながらまちづくりをすすめる地域社会
参加活動、地域自立生活をすすめる自立プログラムの実施や地域生活支援、相談支援、
医療支援等の事業を展開している。

① 地域福祉推進事業 自主事業

地区担当職員8名を配置し、36地区が実施する小地域福祉活動の推進を図るとともに、関
係機関との連携を進めた。 令和３年度においても、新型コロナウイルスの感染拡大の影響
により地域福祉活動を縮小せざるを得ない状況が続いたが、感染予防対策を講じながら、
会場分散や時差開催などの工夫をしてできるだけ住民同士が顔を合わせる機会づくりに努
めた。

② ボランティア活動推進事業 自主事業
ボランティア活動を普及し、活動者を養成するために、講座・研修会を実施するとともに、福
祉学習推進事業に取り組む。また、市社協ボランティアセンター並びに各地区社協が開設
する地区ボランティアセンター活動の推進を図る。

⑥
身体障害者福祉センター及び視覚障
害者図書館管理運営事業

指定管理

障害のある人の活動拠点施設として、スポーツ・レクリエーション・文化活動などを通して、
生きがいづくりや社会参加の促進を図ると共に、体育施設・集会施設の個人及び団体利用
に供した身体障害者福祉センター及び視覚障害者図書館の管理運営を行っている。
リハビリセンターでは地域で暮らす15歳以上の「身体障害者手帳」保持者を対象に、医師
の判定のもと、リハビリ指導、各種相談支援等を行い、障害者の生活の改善、身体機能の
維持向上、自立の促進を図っている。また、地域に出向いてのリハビリ指導や地域の医療、
福祉、介護機関等と連携したリハビリ支援を行っている。
令和３年度においてはも、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、人数制限や事前
予約制など対策や活動の工夫をし運営を行った。

※「事業の種別」欄中、「受託事業」は西宮市からの受託事業、「指定管理」は西宮市の指定管理者事業、「自主事業」はそれ以外の事業を表す。

７．事業の実績を示す指標

④
障害者総合相談支援センターにしの
みやの運営

受託事業

地域で暮らす障害のある人の豊かな生活と社会参加に向けて、西宮市の基幹相談支援セ
ンターとして、相談支援の拠点的役割を担い、相談支援員の人材育成や関係機関のネット
ワークの形成を図る。基本相談を受け、本人にとって適切な個別支援会議を開催し、本人
中心支援計画作成のサポートを行う。また自立支援協議会の事務局的役割も担う。

⑤
留守家庭児童育成センター管理運営
事業

指定管理

保護者が就労等により昼間、家庭にいない児童に、放課後や長期休業中において子ども
たちの安全と健全育成を図るため集団遊びを通じた生活指導等を、地域福祉推進地区組
織や学校との協力関係を築きながら管理運営している。
令和３年度においても新型コロナウイルス感染拡大の影響により様々な制限があったが、
距離を保ちながらできる遊びや季節を感じる行事を取り入れるなどの工夫を行った。

指　　標　　名 令和元年度 令和２年度 令和３年度

①
地区社会福祉協議会構成者数 4,394 4,235 4,089

式・説明

③

サロン（ふれあいいきいきサロン・子
育てサロン）実施カ所数 112 39 83

式・説明 　

実数

②

食事サービス(ふれあい昼食会)
供給数 20,226 1,334 3,209

式・説明

⑤

地区ボランティアセンター
相談件数 474 384 364

式・説明

④

市社協ボランティアセンター
相談受付件数 301 395 489

式・説明

⑥

市社協ボランティアセンター
ボランティア派遣件数 87 39 55

式・説明

⑪
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⑦

地区ボランティアセンター
ボランティア派遣件数 204 116 180

式・説明

指　　標　　名 令和元年度 令和２年度 令和３年度

⑨

地区ボランティアセンター
登録ボランティア数 1,926 1,737

式・説明

⑧

市社協ボランティアセンター
登録ボランティア数 150 124 135

式・説明

1,578

⑪
青葉園総通所者数 12,615 12,521

式・説明 受け入れ実績延べ人数：ふれぼの通所者含む

⑩

青葉園継続社会参加プログラム参加
人数 29 28

式・説明 青葉園通所者と地域住民とが継続的に進める社会参加プログラムの登録参加人数。

12,680

28

⑬

障害者総合相談支援センターにしの
みや本人中心支援計画作成支援数 780 454 760

式・説明 直接計画作成はしないため、バックアップ件数を示す。

⑫

障害者総合相談支援センターにしの
みや総相談件数 12,094 10,426

式・説明 障害者総合相談支援センターにしのみやは、平成25年度より受託。

8,312

⑮

留守家庭児童育成センター年間延
べ利用者数 700,566 522,308

式・説明

⑭

身体障害者福祉センター及び視覚
障害者図書館利用者数 93,126 48,845

式・説明

56,270

621,444

④ 地域共生館「ふれぼの」における共生のまちづくり実践の推進および全市展開に向けた取り組み

⑥
第９次地域福祉推進計画に基づき、様々な関係機関・団体の参加・協力による、地域の生活・福祉課題の解決に
向けた事業展開

９．課題を踏まえた団体の今後の運営方針

・「第９次地域福祉推進計画」の地域福祉目標に“つながる”“認め合う”“話し合う”あなたと共に創り出す「共生のまち」に基づき、人
と人とのつながりを紡ぐ活動や新たな仕組みづくりについて、地域活動者や関係機関、行政等の声を聞きながら積極的にすすめて
いく。重点的な取組として、子どもたちと共に創り出す共生のまちを掲げ、子どもたちが孤立することなく、子どもたち自身が活躍でき
る地域づくりに向けた取り組みを市内NPO法人や社会福祉法人連絡会等と協働しながらすすめていく。また、住民主体で運営して
いる「地区ボランティアセンター」が支え合い拠点機能をより発揮できるように、活動者や学識者等の参画を得た検討会を立ち上げ
て協議をすすめる。
・地域共生館「ふれぼの」における本会が目標とする「共生のまちづくり」の拠点としての活動実績や効果等について、「共生のまち
づくり研究・研修所」を核にしながら具体的に検証するとともに、市内における新たな拠点づくりを積極的にすすめる。
・社協の使命・役割を効果的に果たし得る組織づくりや地域人材育成に向けて、社協内外での組織連携を進めながら、総合相談支
援体制の構築を図っていく。

８．団体において課題と考える事項

①
新型コロナウイルス等の影響や近年の社会情勢による地域のつながりの希薄化や生活困窮等との社会課題へ対
応するため、新たな活動の仕組みづくりやアウトリーチ視点をもった活動展開

② 生活・福祉課題を抱える人たちに切れ目のない支援を行なう総合相談支援体制の構築

③ 自律的な経営体制を構築するための財政面・組織面の基盤強化

⑤ 地域住民および専門職（社協および専門機関）等も含め、地域を支える人材の養成や新たな発掘

⑪


