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2021年 度の事業概要

神戸新聞厚生事業団は、2021年、創立 75年を迎 えま した。戦後の混乱期に

地域福社の向上を 目指 して設立 され、以来、多 くの人々の善意に支 えられ活動

を続 けてきま した。21年度は前年に引き続 き新型 コロナ ウイルス感染症によ

る世界的危機 の中にあ りま した。いまだに沈静化す る気配は見えていません。

そのあお りで多 くの企業が経済活動の停滞を余儀 な くされ、当事業国が国債で

保有す る基本財産 も目減 りしています。

また、22年 2月 24日 にはロシアの ウクライナ侵攻が始ま り、 日本でも原油

や穀物の価格が高騰す るな ど、経済への不安はぬ ぐい さることができず、当事

業団への一般寄付金の増加 も期待できません。神戸新聞社の経営状態を考慮 し、

21年 3月 、理事会の承認 を得て特定資産 を売却 (5570万 円)し、21年度の人

件費や事務所賃貸料な どの経費に充て運営にあたつてまい りま した。

21年度の法人会計は、経常収益が 42,768,348円 で前年度比で 44,368,075

円減 とな りま した。これは前年度あった遺贈や神戸新聞社か らの寄付な どがな

くったためです。

21年度の事業 (主催、後援)の実施件数は 41件で、前年度 よ り 13件増 え

ま したが、コロナ禍以前は 120件前後で推移 してお り、まだまだ低調な状態が

続いています。それで も新規後援が 6件あ りま した。

今後 も、職員一丸 とな り事業団の充実を図つてまい ります。

◇主催 (共催 )事業

21年 12月 、当事業団の呼び掛けで初めて開催 したのが、「ひょうご福祉事

業所フェステイバル」でした。コロナ禍で販売機会が減少 し、窮地にあつた県

内各地の福祉事業所 。作業所を応援するのが目的で、手作りした製品や農産物

などを展示・販売していただくイベン トです。フェスの広域的な PRを図り当

事業団の経費を削減するため、兵庫県、神戸市、同市社会福祉協議会のほか障

がい者団体などに呼び掛け実行委員会 (高 士薫委員長)を結成 しました。参加

団体は公募 し、事前説明会を実施 した上で 12月 11、 12日 の土日にハーバー

ランドのスペースシアターで開催。11日 は 33団 体、12日 は 35団体が出店、

入場者は 11日 が 1048人、12日 1111人 と予想を上回るにぎわいとなり、参

加事業所や福祉関係者 らから好評を得ました。

福祉の仕事で頑張る若手職員を励ます「第 2回ひようご 福社の現場 若手

リーダー賞」は予定通 り実施。初めてオンラインで審査会を行い、児童養護施

設の保育士、知的障害者 らが就労する事業所の管理者、老人保健施設の在宅支

援課長の 3人を選びました。神戸新聞、同電子版で大きく報道 していただきま

した。候補者のレベルが高く、審査では熱のこもつた選考委員の話 し合いが続

きました。表彰式は新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、受賞者が所属す
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る施設の上部団体の役員会な どでそれぞれ実施 しま した。22年度 も引き続 き

実施 します。

さらに、神戸市社会福祉協議会などと実行委 をつ くり実施 してきた、障がい

者 による音楽 フェステ ィバル「ジ ョイフル コンサー ト」も 2年ぶ りに開催 しま

した。ピアニス トの松永貴志 さんをメーングス トに、障害のある 3人 の音楽家

が練習の成果を披露 し、観客に大きな感動 を与えま した。

母子生活支援施設の親子が交流す る「新春母 と子のつ どい」は、子 どもらの

絵画な どの出来栄 えを競 う
｀
新春芸術 コンテス ト、 として実施 されま した。

一方、残念なが ら、コロナ禍のため主催事業である「こうべ手話フェスティ

バル」 (8月 予定 )、
「みんなで海釣 リー障害のある人の体験講座」 (9月 予定 )

は 2年連続で中止せ ざるを得ませんで した。

22年度は、コロナの感染状況を見極めなが ら、いずれの事業 も成功 させ る

べ く努力す るつ もりです。公益財団法人 として当事業団が主体的に社会的弱者

や、彼 らを支える人々をも積極的に支援 していきます。

◇ 福 祉 援 護 (後援 、 助 成 な ど )

当事業団は設立以来、障がい者、高齢者、母子家庭、児童養護、生活困窮者、

社会的弱者 らへの支援 を続 けてきま した。 しか し、残念なが ら 21年度 もコロ

ナ禍のため、各団体のイベ ン トなどが相次いで中止 とな りま した。

それでも、「第 36回近畿ろ うあ者将棋大会」 (52人 )、
「第 59回近畿身体障

害者野球大会」 (11チーム参加 )、 知的障害者が技術の向上 と仲間 との交流を

深 める 「第 23回ハ ンデ ィキャンプサ ツカ~大会 (約 400人 )、
「第 17回 兵庫

県障害者芸術・文化祭」な どを後援 し、助成金や トロフィーなど助成品を贈 り

励ま しま した。

◇歳末助 け合 い募金

21年末の「歳末助け合い募金」について。前年末と同様、自然災害への義援

金などを寄せていただいた約 900人に募金を呼び掛けるチラシと郵便振 り込

みの用紙を送 りました。募金の総額は約 406万 円となり、昨年を約 120万 円

上回る過去最高額となりました。この数年は 100万円台前半を推移 し、18年

には約 92万円まで落ち込んでいました。個人で 100万 円寄託された方がいた

ため、実質的には昨年並みですが、ここ数年の「当事業団の仕事が評価された

もの」として喜んでいます。チラシ印刷代、郵送費などの経費を差し引いた分

を、母子生活支援施設の 201世桔 (12施設 )、 救護、厚生保護、障害者支援の

12施設や障がい者の協会、連合会、育成会など42団体に贈 りました。今年度

も積極的に協力を呼び掛けます。
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◇奨学金制度

「ひまわり奨学金」は、神戸市職員労働組合と神戸市社会福祉協議会の協力

を得て継続 しました。保護者のリス トラ、交通事故死などの理由で就学が困難

な神戸市内の私立高校へ通 う生徒たちを支援 します。21年度は、募集などコ

ロナ禍の前の日程で実施できました。ただ、応募者は 50人 と、例年の半数ほ

どなりました。応募者に初めて 400字以上の作文を課 したことに原因がある

とみています。しかし、作文の大半や書類には、向学心や 目的意識が感 じられ、

例年散見する「お金目当て」としか思えない応募者を ふ`るい、にかけること

ができたと考えています。例年並みに 40人 を奨学生としました。また、21年

度は、「奨学金として役立てて」と 500万円の個人からの寄託がありました。

奨学生選考の際、ボーダーライン上の教人を、どう扱 うのか毎回悩んできまし

たが、その寄託金で数人程度の ｀
救済、に充てたいと考えています。

1995年の阪神・淡路大震災で保護者を亡くすなど就学困難となった高校生

を支援するために創設された 「くすのき基金」。歳月を経て適齢の対象者がな

くなったため、2011年度の寡̂集 からは「くすのき奨学金」として東 日本大震

災で兵庫県など近畿 2府 4県に移住 してきた高校生を対象としました。 しか

し、16年度の 1人 が最後 (延べ 739人 )で、17年度以降は応募者がありませ

ん。しかし、制度として存続させ、新たな自然災害が発生した場合など臨機応

変に対応 します。

◇寄付金受託

寄付金総額は 19,001,949円 。指定寄付金 13,610,818円 で、一般寄付金 (歳

末助 け合い募金含む)が 5,391,131円 で した。前年度の総額は 124,841,890円

で したので、大きく減 りま した。神戸新聞社か らの 3000万円、遺贈寄付約 3779

万円と新型 コロナ医療現場の支援金約 3013万 円、 7月 豪雨義援金約 1488万

円な どが、な くなつた り減額 となった りしたためです。コロナ支援金の受け付

けは、20年 4月 か ら継続 していますが、21年度は約 273万円で した。

同年度は、社告 を出 して集 めた災害救援 な どの指定寄付金はな く、「ひまわ

り奨学金」の 957万 円 (内 500万 円は個人か らの寄付 )、 年末の 「歳末助け合

い募金」の約 406万 円、コロナ支援金約 273万 円が上位 を占めま した。

◇遺贈寄付

2018年夏に作成 した当事業団のパンフレッ トや、神戸新聞紙上に不定期 に

掲載 され る「遺贈 をお考えの皆 さまに」の社告な どで、遺贈寄付を呼び掛けて

います。20年 10月 には 3779万円余を受領 したほか、21年度は 10件 ほ どの

問い合わせがあ りま した。近年、当事業団への一般寄付金が伸び悩む中、遺贈
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に詳 しい弁護士、司法書士と連携 しながら、遺贈への理解 と協力を呼び掛けま

す。

◇新聞社の福祉事業国との連携

2021年 ■月、2年ぶりの新聞社福祉事業団の意見交換会が徳島新聞社で開

催 され、武 田専務理事が参加 しま した。

当事業団、徳 島新聞社会文化事業団、高知新聞厚生文化事業団、山陽新聞社

会事業団、京都新聞社会福祉事業団のほか新たに西 日本新聞民生事業団 (中 国

新聞社会事業団 も参加の意向だつたが欠席 )が 出席 しま した。意見交換会では

各事業団が、活動内容や運営の問題点な どを報告、議論 しま した。新聞社本体

か らの ｀
支援金、の減少、「新たな事業展開の難 しさ」な ど悲観的な声が多 く

聞かれま した。各事業団の資料な どを精査 し、当事業団の新たな事業の ヒン ト

に したい と考えています。

さらに 22年になつて、新たに山陰中央、大分合同、宮崎 日日の福祉事業団

か らも意見交換会への参加 の意向が示 され、近 く徳 島が事務局 とな り10社の

連絡会 を立ち上げる運び となっています。

◇事業の透明化

事業の透明化 を図るため、21年 10月 、外部委員 3人 を交えた 「第 4回事業

選考委員会」を開催 しま した。20年度下半期～21年度秋期の事業の妥当性に

ついて議論 していただきま した。

義援金、助成金が適切に配分・送金 されているか、事業に伴 う人選な どに恣

意性がないかな どを検証 していただきま した。ひまわ り奨学金については、選

考過程、資料 を提示 しなが ら経緯や判断基準な どを個別に説明、その後各委員

の意見をお聞き しま した。

公益財 団法人移行か ら 9年が過 ぎよ うとしていますが、地域に支持 され る事

業団 として歩んでまい ります。今後 ともみなさまのご支援、ご鞭撻を賜 ります

よ うお願 い申し上げます。

公益財団法人神戸新聞厚生事業団 理事長 高梨柳太郎
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