
２００５年度事業計画

部局 事業名 事業内容 開始時期 終了時期 実施場所
従事
者数

受益対象者 受益者数
備考（後援・助成な

ど）

総事
宮水ジュニアリーダー派
遣事業２００４

西宮市内で実施される宮水ジュ
ニア講座の企画補助・運営

2004年11月 2004年3月 西宮市内 13人小・中学生 320人西宮市委託事業

レク
１１月次初心者対象キャ
ンプ

キャンプ未経験児童に対しての
一泊のキャンプの実施

2004年11月 2004年11月
関西学院千刈キャ
ンプ

20人
小学校１年生～
３年生

25人

総事
ＮＰＯと行政の協働会議
ＮＰＯ部会事務局２００
４

兵庫県社会福祉協議会より委託
される同部会事務局の運営

2004年11月 2005年3月 県内各所 2人
県内の民間非営
利組織関係者

30人

不登

不登校傾向のある生徒の
進路及び受け入れ先に関
するデータベース構築に
関する研究

中学卒業後の不登校生の進路先
調査の実施

2004年11月 2005年3月 関西地域各所 10人

不登
ほっと　スペース２００
４

不登校児童等のメンタルケアの
実施

2004年11月 2005年3月
大阪市立生江青少
年会館

15人青少年 15人

レク 週末体験活動２００４
週末における日帰り企画の実施
（計６回）

2004年11月 2005年3月 西宮市内各所 250人
小学校１年生～
６年生

450人
後援：兵庫県・西宮
市教委・宝塚市教委

レク
子ども達の放課後・週末
活動促進事業

小、中学生を対象とした放課後
学習支援、自然体験活動、週末
体験活動の実施

2004年11月 2005年3月 阪神地域各所 30人
小学校１年生～
中学校３年生

100人委託：兵庫県

総事 ＩＴ技術等支援事業
ＩＴ技術に関する指導等の支援
の実施

2004年11月 2005年10月 当会事務所等 2人青少年等 30人

不登 ピアワーカー事業
不登校の子どもを持つ保護者の
支援

2004年11月 2005年10月 関西地域各所 30人
不登校の子ども
を持つ保護者

60人

補習 補習教室事業（関学）
中学生，高校生に対する補習講
義の実施

2004年11月 2005年10月 当会事務局 10人中学生，高校生 50人

補習 家庭内学習支援運営
学力低下の中学生，高校生に対
する家庭教師派遣の実施

2004年11月 2005年10月 当会事務局 5人 中学生，高校生 2人

レク
レクリエーション会員へ
の情報提供事業

会員となった顧客に対してイベ
ント情報等の提供の実施

2004年11月 2005年10月 当会事務所 3人
小学校１年生～
中学校３年生

350人
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２００５年度事業計画

部局 事業名 事業内容 開始時期 終了時期 実施場所
従事
者数

受益対象者 受益者数
備考（後援・助成な

ど）

家教 家庭学習支援事業 家庭学習指導員の派遣事務代行 2004年11月 2005年10月 当会事務所 5人小中高校生 98人

不登 ポレポレ広場２００４
不登校の子どもを対象にしたデ
イイベントの実施

2004年11月 2005年2月
西宮市市民交流セ
ンター等

44人小学生・中学生 36人

不登 ＨＥＰ事業
不登校の子どもに対する訪問学
習支援の実施

2004年11月 2005年10月 関西地域各所 100人
小学生・中学
生・高校生

65人

総事
１．１７メモリアル
ウォーク２００５

震災メモリアルウォークの企
画・運営

2005年1月 2005年1月 兵庫県内 15人一般市民 2000人

レク 冬季スキー
冬季におけるスキーキャンプの
実施

2005年1月 2005年1月 福井和泉スキー場 20人
小学校１年生～
中学校３年生

24人

総事
釜が崎宿泊ワークキャン
プ事業

大阪市西成区釜が崎地域におけ
る高校生・大学生によるホーム
レス支援ワークキャンプの実施

2005年1月 2005年2月 大阪市西成区 6人高校生 30人

総事 災害時緊急活動整備事業
大災害発生時、迅速に被災地な
どで活動できるための体制作り

2005年1月 2005年10月 当会事務所 4人被災者等

総事
マレーシアワークキャン
プ事業

高校生を対象としたマレーシア
でのワークキャンプの企画・運
営

2005年3月 2005年3月 マレーシア 6人高校生 15人

総事
イラン震災復興ワーク
キャンプ事業

高校生を対象とした住居建設
ワークキャンプの企画・運営

2005年3月 2005年3月
イラン・イスラム
共和国

5人高校生 10人

不登
ＨＥＰ　ＳＴＥＰ　ＵＰ
研修

ｈｅｐｐｅｒのスキル上昇のた
めの研修の実施

2005年3月 2005年3月
西宮市立甲山自然
の家

5人大学生 30人

不登
ポレポレキャンプ２００
５

不登校の子どもを対象にした
キャンプの実施

2005年3月 2005年3月 神戸市立自然の家 15人小学生・中学生 10人
助成：子どもゆめ基
金

不登
不登校児童・生徒を対象
にした野外キャンプ事業

不登校の子どもを対象にした
キャンプの実施

2005年3月 2005年3月 神戸市立自然の家 15人小学生・中学生 10人

レク 大規模春休みキャンプ
大人数の比較的中期のキャンプ
の実施

2005年3月 2005年3月
関西学院千刈キャ
ンプ

25人
小学校１年生～
中学校３年生

45人
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２００５年度事業計画

部局 事業名 事業内容 開始時期 終了時期 実施場所
従事
者数

受益対象者 受益者数
備考（後援・助成な

ど）

レク
３月次中級者対象キャン
プ

キャンプ経験児童に対しての二
泊のキャンプの実施

2005年3月 2005年3月 関西地域 20人
小学校３年生～
６年生

25人

レク 春季スキー
春季におけるスキーキャンプの
実施

2005年3月 2005年3月 福井和泉スキー場 20人
小学校１年生～
中学校３年生

22人

総事
宮水ジュニアリーダー派
遣事業２００５

西宮市内で実施される宮水ジュ
ニア講座の企画補助・運営

2005年4月 2005年10月 西宮市内 13人小・中学生 320人西宮市委託事業

総事
ＮＰＯと行政の協働会議
ＮＰＯ部会事務局２００
５

兵庫県社会福祉協議会より委託
される同部会事務局の運営

2005年4月 2005年10月 県内各所 2人
県内の民間非営
利組織関係者

30人

総事
昼間教室スペース貸出事
業

市民活動団体等への昼間の空き
教室スペースの貸し会議室事業
の運営

2005年4月 2005年10月 当会事務所 2人市民団体等 30人

総事 社会経済学習事業
高校生・大学生を対象とした社
会で話題のお金にまつわる講
座、実習形式の研修

2005年4月 2005年10月 西宮市内 3人高校生・大学生 15人

総事
中学生異文化体験促進事
業

中学生を対象に月１回週末に外
国人留学生たちとの交流活動を
行う。

2005年4月 2005年10月 西宮市内 20人中学生 30人

不登 ポレポレ広場２００５
不登校の子どもを対象にしたデ
イイベントの実施

2005年4月 2005年10月
西宮市市民交流セ
ンター等

33人小学生・中学生 28人

不登
ほっと　スペース２００
５

不登校児童等のメンタルケアの
実施

2005年4月 2005年10月
大阪市立生江青少
年会館

15人青少年 15人

補習 補習教室事業（一般）
中学生，高校生に対する補習講
義の実施

2005年4月 2005年10月 当会事務局 10人中学生，高校生 10人

レク 週末体験活動２００５
週末における日帰り企画の実施
（計９回）

2005年4月 2005年10月 西宮市内各所 400人
小学校１年生～
６年生

500人
助成：兵庫県阪神南
県民局（予定）

不登 新人養成研修２００５春
不登校児童等の学習支援を行う
家庭教師の養成研修の実施

2005年5月 2005年5月
吹田市青少年野外
活動センター

10人大学生 30人

レク 春季中級者対象キャンプ
キャンプ経験児童に対しての一
泊のキャンプの実施

2005年5月 2005年5月 関西地域 20人
小学校３年生～
６年生

25人
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２００５年度事業計画

部局 事業名 事業内容 開始時期 終了時期 実施場所
従事
者数

受益対象者 受益者数
備考（後援・助成な

ど）

総事 よさこいまつり事務局
神戸垂水よさこいまつり学生実
行委員会事務局スペースの貸出

2005年5月 2005年9月 県内各所 3人
よさこいまつり
学生実行委員会

15人

レク 春季初心者対象キャンプ
キャンプ未経験児童に対しての
一泊のキャンプの実施

2005年6月 2005年6月 関西地域 20人
小学校１年生～
３年生

25人

総事 中学生海外体験事業
中学生を対象にした海外体験
キャンプの企画・運営

2005年8月 2005年8月 海外 5人中学生 12人

総事
住居建設ワークキャンプ
事業

高校生を対象とした住居建設
ワークキャンプの企画・運営

2005年8月 2005年8月 国外 6人高校生 20人

総事 環境ワークキャンプ事業
高校生を対象とした環境ワーク
キャンプの企画・運営

2005年8月 2005年8月 国外 5人高校生 15人

総事 第一次産業事業
高校生を対象とし、第一次産業
体験を目的とした事業

2005年8月 2005年8月 県内各所 3人高校生 5人

総事
中学生異文化体験キャン
プ（夏季）

中学生を対象とした外国人留学
生たちとのキャンプを行う。

2005年8月 2005年8月
関西地域内キャン
プ場

20人中学生 30人

不登 ポレポレ社会体験
不登校の生徒を対象にした宿泊
の社会体験

2005年8月 2005年8月
甲山自然の家及び
それぞれの社会体
験先

13人中学生・高校生 8人

不登 勉強会合宿
不登校児童等への学習指導方法
等に関する研修の実施

2005年8月 2005年8月
西宮市立甲山自然
の家

5人大学生 20人

レク 夏季中規模キャンプ
キャンプ未経験児童に対しての
二泊以上のキャンプの実施

2005年8月 2005年8月 関西地域 20人
小学校１年生～
６年生

30人

レク 大規模夏休みキャンプ
大人数の比較的中期のキャンプ
の実施

2005年8月 2005年8月
関西学院千刈キャ
ンプ

40人
小学校１年生～
中学校３年生

60人

レク 夏季長期冒険キャンプ
キャンプ経験のある高学年児童
等に対しての長期キャンプの実
施

2005年8月 2005年8月 関西地域 20人
小学校３年生～
中学校６年生

10人

総事 ＨＣＬ研修
大学生を対象とした対人コミュ
ニケーションに関する研修

2005年9月 2005年9月
阪神間の宿泊研修
施設

6人大学生 16人
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２００５年度事業計画

部局 事業名 事業内容 開始時期 終了時期 実施場所
従事
者数

受益対象者 受益者数
備考（後援・助成な

ど）

総事
大学生スタディーツアー
事業

大学生を対象としたスタディー
ツアーの企画・運営

2005年9月 2005年9月 国外 4人大学生 15人

総事
中学生異文化体験キャン
プ（秋季）

中学生を対象とした外国人留学
生たちとのキャンプを行う。

2005年10月 2005年10月
関西地域内キャン
プ場

20人中学生 30人

不登 新人養成研修２００５秋
不登校児童等の学習支援を行う
家庭教師の養成研修の実施

2005年10月 2005年10月
西宮市立甲山自然
の家

8人大学生 20人

レク 秋季初心者対象キャンプ
キャンプ未経験児童に対しての
一泊のキャンプの実施

2005年10月 2005年10月 関西地域 20人
小学校１年生～
３年生

25人

事業数 55 事業

従事者総数 1,441 人

受益者総数 5,241 人

事業収入総額 #REF! 千円

事業費総額 #REF! 千円
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