
２０１０年度事業計画

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

不登校児童・生徒対象遠足
イベント2009

不登校の子どもを対象とした
遠足イベントの実施

2009年11月 2010年2月
関西圏内各

所
40人

不登校状態の小
学生・中学生

24人

社会体験事業２００９
社会施設見学や体験活動
の実施（計６回）

2009年11月 2010年2月
関西圏内各

所
120人 小学生 210人

不登校児童・生徒対象室内
プログラム2009

不登校の子どもを対象とした
デイイベントの実施

2009年11月 2010年3月
西宮市立甲
東センター

24人
不登校状態の小

学生・中学生
24人

不登校児童・生徒を持つ保
護者対象日帰りイベント
2009

不登校の子どもを持つ保護
者と支援活動を行う学生の
交流会の実施

2009年11月 2010年3月
西宮市立甲
東センター

24人
不登校の子ども
を持つ保護者

12人

不登校生徒対象室内プログ
ラム2009

不登校の中高生を対象とし
たデイイベントの実施

2009年11月 2010年3月
西宮市立甲
東センター

24人
不登校状態の中

学生・高校生
24人

不登校児童・生徒対象カ
ラーセラピー・アートセラピー
2009

不登校児童生徒を対象とし
たカラーセラピー・アートセラ
ピーの実施

2009年11月 2010年3月
西宮市立甲
東センター

24人
不登校状態の小
学生・中学生・高

校生
10人

週末体験事業２００９
ハイキング等の日帰り企画
の実施（計８回）

2009年11月 2010年3月
関西圏内各

所
480人 小学生 1120人

ひょうご未来塾09（兵庫県協
働事業）

県内小規模集落における学
生ワークキャンプの企画運
営

2009年11月 2010年3月
兵庫県内各

所
30人 集落住民 200人

ユースステーション垂水（神
戸市委託事業）

中高生を対象とした居場所
の運営

2009年11月 2010年3月
神戸市垂水

区
30人 中学生・高校生 1500人

ユースステーション長田２００
９（神戸市委託事業）

中高生を対象とした居場所
の運営

2009年11月 2010年3月
神戸市長田

区
10人 中学生・高校生 750人

宮水ジュニア講座リーダー
派遣事業（西宮市教育委員
会委託事業）

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

2009年11月 2010年3月 西宮市内 21人
市内の小学生・

中学生
320人

ＮＰＯと行政の協働会議ＮＰ
Ｏ部会事務局（兵庫県社会
福祉協議会委託事業）

ＮＰＯと行政の協働会議ＮＰ
Ｏ部会事務局の運営

2009年11月 2010年3月 兵庫県内 2人
県内の民間非営
利組織関係者

30人

若者ゆうゆう広場（兵庫県青
少年本部助成事業）

中高生を対象とした居場所
の運営

2009年11月 2010年3月 西宮市内 2人 中学生・高校生 20人

講演・研修事業
ＮＰＯ・ボランティアマネジメ
ント等に関する講演・研修の
実施

2009年11月 2010年3月
関西圏内各

所
3人 一般 50人

英会話教室
小学生～大学生を対象にし
た留学生による英会話教室
の運営

2009年11月 2010年3月 当会事務所 1人
小学生・中学生・
高校生・大学生

1人

ほっとスペース旭（大阪市教
育振興公社委託事業）

不登校児童等を対象とした
居場所の管理運営

2009年11月 2010年3月
大阪市立もと
生江青少年

会館
52人

不登校状態の小
学生・中学生

240人

ほっとスペース淀川（大阪市
教育振興公社委託事業）

不登校児童等を対象とした
居場所の管理運営

2009年11月 2010年3月
大阪市立もと
加島青少年

会館
52人

不登校状態の小
学生・中学生

240人

ほっとスペース此花（大阪市
教育振興公社委託事業）

不登校児童等を対象とした
居場所の管理運営

2009年11月 2010年3月
大阪市此花
区子ども・子
育てプラザ

52人
不登校状態の小

学生・中学生
240人

駄菓子屋プロジェクト
青少年の居場所としての駄
菓子屋の運営

2009年11月 2010年10月 西宮市内 20人 青少年全般 8000人

chance for children事業
生活保護世帯の子どもを対
象とした学校外教育クーポ
ンの提供

2009年11月 2010年10月
関西圏内各

所
10人

小学生・中学生・
高校生

4人
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２０１０年度事業計画

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

カタリ場事業
中高生を対象とした大学生
による出張キャリア教育プロ
グラムの実施

2009年11月 2010年10月
関西圏内各

所
40人 中学生・高校生 100人

私立幼稚園卒園生塾への
リーダー派遣事業

私立幼稚園の卒園生向け
塾の遠足・キャンプ等への
リーダー派遣

2009年11月 2010年10月 大阪市内 8人 小学生 100人

不登校児童・生徒対象訪問
型学習支援

不登校の子どもに対する訪
問学習支援の実施

2009年11月 2010年10月
関西圏内各

所
40人

不登校状態の小
学生・中学生・高

校生
170人

不登校児童・生徒対象通所
型学習支援

不登校の子どもに対する通
所型学習支援の実施

2009年11月 2010年10月 当会事務所 288人
不登校状態の小
学生・中学生・高

校生
864人

家庭学習支援事業
家庭学習指導員の派遣事
務代行

2009年11月 2010年10月 当会事務所 7人
小学生・中学生・

高校生
40人

特別支援教育事業
特別支援教育に関する調査
研究

2009年11月 2010年10月 当会事務所 7人 小学生・中学生 10人

補習教室
中高生を対象とした補習教
室の運営

2009年11月 2010年10月 当会事務所 7人
関西学院

中学部・高等部
生徒

15人

個別指導教室
小中校生を対象とした個別
指導教室の運営

2009年11月 2010年10月 当会事務所 7人
小学生・中学生・

高校生
10人

児童養護施設学習支援事
業

児童養護施設における学習
支援の実施

2009年11月 2010年10月 西宮市内 7人 中学生 5人

母子生活支援施設学習支
援事業

母子生活支援施設における
学習支援の実施

2009年11月 2010年10月 大阪市内 7人 中学生 5人

「学び合い」教室事業
「学び合い」方式による補習
教室の運営

2009年11月 2010年10月 当会事務所 7人 小学生 3人

子ども農業体験ツアー
小学生を対象とした農業体
験プログラムの実施

2009年11月 2010年11月 西宮市内 7人 小学生 10人

不登校学習サポータ養成研
修2009

不登校・児童生徒への学習
支援を行うサポーター養成
研修の実施

2009年12月 2009年12月 兵庫県内 11人
大学生・
大学院生

25人

冬季スキーキャンプ
小中学生を対象としたス
キーキャンプの実施

2010年1月 2010年1月 福井県内 29人 小学生・中学生 39人

子ども防災イベント
阪神・淡路大震災メモリアル
プログラムの実施

2010年1月 2010年1月 兵庫県内 50人 小学生 150人

子ども防災キャンプ
防災をテーマとしたキャンプ
の実施

2010年1月 2010年1月 兵庫県内 17人 小学生 19人

釜ケ崎ワークショップ
大阪市西成区での高校生に
よるホームレス支援プログラ
ムの実施

2010年2月 2010年2月
大阪市西成

区
6人 高校生 7人

国内ワークキャンプ［沖縄］
沖縄での大学生を対象とし
たワークキャンプの実施

2010年2月 2010年2月 沖縄県内 6人 大学生 14人

親の子育て力アップセミ
ナー

保護者を対象とした子育て
講座の実施

2010年2月 2010年2月 西宮市内 5人 保護者 100人

スケート体験事業
スケートプログラムの実施
（計３回）

2010年2月 2010年3月 神戸市内 75人 小学生 150人
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２０１０年度事業計画

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

不登校児童等学習支援講
師継続研修

不登校・児童生徒への学習
支援を行うサポーターのスキ
ル向上のための研修の実施

2010年3月 2010年3月 西宮市内 6人
大学生・
大学院生

40人

青少年に対する防災意識啓
発事業

青少年を対象とした防災プ
ログラムの実施

2010年3月 2010年3月 兵庫県内 18人 高校生・大学生 30人

大学生マレーシアスタディー
ツアー2010春

大学生を対象としたスタ
ディーツアーの実施

2010年3月 2010年3月 マレーシア 7人
大学生・
大学院生

28人

マレーシアワークキャンプ
2010春

中学生、高校生を対象とし
たワークキャンプの実施

2010年3月 2010年4月 マレーシア 7人 中学生・高校生 28人

春季不登校生徒対象国内
ワークキャンプ2010

不登校の中高生を対象とし
たワークキャンプの実施

2010年3月 2010年3月 関西圏内 11人
不登校状態の中

学生・高校生
8人

春季全学年対象2泊キャンプ
小・中学生を対象に二泊の
キャンプを行う

2010年3月 2010年3月 神戸市内 22人 小学生・中学生 28人

不登校児童・生徒対象春季
3泊キャンプ2010

不登校の子どもを対象とした
キャンプの実施

2010年3月 2010年4月 関西圏内 11人
不登校状態の小

学生・中学生
8人

春季低学年対象1泊キャンプ
小学校低学年を対象に一泊
のキャンプを行う

2010年4月 2010年4月 関西圏内 22人 小学校低学年 29人

ユースステーション垂水（神
戸市委託事業）

中高生を対象とした居場所
の運営

2010年4月 2010年10月
神戸市垂水

区
30人 中学生・高校生 2000人

ユースステーション長田（神
戸市委託事業）

中高生を対象とした居場所
の運営

2010年4月 2010年10月
神戸市長田

区
10人 中学生・高校生 1050人

ユースステーション灘（神戸
市委託事業）

中高生を対象とした居場所
の運営

2010年4月 2010年10月 神戸市灘区 10人 中学生・高校生 400人

宮水ジュニア講座リーダー
派遣事業（西宮市教育委員
会委託事業）

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

2010年4月 2010年10月
西宮市内各

所
21人

市内の小学生・
中学生

320人

宮水ジュニア講座（高学年
対象）のモデル提案事業

西宮市内で実施される宮水
ジュニア講座の高学年プラ
ンを企画提案

2010年4月 2010年10月
西宮市内各

所
21人

市内の小学生・
中学生

320人

ＮＰＯと行政の協働会議ＮＰ
Ｏ部会事務局（兵庫県社会
福祉協議会委託事業）

ＮＰＯと行政の協働会議ＮＰ
Ｏ部会事務局の運営

2010年4月 2010年10月 兵庫県内 2人
県内の民間非営
利組織関係者

30人

集合住宅における学童保育
運営事業

西宮市内のマンション内の
集会所等を利用した学童保
育の運営

2010年4月 2010年10月 西宮市内 5人 市内の小学生 10人

障害児支援事業
当法人が出資する障害者支
援会社への協力の実施

2010年4月 2010年10月 当会事務所 3人
障害者福祉サー
ビス施設スタッフ

15人

ほっとスペース（大阪市委託
事業）

不登校児童等の居場所提
供事業の実施

2010年4月 2010年10月 関西圏内 53人
不登校状態の小

学生・中学生
240人

春季低学年対象2泊キャンプ
小学生を対象とした２泊キャ
ンプの実施

2010年4月 2010年4月 関西圏内 19人 小学校低学年 25人

不登校児童・生徒対象室内
プログラム2010

不登校の小中学生を対象と
したデイイベントの実施

2010年4月 2010年10月 西宮市内 36人
不登校状態の小

学生・中学生
42人

不登校児童・生徒対象カ
ラーセラピー・アートセラピー
2010

不登校児童等を対象とした
アートセラピー等の実施

2010年4月 2010年10月 西宮市内 36人
不登校状態の小
学生・中学生・高

校生
14人
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２０１０年度事業計画

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

不登校児童・生徒を持つ保
護者対象日帰りイベント
2010

不登校の子どもを持つ保護
者と支援活動を行う学生の
交流会の実施

2010年4月 2010年10月 西宮市内 36人
不登校の子ども
を持つ保護者

18人

不登校生徒対象室内プログ
ラム2010

不登校の中高生を対象とし
たデイイベントの実施

2010年4月 2010年10月 西宮市内 36人
不登校状態の中

学生・高校生
42人

不登校児童・生徒対象遠足
イベント2010

不登校の子どもを対象とした
遠足イベントの実施

2010年4月 2010年10月
関西圏内各

所
60人

不登校状態の小
学生・中学生

36人

春季デイイベント
小学生を対象とした日帰りプ
ログラムの実施

2010年4月 2010年4月
関西圏内各

所
140人 小学生 220人

年間低学年対象キャンプ
小学生を対象とした１泊キャ
ンプの実施

2010年5月 2010年10月
関西圏内各

所
13人 小学校低学年 17人

不登校学習サポータ養成研
修
2010春

不登校・児童生徒への学習
支援を行うサポーター養成
研修の実施

2010年5月 2010年5月 兵庫県内 15人
大学生・
大学院生

50人

週末体験事業２０１０
小学生を対象とした日帰りプ
ログラムの実施（計１０回）

2010年5月 2010年10月
関西圏内各

所
600人 小学生 1400人

5月全学年対象1泊キャンプ
小中学生を対象とした１泊プ
ログラムの実施

2010年5月 2010年5月 関西圏内 28人 小学生・中学生 40人

社会体験事業２０１０
小学生を対象とした社会施
設見学や体験活動の実施
（計１０回）

2010年5月 2010年10月 関西圏内 200人 小学生 350人

不登校学習支援勉強会合
宿2010(5月)

不登校児童等への学習指
導方法等に関する研修の実
施

2010年5月 2010年5月 関西圏内 7人
大学生・大学院

生
20人

農業体験事業
小学生を対象とした農業体
験プログラムの実施（計３回）

2010年5月 2010年10月 関西圏内 45人 小学生 90人

料理体験事業
小学生を対象とした料理プ
ログラムの実施（計５回）

2010年5月 2010年10月 西宮市内 75人 小学生・中学生 75人

不登校児童・生徒対象１泊
キャンプ

不登校の子どもを対象とした
キャンプの実施

2010年6月 2010年6月 関西圏内 11人
不登校状態の小

学生・中学生
5人

夏季親子体験事業
親子を対象とした日帰りプロ
グラムの実施

2010年6月 2010年6月 関西圏内 20人
小学生・中学生
及びその家庭

80人

6月全学年対象1泊キャンプ
小中学生を対象とした１泊
キャンプの実施

2010年6月 2010年6月 関西圏内 28人 小学生・中学生 40人

不登校関連情報提供事業
不登校に関する調査研究の
情報提供

2010年7月 2010年7月 当会事務所 5人
学校教員・不登
校の子どもを持

つ家庭
150人

不登校意見交換会
不登校の子どもたちに関係
する者を対象とした意見交
換の実施

2010年7月 2010年7月 関西圏内 6人
学校教員・不登
校施設職員・保
護者・大学生

10人

留学生交流デイイベント
中高生を対象とした留学生
との交流プログラムの実施

2010年7月 2010年12月 兵庫県内 6人
中学生・
高校生

10人

全学年対象環境学習事業
小学生を対象とした環境学
習プログラムの実施（計３回）

2010年7月 2010年9月 関西圏内 45人 小学生 60人

芸術創作事業
小学生を対象としたアート創
作プログラムの実施（計３回）

2010年7月 2010年9月 関西圏内 45人 小学生 45人
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２０１０年度事業計画

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

勉強会合宿2010(7月)
不登校児童等への学習指
導方法等に関する研修の実
施

2010年7月 2010年8月 関西圏内 7人
大学生・大学院

生
20人

母子生活支援施設サマー
キャンプ

母子生活支援施設から委託
されたキャンプの運営

2010年8月 2010年8月 関西圏内 35人 小学生・中学生 100人

私立中学校委託キャンプ
私立中学校から委託された
国際交流キャンプの運営

2010年8月 2010年8月 関西圏内 15人
報徳学園中学校

生徒
40人

勉強会合宿
小中学生を対象とした勉強
合宿の実施

2010年8月 2010年8月 関西圏内 16人 小学生・中学生 20人

１日自由研究
夏休みの自由研究をテーマ
とした日帰りプログラムの実
施

2010年8月 2010年8月 西宮市内 16人 小学生 30人

夏季いえしまキャンプ
小中学生を対象としたキャン
プの実施

2010年8月 2010年8月 関西圏内 26人 小学生・中学生 44人

中学生マレーシアワークキャ
ンプ2010夏

中学生を対象とした異文化
体験ツアーの実施

2010年8月 2010年8月 マレーシア 7人 中学生 6人

高校生マレーシアワークキャ
ンプ2010夏

高校生を対象としたワーク
キャンプの実施

2010年8月 2010年8月 マレーシア 7人 高校生 28人

夏季低学年対象1泊キャンプ
小学生を対象とした１泊キャ
ンプの実施

2010年8月 2010年8月
関西学院千
刈キャンプ

31人 小学校低学年 49人

高校生国内ワークキャンプ
①

高校生による小規模集落で
のワークキャンプの実施

2010年8月 2010年8月 兵庫県内 6人 高校生 10人

夏季岩美キャンプ
小中学生を対象とした海洋
キャンプの実施

2010年8月 2010年8月
鳥取県岩美

町
17人

小学校高学年・
中学生

22人

不登校生徒対象富士登山
2010

不登校の中高生を対象とし
た富士登山の実施

2010年8月 2010年8月
静岡県御殿

場市等
12人

不登校状態の中
学生・高校生

10人

夏季低学年対象2泊キャンプ
小学生を対象とした２泊キャ
ンプの実施

2010年8月 2010年8月 関西圏内 34人 小学校低学年 50人

不登校児童・生徒対象夏季
2泊キャンプ2010

不登校の子どもを対象とした
キャンプの実施

2010年8月 2010年8月 関西圏内 11人
不登校状態の小

学生・中学生
8人

高校生カンボジアワークキャ
ンプ2010

高校生を対象としたワーク
キャンプの実施

2010年8月 2010年8月 カンボジア 7人 高校生 8人

夏季３泊キャンプ
小中学生を対象とした３泊
キャンプの実施

2010年8月 2010年8月
関西学院千
刈キャンプ

34人 小学生・中学生 62人

チャレンジング・デイズ2010
小中学生を対象とした兵庫
県縦断キャンプの実施

2010年8月 2010年8月 兵庫県内 4人
小学校高学年・

中学生
12人

不登校児童・生徒対象夏季
5泊キャンプ2010

不登校の子どもを対象とした
キャンプの実施

2010年8月 2010年8月 関西圏内 11人
不登校状態の小

学生・中学生
8人

夏季熊野5泊キャンプ
小学生を対象とした５泊キャ
ンプの実施

2010年8月 2010年8月
三重県立熊

野少年自然の
家

22人 小学生 34人

高校生国内ワークキャンプ
②

高校生による小規模集落で
のワークキャンプの実施

2010年8月 2010年8月 兵庫県内 6人 高校生 10人
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２０１０年度事業計画

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

夏季全学年対象1泊キャンプ
小中学生を対象とした１泊
キャンプの実施

2010年8月 2010年8月 関西圏内 21人 小学生・中学生 39人

HCL研修
大学生以上を対象とした対
人コミュニケーションに関す
る研修の実施

2010年9月 2010年9月 六甲山YMCA 8人
大学生・大学院

生
20人

9月全学年対象1泊キャンプ
小学生を対象とした１泊キャ
ンプの実施

2010年9月 2010年9月 関西圏内 21人 小学生・中学生 39人

大学生国内ワークキャンプ
①

大学生による小規模集落で
のワークキャンプの実施

2010年9月 2010年9月 兵庫県内 6人 大学生 10人

大学生マレーシアスタディー
ツアー2010夏

大学生による小規模集落で
のワークキャンプの実施

2010年9月 2010年9月 マレーシア 7人
大学生・大学院

生
28人

ワークキャンプ開催国開拓
事業

ワークキャンプを開催する新
規国を開拓するためのスタッ
フ研修の実施

2010年9月 2010年9月 未定 3人 当会ボランティア 3人

大学生国内ワークキャンプ
②

大学生による小規模集落で
のワークキャンプの実施

2010年9月 2010年9月 兵庫県内 6人 大学生 10人

高学年対象法律学習事業
小学校を対象にした法律学
習プログラムの実施（計３回）

2010年9月 2010年10月 関西圏内 45人
小学校高学年・

中学生
45人

不登校児童・生徒対象9月1
泊キャンプ2011

大学生による小規模集落で
のワークキャンプの実施

2010年9月 2010年9月 関西圏内 11人
不登校状態の小

学生・中学生
5人

大学生国内ワークキャンプ
③

大学生による小規模集落で
のワークキャンプの実施

2010年9月 2010年9月 兵庫県 6人 大学生 10人

ほっとスペースキャンプ
不登校の子どもを対象とした
キャンプの実施

2010年10月 2010年10月 関西圏内 11人 小学生・中学生 8人

勉強会合宿2010(10月)
不登校児童等への学習指
導方法等に関する研修の実
施

2010年10月 2010年10月 関西圏内 7人 大学・大学院生 20人

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

2009年11月 2010年10月 当会事務所 2人 一般 700人
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