
NO.100
2014.7.18

安芸区船越南三丁目２-１６（安芸区総合福祉センター３階）
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法　　人
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メール：aki@shakyohiroshima-city.or.jp
ホームページ：http://shakyo-hiroshima.jp/aki

この広報紙は一部共同募金の
配分金で発行されています。

安芸区ふれあい運動会
障がい児者と家族及び関係者や一般の方が、スポーツやゲームなどのプログラムを通して、ふれあい
交流の場をつくる『安芸区ふれあい運動会』が６月14日(土)船越公民館ホールにて開催されました。
今年は節目の15回目。参加者・スタッフ・来賓を合わせて最多の218名が参加。新しいプログラム
も加わり、梅雨のうっとおしさを吹き飛ばすような盛り上がりとなりました。
身体を動かした後は、お昼の時間、好評の手作り弁当に舌鼓。
みなさん、お疲れ様でした。また来年も元気にお会いしましょう。

いい汗かいて、おいしいお弁当!!
� うっとおしい梅雨を吹っ飛ばせ!!�
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▲親子で大玉転がし

▲来賓も参加してのパン食い競争 ▲船越女性会の心のこもった手作り弁当

▲何個入るかな 玉入れ

お
い
し
ー
い場内大声援
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広島市安芸区社会福祉協議会� 事業計画・収支予算平成２６年度

平成26年度予算概要

平成25年度決算概要

　長期化する、景気低迷や少子高齢化・人口減少をはじめとする社会状況の中にあって、不況や震災を
背景とした人々の価値観の変化等、私たちを取り巻く環境は、想像以上に急速に変化し、子育て、介
護、雇用、貧困などの課題への対応が求められる中、平成２５年１２月には生活困窮者自立支援法が成立し
ました。平成２７年度から本格実施となる同法では、福祉事務所設置自治体に、最低限度の生活を維持す
ることができなくなるおそれのある生活困窮者への自立相談支援等を必須事業と位置付け、就労準備支
援・家計相談支援・学習援助などの事業実施を可能としています。
　このような中、本会では「地域で安心して暮らせるために、住民一人ひとりが主役となった“ささえ
あいのまち”安芸区」の実現に向け、「みんなでつくる　ささえあいのまち」をスローガンに掲げ、
「安芸区社協地域福祉活動第６次５か年計画」（平成２５年度～平成２９年度）を推進してまいります。

●法人運営事業� 　
　法人運営、役員研修、職員
研修、自主財源の醸成
●地域福祉活動推進事業
　地区社協の育成、福祉のまちづくり事業の推進、
地区社協役員研修会の開催　
●福祉推進事業
　児童福祉事業、老人福祉事業、障害者福祉事業
（ひとり親家庭の集い、在宅介護者の集い、ふれ
あい運動会、フレンドの集い等各種行事の開催支
援、ちびっこ広場の安全管理）
●部会委員会事業
　関係部会・委員会の開催
●ボランティアセンター活動事業
　ボランティア相談及び活動調整、ボランティア大
学・各種養成講座の開催、ボランティア活動機材の
整備・貸出、青少年福祉活動体験事業の実施、やさ
しさ発見プログラムへの協力

●共同募金配分金事業
　在宅精神障がい者の集い「ゆめ広場」の開催、
広報紙「みんなの福祉」作成
●相談援助事業
　心配ごと相談
福祉サービス利用援助事業
「かけはし」への協力
成年後見事業（法人後見）
「こうけん」への協力
●貸付事務事業
　生活福祉資金の相談・貸付
生活一時資金・母子家庭等緊急援護資金の貸付
●指定管理事業・受託事業
　安芸区地域福祉センター、矢野・阿戸・畑賀福祉
センター、船越・矢野老人いこいの家の指定管理、
　広島市障害者（児）社会参加
支援ガイドヘルパー派遣事業
●その他の事業
　共同募金安芸区への協力
表彰事業

（単位：円）

（単位：円）

 主要事業

予備費 6,000,000（4.99%）

福祉推進事業
824,000（0.68%）
部会・委員会事業
42,000（0.03%）
ボランティアセンター
活動事業
5,513,000（4.58%）
共同募金配分金事業
819,000（0.68%）

相談援助事業 156,000（0.13%）

施設指定管理事業
54,059,000
（44.92%）

地域福祉活動推進事業
4,881,000（4.06%）

貸付事務事業 2,188,000（1.82%）

ガイドヘルパー
派遣事業

6,961,000
（5.78%） 法人運営事業

38,894,000
（32.32%）

賛助会費 1,000,000（0.83%）

前年度繰越金等
6,971,000（5.79%）

市受託金
54,059,000
（44.92%）

市社協受託金
6,961,000（5.78%）

経理区分間繰入金
1,917,000（1.59%）

分担金等 310,000（0.26%）
寄付金 1,000,000（0.83%）

多山報恩会助成金
500,000（0.42%）

共同募金配分金
3,382,000

（2.81%）

市社協補助金
44,237,000
（36.76%）

■収 入 ■支 出

合計 120,337,000円 合計 120,337,000円

次年度繰越金 12,772,692（9.90%）

福祉推進事業
671,640（0.52%）
部会・委員会事業
0（0.00%）
ボランティアセンター
活動事業
4,259,994（3.30%）
共同募金配分金事業
680,642（0.53%）

相談援助事業 153,000（0.12%）

施設指定管理事業
64,073,309
（49.67%）

地域福祉活動推進事業
4,056,494（3.14%）

貸付事業 2,183,255（1.69%）

ガイドヘルパー
派遣事業

4,790,963
（3.71%） 法人運営事業

35,367,050
（27.41%）

賛助会費 921,000（0.71%）

前年度繰越金等
12,087,381（9.37%）

市受託金
64,073,309
（49.67%）

市社協受託金
4,790,963（3.71%）

経理区分間繰入金
474,341（0.37%）

分担金等 338,235（0.26%）
寄付金 244,800（0.19%）

多山報恩会助成金
500,000（0.39%）

共同募金配分金
3,523,152

（2.73%）

市社協補助金
42,055,858
（32.60%）

■収 入 ■支 出

合計 129,009,039円 合計 129,009,039円
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■施設のご利用案内

地域の様々な活動にお使いいただけますので、ご利用をお待ちしています。
安芸区地域福祉センター　　安芸区船越南 3-2-16 TEL:821-2501　FAX:821-2504
広島市矢野福祉センター　　安芸区矢野西 6-12-1 TEL:889-2511　FAX:889-2517
広島市畑賀福祉センター　　安芸区畑賀 3-30-14 TEL:827-0083　FAX:827-0091
広島市阿戸福祉センター　　安芸区阿戸町 6038 TEL:856-0294　FAX:856-0560
広島市船越老人いこいの家　　安芸区船越 5-17-12 TEL:823-1926　FAX:823-1932
広島市矢野老人いこいの家　　安芸区矢野西 5-18-33 TEL:888-6401(FAX 兼 )

 ※使用目的によって申請受付日や使用料（有・無）が異なりますので、詳細については各施設に
　 お問い合わせください。

　安芸区社会福祉協議会では指定管理者として、次の施設の管理運営をしています。

ご寄付　　　　　　　　
ありがとうございました

　安芸区社会福祉協議会に、次の方から尊いご
寄付をいただきました。
　厚くお礼申し上げます。
　（平成２５年１２月２１日～平成２６年６月３０日）

●一般寄付預託者

　広島文化学園大学　様
　広島県社会福祉協議会　様 [DVDプレーヤー]
　随泉寺仏教婦人会　様
　後藤　忠啓　様

　お寄せいただいた浄財は、高齢者・児童・障
がい者福祉など明るい地域社会を築くために活
用させていただきます。

弁護士無料法律相談のお知らせ
一人で悩まず、弁護士に相談してみませんか？

　と　　き：平成２６年８月２０日（水）１３時～１６時
　会　　場：安芸区総合福祉センター３階
　相談内容：親子関係、多重債務、破産、過払金取り戻し、
　　　　　　土地のトラブル、離婚、相続など
　相談時間：原則として、一人30分以内
　定　　員：６名（安芸区在住の方優先）
　予　　約：７月２２日(火)より受付開始（定員になり次第締め切ります）
　申 込 先：安芸区社会福祉協議会へ、電話またはＦＡＸで
　　　　　　TEL：821－2501　FAX：821－2504　

共同募金へのご協力　　
ありがとうございました
　平成２５年度もたくさんの愛が届きました。
　皆さま方のおかげをもちまして、６，３７７，９７１円
（安芸区分会分：平成２６年３月３１日現在）の募
金のご協力をいただきました。心より、厚くお
礼申し上げます。
　なお、お寄せいただきました募金は、地域福
祉活動事業等に活用させていただきます。
　本紙も、共同募金配分金で作成いたしまし
た。
　今後とも共同募金運動へのご支援・ご協力を
お願い申し上げます。
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池田　成美	 上松　敏郎	 二澤　昭登	 古霜　實年	 浦田　　昭	 新谷　芳洋	 菅田　芳郎	 児玉　匤敏	 武田　文惠	
浦田　　登	 森田　　進	 川中　　毅	 中村　　香	 二澤　治美	 豊永　洋子	 遊川　和良
船越学区公衆衛生推進協議会	 西古谷町内会	 船越地区連合町内会	 竹浦町内会	 船越西町内会	 東古谷町内会	 花都町内会
荷場片山町内会	 ボランティアグループ	えんの会	 船越地区民生委員児童委員協議会	 船越町女性会	 船越地区社会福祉協議会
船越地区心身障害児者父母の会

山崎　憲治	 三浦　義雪	 山﨑　紘一	 原田　まゆみ	 藤岡　俊彦	 藤岡　まり子	 中江　紀美子	 谷本　正司	 大﨑　清次
森下　榮子	 宍戸　　満	 木井直　法子	 丸本　　悟	 河野　芳徳	 西畑　シオリ	 井上　戴三	 神田　礼子	 寺本　和雄
土井長　明	 中津　公子	 下谷　久子	 吉井　章子	 神田　幸子	 清水　照美	 今西　由賀子	 土井長　一	 天畠　加寿子
名井　　忠	 中島　幸子	 日浦　徳雄	 土井長　千代子	 寺本　博子	 吉本　康子	 中島　佳宏	 影広　速子	 三宅　弓恵
佐藤　恵美子	 乗末　多美子	 大下　君枝	 阿曽沼　千鶴子	 河野　チトシ	 片井勢　美寿恵	 影山　和子	 佐々木　洋子	 神田　寿美
森野下　孝子	 河本　静子	 吉井　秀子	 川島　世子	 政成　輝夫	 小関　千鶴	 川相　真理子	 柳父　正道	 柳父　佳代
藤原　志保子	 田部　信滿	 山部　繁男　	 中島　八千代	 上垣内　啓治	 中野　英俊	 坂本　寿美代	 	 	
畑賀女性会	 畑賀地区社会福祉協議会

滿長　卓夫	 滿長　まさ子	 加藤　武夫	 西東　美苗	 金子　潤子	 上田　勝子	 秦　　秀子	 京才　絹枝	 高田　悦子
植本　咲子	 大林　亮子	 霊岳　弘志	 竹本　田鶴子	 斎藤　加代子	 植木　恵美子	 後藤　昭子	 金子　郁枝	 茶山　　寛
上本　陸雄	 西村　千賀子	 植野　孝夫	 後藤　忠啓	 	
中野女性会	 中野ルンビニ幼稚園	 中野地区社会福祉協議会	 中野地区民生委員児童委員協議会	

島田　兵二	 山野井　恵子	 坂田　　旭	 津間　卓文	 中本　敬三	 大倉　康江	 片山　澄恵	 満岡　イホ子	 大内　千恵子
西井　康子	 吉川　昭子	 森畠　　茂	 岡田　千津子	 平原　秋子	 戸田　郁子	 宍戸　弘子	 中川　智美	 蔵野　洋子
住田　昭壯	 林　	　紀英	 佐々木　美知子	 藤井　好枝	 鈴木　英子	 和田　幸治	 杉田　輝男	 釘本　淳子	 手嶋　倫子
原　喜美子	 吉田　秀登	 中原　洋子	 竹本　則之	 小田井　登	 門前　賢四郎	 宮野首　節子	 川本　勝之	 鍋本　光信
薗田　勝敏	
社会福祉法人共助会 時計台障害者支援施設	 中野めいわ保育園	 中野東地区民生委員児童委員協議会	　中野東学区社会福祉協議会

細川　ひとみ	 前田　久治	 澤田　さちゑ	 住本　照文	 平尾　規美子	 金月　節男	 佐々木　美代子	 下河内　美保子	 天道　一愛
横川　栄子	 竹内　洋信	 星野　保一	 齋藤　　勇	 平山　　章	 高橋　正信	 小林　弘文	 原　　道明	 水戸　君子
住田　信男	 森　　正治	 櫻河内　章	 村上　　幸	 金満　勝子	 増田　涼子	 荒谷　勝美	 渡部　光子	 髙山　正子
山下　恭子	 猪野　　昭	 中村　艶子	 谷中　和子	 岡﨑　信彦	 大下　清江	 吉田　浩造	 天野　房枝	 高柳　淳子
太尾田　道子	 早田　里江	 菊本　輝彦	 三浦　賢彬	 大石　百合子	 木内　順子	 岩崎　正信	 	 	 	
瀬野川地区心身障害児者父母の会	 瀬野学区社会福祉協議会	 瀬野地区民生委員児童委員協議会	

畠山　昭雄	 坪井　邦夫	 田畑　香夜子	 藤登　弘郎	 九十歩　郁子	 宇都宮　幸枝	 向井　敏之	 木村　守夫
横洲　富子(茂)	 曽根田　保	 尾崎　喜代志	 渡辺　勲市	 永田　常之	 畝本　紀由子	 畠山　一美	 畠山　靖通	 熊本　篤子
山田　　緑	 畠山　了次	 湯浅　園江	 三浦　瑛子	 蓮池　幸枝	 鳴石　隆信	 河端　和枝	 川口　清美	 木村　嘉宏
田原　伸二	 河村　洋美	 西垣内　宏子	 木戸　弘美	 中本　登起枝	 夏目　愛子	 籔根　潤子	 山本　幸恵	 伊東　次男
山崎　純子	 野間　富子	 岩成　玉子	 脇野　スズ子	 鍵山　邦子	 森重　宏子	 中井　福江	 黒瀬　詔子	 數實　　明
濱尾　慶子	 大杉　美和子	 飯田　順子	 畠山　朝子	 向井　亮子	 岡田　雅彦	 薮本　タツエ	 髙下　多恵子	 山崎　和子
桒原　正和	 横山　登美雄	 匿名希望　1名
矢野町社会福祉協議会	 矢野地区心身障害児者父母の会	 矢野地区民生委員児童委員協議会	 矢野町女性会	

綛村　栄子	 竹本　利郎	 深田　加代子	 東　クニヱ	 岡　　則子	 柚木　百合枝	 天畠　悦子	 大元　　充
矢野南学区社会福祉協議会	 矢野南民生委員児童委員協議会

池田　正裕	 真藤　和夫	 松田　康憲	 吉谷　秀雄	 宮原　邦子	 小森　　崇	 宇野　耕次	 石井　リツ子	 倉本　弘康
末永　富美子	 背戸　幸雄	 山口　清美	 奥作　恵美子	 伊藤　広子	 舛迫　富佐子	 大塚　喜久子	 久光　　肇	 植片　洋幸
京才　小夜子	 倉橋　久恵	 川崎　博子
ボランティアグループ阿戸ほことり会	 阿戸町女性会	 社会福祉法人無漏福祉会知的障害者支援施設 あとの郷
社会福祉法人 あと会	 阿戸地区社会福祉協議会	 阿戸地区民生委員児童委員協議会	 	

橋本　昇士	 眞田　幹雄	 宮岡　陽子	 髙橋　浩二	 折羽　イセミ	 熊田　一雄	 山本　秀樹	 大東和　政仁	 下宮　博樹
谷　　惠介	 大崎　美子	 松井　裕子	 影久　　香	 小田　京子	 神田　全教	 杉原　奈央子
ＮＰＯ法人	カムカム	 安芸区心身障害児者父母の会	 ㈱安芸リサイクル	 安芸区ボランティアグループ連絡会
安芸区連合女性会	 安芸区母子寡婦福祉会	 広島市手をつなぐ育成会安芸区支部　広島安芸地区更生保護女性会
	 （敬称略、順不同）

◆船越地区

◆畑賀地区

◆中野地区

◆中野東地区

◆瀬野地区

◆矢野地区

◆矢野南地区

◆阿戸地区

◆安芸区等

　平成25年度の賛助会費を募集いたしましたところ、おかげをもちまして280名の個人と46団
体から921,000円の賛助会費が寄せられました。この浄財は、高齢者・障がい者支援やボラン
ティア活動推進のため、有効に活用させていただきました。ここに報告いたしますとともに、
心より厚くお礼申し上げます。	
　なお、平成26年度につきましても、さらなるご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。安芸区社協賛助会員報告

平成25年度

－福祉のまちづくりをすすめる－

　一人一人の力が集まれば、とても大きなものになります。
　安芸区社会福祉協議会では、皆様からお寄せいただきました賛助会費で、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを
すすめるため、様々な地域福祉活動に取り組んでいます。
　ぜひとも、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

安芸区社会福祉協議会賛助会員のお申込みは、指定
管理施設の窓口でもお受けしています。
また、郵便振替（手数料不要）も行っていますので、
お気軽にお問合せください。

●賛　助　会　費　個人 年間2,000円(１口）　団体 年間5,000円(１口)

●受付・お問合せ　社会福祉法人　広島市安芸区社会福祉協議会

　　　　　　　　　安芸区船越南3‒2‒16　TEL:821-2501 FAX:821-2504


