
 

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会 

平成２９年度 事業報告 

 

社会福祉法改正に伴った法人運営の最初の年度となり、４月１日付で新しい評議員が就任

し、新定款のもとで、役員の選任を行いました。 

平成２５年度から２９年度にわたり「みんなでつくる ささえあいのまち」をスローガン

にした「地域福祉活動第６次５か年計画」に基づき、住民一人ひとりが主役となったささえ

あいのまちづくりを推進してきました。この計画の最終年度にあたり、次期計画（地域福祉

活動第７次３か年計画）の策定に取り組み、「めざします 住んで良かった このまちに」を

スローガンとした新たな地域福祉活動計画（平成３０年度から３２年度）を策定しました。 

平成２９年度からの広島市の「介護予防・日常生活支援総合事業」の本格実施により、住

民主体による高齢者の支援に大きな期待が寄せられました。区社協も「生活支援コーディ

ネーター」を核に住み慣れた地域で自分らしく暮らすためのしくみ（地域包括ケアシステム

の構築）に向けた取り組みを推進していくため、地域支援を継続して行いました。 

市社協が受託している生活困窮者自立支援事業「広島市くらしサポートセンター」の中部

サブセンター（平成２８年１２月設置、平成３０年４月１日から中区くらしサポートセン

ターと改称）と密接に連携し、社協が持つ総合相談機能の充実を図り、地域のネットワーク

を基盤とした総合相談・生活支援体制の強化により、生活困窮者への相談支援に取り組みま

した。 

財政面においては、賛助会員の募集や共同募金運動の推進により、自主財源の確保に取り

組みました。 

  



 

重点実施事業 

１ たすけあいのまちをつくります 

(1) 小地域福祉活動の推進 

① 福祉のまちづくりの総合的な推進 

○地区社協が実施主体となる福祉のまちづくり事業の３事業（「近隣ミニネットワーク

づくり事業」、「ふれあい・いきいきサロン設置推進事業」、「地区ボランティアバンク

活動推進事業」）の推進に継続して取り組んできました。 

○見守り活動の推進については、近隣ミニネットワークづくりの活動を維持しつつ、

「高齢者地域支え合い事業」や「避難行動要支援者（災害時要援護者）避難支援制度」

と連動したネットワークづくりをすすめました。 

○広島市の「介護予防・日常生活支援総合事業」の本格実施により、生活支援コーディ

ネーターの配置とともに、事業の推進に参画することを通じて、区社協による地域支

援を強化してきました。 

 

(2) 福祉教育の推進 

子どもから大人までの生涯にわたる福祉学習・体験の場づくりをすすめました。 

 

(3) たすけあい活動の推進と発信 

① ボランティアセンター機能の充実 

多様な福祉ニーズに沿ったボランティアの育成をすすめるとともに、ボランティア

がいきいきと活動できる場を広げるよう努めました。 

② 地域福祉活動や福祉情報の発信 

様々な広報媒体を活用し、必要な情報を必要な人に届けられるよう、ホームページ等

も活用し、積極的な広報活動に取り組みました。 

③ 地域福祉センター（ボランティアセンター）の活用の促進 

多くの区民が福祉活動・ボランティア活動の拠点として活用できるよう、地域福祉セ

ンターの運営に努めました。 

  



 

２ 一人ひとりの暮らしをささえます 

(1) 相談援助機能の強化 

総合相談員を配置し、様々な生活課題の相談に応じるとともに、アウトリーチによる

相談を行い、くらしサポートセンターをはじめ関係機関との連携による課題解決に努

めました。 

 

(2) 権利擁護の推進 

広島市社協が実施主体となっている福祉サービス利用援助事業「かけはし」・成年後

見事業「こうけん」の利用を支援し、判断能力の十分でない認知症高齢者・知的障がい

者・精神障がい者の生活を支援しました。 

 

(3) 支え合いの輪づくりの支援 

 

(4) 新たな地域の仕組みづくりの推進 

 

３ 活動をすすめる体制を強化します 

常にコストを意識し、経費削減や事業の見直しを行い、既存財源の有効活用に努めま

した。 

  



 

個別事業実施状況 

Ⅰ 社会福祉事業 

１ 法人運営（事業） 

(1) 法人運営会議の開催 

① 正副会長会議（１２回開催） 

回 月 日 議   題 

1 4/ 3(月) 

1. 4月の行事予定について 

2. 平成 29年度中区社協事務局体制について 

3. 生活支援体制整備事業及び介護予防・日常生活支援総合事業受託(市社協)に

伴う覚書の締結について 

4. 「地域協議会」の設置について 

5. 市くらしサポートセンター(中部サブセンター)の相談対応状況等について 

6. 新旧役員懇談会の開催について 

7. その他（今後の予定等について） 

2 5/ 2(火) 

1. 5月の行事予定について 

2. 平成 28年度事業報告・決算書について（理事会等資料について） 

3. 介護予防・日常生活支援総合事業の応募状況について 

4. 高齢者いきいき活動ポイント事業について 

5. 避難行動要支援者避難支援事業について 

6. 新旧役員懇談会の開催について 

7. その他（今後の予定等について） 

3 6/ 2(金) 

1. 6月の行事予定について 

2. 第 1回評議員会及び第 2回理事会の開催について 

3. 地域福祉推進現地セミナーの開催について 

4. 役員懇談会及び中田道夫氏藍綬褒章受章記念祝賀会の開催について 

5. 介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について 

6. 高齢者いきいき活動ポイント事業について 

7. その他 広島市共同募金会中区分会委員会の開催について 

4 7/ 4(火) 

1. 7月の行事予定について 

2. 役員懇談会について 

3. 市社協会長表彰等候補者の推薦について 

4. 賛助会員の募集について 

5. 地区社協活動拠点づくり応援助成事業等の相談・申請状況について 

6. 地域福祉推進現地セミナーの開催について 

7. 介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について 

8. その他 

・原爆死没者慰霊祭について 

・広島県社会福祉夏季大学の開催について 

・広島市共同募金会中区分会委員会の開催について 

・各地区社協敬老会の開催について 

・第 21回なかくボランティアまつりの開催について 

5 8/ 1(火) 

1. 8月の行事予定について 

2. 地域福祉推進現地セミナーの参加状況について 

3. 地区社協活動拠点づくり応援助成事業について 

4. 市社協会長表彰等候補者の推薦について 

5. 賛助会員の加入状況について 

6. 福岡県分「平成 29年 7月 5日からの大雨災害義援金」及び「大分県豪雨災害

義援金」について 

7. 高齢者いきいき活動ポイント事業市民向け説明会の開催について 



 

8. その他 

・広島県社会福祉夏季大学の開催について 

・広島市共同募金会中区分会委員会の開催について 

・各地区社協敬老会の開催について 

・第 21回なかくボランティアまつりの開催について 

6 9/ 1(金) 

1. 9月の行事予定について 

2. 地域福祉推進現地セミナーの開催について 

3. 「地区社協活動拠点づくり応援助成事業」及び「ひろしまの地域福祉推進“チャ

レンジ応援助成事業”の応募状況について 

4. 福岡県分「平成 29年 7月 5日からの大雨災害義援金」及び「大分県豪雨災害

義援金」の受付状況について 

5. その他 

・第 21なかくボランティアまつりの開催について 

・各地区社協敬老会の開催について 

7 10/ 3(火) 

1. 10月の行事予定について 

2. 地域福祉推進現地セミナーについて 

3. 「地区社協活動拠点づくり応援助成事業」及び「ひろしまの地域福祉推進“チャ

レンジ応援助成事業”について(結果報告) 

4. 理事会、評議員会の開催について 

5. 平成 29年度ふれあい・いきいきサロン情報交換会の開催について 

6. 中区地域福祉センター指定管理の状況について 

7. 地域福祉推進委員の複数設置について 

8. 地域福祉活動第 7次 3か年計画の策定について 

9. その他 

・第 21回なかくボランティアまつりの開催について 

・各地区社協敬老会の開催について 

・平成 29年度賛助会費の加入状況について 

8 11/ 2(木) 

1. 11月の行事予定について 

2. 各種表彰の決定について 

3. 第 21回なかくボランティアまつりの報告について 

4. 理事会の開催について 

5. 平成 29年度ふれあい・いきいきサロン情報交換会について 

6. 中区地域防災・福祉フォーラム 2018の開催について 

7. 各種委員会委員の選任について 

～地域福祉活動第 7次 3か年計画の策定について～ 

8. その他 

・「広島県社会福祉大会」、「広島市社会福祉大会」について 

・市域地区社協会長・地域福祉推進委員研究協議会の開催について 

9 12/ 4(月) 

1. 12月の行事予定について 

2. 中区社協の職員体制について 

3. ふれあい・いきいきサロン情報交換会について 

4. 区地域福祉センター大会議室「スラィディングウォール」の修繕等について 

5. 賛助会費納入状況及び市共同募金会募金状況について 

6. 今後の予定について 

7. その他 

・中区地域防災・福祉フォーラム２０１８の開催について 

・市域地区社協会長・地域福祉推進委員研究協議会の開催について 

・地区社協会長･地域福祉推進委員･事務局･会計担当者合同会議の開催について 

10 1/10(水) 

1. 1月の行事予定について 

2. 区地域福祉センター大会議室「スラィディングウォール」の修繕等について 

3. 賛助会費納入状況及び市共同募金会募金状況について 

4. 地域福祉活動第 7次 3か年計画の策定について 

5. 地区社協会長･地域福祉推進委員･事務局･会計担当者合同会議の開催について 



 

6. 介護予防・日常生活支援総合事業について 

7. その他 

・中区地域防災・福祉フォーラム２０１８の開催について 

・市域地区社協会長・地域福祉推進委員研究協議会の開催について 

・地区社協会長･地域福祉推進委員･事務局･会計担当者合同会議の開催について 

・理事会・評議員会の開催予定について 

11 2/ 5(月) 

1. 2月の行事予定について 

2. 地域福祉活動第 7次 3か年計画の策定について 

3. 賛助会費納入状況及び市共同募金会募金状況について 

4. 介護予防・日常生活支援総合事業について 

5. 地域福祉推進委員の複数設置について 

6. その他 

・市域地区社協会長・地域福祉推進委員研究協議会の開催について 

・地区社協会長･地域福祉推進委員･事務局･会計担当者合同会議の開催について 

・理事会・評議員会の開催予定について 

12 3/16(金) 

1. 3月の行事予定について 

2. 理事会、評議員会退出資料について 

3. 平成 30年度第 1回理事会、評議員会等の日程について 

4. 平成 29年度社会福祉法人指導監査の講評について 

5. 第 22回なかくボランティアまつりの開催について 

6. その他 理事会・評議員会の開催について 

② 理事会（４回開催） 

回 月 日 議    題 

1 5/17(水) 

1. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会平成28年度事業報告及び資金収支決

算について 

2. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会第 18期役員選任候補者の推薦について 

3. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会定款の変更について 

4. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会会長専決規程の制定について 

5. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程の一部

改正について 

6. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会第 1回評議員会の開催について 

7. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会評議員選任候補者の推薦について 

8. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会平成 29年度第 1回評議員選任・解任

委員会の開催について 

9. 報告 専決処分 

・社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会事務局職員の就業に関する規程の

一部改正について 

・社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会事務局職員の給与及び退職手当並

びに旅費に関する規程の一部改正について 

・社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会定款変更に伴う規程等の整理について 

10. その他 

・介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について 

・高齢者いきいき活動ポイント事業について 

2 6/ 9(金) 

1. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会第18期役員体制における正副会長の

選定について 

2. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会会長職務代理順位について 

3. 理事及び監事の報酬等の額について 

4. 理事及び監事並びに評議員の報酬額の決定について 

5. その他 

・避難行動要支援者避難支援事業について 

・高齢者いきいき活動ポイント事業 



 

3 11/20(月) 

1. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会平成 29年度第 2回評議員会の開催に

ついて 

2. 報告 

・社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会会長の職務執行状況の報告について 

3. その他 

・地域福祉活動第７次３か年計画の策定について 

・介護予防・日常生活支援総合事業について 

・今後の予定について 

4 3/23(金) 

1. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会経理規程の一部改正について 

2. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会平成 29年度補正予算について 

3. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会地域福祉活動第７次３か年計画の策

定について 

4. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会平成30年度事業計画及び資金収支予

算について 

5. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会平成 29年度第 2回評議員会の議案に

ついて 

6. 報告 専決処分 

・社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会事務局職員の給与及び退職手当並

びに旅費に関する規程の一部改正について 

7. その他 

・来年度以降の区厚生部の組織改変等について 

・平成 30年度介護予防・日常生活支援総合事業の実施について 

・今後の予定について 

※ 役員懇談会 7/6(木)  於 オリエンタルホテル広島 

③ 評議員会(２回開催) 

回 月 日 議    題 

1 6/ 9(金) 

1. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会平成28年度事業報告及び資金収支決

算について 

2. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会第 18期役員の選任について 

3. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会定款の変更について 

4. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程の一部

改正について 

5. 理事及び監事の報酬等の額について 

6. 理事及び監事並びに評議員の報酬額の決定について 

7. その他 介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について 

2 3/27(火) 

1. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会経理規程の一部改正について 

2. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会平成 29年度補正予算について 

3. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会地域福祉活動第７次３か年計画の策

定について 

4. 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会平成30年度事業計画及び資金収支予

算について 

5. その他 

・来年度以降の区厚生部の組織改変等について 

・平成 30年度介護予防・日常生活支援総合事業の実施について 

・今後の予定について 

④ 監事会(１回) 

回 月 日 議    題 出席者 

1 5/ 8(月) 
1. 平成 28年度に属する事業報告書、貸借対照表、財産目録、

及び収支計算書について監査 

監事   3名 

正副会長 2名 

 



 

⑤ 評議員選任・解任委員会(１回) 

月 日 議    題 出席者 

5/23(火) 1. 評議員の選任について 委員   4名 

⑥ 外部監査等 

社会福祉法人指導監査   3/12(月) 

 

(2) 区社協の財源確立 

① 社協会員会費 15団体 300,000円（地区社協、区民児協 各団体 20,000円） 

② 賛助会員会費 

ア) 賛助会員の募集 

社協活動の状況を地域住民、地区社協役員等に周知するとともに、社協活動の重要な財源

である賛助会員加入の依頼を行いました。 

イ) 賛助会員募集リ－フレットの印刷・配布 

地区社協役員、賛助会員等  2,000部 

ウ) 賛助会員の加入数 

地   区 口数 金 額(円) 地   区 口数 金 額(円) 

白   島 50 151,000 吉   島 53 161,000 

基   町 26 79,000 広   瀬 42 130,000 

幟   町 55 165,000 本   川 50 151,000 

袋   町 55 167,000 神   崎 173 519,000 

竹   屋 40 120,000 舟   入 90 270,000 

千   田 69 207,000 江   波 110 331,400 

中   島 62 186,000 事 務 局 25 76,000 

吉 島 東 31 93,000 合 計 931 2,806,400 

エ) 福祉活動還元金 

平成 29年度の賛助会費について、地区ごとの実績にあわせて、２分の１額を福祉活動費と

して地区社協に還元しました。 

③ 今井廣福祉活動振興基金の運営  原資 11,400,000円 

④ 寄附金の取扱い         10件   135,700円 

（内訳）一般寄附        10件   135,700円 

⑤ 寄附物品の取扱い 

玩具 44点    株式会社 ダイナム信頼の森ヒロシマ八丁堀店 

 

(3) 表彰関連事務の取扱 

① 表彰  被表彰者氏名は次のとおりです。(順不同・敬称略) 

ア) 市社協会長表彰 

※社会福祉協議会関係功労者   ７名 

今村 雅治（広瀬）、二宮 恒治（基町）、齋藤 弘（広瀬）、綿貫 昌芳（千田） 

岡峰 靖彦（竹屋）、竹森 弘（広瀬）、澤田 誠輝（白島） 

イ) 県社協会長表彰 

※社会福祉協議会関係功労者   ３名 

德弘 幸男（神崎)、西村 博蔵（神崎）、長崎 宏芳（幟町） 



 

※社会福祉事業協助者（感謝）  １名 

小黒 桂（舟入） 

ウ) 県共同募金会会長表彰 

※共同募金運動奉仕功労者    ３名 

二宮 恒治（基町）、半田 るり子（広瀬）、片桐 憬（舟入） 

エ) 広島市長表彰 

※社会福祉協議会関係功労者   ６名 

升見 敬子（神崎）、臺 和彦（神崎）、中野 二郎（広瀬） 

神田 敏治（幟町）、好木 恭江（幟町）、部谷 清治（広瀬） 

オ) 全社協会長表彰 

※社会福祉協議会優良活動   １団体 

吉島東学区社会福祉協議会 

「孫子老（まごころ）の街・吉島東」をスローガンに、地域のつながりを大切にした

「ふるさと事業」の取り組みの推進 

 

(4) 各種連絡調整会議等への参加 

① 市社協会議等への出席  

会   議   名 回数 会 場 出席者 

区社協事務局長会議 7回 市総合福祉センター 事務局長 

市区社協業務推進協議会 1回 市総合福祉センター 事務局長 

中区民生委員児童委員協議会評議員会 6回 中区地域福祉センター 事務局長 

区社協主任会議 1回 市総合福祉センター 主 任 

地域福祉活動(地域支援)推進プロジェクト 1回 市総合福祉センター 主 任 

地域担当者会議 1回 市総合福祉センター 担当職員 

福祉教育担当者会議 1回 市総合福祉センター 担当職員 

広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー

派遣事業担当者会議 
1回 市総合福祉センター 担当職員 

指定管理申請に関する書類作成調整会議 1回 市総合福祉センター 担当職員 

貸付事業担当者会議 1回 市総合福祉センター 担当職員 

生活支援コーディネーター連絡会 11回 市総合福祉センター等 担当職員 

地域ケアマネジメント会議 11回 中区地域福祉センター 担当職員 

ホームページ担当者会議 1回 安佐南区総合福祉センター 担当職員 

② その他の会議等への出席 

月 日 会  議  名  等 会 場 

4/18(火) 中区女性団体連合会総会 中区地域福祉センター 

5/12(金) 
民生委員児童委員創設 100周年記念 

第 66回広島市民生委員児童委員大会 
広島文化学園 HBGホール 

5/29(月)他 
高齢者いきいき活動ポイント事業説明会 

(活動団体) 
広島市役所 2階講堂他 

6/ 9(金) 大手町平和ビル防火・防災管理委員会 大林ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ広島支店 



 

7/21(金) 広島市学生ボランティア活動サポート会議 東区総合福祉センター 

8/18(金)他 高齢者いきいき活動ポイント事業市民説明会 JMSアステールプラザ—他 

8/31(木) 
平成 29年度医療機関相談員・居宅介護支援事業

所・地域包括支援センターとの情報交換会 
中区地域福祉センター 

9/ 7(木) 
大学と社協がすすめるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動応援会議 

平成 29年度市町ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ担当者連絡会議 
南区地域福祉センター 

9/9(土) カープクラブ設立 25周年記念行事 江波集会所 

9/13(火) 平成 29年度舟入むつみ園敬老祝賀会 舟入むつみ園 

11/21(火) 子育てサロン情報交換会 中区地域福祉センター 

11/22(水) 中区自主防災会連合会臨時会 中区地域福祉センター 

11/29(水) 広島市社会福祉大会 JMSアステールプラザ 

1/28(日) 広島市心身障害児者父母の会新春福祉懇談会 広島ガーデンパレス 

2/16(金) 区民児協区別研修会 広島文化学園 HBGホール 

③ 各種研修会等への参加（職員） 

月 日 内   容（出席者） 主催（会場） 

4/25(火) 

4/27(木) 

平成 29年度広島市社協新任職員研修 

（職員 1名） 

市社協 

（市総合福祉センター） 

6/30(金) 
平成 29年度経理事務等基礎研修会 

(職員 1名) 

市社協 

（市総合福祉センター） 

7/10(月) 

8/28(金) 

平成 29年度広島市社協全体研修 

（職員 2名） 

市社協 

（市総合福祉センター） 

10/ 5(木) 
市・区社協職員等交通安全講習 

(職員 1名) 

市社協 

（市総合福祉センター） 

 

(5) 委員会活動 

各委員会を開催し、中区社協の事業の方向づけや組織・財政の強化方法などについて検討しま

した。とりわけ、地域福祉活動第６次５か年計画（平成２５年～２９年）の最終年度にあたり５か

年の総括とともに、次期計画である「地域福祉活動第７次３か年計画」の策定に取り組みました。 

① 総務・企画委員会（地域福祉活動第７次３か年計画策定委員会） 

月 日 議   題 

1/25(木) 
1. 正副委員長の選任について 

2. 地域福祉活動第７次３か年計画の策定について 

2/21(水) 1. 地域福祉活動第７次３か年計画の策定について 

② ボランティアセンター運営委員会  年 １回（別掲） 

③ 生活福祉資金貸付調査委員会    年１０回（別掲） 

 

(6)企画・広報事業 

① 中区社協広報紙「まちづくり」の発行 

区民に福祉への理解と協力を得るため、「まちづくり」を発行するとともに、視覚障がい者向

けの点字広報及び音訳広報を発行しました。 

＊住民向け広報紙「まちづくり」の発行（年３回）※カラー印刷 

第９１号(７月発行)  ３７，０００部  ４ページ（全世帯配布） 



 

第９２号(９月発行)  ３７，０００部  ４ペ－ジ（全世帯配布） 

第９３号(３月発行)  ３７，０００部  ４ペ－ジ（全世帯配布） 

② 区社協活動案内パンフレットの配布 

区民に当会の事業・活動の広報を行うことを目的に、第 21回なかくボランティアまつりや地

区社協関係者会議、各種研修会等にて配布しました。 

③ 区地域防災・福祉フォーラム 2018（自分たちのまちは、自分たちで守る！）の開催 

平成２９年７月の九州北部豪雨や同月発生した台風第５号の上陸など、全国で繰り返される

河川の氾濫、洪水及び自社災害などによって甚大な被害が発生しています。 

こうした自然災害による被害を最小限にとどめ、被害の拡大を防止するためには、市民一人ひ

とりが「自分たちのまちは、自分たちで守る」という防災の原点に立つことが大切です。 

事前の備えの重要性を認識し、地域の防災力を高めるため、地域の連携と社会福祉に貢献する

精神を醸成し、災害に強いまちづくりを目指すことを目的にフォーラムを開催しました。 

日  時：平成 30年 2月 3日（土） 14:00～16:10 

会  場：ＪＭＳアステールプラザ 中ホール 

内  容：第一部 防災講演 

◇演 題「高齢化社会に対応した防災」 

～要支援者の課題とコミュニティーづくり～ 

講 師  福祉防災コミュニティ協会認定コーチ 中井 佳絵 氏 

第二部 福祉講演 

◇演 題「多世代のつながりと防災について」 

講 師  特定非営利活動法人 もちもちの木 理事長 竹中 庸子 氏 

共  催：広島市中区自主防災会連合会 広島市中区役所 広島市中消防署 

協  力：広島市中消防団 広島市中区女性団体連合会 

一般財団法人 広島市都市整備公社 

参加者数：462名 

・8/29(火) 中消防署との調整会議 

・11/9(木) 中消防署、区地域起こし推進課との調整会議 

 

(7) 広島市中区地域福祉センター指定管理事業 

広島市より指定管理を受けた中区地域福祉センターの適正な管理運営に努め、中区の福祉活動、

ボランティア活動を支援し、地域福祉の増進に努めました。 

開館日数 利用件数 利用人数 

３４６日 ４，１２１件 ６１，８１３人 

① 目的内・目的外別利用件数・人数 

 利用件数 利用人数 

目 的 内 ２，７４５件 ２７，４０３人 

目的外 
使用料減免 １，１２６件 ３０，８２０人 

使用料徴収 ２５０件 ３，５９０人 

② 会場別利用件数・人数 

 利用件数 利用人数 

大会議室 ３０４件 １８，０２５人 



 

大会議室 2/3 ３１０件 １０，４３７人 

大会議室 1/3 ２８５件 ３，４１２人 

小会議室 ７６１件 ８，２５６人 

ボランティア研修室 ７５０件 １３，３８３人 

福祉団体共通作業室 ２３２件 １，５５６人 

ボランティアセンター ５８９件 ３，２２９人 

印刷作業室 １６２件 ５３５人 

点字印刷室 ７７件 ３５２人 

録音作業室 ２７６件 ８８８人 

朗読録音室 ２７６件 ８８８人 

機能訓練室 ９９件 ８５２人 

③ 中区地域福祉センター指定管理者申請（平成３０年度～平成３３年度） 

④ 広島市公金取扱検査   １０月２４日 

⑥ 施設の設置目的達成のための事業 

なかくボランティアまつり、障がい者の作品展示の開催 

消防訓練  消防避難訓練  ６月２３日、２月２３日に実施 

利用者アンケートの協力   １月２５日～２月２８日に実施 

 

 

２ 地区社協育成事業 

(1) 地区社協育成事業 

① 地区社協活動・組織強化の支援 

ア) 地区社協会長・地域福祉推進委員・事務局・会計担当者合同会議の開催 

月 日 内   容 出席者 

3/16(金) 

1. 平成 30年度地区社協関連事業について 

2. 活動助成金の申請手続等について 

3. その他 

44名 

イ) 地区社協等巡回訪問（各種会議・事業への参加）の実施 

新・福祉のまちづくり総合推進事業など小地域福祉活動を行う上で必要な資料や情報の提

供を行いました。また、地域における福祉課題の解決に向けて調査や広報活動、学習会の開

催などの支援、協力を行い、地区社協活動の充実･強化に努めました。 

地区名 月 日 内   容 

白  島 

7/21(金) 

9/14(木) 

1/12(金) 

東白島町町内会慰霊盆踊り大会 

地区敬老会 

地区社協新年互礼会 

基  町 

5/27(土) 

8/13(日) 

9/18(月) 

11/ 5(日) 

1/21(日) 

地区社協総会 

地区原爆死没者慰霊式典及び慰霊盆踊り大会 

地区敬老会 

地区町民体育祭 

地区社協新年互礼会 



 

幟  町 

4/ 7(金) 

5/ 8(月) 

5/23(火) 

9/17(日) 

1/14(日) 

1/19(金) 

福祉のまちづくり委員会（お花見） 

地区社協総会 

地区連合町内会定時総会、懇親会 

地区敬老会⇒欠席 

地区とんど祭り 

地区社協新年互礼会 

袋  町 

5/17(水) 

7/29(土) 

8/ 5(土) 

1/16(火) 

地区社協総会⇒欠席 

地区原爆死没者慰霊祭 

地区同慰霊夏まつり 

地区社協新年互礼会 

竹  屋 

5/15(月) 

6/23(金) 

6/26(月) 

8/11(金) 

9/18(月) 

1/ 7(日) 

1/ 8(月) 

地区社協総会 

第 1回地域福祉推進会議 

第 1回近隣ミニネットワーク推進会議 

地区原爆慰霊式典及び世代交流竹屋ふれあいまつり 

地区敬老会 

地区三世代交流とんどまつり 

地区社協新年互礼会 

千  田 

4/14(金) 

5/19(金) 

1/17(水) 

地区社協役員会（高齢者地域支え合い事業説明） 

地区社協総会 

地区社協新年互礼会 

中  島 

8/20(日) 

10/ 6(金) 

1/ 7(日) 

1/12(金) 

飯盒炊さんフェスタ 

地区敬老感謝の集い 

地区ふれあいとんど祭り 

地区社協新年互礼会 

吉 島 東 

5/17(水) 

6/17(土) 

～18(日) 

7/22(土) 

8/19(土) 

10/21(土) 

1/ 6(土) 

1/ 7(日) 

学区社協定例総会 

学区社協役員宿泊研修 

 

第 3回ふるさと交流会 

吉島東納涼祭 

学区孫子老まつり 

学区社協新年互礼会 

学区とんど祭り 

吉  島 

4/28(金) 

5/13(土) 

～14(日) 

8/ 5(土) 

1/ 5(金) 

1/ 7(日) 

学区社協総会 

学区社協役員宿泊研修⇒欠席 

 

学区納涼祭 

学区社協新年互礼会 

学区とんど祭り 

広  瀬 

5/13(土) 

6/ 4(日) 

8/ 3(木) 

10/29(日) 

12/10(日) 

1/20(土) 

地区社協総会 

ひろせ三世代ふれあいまつり 

地区原爆死没者慰霊祭 

広瀬小学校生活避難場所運営マニュアル検証訓練 

グランドゴルフ大会⇒欠席 

地区社協新年互礼会 

本  川 

5/24(水) 

8/ 5(土) 

10/ 7(土) 

9/19(火) 

1/ 9(火) 

地区社協総会 

地区原爆死没者慰霊祭及び盆踊り大会 

本川地区やすらぎ会（敬老会） 

福祉のまちづくりプラン進捗状況確認会議 

地区社協新年互礼会 

神  崎 

4/16(日) 

5/14(日) 

7/30(日) 

9/ 3(日) 

第 2回神崎ウォークラリー大会 

学区敬老会 

学区原爆死没者慰霊式典 

神崎小学校生活避難場所運営マニュアル検証訓練 



 

9/10(日) 

12/ 7(木) 

さつき会 

学区連合町内会年末懇談会 

舟  入 
9/17(日) 

11/15(水) 

地区敬老会 

地区事業調整会議（地域ケア会議） 

江  波 

5/19(金) 

1/19(金) 

2/11(日) 

地区社協総会 

地区社協新年互礼会⇒欠席 

南の風ＥＢＡあそび 

ウ) 地区社協助成金の交付 

・運営費助成（市補助金 840,000円 1地区社協 60,000円） 

・事業費助成（共同募金実績割 1,950,010円） 

地区名 運営費助成 
事業費助成 

合 計(円) 
共募 実績割分 

白 島 60,000 125,800 185,800 

基 町 60,000 70,550 130,550 

幟 町 60,000 160,060 220,060 

袋 町 60,000 148,560 208,560 

竹 屋 60,000 192,440 252,440 

千 田 60,000 160,870 220,870 

中 島 60,000 93,370 153,370 

吉島東 60,000 102,270 162,270 

吉 島 60,000 91,980 151,980 

広 瀬 60,000  61,710 121,710 

本 川 60,000 110,730 170,730 

神 崎 60,000  173,630 233,630 

舟 入 60,000  146,590 206,590 

江 波 60,000  311,450 371,450 

合  計 840,000 1,950,010 2,790,010 

エ) 「新・福祉のまちづくり総合推進事業」の継続支援 

地区社協域において、市・区社協の５か年計画と連動した「新・福祉のまちづくり総合推

進事業」の円滑な推進に向けて必要な支援を行うと共に、共同募金を財源とした活動助成金

（１地区社協 150,000円）を交付しました。 

また、広島市社協の会費及び助成金を財源とし、地域福祉活動の基盤整備を目的とした「地

区社協活動拠点整備事業」による助成を行いました。 

＜平成２９年度 新・福祉のまちづくり総合推進事業 取り組み一覧表＞ 

地区名 

近隣ミニネットワーク 

づくり推進事業 

(見守り世帯数) 

ふれあい･いきいきサロン 

設置推進事業 

(サロン開設数) 

地区ボランティアバンク 

活動推進事業 

(ボランティア登録者数) 

白 島 ９９ ２ ４２ 

基 町 ２４７ ８ ６４ 

幟 町 １５ ７ ７２ 

袋 町 ７ ７ ８０ 

竹 屋 １２ １０ ９９ 



 

千 田 ６ ９ ６５ 

中 島 １１１ １２ ６０ 

吉島東 ４ ７ ７４ 

吉 島 ７４ ９ １９ 

広 瀬 １３ ７ １２ 

本 川 ５ ５ １００ 

神 崎 １３ ４ ８７ 

舟 入 ２１ ８ ４５ 

江 波 ８０ ７ １２２ 

合 計 ７０７ １０２ ９４１ 

＜地区社協活動拠点整備助成実施一覧＞ 

助成要件（助成金額） 該当地区社協 

開設日週５日以上（50,000円） ２地区：基町、中島 

開設日週３日以上（30,000円） ５地区：幟町、袋町、吉島東、神崎、江波 

開設日週１～２日（15,000円） ４地区：竹屋、千田、吉島、舟入 

＜地区社協活動拠点づくり応援助成事業＞（新規） 

既存拠点の整備  ２地区 

袋町地区社会福祉協議会  プロジェクター、パソコン、ケーブル 234,369円 

江波地区社会福祉協議会  コピー機、トナー          329,400円 

オ) 地区社協強化プログラムの実施 

＊広報プログラム助成事業（広報紙の発行援助） 

助 成 額：1地区社協 30,000円  年 2回以上発行の場合 50,000円 

実施地区：14地区 

地区名 広報紙名 発行回数 配布先 発行部数 

白 島 白島社協だより 年 2回 全戸配布 3,700部 

基 町 ほのぼの通信 年 1回 掲示・その他 200部 

幟 町 福祉のまち のぼり 年 1回 全戸配布・その他 2,500部 

袋 町 こんにちは袋町 年 2回 全戸配布 3,000部 

竹 屋 いきいきたけや 年 3回 全戸配布･一部回覧 2,700部 

千 田 千田地区社協だより 年 2回 全戸配布･回覧･掲示 3,600部 

中 島 へいわ 年 2回 全戸配布 3,000部 

吉島東 よしじまひがし 年 1回 回覧 450部 

吉 島 吉島福祉だより 年 2回 全戸配布 2,300部 

広 瀬 広瀬社協だより 年 3回 全戸配布 1,200部 

本 川 本川社協だより 年 2回 全戸配布 2,500部 

神 崎 ふれあい神崎 年 2回 全戸配布･回覧 3,500部 

舟 入 社協ふないり 年 1回 全戸配布 5,500部 

江 波 江波福祉だより 年 2回 回覧・その他 800部 

 



 

カ) 地域福祉推進委員活動の強化 

＊地域福祉推進委員連絡会議の開催 （４回） 

月 日 内   容 出席者 

6/ 1(木) 

1. 委嘱状の交付について 

2. 正副幹事の選任について 

3. 平成 29年度地区社協関連事業について 

4. ふれあい・いきいきサロン情報交換会について 

5. なかくﾎﾞﾗﾝﾃｨｱまつり実行委員の選任について 

6. 介護予防・日常生活支援総合事業の応募状況につ

いて 

7. 情報交換 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸの取り組みについて 

8. その他  

地域福祉推進委員 14名 

会長、事務局 3名 

8/21(月) 

1. なかくﾎﾞﾗﾝﾃｨｱまつり実行委員会の報告について 

2. 中区社協地域福祉推進現地セミナーについて 

3. ふれあい・いきいきｻﾛﾝ情報交換会について 

4. 介護予防・日常生活支援総合事業の取り組み状況

について 

5. 地域福祉推進委員研修会案について 

6. 情報交換 最近の取り組み状況について 

7. その他 

地域福祉推進委員 14名 

事務局 3名 

11/27(月) 

1. 中区社協地域福祉推進現地セミナーの振り返りに

ついて 

2. なかくボランティアまつりの報告について 

3. ふれあい・いきいきサロン情報交換会について 

4. 介護予防・日常生活支援総合事業の取り組み状況

について 

5. 地域福祉活動第 7次 3か年計画の策定について 

6. 情報交換 最近の取り組みについて 

7. その他 

・地域福祉推進委員複数設置について 

地域福祉推進委員 13名 

事務局 3名 

2/19(月) 

1. ふれあい・いきいきサロン情報交換会（高齢者編）

の振り返りについて 

2. 介護予防・日常生活支援総合事業の取り組み状況に

ついて 

3. 来年度の計画について 

4. 地域福祉活動第７次３カ年計画の策定について 

5. 新・福祉のまちづくり総合推進事業の進捗状況につ

いて 

6. 情報交換等 

地域福祉推進委員 14名 

事務局 3名 

＊地域福祉推進委員等研修会の開催 

月 日 内容・場所・参加者等 

9/22(金) 

～23(土) 

地域福祉推進現地セミナー 

研修先：福岡県北九州市小倉北区清水校区社会福祉協議会 

参加者：地区社協(学区)社協会長 9名、地域福祉推進委員 12名 

事務局 3名 

内 容：テーマ「都市部における見守り活動、助け合いの仕組みづくり等地区

社協の取り組みについて」 

② 福祉のまちづくりプラン策定支援事業 

地区社協が中心となって取り組んでいる福祉のまちづくりを、地域の実情に即してより総合

的･計画的に推進し、都市部における中区社協の新たな課題を探ることを目的として、「中区地

域福祉計画」と連動した福祉のまちづくりプランの策定を支援しました。 



 

＊ 過年度指定：基町地区社協 

③ 高齢者見守り体制づくりモデル事業の継続支援 

基町地区社協における高齢者の立ち寄り所「ほのぼの基町」を中心とした高齢者相互の交流や

安否確認等を行う自主的な見守り体制づくりを継続して支援しました。 

あわせて小さな子どもからお年寄り、また地域に多く住む外国人など幅広く利用できる多文

化共生の拠点となる「ほのぼの文庫基町」の運営により、福祉のまちづくりのさらなる充実に向

けた取り組みを支援しました。 

＊運営等への支援 

ア) ほのぼの基町運営委員会への出席（１０回開催） 

（4/19、5/25、6/28、7/19、9/20、10/18、11/24、12/21、2/22、3/23） 

イ) ほのぼの基町三役会議への出席（１０回開催） 

（4/5、5/11、6/7、7/5、9/6、10/4、11/8、12/6 、2/8、3/7） 

ウ) ほのぼの文庫基町運営委員会への出席 

（10/31） 

＊行事等への支援 

第９回ほのぼのカップ将棋大会 

日 時  平成 29年 7月 1日(土) 

場 所  ほのぼの基町及び、ほのぼの文庫基町 

＊「ひろしまの地域福祉推進“チャレンジ応援”助成事業への参加支援 

基町地区社会福祉協議会を母体とする図書館「ほのぼの文庫基町」の運営 

④ 社協便覧の発行 

地区社協の活動、予算、役員名簿等をまとめた「平成 29 年度社会福祉協議会便覧」を 700 部

発行し、地区社協役員及び関係行政機関等に配布しました。 

⑤ 広島市高齢者地域支え合い事業への支援 

＊幟町地域包括支援センター域 

ア) 白島地区社協での取り組み 

白島気くばりネット運営委員会への出席（①6/22、②9/21、③11/16、④2/15） 

イ) 幟町地区社協での取り組み 

のぼり楽々ネット運営委員会への出席(①5/24、②7/26、③9/27、④11/22、⑤1/24、⑥3/28) 

アーバンマンション説明会(5/27) 

のぼり楽々ネットミニ講座(10/21、11/18 、12/16 ) 

＊基町地域包括支援センター域 

ア) 基町地区社協での取り組み（別掲） 

＊吉島地域包括支援センター域 

ア) 吉島学区社協での取り組み 

気くばりネット吉島運営委員会への出席(①6/15、②9/15、③12/14、④3/15) 

イ) 中島地区社協で取り組み 

中島ささえあいネット運営委員会への出席(①5/26、②12/15、③3/23） 

＊国泰寺地域包括支援センター域 

ア) 竹屋地区社協での取り組み 

竹屋げんきネット運営委員会への出席(①6/26、②9/27、③11/15、③3/15) 

イ) 本川地区社協での取り組み 



 

本川地区高齢者地域支え合い事業説明会への出席(8/18、9/19) 

本川地区高齢者地域支え合い事業作業部会への出席(10/25、11/21、1/24、2/28) 

＊江波地域包括支援センター域 

ア) 神崎学区社協での取り組み 

神崎安心ネット運営委員会への出席(4/27） 

イ) 江波地区社協での取り組み ご近所ネット江波 

⑥ 広島市の「介護予防・日常生活支援総合事業」実施への支援 

ア) 説明会、研修会等への参加・調整 

月 日 説明会、研修会 等 会 場 

6/19(月) 
住民主体型生活支援訪問サービス実施団体事業説

明会 
中区地域福祉センター他 

6/23(金) 
地域高齢者交流サロン運営事業・地域介護予防拠点

促進事業実施団体事業説明会 
中区地域福祉センター他 

8/ 9(水) 第１回広島市市域協議体開催 中区地域福祉センター 

9/ 4(月) 

支え合いをこれから始める人のために 

～初めての介護予防・日常生活支援総合事業市民啓

発フォーラム 

南区地域福祉センター他 

1/23(火) 住民主体型訪問サービス実施団体情報交換会 市総合福祉センター 

2/ 6(火) 介護予防日常生活支援総合事業実施団体募集説明会 佐伯区役所別館他 

2/20(火) 
地域高齢者交流サロン運営事業地域高齢者介護予防

拠点整備促進事業実施サロン事務確認 
西区地域福祉センター他 

2/21(水) 
住民主体型生活支援訪問サービス実施団体継続に係

る事務説明会 
市総合福祉センター 

イ) 住民主体型生活支援訪問サービス事業実施団体への活動支援等 

白島地区老人クラブ連合会 

ふれ愛・たすけ愛・プロジェクトＣ 

ボランティアグループ・フレンズ 

ウ) 地域高齢者交流サロン運営事業補助事業･地域介護予防拠点整備促進事業実施サロンへの活動支援等 

実施団体名 サロン名 

白島地区長寿園マンション自治会 いきいきサロン inマンションさくら会 

白島地区老人クラブ連合会 ふれあい歌声サロン 

白島女性会 わくわく健康フラダンス 

東白島町内会 ※東白島町内会 さくら 

西白島南町内会 ※西白島南町内会 サロン友和会 

基町地区社会福祉協議会 ※ほのぼの基町 

タンポポのわたげ もったいないおばさんのたまり場 

幟町地区社会福祉協議会 ※幟元気あっぷサロン 

袋町地区社会福祉協議会 ※袋町地区ウェル加夢サロン 

GOGOファイブ(体操＆サロン教室) ※GOGOファイブ(体操＆サロン教室) 

葵の健康体操教室 ※葵の健康体操教室 



 

中島地区社会福祉協議会 のびのび・ぽちぽち体操教室 

いきいきサロンアステール いきいきサロンアステール 

チーム住吉いきいきプロジェクト ※いきいきサロン住吉 

吉島新町一丁目町内会 まごころ会 

吉島学区社会福祉協議会 ※吉島サロン 

水曜くらぶ ※水曜くらぶ 

光南二丁目町町内会 光２サロン 

南朋寿会 
いきいきサロン（赤ちょうちん）＆おしゃべり

会＆カラオケサロン 

神崎学区社会福祉協議会 神崎サロン ふれあいホール 

吉島学区老人クラブ連合会 ペタンク競技＆グランド・ゴルフ競技練習会 

広瀬地区ボランティア・バンク 

「ボランティアひろせ」 
ひろせ健康サロン 

体操で Vぶい ※体操で Vぶい 

神崎学区社会福祉協議会 神崎会館サロン 

舟入地区社会福祉協議会 ※介護予防「転倒予防体操」サロン 

神崎学区社会福祉協議会 神崎会館サロン 椿会 

舟入町三寿会 ※舟入町健康教室 

江波西一丁目町内会 ふれあいいきいきサロン江波西 

川南サロン 川南サロン 

ひまわりサロン ひまわりサロン 

舟入健康麻雀クラブ 舟入健康麻雀クラブ 

江波東白寿会 東西いきいきサロン 

江波南一丁目町内会 いきいきサロン江波南一 

江波体協グランドゴルフ 江波体協グランドゴルフ 

江波西２丁目町内会 ※江波西いきいき健康サークル 

※地域介護予防拠点整備促進事業補助金選定サロン 

エ） 生活支援等サポーター養成講座の開催 

＜舟入地区ボランティア講座＞ 

月 日 内   容 会   場 参加者 

3/ 2(金) ボランティアバンク「ふれあい」について 
舟入地区社協事務所 

（唯信寺パルティア） 
15名 

3/ 9(金) 
高齢者への接し方について 

他地区の生活支援活動について 

舟入地区社協事務所 

（唯信寺パルティア） 
15名 

＜ハッとしてグットなサロン講座～あなたの気づきが地域の一歩に～＞ 

月 日 内   容 会   場 参加者 

3/ 6(火) サロン活動と地域づくり 中区地域福祉センター 15名 

 

 



 

(2) 研修事業 

①ふれあい・いきいきサロン情報交換会（高齢者編） 

月 日 内   容 参加者 

12/20(水) 

プログラム等説明 

中区内でサロンの運営に携わっている方からの実践報告 

（吉島学区、広瀬地区） 

グループに分れて情報交換 

ふれあい・いきい

きサロン関係者等 

65名 

② 役員等参加研修（主催：市社協） 

月 日 内   容 参加者 

8/ 4(金) 

広島市域新任地区社協会長研修会 

【講 義】 

「社会福祉の情勢と住民同士の助け合い活動の必要性につ

いて」 

講師：ご近所福祉クリエイション主宰 

酒井 保 氏 

【説 明】 

① 社会福祉協議会の歴史と活動の変遷 

② 新・福祉のまちづくり総合推進事業の目的と内容 

説明者：広島市社会福祉協議会福祉課 

【活動報告】 

「先輩 地区社協会長からのお話」 

安芸区畑賀地区社会福祉協議会 

会長 中島 幸子 氏 

【小グループ座談会】 

【まとめ】 

地区社協会長 

12/19(火) 

広島市域地区社協役員等実践講座 

～民生委員活動について理解を深めよう～ 

【制度紹介】 

Ⅰ「民生委員制度の概要について」 

講師：広島市健康福祉局地域福祉課 

主査 八木 真理 氏 

【活動紹介】 

Ⅱ「民生委員・児童委員の活動の実際」 

発表者：広島市民生委員児童委員協議会 

会長 佐々木 繁盛 氏 

Ⅲ「地域に愛着を育てる大町かるた、すごろく」 

発表者：安佐南区大町地区民生委員児童委員協議会 

会長 部村 二三男 氏 

Ⅳ「心豊かな子どもを育てる運動について」 

発表者：安芸区民生委員児童委員協議会 

副会長 住本 照文 氏 

【取組紹介】 

Ⅴ「町内会加入促進の取組」 

発表者：広島市市民局市民活動推進課 

主査 木原 一行 氏 

地区社協役員等 

15名 

2/ 7(水) 

広島市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研究協議会 

【地区社協活動拠点づくり応援助成事業実施報告】 

 地区社協活動拠点開設のススメ 

～必要性と課題～ 

講師：県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科 手島 洋 氏 

報告① テーマ：スーパーの敷地内で拠点開設 

 

地区社協会長 

 

地域福祉推進委員  

 



 

～買い物客の移動課題改善への取組～ 

発表者：楽々園学区社会福祉協議会 

会長 下江 正志 氏 

報告② テーマ：住みやすい町づくり 

～地区社協拠点を設置して～ 

発表者 彩が丘学区社会福祉協議会 

会長 津村 秀孝 氏 

地域福祉推進委員 中井 俊予 氏 

事務局長 山﨑 蘭子 氏 

【福祉のまちづくりプラン策定支援事業について】 

 福祉のまちづくりプラン策定のススメ～必要性と課題～ 

講師：上記と同人 

報告③テーマ：第１次福祉のまちづくりプラン策定の報告 

発表者 小河原・上深川地区社会福祉協議会 

前会長 日笠 誠 氏 

報告④ テーマ：第２次翠町学区福祉のまちづくりプラン策

定の報告 

発表者 翠町学区社会福祉協議会 

会長 鶴見 和夫 氏 

地域福祉推進委員 米田 勁草 氏 

③ 役員等参加研修（その他） 

月 日 内   容 参加者 

8/10(木) 

第 64回広島県社会福祉夏季大学 

今、なぜ「地域共生社会」づくりなのか 

講義１『より人間的で包括的なケアと地域づくり』 

講師：未来をつくる Kaigoカフェ 

代表 高瀬 比左子 氏 

講義２『住み慣れた場所で最期まで支える医療と地域づくり』 

講師：南日本ヘルスリサーチラボ 

代表 森田 洋之 氏 

講義３『人と人をつなぐコミュニティデザインと地域づくり』 

講師：㈱ Studio-L 

代表取締役／デザイナー 山崎 亮 氏 

区社協役員 

評議員等 

19名 

 

(3) 地域福祉推進のためのネットワークづくり 

① 中区地域包括支援センター運営協議会への出席（中区地域福祉センター） 

月 日 議   題 出席者 

9/28(木) 

1. 平成 28 年度地域包括支援センター運営状況及び評価結果

について 

2. 平成 29年度中区主要事業の実施状況について 

3. 情報提供 

・第 7期広島市高齢者施策推進プランの検討状況について 

・地域包括支援センター委託先法人公募の検討について 

・「元気じゃ健診(特定健診)」の受診に関する地域包括支援

センターから住民への呼びかけについて 

4. その他地域包括ケアに関すること 

・『中区での介護予防「いきいき百歳体操」を通じた地域づ

くり』について 

委 員 

（会長） 

3/20(火) 
1. 平成 29 年度地域包括支援センター運営状況(中間報告)に

ついて 
委 員 

（会長） 



 

2. 平成 29年度中区主要事業の実施状況(中間報告)について 

3. 情報提供 

・地域包括支援センター委託先法人公募の検討について 

・評価基準の見直しについて 

・平成 30年度事業計画(案)について 

② 地域ケア会議等への参加による地域包括支援センターと連携強化 

・日 時／原則 毎月第２火曜日 午前９時～１１時 

・会 場／中区地域福祉センター ５階 ボランティア研修室 

・参加者／区健康長寿課、地域包括支援センター５か所、区社協 

月 日 内   容 

4/11(火) 

1．メンバー紹介 

2．今年度の取り組みについて 

3．その他 

5/16(火) 
1. 情報交換会 地域介護予防拠点整備促進事業について 

2. 事務連絡 

6/13(火) 
1. 情報交換会 高齢者地域支え合い事業について 

2. 事務連絡 

7/11(火) 
1. 情報交換会 

2. 事務連絡 

8/ 8(火) 
1. 情報交換会 保健師等 

2. 事務連絡 

12/12(火) 

1. 障がい福祉サービスと介護保険サービスの適用関係に係る確認事務の流れに

ついて 

2. 事例検討 

3. 事務連絡 

1/31(火) 
1. 事例検討 

2. 事務連絡 

2/13(火) 
1. 第 2回広島市中区地域福祉センター運営協議会に向けて 

2. 事務連絡 

3/13(火) 
1. 事例検討 

2. 事務連絡 

3/20(火) 
【中区地域ケア会議】として開催 

1. 住み慣れた地域で自分らしく暮らすために 

③ 自立支援協議会中区地域部会への参加 

部会委員 障害者支援ｾﾝﾀｰめーぷる、生協ひろしま障がい者相談支援ｾﾝﾀｰ、悠悠ﾀｳﾝ基町障害

者相談支援事業所、悠悠ﾀｳﾝ江波障害者相談支援事業所、相談ﾙｰﾑはるにれ、相談

事業所協働、こども相談支援ﾙｰﾑゆうゆう、ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰおりづる、相談支援事業所

みらい、相談支援事業所はーとふる、広島障害者就業・生活支援センター、区保

健福祉課 障害福祉係 保健指導係、区健康長寿課 高齢福祉係、区社協 

月 日 内   容 会  場 

4/19(水) 

1. 相談会の報告について 

2. 今年度の取り組みについて 

3. 情報提供、情報交換 

中区地域福祉センター 



 

5/17(水) 

1. 相談会の報告について 

2. 近況報告について 

3. 2017年度の部会年間計画について 

4. ケース検討 

5. 事業所紹介 

6. 情報提供、情報交換 

中区地域福祉センター 

6/21(水) 

1. 7月地域部会の予定について 

2. 相談会の報告について 

3. 介護予防・日常生活支援総合事業について 

4. 情報提供、情報交換 

中区地域福祉センター 

7/19(水) 

1. 相談会の報告について 

2. 福祉キャリアセンターの相談の状況 

3. 8月地域部会の予定について 

4. ケース検討 

5. 情報提供、情報交換 

中区地域福祉センター 

8/23(水) 

1. 相談会の報告について 

2. 相談支援事業の業務内容等の確認 

3. 情報提供、情報交換 

中区地域福祉センター 

9/20(水) 

1. 相談会の報告について 

2. 相談支援事業の業務内容等の確認 

3. なかくﾎﾞﾗﾝﾃｨｱまつり 出張相談コーナー 

4. 情報提供、情報交換 

中区地域福祉センター 

④ 中区コミュニティ交流協議会研修への参加 

月 日 視  察  先 参加者 

11/28(火) 

＜愛媛県今治市＞ 

内容：今治タオルプロジェクトの取り組みに見る地域と経済

の活性化 

＜座学研修＞ 

今治タオルプロジェクト 起死回生のブランド戦略 

(説明者) 今治タオル工業組合 代表理事 

＜施設見学＞ 

テクスポート今治 

会 長 他 

 

 

３ 福祉推進事業 

(1) 高齢者福祉事業 

① 緊急連絡カードならびに援助・見守り台帳の配布 

民生委員等からの依頼に基づき、緊急連絡カード（携帯用含む）を配布しました。 

② 車いすの貸出ならびに地区社協活動拠点への車いす配備の調整 

短期に車いすを必要とする高齢者、障がい児・者等に、車いすの貸出を行いました。 

保有台数 ４５台     貸出件数 １０９件 

③ 在宅介護者の組織化 

ア) 在宅介護者の集いの開催 

なかく在宅介護者の集い（認知症の人と家族の会、健康長寿課と共催） 

月 日 内   容 会   場 参加者 

4/20(木) お茶べり会 中区地域福祉センター 19名 

5/18(木) 紙おむつの選び方等のお話 中区地域福祉センター 18名 



 

6/15(木) お茶べり会 中区地域福祉センター 21名 

7/20(木) 健康体操＆お茶べり会 中区地域福祉センター 17名 

8/17(木) おやつ作り 中区地域福祉センター 18名 

9/21(木) お茶べり会 中区地域福祉センター 16名 

10/19(木) お茶べり会 中区地域福祉センター 10名 

11/16(木) 介護者同士の交流とリフレッシュ 国民宿舎 湯来ロッジ 19名 

12/21(木) お茶べり会 中区地域福祉センター 17名 

1/18(木) お茶べり会 中区地域福祉センター 20名 

2/23(金) 介護講演会＆座談会 中区地域福祉センター 75名 

3/15(木) お茶べり会 中区地域福祉センター 22名 

延 参 加 人 数 272名 

イ) 「なかく介護者情報」の発行 

第３８号  １月発行   １，２００部 

④ 認知症の人と家族の会活動への援助・協力 

 

(2) 障がい児・者福祉事業 

① 仲間づくりならびに社会参加の場づくり 

ア) 障がい児土曜教室の開催 

月 日 内   容 会  場 参加者 

6/10(土) かんたんクッキング 広島市総合福祉センター 34名 

7/29(土) ミニ運動会 吉島福祉センター 44名 

9/9(土) ボウリング ヒロデンボウル 30名 

11/23(木) バスハイク 
八天堂カフェリエ 

広島空港 
54名 

3/21(水) 
レクリエーション 

お話会 
中区地域福祉センター 21名 

延 参 加 人 数 183名 

＊土曜教室関係者会議の開催 

実施日  平成 30年 2月 9日(金) 

場 所  中区地域福祉センター 

内 容  平成 30年度の計画等について 

参加者  保護者、区社協職員 各 1名 

イ) 在宅障がい青年のつどい（季節行事等）の開催 

月 日 内   容 会  場 参加者 

6/18(日) バスハイク（バーベキュー） 魅惑の里 35名 

12/10(日) クリスマス会 中区地域福祉センター 17名 

延 参 加 人 数 42名 

 

 



 

＊在宅障がい青年のつどい関係者会議の開催 

実施日  平成 30年 2月 15日(木) 

場 所  中区地域福祉センター 

内 容  平成 30年度の計画等について 

参加者  中区心身障害児者父母の会、手をつなぐ育成会中区支部、鯉城会 各 1名 

区社協職員 2名 

② 作業所の活動援助 

区内の障がい者施設、作業所との連携を強化し、定期的な会議への出席他、個別に援助、協力

を行いました。 

ア) 作業所連絡会等の支援 

＊作業所連絡会の開催 （６回開催） 

回 月 日 内   容 会 場 参加者 

1 4/12(水) 

1. 平成 28年度の取り組み報告について 

2. 平成 29年度の計画について 

3. 中区地域福祉センター事業への協力 

（作品展示について） 

4. その他 情報交換 

中区地域福祉

センター 
6作業所 

2 5/24(水) 

1. 作業所の仲間との交流会について 

2. なかくボランティアまつりについて 

3. 中区地域福祉センター事業への協力 

（作品展示について） 

4. その他 情報交換 

中区地域福祉

センター 
6作業所 

3 8/ 2(水) 

1. 作業所の仲間との交流会について 

2. なかくボランティアまつりについて 

3. 中区地域福祉センター事業への協力 

（作品展示について） 

4. その他 情報交換 

中区地域福祉

センター 
7作業所 

4 9/ 6(水) 

1. なかくボランティアまつりについて 

2. 中区地域福祉センター事業への協力 

（作品展示について） 

3. その他 情報交換 

中区地域福祉

センター 
7作業所 

5 11/ 8(水) 

1. なかくボランティアまつりについて 

（振り返り） 

2. 冬の交流会について 

3. 中区地域福祉センター事業への協力 

（作品展示について） 

4. その他 情報交換 

中区地域福祉

センター 
7作業所 

6 2/14(水) 

1. 冬の交流会について(振り返り) 

2. 平成 29年度の取り組み報告 

3. 平成 30年度の計画について 

4. 中区地域福祉センター事業への協力 

（作品展示について） 

5. その他・情報交換 

中区地域福祉

センター 
7作業所 

イ) 作業所交流会の開催 

＊実施日  平成 30年 1月 12日（金）10：30～14：30 

場 所  吉島福祉センター 

内 容  広島きらきら母交響楽団による演奏会 

会食、作業所による発表等 

参加者  144名 



 

ウ) 作業所運営に関する会議への参加（２回：事務局長） 

月 日 作業所名 内   容 会  場 

5/15(月) あおぎり 第 1回総会 あおぎり 

5/29(月) パンダハウス 第 1回総会、第 1回理事会 地域福祉センター 

 

(3) ひとり親福祉事業 

① ひとり親家庭ふれあい交流事業の開催（中区母子会と共催） 

月 日 内   容 場   所 参加者 

6/ 4(日) ふれあいボウリング大会 ヒロデンボウル 

ひとり親家庭    30名 

母子会役員     9名 

厚生部保健福祉課  1名 

区社協       2名 

7/30(日) 
ふれあいバスハイク 

（牧場体験） 
トムミルクハウス 

ひとり親家庭    30名 

母子会役員     11名 

区社協       3名 

12/3(日) 
料理「クリスマスケーキづく

り」 
吉島公民館 

ひとり親家庭    39名 

母子会役員     4名 

＊ひとり親家庭ふれあい交流行事関係者会議の開催 

実施日  平成 30年 2月 9日(金) 

場 所  中区地域福祉センター 

内 容  平成 29年度の取り組み及び平成 30年度の計画等について 

参加者  中区母子寡婦福祉会役員等 3名 

区社協職員 2名 

② 中区母子寡婦福祉会活動への協力 

 

 

４ ボランティアセンター活動（事業） 

(1) ボランティアセンター運営事業 

① ボランティアセンター運営委員会の開催  年２回開催    ※委員数 １１名 

月 日 内   容 

1/19(金) 

1. 平成 29年度ボランティアセンター運営事業の実施状況等について 

2. 地域福祉活動推進第７次３か年計画の策定について 

3. 平成 30年度ボランティアセンター運営事業計画(案)について 

4. その他    

② ボランティアコーディネーターの配置（週５日３０時間嘱託） 

ア) ボランティア活動の需給調整 

＊ボランティア援助希望相談調整状況   実相談件数 ６７件 

＊ボランティア活動希望者等調整状況   実相談件数１５１件 

＊登録ボランティア数  １，６５９名 

イ) ボランティアコーディネーター連絡会議、各種研修会等への参加 

月 日 会議名 会 場 

7/21(金) 平成 29年度 学生ボランティア活動サポート会議 東区総合福祉センター 

9/ 7(木) 大学と社協がすすめるボランティア活動応援会議他 南区地域福祉センター 

③ 広報・啓発活動 



 

ア) なかくボランティアまつりの開催 

ボランティア活動への理解と参加促進、ボランティア・障がい児者・地域の交流を目的と

してボランティアまつりを開催しました。 

＊名 称 第 21回なかくボランティアまつり 

＊日 時 平成 29年 10月 28日（土）10:00～14:30 

＊会 場 中区地域福祉センター5階、4階一部、NTTドコモ中国大手町ビル 1階通路 

＊入場者 614名（市民及び関係者） 

＊内 容 ・ステージ発表（白島碇太鼓、うたとウクレレとフラダンス、二胡の演奏 

児童劇「お地蔵様はどうしてここに……」、 

楽器演奏、「あんなこと良いな♪できたら良いな♪」 

ギター・マンドリン演奏、健康体操・太極拳、作業所の発表、 

抽選会） 

・福祉体験コーナー（点訳､手話､要約筆記､音訳､アイマスク､高齢者疑似､車いす） 

・パネル展示コーナー（ボランティアグループ・地（学）区社協・作業所活動紹介） 

・共同募金   ・スタンプラリー   ・あそびのコーナー 

・軽食、喫茶コーナー（弁当､サンドイッチ､おにぎり､コーヒー､ジュース､作業所の

お菓子）   ・紙芝居、朗読コーナー   ・バザーコーナー 

・作業所自主製品展示販売コーナー   ・作業体験交流コーナー 

・健康づくりコーナー（広島県看護協会中支部） 

・障がいのある方への相談コーナー（障害者自立支援協議会 中区地域部会） 

＊なかくボランティアまつり実行委員会の開催  (５回) 

月 日 内       容 参加者 

6/20(火) 

1. 正副委員長の互選について 

2. 第 21回なかくボランティアまつりについて 

（目的、日時・場所、内容、広報、予算等） 

3. その他 

13名 

7/28(金) 

1. 各連絡会での協議内容についての報告 

2. 今年度のまつりの内容・取り組みについて 

（ステージ発表、各コーナー、レイアウト等） 

3. 開会式、抽選会、閉会式について 

4. 広報について 

5. その他 

13名 

8/24(木) 

1. 今年度のまつりの内容・取り組みについて 

（ステージ発表、繰越金の使途、各コーナー等） 

2. 抽選会について 

3. 広報について（チラシ・ポスター・折込チラシ） 

4. その他 

10名 

10/ 3(火) 

1. 各コーナーについて 

（コーナー・会場の確認、開会式、抽選会、閉会式） 

2. 広報について（当日配布チラシ、折り込みチラシ） 

3. その他（看板製作、POP、記念品、アンケート等） 

12名 

11/17(金) 

1. 全体報告（来場者数、各コーナーの反省等） 

2. 収支報告 

3. 収益金の使途について 

4. その他（広報について等） 

11名 

イ) ボランティアセンター通信の発行 

（区社協広報紙「まちづくり第 91号、第 92号、第 93号」と合併） 



 

発行回数 年 3回 

発行部数 37,000部（第 91号）、37,000部（第 92号）、37,000部（第 93号） 

内  容 なかくボランティアまつり、ボランティア講座案内等 

ウ) 中区ボランティアだよりの発行 

発行回数 年 1回（平成 29年 5月） 

発行部数 1,700部(1回) 

内  容 各種ボランティア講座等の開催案内、ボランティア活動紹介 

ボランティアグループの紹介、なかくボランティアまつりの案内 

ボランティア活動保険の案内等 

エ) ホームページやさまざまな広報媒体を活用した福祉情報の発信、図書検索等情報提供機能

の強化 

福祉関係図書、情報紙、新聞、ボランティア情報等、ボランティア活動推進のため情報を

収集し、区民への提供に努めました。 

④ ボランティアの育成 

ア) 各種ボランティア講座の開催 

＊あなたの「好き❤」で地域おこし講座（全 2回） 延べ参加人数 16名 

時 間：10:00～12:00 

会 場：中区地域福祉センター 大会議室 

対 象：ボランティア活動に関心のある方、中区ボランティア連絡会会員 

日 時 内  容 講 師 参加者 

4/20(木) 
「自分も輝き、地域も輝く」 

～余暇を活かした地域デビュー法～ 

健康デザイン研究所 

代表 山崎 勇三氏 
12名 

4/27(木) 
ボランティア活動紹介 

ボランティアグループとの交流会 

ボランティア連絡会 

中区社会福祉協議会職員 
4名 

＊手話入門講座（全 12回） （主催：手話サークルあすなろ）  

時 間：19:00～20:45 

会 場：中区地域福祉センター 大会議室 

対 象：聴覚障がい者とのコミュニケーションに関心のある方 

参加者：27名 

日 時 内 容 講 師 

9/13(水) 
開講式 

記念講演・オリエンテーション 

手話サークルあすなろ 

9/20(水) 
手話実技 

「自己紹介①あいさつ」 

9/27(水) 手話実技「自己紹介②数字」 

10/ 4(水) 手話実技「自己紹介③住所」 

10/11(水) 手話実技「自己紹介④職業」 

10/18(水) 手話実技「自己紹介⑤趣味」 

10/25(水) 手話実技「会話①」 



 

11/ 1(水) 手話実技「会話②」 

11/ 8(水) 手話実技「交流会」豊かな表現 

11/15(水) 手話実技「応用会話」 

11/22(水) 手話実技「応用会話」 

11/29(水) 
閉講式  

記念講演・修了書授与式 

イ) ボランティアサロン「和会」 

登録ボランティアが気軽に集え、情報交換をしながら交流できる場として毎月 1回開催。 

日 時  毎月第 2火曜日 13:30～15:30 

場 所  中区地域福祉センター ボランティア研修室等 

内 容  ボランティアどうしの交流、中区内作業所との交流、活動紹介（絵手紙等） 

ウ) 地区ボランティアバンクとのネットワークづくり 

⑤ ボランティア活動への支援 

ア) 活動拠点・活動機材・福祉図書資料・ＤＶＤ等の提供、貸出 

区内のボランティアグループの活動拠点として、ボランティアセンターを開設・運営し、

ボランティアグループの会議、作業、印刷等の便宜を図りました。 

＊活動機材 

ビデオ機材・OHP・OHC・スクリーン・印刷機・点訳パソコン・点字板・点字プリンター 

音訳パソコン・カセットデッキ・朗読録音機材一式・プレクストーク再生機・音訳 CD 

ダビング機、アイマスク・白杖・高齢者疑似体験セット 

イ) ボランティア活動保険、ボランティア行事用保険等の取扱い 

＊ボランティア活動保険加入者数 

Ａプラン Ｂプラン 天災Ａプラン 天災Ｂプラン 計 

257名 6名 13名 8名 284名 

※「福岡県、大分県、秋田県等豪雨災害」に関する支援 

・ボランティア活動保険の受付 

・被災地支援に関するボランティア情報の提供 

・地域等からの支援物資の提供に関する調整 

⑥ 企業等の社会貢献活動への支援 

ア) 活動の調整 

・ボランティア活動の紹介、調整 

イ) 企業向けボランティア関係情報の提供 

⑦ 「中区ボランティア連絡会」の支援 

ア) 登録グループ代表者会議 （５回開催） 

月 日 内       容 参加者 

5/ 9(火) 

1. 平成 28 年度中区ボランティア連絡会事業報告および決算報告につ

いて 

2. 平成 29年度中区ボランティア連絡会事業計画の実施について 

3. 情報交換 

4. その他 

10名 



 

7/10(月) 

1. ボランティア交流会、交流会について 

2. なかくボランティアまつりについて 

3. 情報交換 

4. その他 

10名 

9/19(火) 

1. ボランティア研修会について 

2. なかくボランティアまつりについて 

3. 情報交換 

4. その他 

9名 

12/ 5(火) 

1. なかくボランティアまつりの振り返り 

2. ボランティア研修会について 

3. 情報交換 

4. その他 

9名 

3/ 7(水) 

1. ボランティア研修会について 

2. 平成２９年度ボランティア連絡会の報告について 

3. 平成３０年度ボランティア連絡会の計画について 

4. 情報交換 

5. その他 

8名 

イ) ボランティア連絡会役員会議 （５回開催） 

月 日 内       容 参加者 

5/ 9(火) 
1. 代表者会議の資料の確認、打ち合わせ 

2. その他 
3名 

7/10(月) 

1. ボランティア交流会、研修会について 

2. なかくボランティアまつりについて 

3. その他 

4名 

 9/19(火) 

1. ボランティア研修会について 

2. なかくボランティアまつりについて 

3. その他 

4名 

12/ 5(火) 

1. なかくボランティアまつりの振り返り 

2. ボランティア研修会について 

3. その他 

4名 

3/ 7(水) 

1．ボランティア研修会の振り返り 

2．平成２９年度ボランティア連絡会の報告について 

3．平成３０年度ボランティア連絡会の計画について 

3名 

ウ) ボランティア交流会 

日 時  平成 29年 9月 15日（金）10:00～14:15 

会 場  庭園と料亭 半べえ 

参加者  34名 

内 容  第 21回なかくボランティアまつりに向けた決起大会 

各グループの活動紹介、座談会・交流など 

エ) ボランティア研修会 

日 時  平成 30年 2月 8日（木）10:00～12:00 

会 場  中区地域福祉センター 

参加者  39名 

内 容  高齢者いきいき活動ポイント事業について 

  



 

オ) ボランティアグループの活動援助（11グループ） 

グループ名 活動内容 活動日時 活動場所 会員数 

点字サークル 

点和会 

区内の視覚障がい者への点

訳活動と視覚障がい者との

交流 

毎月末の内 

2、3日 

中区地域福祉セ

ンター 

主婦等 

9名 

手話サークル 

かたらい 

手話の学習と聴覚障がい者

との交流・親睦 
毎週木曜日 中央公民館 

勤労者等 

13名 

手話サークル 

あすなろ 

聴覚障がい者と共に手話の

学習と交流 
毎週水曜日 

中区地域福祉セ

ンター 

勤労者等 

50名 

グループ虹 

視覚障がい者向け音訳テー

プと CDの作成、送付と視覚

障がい者との交流 

毎月後半に 

2日間 

毎週水曜日 

中区地域福祉セ

ンター 

主婦等 

15名 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 

めだか 

精神障がい者等支援のため 

のグループ活動 

第 2木曜日 

第 4土曜日 

まちづくり市民

交流プラザ他 

高齢者等 

12名 

白島地区 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 

地区の高齢者への配食活動

など 
第 4水曜日他 中央公民館 

高齢者等 

18名 

ほのぼの広島会 

障がい者の車椅子ﾂｱｰの企

画・開催、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾏｯﾌﾟ

の作成・ｱﾙﾐ空き缶・古切手

収集活動他 

第 2土曜日他 
中区地域福祉セ

ンター 

勤労者他 

43名 

さくら会 

ひとり暮らし高齢者等との

ふれあい食事会の開催と交

流 

第 4木曜日 竹屋公民館 
主婦等 

13名 

対面朗読’９０ 
視覚障がい者への対面朗読

及び散策手引き 
第 2木曜日 

中区地域福祉セ

ンター 

主婦等 

7名 

とんがりぼうしの会 
高齢者施設での音楽療法や

音楽レク 
随時 高齢者施設 

勤労者等 

4名 

NPO法人 

広島市要約筆記 

サークルおりづる 

中支部 

要約筆記の学習、中途失聴

者や難聴者との交流 

第 2土曜日 

第 4火曜日 

中区地域福祉セ

ンター 

主婦等 

12名 

ボランティア活動推進のため、グループの自主活動の側面的援助に努めました。 

 

(2) 災害ボランティアセンターの体制づくり 

① 災害ボランティア活動の環境整備における区役所との連携及び協議 

※区政調整課・地域起こし推進課・生活課と個別に調整 

② 区災害ボランティアセンターマニュアルの見直し 

③ 災害ボランティアセンターの紹介パネルの活用 

④ 中区防災訓練・防災フェア（生活避難場所運営マニュアル検証訓練）への参加 

災害ボランティアセンターの紹介パネル、防災グッズ等設置 

・神崎学区社協    9月 3日（日）  神崎小学校 

・広瀬地区社協   10月 29日（日）  広瀬小学校 

 

(3) 福祉教育の推進 

① 「体験！発見！！ほっとけん！！！やさしさ発見プログラム事業」の推進 

小学校 10校 11件  中学校 2校 2件  その他 2件  計 12校 2企業 15件 



 

月 日 学 校 等 学年 体験・学習内容 講 師 他 

7/ 5(水) 

･11(火) 
吉島中学校 2年 障がいの理解 もみじ作業所 

8/10(木) 
ANAクラウン 

プラザホテル 
－ 障がいの理解 もみじ作業所 

9/ 6(水) 広島少年鑑別所 － 障がいの理解 もみじ作業所 

9/15(金) 吉島東小学校 
4年 

PTC 
車いす体験 ほのぼの広島会 

10/13(金) 白島小学校 3年 盲導犬ユーザーんお話 
広島ハーネスの会 

辻本豊子氏・トニー 

11/ 7(火) 神崎小学校 3年 盲導犬ユーザーのお話 
広島ハーネスの会 

石崎慎治氏・マーク 

11/ 8(水) 千田小学校 
3年 

PTC 
盲導犬ユーザーのお話 

広島ハーネスの会 

清水和行氏・ルーラ 

11/14(火) 女学院中学校 2年 車いす体験 機材貸出 

11/21(火) 基町小学校 3年 盲導犬ユーザーのお話 
広島ハーネスの会 

清水和行氏・ルーラ 

11/28(火) 広瀬小学校 3年 盲導犬ユーザーのお話 
広島ハーネスの会 

石崎慎治氏・マーク 

11/28(火) 白島小学校 4年 手話体験 手話サークルあすなろ 

12/ 4(月) 江波小学校 3年 盲導犬ユーザーのお話 
広島ハーネスの会 

石崎慎治氏・マーク 

12/ 8(金) 吉島小学校 3年 盲導犬ユーザーのお話 
広島ハーネスの会 

清水和行氏・ルーラ 

12/19(火) 吉島小学校 4年 点字学習 点字サークル点和会 

1/11(木) 舟入小学校 3年 点字学習 点字サークル点和会 

1/16(火) 吉島小学校 5年 車いす体験 
もみじ作業所 

井上一成氏 

1/17(水) 竹屋小学校 3年 盲導犬ユーザーのお話 
広島ハーネスの会 

石崎慎治氏・マーク 

1/19(金) 幟町小学校 5年 車いすユーザーのお話 
車いすユーザー 

森重秀之氏 

1/23(火) 基町小学校 4年 手話体験  手話サークルあすなろ 

1/30(火) 基町小学校 5年 車いす体験 機材貸出 

2/9(金) 袋町小学校 3年 盲導犬ユーザーのお話 
広島ハーネスの会 

清水和行氏・ルーラ 

2/21(水) 白島小学校 5年 車いす体験 
もみじ作業所 

井上一成氏 

2/27(火) 袋町小学校 4年 車いす体験 
もみじ作業所 

井上一成氏 

② ヤングボランティア育成講座（ボランティア広場）の開催 

月 日 内   容 場  所 参加者 

7/15(土) 
オリエンテーション 

ボランティア広場について 
中区地域福祉センター 12名 

7/29(土) ミニ運動会 吉島福祉センター 20名 

8/10(木) レクリエーション 中区地域福祉センター 12名 



 

8/23(水) 児童館で遊ぼう 袋町児童館 23名 

8/27(日) 高齢者施設夏祭り メディカル･ケアセンター絆 10名 

9/ 8(金) 敬老会のお手伝い 中区地域福祉センター 1名 

10/28(土) なかくボランティアまつり 中区地域福祉センター 5名 

11/11(土) 児童館まつり 袋町児童館 24名 

12/23(土) もちつき メディカル･ケアセンター絆 7名 

2/10(土) 活動報告集を作ろう 中区地域福祉センター 4名 

延参加者数 118名 

＊ボランティア広場活動報告集の発行   1,000部 

 

③ 学校や地域（地区ボランティアバンク）での福祉に関する学習会等開催の支援 

月 日 学 校 等 学年 体験・学習内容 講師他 

8/7(月)

～8/9(水) 
養神館病院 － 

DVD「分かりやすい成年後見

制度の手続き」の貸し出し 
－ 

9/ 5(火) 基町小学校 6年 
高齢者疑似体験セット 

の貸し出し 
基町地域包括支援センター 

10/29(日) 
千田地区 

社会福祉協議会 
－ 車いすの貸し出し － 

10/31(火)
～

11/1(水) 
中電病院 － 

高齢者疑似体験セット 

の貸し出し 
－ 

12/11(月) 
～

12/15(金) 
吉島東小学校 3年 点字盤の貸し出し － 

 

 

５ 権利擁護（相談援助事業） 

(1) 自立支援総合相談援助事業の実施 

総合相談員（週５日３０時間嘱託）を配置し、心配ごと相談、福祉サービス利用援助事業「か

けはし」に関する相談について、必要に応じて在宅等を訪問するなどして、さまざまな相談に応

じた。 

 相談件数 調整件数 訪問件数 

福祉サービス利用援助事業 7件 366件 25件 

心配ごと相談 475件 212件 0件 

在宅訪問相談援助事業 66件 324件 91件 

合  計 548件 902件 116件 

＊ケアカンファレンスの開催や参加等 

4月 11日(火)  5月 22日(月)  11月 22日(水)  2月 13日(火)  ４回 

① 弁護士無料法律相談への協力 

日時：第１回目 5月 17日（１件）  第２回目 11月 15日（３件） 

場所：中区地域福祉センター 



 

 

(2) 福祉サービス利用援助事業「かけはし」実施への支援 

中区社協広報紙「まちづくり」を見ての相談や、区社協来所者へのかかわりから、「まずは訪問」

を基本に、積極的に訪問し相談を行いました。 

関係機関とのネットワークでは、「地域包括支援センター」をはじめ、介護支援専門員や中区厚

生部（生活課、健康長寿課、保健福祉課）と連携を密にし、訪問相談の必要な当事者の把握、「か

けはし」利用に向けての関係調整を行いました。 

① 生活支援員の登録及び支援契約等の状況 

ア) 登録生活支援員数   １８名 

イ) 契約者等の状況 

 新規契約者数 契約終了者数 年度末契約者数 

認知症高齢者等 11名 12名 53名 

知的障がい者等 0名 1名 11名 

精神障がい者等 1名 1名 11名 

合  計 12名 14名 75名 

② ケアカンファレンスの開催や参加など 

5月 31日(水)   7月 20日(木)   10月 10日(火)   ３回 

③ 区生活支援員連絡会（２回:中区地域福祉センター） 

日 時 内    容 出席者 

8/24(木) 
1．中区利用者の支援状況について 

2．その他（情報交換等） 

・生活支援員 8人 

・市社協 4人、区社協 2人  

2/16(金) 
1．中区利用者の支援状況について 

2．その他（情報交換等） 

・生活支援員 10人 

・市社協 3人、区社協 2人 

④ 中区の生活支援員研修状況（主催：広島市社協） 

日 時 内    容 会  場 参加者 

7/26(水) 

第１回生活支援員研修会 

「認知症カフェの取り組みと認知症の方への

対応の仕方等」 

講 師：江波地域包括支援センター 

看護師、介護支援専門員  

（広島市認知症地域支援推進員） 

岡田 真理 氏 

市総合福祉センター 8名 

10/19(木) 

第２回生活支援員研修会 

｢地域における権利擁護とは｣ 

講 師：県立広島大学 健康福祉学部 

人間福祉学科 講師 手島 洋 氏 

市総合福祉センター 3名 

2/ 9(金) 

第３回生活支援員研修会 

「知的障がい者理解と障がい者の再犯防止に

向けた取り組みについて」 

講 師：広島地方検察庁再犯防止対策室 

社会福祉士 田中 洋子 氏 

市総合福祉センター 6名 

 

(3) 成年後見事業「こうけん」実施支援 

認知症の進行などで判断能力が著しく低下し、「かけはし」では支援が難しくなった利用者への



 

継続した支援を行う成年後見事業「こうけん」の実施を支援し、相談援助機能の強化に努めました。 

(4) 生活困窮者自立相談支援事業実施への支援 

① 市社協受託の生活困窮者自立相談支援事業への協力 

② 社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会への参加、協力 

月 日 内   容 会  場 

5/ 2(火) 

・各団体の取り組み等情報交換 
・ワークショップ 
「民間の立場でこれからの広島の生活困窮者支
援をどう推進していくか」 

市総合福祉センター 

7/ 4(火) 
・ワークショップ 
「民間の立場でこれからの広島の生活困窮者支
援をどう推進していくか」 

市総合福祉センター 

9/ 5(火) 
・勉強会～障がい者虐待案件の入り口支援と出口支
援について～ 

・各団体からのＰＲタイム 
市総合福祉センター 

③ 緊急一時食品提供事業への協力 

食糧提供回数 １７６回 

 

 

６ 受託事業 

(1) 広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業 

広島市から引き続き受託事業として、次のとおり実施しました。 

 
利 用 
登録者数 

ヘルパー 
登録者数 

利用者 
実人数 

ヘルパー 
活動実人数 

活動件数 活動時間 

視覚障がい 98  30 47 1,168 3,691 

車いす等 22 14 6 7 241 977 

知的障がい 47 56 6 13 209 452 

精神障がい 1 1 0 0 0 0 

合 計 168 71 42 67 1,618 5,120 

＊市社協主催の登録ヘルパー研修会（会場：市社会福祉センター）への支援 

（視覚）12/11(月)、（知的）1/18(木)、（車いす）1/22(月)、（精神）1/29(月) 

 

 

７ 貸付（事務）事業 

(1) 生活一時資金／ひとり親家庭等緊急援護資金の相談・貸付業務 

① 相談受付・貸付事務の実施 

資金種類 相談 申請 貸付 不承認 取下げ 辞退 

生活一時資金 39 2 1 0 1 0 

ひとり親家庭等緊急援護資金 1 2 2 0 0 0 

合  計 40 4 3 0 1 0 

 

(2) 生活福祉資金 

① 相談受付・貸付償還事務の実施 

資金種類 相談 申請 貸付 不承認 取下げ 辞退 

総合支援資金 11 0 0 0 0 0 



 

福祉資金（福祉費） 132 10 9 1 0 0 

福祉資金（緊急小口資金） 62 6 6 0 0 0 

教育支援資金 49 2 2 0 0 0 

不動産担保型生活資金 3 0 0 0 0 0 

臨時特例つなぎ資金 0 0 0 0 0 0 

合  計 257 18 17 1 0 0 

② 中区生活福祉資貸付調査委員会の開催   10回開催 

5/8(月)、5/31(水)、7/5(水)、7/12(水)、9/4(月)、10/3(火)、11/8(水)、12/26(火)、2/19(月)、

2/26(月) 

③ 区民生委員児童委員協議会生活福祉部会研修会   10月 31日(火) 

④ 各種会議や研修会への参加 

月 日 会 議 名 会  場 

7/6(木) 生活福祉資金貸付事業新任担当職員研修会 広島県社会福祉会館 

12/5(火) 生活福祉資金貸付事業担当者会議等 広島県社会福祉会館 

 

 

 

Ⅱ その他の事業 

１ 広島市中区共同募金委員会への協力 

(1) 募金実績 

７，４９８，８８１円 

個別募金 法人募金 街頭募金 職域募金 その他 

5,321,520円 1,503,055円 42,671円 550,923円 80,712円 

(2) 関係会議等の開催・参加 

月 日 会 議 名 会  場 

6/22(木) 平成 28年度テーマ募金交付式 広島県社会福祉会館 

9/1(金) 広島市中区共同募金委員会 中区地域福祉センター 

10/1(日) 広島市共同募金会街頭募金 ヤマダ電機・福屋付近 

 

２ 各種財団助成事業の情報提供 
各種財団からの助成案内を、ボランティアグループや施設、作業所等に情報提供しました。 

 

３ 各種実習生等の受け入れ 
福祉事務所における社会福祉実習生（社会福祉主事）の受け入れ協力 

 

 

 

事業報告の附属明細書 
記載すべき事項はありません。 


