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半期を終えて 社会福祉協議会会長 奥野 正夫

社会福祉協議会

会長 奥野正夫

平成28年6月の社会福祉協議会の総会に於いて、黄金山地区社会福祉

協議会会長という大役を仰せつかり、先輩方が築いてこられた地区社

協運営の重責を感じているところです。

就任以来、社協新任研修・社会福祉夏期大学等の研修や公民館・学

区・町内会行事に参加し地域の情報を得て、どうすればより良い運営

が出来るか・・・と、取り組んでいます。

私が、前会長の様に運営が出来るには、年月を要すると思いますが、

学区民の皆様方のご協力を頂きながら、役員と共に助け合いの心、思

いやりの心で行事を通じて親睦を深め、地域の活性化の為に働きかけ

ていきたいと思っています。

28年度の黄金山地区社会福祉協議会の体制は次の様になっています。



黄金山地区生活交通支援協議会から乗合タクシーの現状について 
  

利用者の声を聴いて昨年 10 月からダイヤ改正とコースの変更をして三カ月経ちまし

た。1 日 60 名の乗車を期待していますが中々到達できません。利用状況を報告しますと、

10 月は 12 日の稼働で 385 人、1 日平均 32.1 人。11 月は 12 日の稼働で 360 人、1 日平均

30 人。12 月は 12 日稼働で 355 人、1 日平均 29.6 人でした。 

 改正後のコースは少し変則的な設定ですが黄金山学区の街路の状況を検討した買い

物、通院への便利さを増すコースです。自宅の近くを通行するコースを利用して下さい。 

 この乗合タクシーを稼働させているタクシー会社は皆さんご存じの有限会社カープタ

クシーです。タクシーを利用されるときはカープさんを利用してあげて下さい。タクシ

ーの乗車賃を乗合タクシーチケットで支払いされますと乗合タクシーを一人利用したこ

とになり 1 日 60 名乗車に近づきます。チケットは乗合タクシー車内と各町内会長から購

入出来ます。 

 何故 60 名利用に拘るかと申しますと乗合タクシーの運行費用が 1 日 60 人乗車で経営

的に成り立つ人数です。今は人数に満たない費用は国が約半額、広島市が残りの約半額

負担してくれます。残りは学区の社会福祉協議会が負担しています。その費用は以前行

ったテーマ募金と篤志家からの寄付金、皆さんが協力提供している資源ゴミの資金を財

源としています。利用数が少ないと地区の負担金が増し財源を使い切ります。支払い能

力が無くなりますと乗合タクシーの停止になります。今利用されている方はまだ利用さ

れていないご近所の方を誘って下さい。そしてカープタクシー利用はチケットを利用し

て下さい。一人でも多く利用していただければ乗合タクシーは存続します。 

カープタクシーさんから「この黄金山の乗合タクシー業務、地区の方から大いに期待

をかけられて会社自体奮闘しています。気持ちよく利用して貰うために運転者も気さく

な人を選び、4 月からは乗り易い車両、新車に変更します」と言われています。 

 昨年６月から生活交通支援協議会の人事の変更がありました。乗合タクシーの立ち上

げから今までご苦労された利田東霞町内会会長が地区社協の会長を奥野本浦団地町内会

会長に移譲、兼任の生活交通支援協議会の会長は東霞町内会の日高様に移譲されました。

そして利田様と一緒にやはり乗合タクシーを立ち上げから今までご苦労された新大河町

内会の川野様も昨年 11 月に生活交通支援協議会事務局長を退任されました。ご両人の行

動力、人徳により乗合タクシーが継続しています。長年に亘り有り難うございました。

感謝申し上げます。 

 以上により昨年 11 月からの新体制として、会長：日高義行（東霞町内会）、副会長：

大原三千男（黄金山第二町内会会長）、チケット出納管理者：藤田裕一（新黄金山町内

会会長）、会計：増田 修（西本浦町内会会長）、事務局長：坂原立士（新黄金山町内

会副会長）でこの協議会を盛り立て、学区内町内会長と一緒に現状打破、利用者の増加

目指して活動しています。皆様よろしくご協力お願いします。 

2017 年（平成 29 年）1 月 18 日 

黄金山地区社会福祉協議会               E A 会長 奥野正夫 

黄金山地区生活交通支援協議会 会長 日高義行 

 



役員 新任

番号 担当事項 氏名 担当区域

1 民生委員児童委員 川角　讓治
東霞町6番―1～5，35～51，
7番～18番

2 民生委員児童委員 副会長 大林　哲雄
西本浦町1番～4番,
11番～13番

3 民生委員児童委員会長 矢野　博信
西本浦町５番～10番,
14番～22番

4 民生委員児童委員　副会長 石河　ミチ子
本浦町25番～27番,　31番～34番,
39番～41番,　45番,　46番

5 民生委員児童委員 森川　芳江
本浦町28番～30番,　35番～38番,
42番～44番

6 民生委員児童委員 松井　久治
北大河町1番～7番,　8番1号～8号,
22号～35号　25番

7 民生委員児童委員 本﨑　恵美子
南大河町18番～20番,
北大河町26番～41番

8 民生委員児童委員　会計 丸山　由宇子 黄金山町１番～２４番

9 主任児童委員 坂本　薫 黄金山民生区全域

10 主任児童委員 三好　まゆみ 黄金山民生区全域

黄金山民生区民生委員児童委員協議会名簿

昨年末、民生委員児童委員協議会総会に於いて、委員の交代がありましたのでお知らせします。

民生委員児童委員協議会会長　矢野 博信

日 時 平成２９年２月１４日（火） １０時～１１時

会 場 黄金山会館 ２階大ホール

講 師 桑野 冨貴生様

テーマ ゴミの減量・分別・再利用

ゴミボックスの設置等について

主催 黄金山地区社会福祉協議会問合せ 082－281－2417 藤田まで



　　　　　　

・ 日時　平成２９年２月１９日（日） １３時３０分～１５時

・ 場所　黄金山会館

・ 内容　フィットネス

ガードボランティアの人達への感謝の集い

母親クラブ研修会のお知らせ

いつも子ども達の登下校の見守り

をして下さっている方々に感謝の気

持ちを込めておもてなしをさせてい

ただきます。

校長先生先生をはじめ、PTAの皆さん

にも参加してもらい子ども達の様子などを話し合ってお互い交流を

図ります。是非、多数の参加をお待ちしております。

・日時 平成２９年３月２５日（土） １１時から

・場所 黄金山会館

今年は、誰にでも出来るフィットネスです。家にこもりがちの時期、みんなで楽しく体を

動かしませんか。会員の皆さん、お誘い合わせの上、是非ご参加下さい。

母親クラブ「親衆の会」

と き 平成２９年 ４月１６日（日）

《予備日 ４月２３日（日）》

ところ 黄金山小学校グランド

こがねのやま

こがねレストラン

くじ付き餅まき

景品も充実！

新競技も企画中！

年に一度のストレス発散

学区民大運動会

景品ゲットしに来てね

おたのしみ券を切り離して

会場にお持ちください。

楽しいことがあります 回覧やポスターでまたご案内します

黄金山フェスティバル実行委員会
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