
◆この記事に関する問合せ先◆ 【広島市共同募金委員会】TEL：082-264-6400  FAX：082-264-6437

赤い羽根共同募金は、戦後復興の一助として昭和22年から取り組みが始まりました。
現在は、社会福祉法に基づく募金として、「じぶんの町を良くするしくみ。」を統一スローガンに掲げ、地域福祉

推進のために様々な課題解決に取り組む民間団体を応援することを目的に、今年で75回目を迎えます。
このことは、皆さまの温かいご支援の賜物であり心よりお礼申し上げます。
令和2年度においては、新型コロナウイルスの影響で街頭募金やイベントでの募金の呼びかけ等の中止を余儀なくされるなど、過

去に類を見ない困難な状況下での募金運動となりましたが、町内会・自治会をはじめとして、多くの市民・企業・関係機関・施設団体
等の皆さまのご協力をいただいた結果、74,851,055円の募金をいただきました。
令和3年度も目標額を9千万円に設定し、募金運動を展開してまいりますので皆さまの温かいご協力をお願い申し上げます。

この度の令和3年8月11日からの大雨により、被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
8月18日（水）に広島市災害ボランティア本部及び西区災害ボランティアセンター・安佐南区災害ボランティアセ

ンターを立ち上げました。各センターでは、被災された皆さまが1日でも早く元の生活に戻れるように地域の方や関
係機関と連携し、支援活動を行っております（令和3年8月31日現在）。

赤い羽根共同募金～じぶんの町を良くするしくみ。～赤い羽根共同募金～じぶんの町を良くするしくみ。～

近隣ミニネットワークづくり
推進事業

気になる一人暮らし高齢者・
障害者世帯への声掛け活動
など見守り活動に

ふれあい・いきいきサロン
設置推進事業

高齢者や子育て世代の、仲間
づくりや絆づくりに

地区ボランティアバンク
活動推進事業

地域の困りごとへのお手伝いに

赤い羽根共同募金運動が10月１日から始まります!!
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まごころ銀行へのご協力ありがとうございます。

【総務課庶務係】
TEL 082-264-6400  FAX 082-264-6437
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任期満了に伴い、役員（理事・監事）の一斉改選が行われました。地域
福祉活動を一層推進するため、役員一丸となって取り組んでまいります
ので、皆様のより一層のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

役員名簿（敬称略）
※任期：令和3年8月5日（予定）～選任後2年以内に終了する
　会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで

氏　　名 所属・職名役職名
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本会役員が改選されました（令和３年８月５日現在〈予定〉）

災害・被災地支援

災害ボランティアセンターの
運営やボランティア活動に

本会まごころ銀行に、次の皆さまから尊いご寄附をいただきました。厚
くお礼申し上げます。
【令和3年4月1日～7月21日（順不同）】
●一般寄附預託者
シニア大学院OB26期会一同 様／「さんしょの会」様／藤岡 信明 様
株式会社アミパラ 広島店 様／株式会社アミパラ フォレオ広島東店 様
リーディングサービス広島 代表 岩井とし子 様
第38回広島朝鮮学園チャリティーゴルフ大会 様
そごう・西武労働組合広島支部 様
●物品預託者
【食品】株式会社 ミュアー 様／㈱ホットスタッフ広島 様
一般社団法人 人生安心サポートセンターきらり 様
【電化製品】白川 孝司 様
【車いす】ピップ株式会社 様
皆さまからお寄せいただいた浄財は、高齢者・児童・障害者・生活困窮

世帯の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。
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会費収入
寄附金収入
市補助金収入
助成金収入（共募除く）
共同募金助成金収入
受託金収入
事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入等
前期末支払資金残高（繰越金）

計
法人運営等
まごころ銀行
福祉大会・広報
福祉のまちづくり支援
区社協育成
総合福祉センター等会館管理
シニア応援センター事業
ボランティア活動支援
災害被災者援助事業/生活再建サポート事業
日常生活自立支援事業
成年後見事業/市民後見人養成（受託）
生活困窮者自立相談支援等事業（受託）
介護予防・日常生活支援総合事業等事業（受託）
障害者（児）ガイドヘルパー派遣事業（受託）
その他受託事業
基金運営
貸付事務
ちびっこ広場整備事業
シニア大学
その他（次年度繰越金含む）
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令和２年度 広島市社会福祉協議会 決算報告 単位：千円

内　　　訳 社会福祉事業 公益事業 小　　計

【おことわり】広島市総合福祉センターの会場利用について
新型コロナワクチンの接種会場となるため、以下の期間はホールの利用ができません。何卒ご了承ください。
【期間】令和3年9月17日（金）～11月30日（火）のうち、金曜日（17時以降）、土曜日、日曜日、月曜日、火曜日
【場所】ホールA・B・C（広島市南区松原町5番1号 BIG FRONTひろしま5階） ※そのほかの会議室については通常利用が可能です。

被災状況及び支援活動の様子
安佐南区

被災状況 支援活動

西　区
被災状況 支援活動

令和3年8月11日からの大雨に伴う支援活動

広
島
市
の
赤
い
羽
根
共
同
募
金

は
こ
の
よ
う
な
活
動
に
使
わ
れ

て
い
ま
す
‼

本会の活動にご賛同いただき、「賛助会員」としてあなた（貴
社・団体・個人）も地域活動に参加してみませんか。納めていた
だいた賛助会費は、身近な地域で福祉のまちづくりを進める
地(学)区社会福祉協議会の活動等で使わせていただきます。

　　　　　 法人　1口　10,000円　個人　1口　1,000円

※口数は何口でも結構です。
※本会は社会福祉法人ですので、個人の場合は「寄附金控除」
「住民税税額控除」、法人の場合は「法人税法上の損金算入」
ができます。

賛助会費

◆この記事に関する問合せ先【総務課庶務係】TEL 082-264-6400  FAX 082-264-6437
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◆この記事に関する問合せ先◆ 【地域福祉推進課 地域福祉係】TEL：082-264-6403　FAX：082-264-6413

本会と区社協が連携し、地区社協活動拠点への常駐スタッフの配置を支援することにより、地区社協活動拠点を活性化させ、住民同士が
つながりあい、住民の主体的な活動を広げ、様々な課題を解決していけるまちづくりを目指し、令和2年度から「地区社協活動拠点活性化支
援事業」を実施しています。令和2年度は2地区でモデル的に実施し、令和3年度からは全区を対象に、26地区で実施しています。
今回は、令和3年度の実施地区2地区から、取組の様子等についてお話を伺いました。

仁保学区社協の桑野会長からお話を伺いました。
Q1 事業を実施した目的について教えてください。
事業を実施することで、拠点に常駐するスタッフの方々に謝礼金

を渡すことができ、拠点のレベルアップにつながればとの思いから
実施しました。
Q2 常駐スタッフについて教えてください。
開設日には、基本的に私が常駐し、花岡副会長、山本地域福祉推
進委員、永谷事務局長については、曜日ごとにローテーションで常
駐しています。私としては、事業を開始して間もないため、軌道に乗
るまでは自らが拠点に詰め、体制を整えていくことが必要だと考え
ています。
スタッフの方の特性を活かし、協議することで、拠点運営はうまく
いくと考えています。
Q3 拠点の状況について教えてください。
新型コロナウイルスの影響もあり、来所、電話ともに少ない状況

ですが、拠点で来訪者、電話相談者を待つだけでなく、スタッフが
持つ地域の困り事の情報を交換し、声掛けを行うことで、困り事の
把握に努めています。
Q4 他団体との連携の状況について教えてください。
週１回は、広島市仁保・楠那地域包括支援センターが拠点に来ら
れ、情報交換を行う等、連携を密に取ることができています。
また、日ごろから繋がりのある団体を通じて、困り事に関する相
談が入り、対応させていただくこともあります。
Q5 今後の展開についてお聞かせください。
現在は、公民館の貸室利用を申請し、その日使用可能な部屋に
機材を持ち込む形で拠点を開設しています。
また、公民館の駐車スペースの関係で車での来所がなかなか難
しい状況です。より多くの方に来訪いただくためにも、専有して使
用できる拠点を開設できるよう尽力し、地域に愛される拠点を目指
して引き続き取組を進めていきたいと考えています。

特徴：未就学児からシニア世代まで、まちがつながる活動です！

男のゼミナール（公民館サークルの男性料理教室）が調理を担当
自分たちが作った料理を子どもたちや家族が美味しそうに食べて
くれる姿が退職後の男性の生きがいにもなっています。

青色パトロール（防犯組合）が子どもたちをお見送り
親御さんが一息つけるように、夕方開催にしています。子どもが
一人で来ても夜道を安全に帰れるように、パトロールしています。

美鈴が丘高校のボランティアグループも協力
子育てオープンスペースに協力してくれているつながりから、こど
も食堂も手伝ってくれるようになりました。

●

●

●

民生委員として、高齢者への支援だけでなく、こども会のなくなった美鈴が丘で「子どもた
ちにも何かしてやりたい！」という思いが発端です。
コロナ禍の中、労働環境の変化により、子どもたちの「孤食」が気にかかるところであり、
それを解消し、コミュニケーションを図る場、ゆっくり過ごせる場を作ろうと、こども食堂を
始めてみました。

美鈴が丘地区民生委員児童委員協議会は、美鈴が丘更生保護女性会と共催で、地
域のつながりを生かして、様々な地域団体や人が協力し合いながら、楽しく、こども
食堂を開催されています！

広島市成年後見利用促進センターでは、認知症などにより判断能力が十分でないために財
産管理ができない方などを支える成年後見制度の利用を促進するため、成年後見制度に関
する相談をお受けします。また、成年後見制度をより多くの方に知っていただくための講演会
や、ご希望に応じて様々な団体への説明会なども開催しますので、ぜひご利用ください。

この活動は、本会の「ひろしまの地域福祉推進“チャレンジ応援”助成事業」の助成金を活用しています。
本事業は、市民活動団体の先駆的・開発的なチャレンジを、資金面のみでなく総合的に応援する、本会の地域福祉推進
基金を活用した助成事業です。令和3年度は、9団体に助成が決定しました。

活動日：毎月第2土曜日17:00～19:00
場　所：美鈴が丘公民館 2階ホール
対象者：美鈴が丘に住む小学生とその家族
費　用：中学生まで100円、高校生から200円

美鈴が丘地区民生委員児童委員協議会 会長 江島 健さん活動のきっかけ

活動
内容

◆この記事に関する問合せ先◆ 広島市成年後見利用促進センター TEL：082-207-3367  FAX：082-264-6437

◆この記事に関する問合せ先◆ 地域福祉推進課地域福祉係 TEL：082-264-6403  FAX：082-264-6413

活動を始めた
ことで…

子どもたちの情報がより一層入ってきやすくなり、
日頃の民生委員活動にも生きています。

令和３年度
地区社協活動拠点活性化支援事業 実施地区の紹介

仁保学区社会福祉協議会
●拠点設置：令和3年2月
●場所：仁保公民館（広島市南区仁保新町1-8-6）
●使用形態：仁保公民館の貸室利用を申請し、使用する部屋にパソ
コン等の機材を運んで拠点を開設
●開設日：毎週月・水～金曜日 9：30～11:00
●常駐スタッフ：3名（桑野会長、花岡副会長、山本地域福祉推進委員）
●協力者：1名（永谷事務局長） 右から、桑野会長、永谷事務局長拠点スペース（会議室を利用）

緑井学区社協の濱本会長からお話を伺いました。
Q1 事業を実施した目的について教えてください。
昨年度から、緑井駅前サロンを「地域の相談窓口」として機能強化

を進めています。事業実施により、これまで、拠点の運営にボラン
ティアとして協力いただいた方に加えて常駐のスタッフを配置するこ
とができ、更なる機能強化に繋げていきたいと考え、実施しました。
Q2 常駐スタッフについて教えてください。
開設日には、常駐スタッフとボランティアスタッフが複数名で拠
点に常駐し、地域の相談窓口として受付を行っています。その他、レ
ンタルスペースの利用やコピー機利用、タブレット端末の貸出等の
受付を始め、住民向けのタブレット講習会実施のサポートなども
行っています。
Q3 拠点の状況について教えてください。
サロンに談笑に来られる方、レンタルスペースやコピー機の使用

に来られる方、関係団体用の連絡ボックスへ配布物を取りに来られ
る方等、地域住民や関係団体が立ち寄りやすく、人が集まる拠点に
なっています。
Q4 他団体との連携の状況について教えてください。
月１回、地区社協の役員会と兼ねて実施する高齢者地域支え合
い事業の「緑井支え合いネット運営委員会」において、広島市城山
北・城南地域包括支援センターと情報共有や意見交換を行い、連携
を深めています。
Q5 今後の展開についてお聞かせください。
新型コロナウイルスのワクチン接種が開始し、インターネットや
電話での予約が困難な方からの相談を受け、予約の支援を行う等、
少しでも住民の皆様のお力になれればと取組を進めています。
JR駅前という立地を生かし、これからも地域活動の拠点として、
様々な役割を担っていきたいと考えています。

緑井学区社会福祉協議会
●拠点設置：平成21年7月
●場所：緑井駅前サロン（広島市安佐南区緑井1-6-1）
●使用形態：令和2年8月に現在地に移転し、学区社協で運営。学区社協の
事務所だけではなくレンタルスペースの地域開放も行っている。

●開設日：毎週月～金曜日 10:00～15:00
●常駐スタッフ：2名（小坂事務局員、岩藤事務局員） 右側奥が小坂さん、右側手前に岩藤さん拠点スペース

令和3年10月1日オープン
（広島市受託事業）

※10月19日（火）に成年後見相談会（要予約）を行います。詳細はお問合せください。

人がつながり、まちがつながる
「みすずがおか こども食堂」

広島市成年後見利用
促進センターを開設します。
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◆この記事に関する問合せ先◆ 【地域福祉推進課 地域福祉係】TEL：082-264-6403　FAX：082-264-6413

本会と区社協が連携し、地区社協活動拠点への常駐スタッフの配置を支援することにより、地区社協活動拠点を活性化させ、住民同士が
つながりあい、住民の主体的な活動を広げ、様々な課題を解決していけるまちづくりを目指し、令和2年度から「地区社協活動拠点活性化支
援事業」を実施しています。令和2年度は2地区でモデル的に実施し、令和3年度からは全区を対象に、26地区で実施しています。
今回は、令和3年度の実施地区2地区から、取組の様子等についてお話を伺いました。

仁保学区社協の桑野会長からお話を伺いました。
Q1 事業を実施した目的について教えてください。
事業を実施することで、拠点に常駐するスタッフの方々に謝礼金

を渡すことができ、拠点のレベルアップにつながればとの思いから
実施しました。
Q2 常駐スタッフについて教えてください。
開設日には、基本的に私が常駐し、花岡副会長、山本地域福祉推
進委員、永谷事務局長については、曜日ごとにローテーションで常
駐しています。私としては、事業を開始して間もないため、軌道に乗
るまでは自らが拠点に詰め、体制を整えていくことが必要だと考え
ています。
スタッフの方の特性を活かし、協議することで、拠点運営はうまく
いくと考えています。
Q3 拠点の状況について教えてください。
新型コロナウイルスの影響もあり、来所、電話ともに少ない状況

ですが、拠点で来訪者、電話相談者を待つだけでなく、スタッフが
持つ地域の困り事の情報を交換し、声掛けを行うことで、困り事の
把握に努めています。
Q4 他団体との連携の状況について教えてください。
週１回は、広島市仁保・楠那地域包括支援センターが拠点に来ら
れ、情報交換を行う等、連携を密に取ることができています。
また、日ごろから繋がりのある団体を通じて、困り事に関する相
談が入り、対応させていただくこともあります。
Q5 今後の展開についてお聞かせください。
現在は、公民館の貸室利用を申請し、その日使用可能な部屋に
機材を持ち込む形で拠点を開設しています。
また、公民館の駐車スペースの関係で車での来所がなかなか難
しい状況です。より多くの方に来訪いただくためにも、専有して使
用できる拠点を開設できるよう尽力し、地域に愛される拠点を目指
して引き続き取組を進めていきたいと考えています。

特徴：未就学児からシニア世代まで、まちがつながる活動です！

男のゼミナール（公民館サークルの男性料理教室）が調理を担当
自分たちが作った料理を子どもたちや家族が美味しそうに食べて
くれる姿が退職後の男性の生きがいにもなっています。

青色パトロール（防犯組合）が子どもたちをお見送り
親御さんが一息つけるように、夕方開催にしています。子どもが
一人で来ても夜道を安全に帰れるように、パトロールしています。

美鈴が丘高校のボランティアグループも協力
子育てオープンスペースに協力してくれているつながりから、こど
も食堂も手伝ってくれるようになりました。

●

●

●

民生委員として、高齢者への支援だけでなく、こども会のなくなった美鈴が丘で「子どもた
ちにも何かしてやりたい！」という思いが発端です。
コロナ禍の中、労働環境の変化により、子どもたちの「孤食」が気にかかるところであり、
それを解消し、コミュニケーションを図る場、ゆっくり過ごせる場を作ろうと、こども食堂を
始めてみました。

美鈴が丘地区民生委員児童委員協議会は、美鈴が丘更生保護女性会と共催で、地
域のつながりを生かして、様々な地域団体や人が協力し合いながら、楽しく、こども
食堂を開催されています！

広島市成年後見利用促進センターでは、認知症などにより判断能力が十分でないために財
産管理ができない方などを支える成年後見制度の利用を促進するため、成年後見制度に関
する相談をお受けします。また、成年後見制度をより多くの方に知っていただくための講演会
や、ご希望に応じて様々な団体への説明会なども開催しますので、ぜひご利用ください。

この活動は、本会の「ひろしまの地域福祉推進“チャレンジ応援”助成事業」の助成金を活用しています。
本事業は、市民活動団体の先駆的・開発的なチャレンジを、資金面のみでなく総合的に応援する、本会の地域福祉推進
基金を活用した助成事業です。令和3年度は、9団体に助成が決定しました。

活動日：毎月第2土曜日17:00～19:00
場　所：美鈴が丘公民館 2階ホール
対象者：美鈴が丘に住む小学生とその家族
費　用：中学生まで100円、高校生から200円

美鈴が丘地区民生委員児童委員協議会 会長 江島 健さん活動のきっかけ

活動
内容

◆この記事に関する問合せ先◆ 広島市成年後見利用促進センター TEL：082-207-3367  FAX：082-264-6437

◆この記事に関する問合せ先◆ 地域福祉推進課地域福祉係 TEL：082-264-6403  FAX：082-264-6413

活動を始めた
ことで…

子どもたちの情報がより一層入ってきやすくなり、
日頃の民生委員活動にも生きています。

令和３年度
地区社協活動拠点活性化支援事業 実施地区の紹介

仁保学区社会福祉協議会
●拠点設置：令和3年2月
●場所：仁保公民館（広島市南区仁保新町1-8-6）
●使用形態：仁保公民館の貸室利用を申請し、使用する部屋にパソ
コン等の機材を運んで拠点を開設
●開設日：毎週月・水～金曜日 9：30～11:00
●常駐スタッフ：3名（桑野会長、花岡副会長、山本地域福祉推進委員）
●協力者：1名（永谷事務局長） 右から、桑野会長、永谷事務局長拠点スペース（会議室を利用）

緑井学区社協の濱本会長からお話を伺いました。
Q1 事業を実施した目的について教えてください。
昨年度から、緑井駅前サロンを「地域の相談窓口」として機能強化

を進めています。事業実施により、これまで、拠点の運営にボラン
ティアとして協力いただいた方に加えて常駐のスタッフを配置するこ
とができ、更なる機能強化に繋げていきたいと考え、実施しました。
Q2 常駐スタッフについて教えてください。
開設日には、常駐スタッフとボランティアスタッフが複数名で拠
点に常駐し、地域の相談窓口として受付を行っています。その他、レ
ンタルスペースの利用やコピー機利用、タブレット端末の貸出等の
受付を始め、住民向けのタブレット講習会実施のサポートなども
行っています。
Q3 拠点の状況について教えてください。
サロンに談笑に来られる方、レンタルスペースやコピー機の使用

に来られる方、関係団体用の連絡ボックスへ配布物を取りに来られ
る方等、地域住民や関係団体が立ち寄りやすく、人が集まる拠点に
なっています。
Q4 他団体との連携の状況について教えてください。
月１回、地区社協の役員会と兼ねて実施する高齢者地域支え合
い事業の「緑井支え合いネット運営委員会」において、広島市城山
北・城南地域包括支援センターと情報共有や意見交換を行い、連携
を深めています。
Q5 今後の展開についてお聞かせください。
新型コロナウイルスのワクチン接種が開始し、インターネットや
電話での予約が困難な方からの相談を受け、予約の支援を行う等、
少しでも住民の皆様のお力になれればと取組を進めています。
JR駅前という立地を生かし、これからも地域活動の拠点として、
様々な役割を担っていきたいと考えています。

緑井学区社会福祉協議会
●拠点設置：平成21年7月
●場所：緑井駅前サロン（広島市安佐南区緑井1-6-1）
●使用形態：令和2年8月に現在地に移転し、学区社協で運営。学区社協の
事務所だけではなくレンタルスペースの地域開放も行っている。

●開設日：毎週月～金曜日 10:00～15:00
●常駐スタッフ：2名（小坂事務局員、岩藤事務局員） 右側奥が小坂さん、右側手前に岩藤さん拠点スペース

令和3年10月1日オープン
（広島市受託事業）

※10月19日（火）に成年後見相談会（要予約）を行います。詳細はお問合せください。

人がつながり、まちがつながる
「みすずがおか こども食堂」

広島市成年後見利用
促進センターを開設します。
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◆この記事に関する問合せ先◆ 【広島市共同募金委員会】TEL：082-264-6400  FAX：082-264-6437

赤い羽根共同募金は、戦後復興の一助として昭和22年から取り組みが始まりました。
現在は、社会福祉法に基づく募金として、「じぶんの町を良くするしくみ。」を統一スローガンに掲げ、地域福祉

推進のために様々な課題解決に取り組む民間団体を応援することを目的に、今年で75回目を迎えます。
このことは、皆さまの温かいご支援の賜物であり心よりお礼申し上げます。
令和2年度においては、新型コロナウイルスの影響で街頭募金やイベントでの募金の呼びかけ等の中止を余儀なくされるなど、過

去に類を見ない困難な状況下での募金運動となりましたが、町内会・自治会をはじめとして、多くの市民・企業・関係機関・施設団体
等の皆さまのご協力をいただいた結果、74,851,055円の募金をいただきました。
令和3年度も目標額を9千万円に設定し、募金運動を展開してまいりますので皆さまの温かいご協力をお願い申し上げます。

この度の令和3年8月11日からの大雨により、被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
8月18日（水）に広島市災害ボランティア本部及び西区災害ボランティアセンター・安佐南区災害ボランティアセ

ンターを立ち上げました。各センターでは、被災された皆さまが1日でも早く元の生活に戻れるように地域の方や関
係機関と連携し、支援活動を行っております（令和3年8月31日現在）。

赤い羽根共同募金～じぶんの町を良くするしくみ。～赤い羽根共同募金～じぶんの町を良くするしくみ。～

近隣ミニネットワークづくり
推進事業

気になる一人暮らし高齢者・
障害者世帯への声掛け活動
など見守り活動に

ふれあい・いきいきサロン
設置推進事業

高齢者や子育て世代の、仲間
づくりや絆づくりに

地区ボランティアバンク
活動推進事業

地域の困りごとへのお手伝いに

赤い羽根共同募金運動が10月１日から始まります!!

社会福祉法人 広島市社会福祉協議会賛助会員を
募集しています

◆この記事に関する問合せ先
　

会　長

副会長

副会長
副会長
副会長
常務理事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
監　事
監　事
監　事

㈱テレビ新広島客員
広島市福祉施設連絡協議会会長
広島市老人福祉施設連盟会長
広島市民生委員児童委員協議会会長
安芸区社会福祉協議会会長
佐伯区社会福祉協議会会長
広島市社会福祉協議会常務理事
中区社会福祉協議会会長
東区社会福祉協議会会長
南区社会福祉協議会会長
西区社会福祉協議会会長
安佐南区社会福祉協議会会長
安佐北区社会福祉協議会会長
広島市障害福祉施設連盟会長
広島市児童福祉施設連盟会長
広島市私立保育協会理事長
広島市私立幼稚園協会理事長
(公財)広島市老人クラブ連合会会長
(公財)広島市身体障害者福祉団体連合会会長
広島市地域女性団体連絡協議会常任理事
広島市社協ボランティア情報センター運営委員会委員長
広島市民生委員児童委員協議会副会長
（一財）広島市母子寡婦福祉連合会会長
（一財）広島市都市整備公社監事

永 野 正 雄

藤 井 紀 子

肥後井　　　昭
中 島 幸 子
久保田　詳　三
中 村 一 彦
和 田 高 明
中 井 公 孝
向　江　　　清
打　越　　　勲
上 田 昭 人
大 畠 正 彦
天 方 淑 枝
山 村 拓 哉
松　尾　　　竜
米　川　　　晃
高　橋　　　博
向 井 助 三
河 野 博 子
川 口 隆 司
栗 栖 和 子
藤　原　志保子
久　光　　　章

まごころ銀行へのご協力ありがとうございます。

【総務課庶務係】
TEL 082-264-6400  FAX 082-264-6437

この記事に関する
問合せ先

【総務課庶務係】TEL 082-264-6400　FAX 082-264-6437

任期満了に伴い、役員（理事・監事）の一斉改選が行われました。地域
福祉活動を一層推進するため、役員一丸となって取り組んでまいります
ので、皆様のより一層のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

役員名簿（敬称略）
※任期：令和3年8月5日（予定）～選任後2年以内に終了する
　会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで

氏　　名 所属・職名役職名

【総務課庶務係】TEL：082-264-6400  FAX：082-264-6437この記事に関する
問合せ先

【総務課経理係】TEL：082-264-6400  FAX：082-264-6437
この記事に関する

問合せ先

本会役員が改選されました（令和３年８月５日現在〈予定〉）

災害・被災地支援

災害ボランティアセンターの
運営やボランティア活動に

本会まごころ銀行に、次の皆さまから尊いご寄附をいただきました。厚
くお礼申し上げます。
【令和3年4月1日～7月21日（順不同）】
●一般寄附預託者
シニア大学院OB26期会一同 様／「さんしょの会」様／藤岡 信明 様
株式会社アミパラ 広島店 様／株式会社アミパラ フォレオ広島東店 様
リーディングサービス広島 代表 岩井とし子 様
第38回広島朝鮮学園チャリティーゴルフ大会 様
そごう・西武労働組合広島支部 様
●物品預託者
【食品】株式会社 ミュアー 様／㈱ホットスタッフ広島 様
一般社団法人 人生安心サポートセンターきらり 様
【電化製品】白川 孝司 様
【車いす】ピップ株式会社 様
皆さまからお寄せいただいた浄財は、高齢者・児童・障害者・生活困窮

世帯の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。

収
　
　
　入

支
　
　
　出

［決算］実質収支（※職員派遣事業、貸付を除く）

会費収入
寄附金収入
市補助金収入
助成金収入（共募除く）
共同募金助成金収入
受託金収入
事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入等
前期末支払資金残高（繰越金）

計
法人運営等
まごころ銀行
福祉大会・広報
福祉のまちづくり支援
区社協育成
総合福祉センター等会館管理
シニア応援センター事業
ボランティア活動支援
災害被災者援助事業/生活再建サポート事業
日常生活自立支援事業
成年後見事業/市民後見人養成（受託）
生活困窮者自立相談支援等事業（受託）
介護予防・日常生活支援総合事業等事業（受託）
障害者（児）ガイドヘルパー派遣事業（受託）
その他受託事業
基金運営
貸付事務
ちびっこ広場整備事業
シニア大学
その他（次年度繰越金含む）

計

8,672
2,631

842,969
1,612
38,879
439,989
6,011
2,781
615

69,956
1,414,115
214,190
1,460
2,984

204,049
317,393
34,019
16,104
37,996
612

82,614
27,394
219,400
72,405
37,515
619
8,959
69,186

67,216
1,414,115

21,589

247
70

21,906

16,683

247

4,676
300

21,906

8,672
2,631

864,558
1,612
38,879
440,236
6,081
2,781
615

69,956
1,436,021
214,190
1,460
2,984

204,049
317,393
50,702
16,104
37,996
612

82,614
27,394
219,400
72,405
37,515
866
8,959
69,186
4,676
300

67,216
1,436,021

令和２年度 広島市社会福祉協議会 決算報告 単位：千円

内　　　訳 社会福祉事業 公益事業 小　　計

【おことわり】広島市総合福祉センターの会場利用について
新型コロナワクチンの接種会場となるため、以下の期間はホールの利用ができません。何卒ご了承ください。
【期間】令和3年9月17日（金）～11月30日（火）のうち、金曜日（17時以降）、土曜日、日曜日、月曜日、火曜日
【場所】ホールA・B・C（広島市南区松原町5番1号 BIG FRONTひろしま5階） ※そのほかの会議室については通常利用が可能です。

被災状況及び支援活動の様子
安佐南区

被災状況 支援活動

西　区
被災状況 支援活動

令和3年8月11日からの大雨に伴う支援活動

広
島
市
の
赤
い
羽
根
共
同
募
金

は
こ
の
よ
う
な
活
動
に
使
わ
れ

て
い
ま
す
‼

本会の活動にご賛同いただき、「賛助会員」としてあなた（貴
社・団体・個人）も地域活動に参加してみませんか。納めていた
だいた賛助会費は、身近な地域で福祉のまちづくりを進める
地(学)区社会福祉協議会の活動等で使わせていただきます。

　　　　　 法人　1口　10,000円　個人　1口　1,000円

※口数は何口でも結構です。
※本会は社会福祉法人ですので、個人の場合は「寄附金控除」
「住民税税額控除」、法人の場合は「法人税法上の損金算入」
ができます。

賛助会費

◆この記事に関する問合せ先【総務課庶務係】TEL 082-264-6400  FAX 082-264-6437

発行・編集／社会福祉法人 広島市社会福祉協議会  2021年 9月発行
〒732-0822  広島市南区松原町5番1号（BIG FRONT ひろしま 6階 広島市総合福祉センター内）
TEL 082-264-6408  FAX 082-264-6416（ボランティア情報センター直通）
URL: https://shakyo-hiroshima.jp/　E-mail: voinfo@shakyohiroshima-city.or.jp
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広島市社会福祉協議会の取組等については、
フェイスブックでもご覧いただけます。
URL：https://www.facebook.com/hiroshimashishakyo
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