
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方が、住み慣れた地域で安心して
暮らしていくために利用できる制度として「成年後見制度」があります。この「成年後見制度」には、判
断能力が低下した後でも自分らしい生活を送ることができるよう、判断能力のあるうちに“支援してく
れる人” “何を任せるか”を自分自身であらかじめ決めておく「任意後見制度」があります。
今年度は、いざという時に備える「任意後見制度」を中心とした講演を行います！

令和4年度 広島市成年後見制度市民講演会令和4年度 広島市成年後見制度市民講演会

参加費無料
要予約

から自分でできること～という時に備え～ざ 今い から自分でできること～という時に備え～ざ 今い

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、会場開催を中止しオンライン開催（Zoom）に変更させていただく場合がございます。

令和4年7月23日［土］13：30～15：30（13：00開場）
❶
❷
佐伯区地域福祉センター6階大会議室 【講師による講演】
西区地域福祉センター3階大会議室 【会場にて❶のライブ配信視聴】

令和4年7月25日［月］13：30～15：30（13：00開場）
❸
❹
安佐北区総合福祉センター6階大会議室 【講師による講演】
安佐南区総合福祉センター6階大会議室 【会場にて❸のライブ配信視聴】

令和4年7月30日［土］13：30～15：30（13：00開場）
❺広島市総合福祉センター5階ホールABC 【講師による講演】

日 時

定 員

申込期間

各会場80名、Zoom視聴80名（先着順）

令和4年6月15日（水）～6月30日（木） ※郵送の場合は6月30日必着
申し込みについては下記までお問い合せください。

●❷と❹の会場に講師は来場しませんのでご注意ください。 ●各日、ご自宅でのZoom視聴も可能です。（要予約）
●手話通訳・要約筆記・車いす席をご準備できますので、お申し込みの際にお知らせください。

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償!!

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

ボランティア行事用保険 福祉サービス総合補償送 迎 サ ービス 補 償

ボランティア活動保険

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の 9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり）

（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険） （傷害保険） （傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

＜基本プランに加入される方へ＞

◆年度途中でボランティア活動保険に加入する場合には「特定感染
　症重点プラン」への加入をおすすめします。

（ふくしの保険ホームページ）

商品パンフレットは
コチラ

ケ
ガ
の
補
償

年間保険料

賠
償
責
任

の
補
償

死亡保険金
基本プラン 天災・地震補償プラン

1,040万円
1,040万円（限度額）
6,500円
65,000円
32,500円

5億円（限度額）

後遺障害保険金
入院保険金日額

4,000円
補償開始日から10日以内は補償対象外（＊） 初日から補償

350円 500円

通院保険金日額
特定感染症

地震・噴火・津波による死傷
賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術
外来の手術

手術
保険金

保険金の種類
プラン

＊4月1日付で前年度から継続して契約される場合は初日から補償します。

団体割引20％適用済／過去の損害率による割増引適用
【新設】特定感染症

重点プラン

550円

損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課

令和４年度

〈SJ21-10723より抜粋して作成〉

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

【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

収
　
　
　入

支
　
　
　出

会費収入
寄附金収入
市補助金収入
助成金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
貸付事業収入
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
市社会福祉大会・広報
福祉のまちづくり支援
地区社協支援
広島市シニア応援センター事業
生活困窮者生活再建サポート事業
ボランティア活動支援
災害被災者援助事業
日常生活自立支援事業
成年後見事業
受託事業
会館等管理事業
基金運営
貸付事業事務
ちびっこ広場整備事業
シニア大学

計

24,714 
8,880 

788,776 
5,000 
37,890 
593,202 
8,918 
7,917 
3,277 
91,117 
339,243 
1,908,934  
738,411 
11,726 
3,325 
38,032 
176,941 
18,233 
3,110 
51,573 
12,655 
99,785 
20,155 
472,231 
86,718 
14,385 
161,654 

1,908,934 

25,136 

58,874 

1,284 

85,294 

490 
76,194 

5,970 
2,640 
85,294 

24,714 
8,880 

813,912 
5,000 
37,890 
652,076 
8,918 
9,201 
3,277 
91,117 
339,243 
1,994,228 
738,411 
11,726 
3,325 
38,032 
176,941 
18,233 
3,110 
51,573 
12,655 
99,785 
20,155 
472,721 
162,912 
14,385 
161,654 
5,970 
2,640 

1,994,228 

令和４年度予算の概要

内　　　訳 社会福祉事業
予算額

公益事業
予算額 合　　計

1. 福祉のまちづくりを進める活動を推進します
　 小地域福祉活動の活性化
　 「地域福祉推進第9次計画」の策定
　 子どもの育ちの支援
　 福祉教育の推進
　 社会福祉法人と連帯した地域貢献の推進

2. 多様な市民活動を応援します
　 多様なつなぎ、プラットフォーム、ネットワークづくりの推進
　 ボランティア活動の推進
　 災害ボランティア活動への参加意識の醸成と体制整備
　 福祉情報の発信
　 シニア層に対する総合支援機能の拡充
　 先駆的・開発的取組の把握と活動支援
　 当事者の社会参加・参画の促進
　 広島市総合福祉センターの利用促進

3. 一人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎ、ささえます
　 身近で包括的な相談支援体制づくり
　 課題解決のための社会資源の拡充と地域づくり

4. 社協の組織・財政の充実強化を図ります
　 組織の強化
　 自主財源の確保
　 社会経済情勢の変化に合わせた事業の見直し

令和4年度 広島市社会福祉協議会 事業計画（重点事業）

❶
❷
❸
❹
❺

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽

❶
❷

❶
❷
❸

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

上記のほか、今年度中にさらに2会場において講演会を行う予定です。
詳細については広島市社会福祉協議会のホームページや「ひろしま市民と市政」などでご確認ください。

告知

（単位：千円）

発行・編集／社会福祉法人 広島市社会福祉協議会  2022 年 6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）
E-mail: voinfo@shakyohiroshima-city.or.jp

NO.80
2022 SUMMER

広島市社会福祉協議会の取組等については、
HP及び Facebookでもご覧いただけます。

申込・
問合せ先

広島市成年後見利用促進センター 〒732-0822 広島市南区松原町5-1 BIG FRONT ひろしま6階（社会福祉法人 広島市社会福祉協議会内）

（土日祝日を除く）082-207-3367電 話

kouken＠shakyohiroshima-city.or.jpMail
082-264-6437FAX

［HP］https://shakyo-hiroshima.jp 
［Facebook］https://www.facebook.com/hiroshimashishakyo FacebookHP

ひろしま NO.80
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◆この記事に関する問合せ先◆ ボランティア情報センターTEL：082-264-6408  FAX：082-264-6416

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

◆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

コロナ禍では、様々な地域活動が休止や延期等の自粛を余儀なくされていますが、一方で「誰かとつな
がっていること」「誰かを支えたり、支えられたりすること」の大切さを再認識するきっかけにもなりました。
本活動集は、地域団体や企業等の皆様にご協力いただき、コロナ禍でも、つながりを途切れさせないた

めの新たな取組や、従来の活動に工夫を加えた取組等について、お寄せいただいた内容をもとに作成し
ました。
ぜひご覧いただき、活動を続ける上での参考としていただけましたら幸いです。

75回目となった令和3年度の赤い羽根共同募金運動は、令和2
年度に引き続きコロナ禍での実施となりました。
町内会・自治会の役員の方々をはじめ、企業や学校など多くの

ボランティアの皆様に、感染対策などへのご配慮とともに募金活
動へご尽力いただいた結果、市民の皆様からは変わらぬ温かい
善意が寄せられておりますことに、心から感謝申し上げます。
募金及び災害義援金の内訳は下記のとおりですが、昨年から新

たにご参加いただいた、貯まったポイントから気軽に寄附できる
広島ガス㈱の「広ガスポイントサービス」からの募金や、ネットで
寄附する中央共同募金会のオンライン寄附等での募金など、時代
に応じた新しい方法での善意も多くいただきました。　　　
これからも、皆様のやさしさを地域を支える力に変えられるよ

う運動に取り組んでまいりますので、引き続きご協力をよろしくお
願い申し上げます。

近年、毎年のように大規模災害が発生し、各地が甚大な
被害を受けています。
広島市も平成26年8月に発生した8.20広島土砂災害、平
成30年7月に発生した西日本豪雨災害、令和3年8月に発生
した大雨災害で甚大な被害を受けました。
コロナ禍前は、全国の約7万3千人ものボランティアの皆
様から支援を受け、被災者支援活動を進めることができまし
た。しかし、昨今の新型コロナウイルス感染症によって、県
外からのボランティアの受け入れが難しい状況となってお
り、これまで以上に地元住民、県内在住ボランティア、関係

団体・機関等との被災者を支える体制づくりが重要となって
います。
このような状況を踏まえ、発災時のボランティア活動が迅
速に行えるよう、令和3年7月より広島県社協が中心となり、
災害ボランティアの事前登録を開始しました。
令和3年8月の大雨災害時には、この事前登録を活用して
集まったボランティアの皆様が、被災者を支える大きな力と
なりました。
いざという時に、皆様の力をお借りするためにも、事前登
録にご協力ください。

「ひろしまええとこ つながり活動集」を発行しました！

本会ホームページからダウンロードできます！

お！ それ、ええね！
うちもやってみよう！

往復はがき「えがお便
」で

一人暮らし高齢者の見
守り往復はがき「えがお便
」で

一人暮らし高齢者の見
守り 会場と自宅をオンライ

ンで
つないでストレッチ

会場と自宅をオンライ
ンで

つないでストレッチ

災害ボランティア事前登録者募集！！災害ボランティア事前登録者募集！！
～災害に強い地域をつくるために～～災害に強い地域をつくるために～

※登録は自動継続しないため、毎年度の新規登録手続きが必要です。
登録情報を最新のものとするため、毎年度更新としています。
昨年度に既にご登録いただいた皆様も、お手数ですが新規登録をお願いします。

災害ボランティア事前登録の詳細については、下記URLもしくはQRコードから
ご確認・登録をお願いいたします。
https://www.hiroshima-fukushi.net/2021/07/06/21037/
（広島県社協ホームページ）

広島県内在住者（個人・高校生以上）
※ただし、広島県に隣接し、生活圏を同じくする県外在住者も含む。

募集
対象

県内発災時の被災者支援活動
（住家などの生活復旧活動 等）

活動
内容

TEL 082-264-6400　FAX 082-264-6437
〒732-0822  広島市南区松原町5-1  BIG FRONT ひろしま6階
 広島市総合福祉センター内

広島市共同募金委員会問合せ先

まごころ銀行へのご協力ありがとうございます。

社会福祉法人 広島市社会福祉協議会賛助会員へのご協力ありがとうございました。

【令和３年４月１日～令和４年３月31日】
個人： 1,090人 2,115口 2,115,000円
法人： 106法人 164口 1,640,000円
法人（施設）：  32法人 57口 570,000円
個人（施設）：  1人  5,000円
  　　  　   合計　4,330,000円

株式会社 玉屋様、株式会社 広島銀行様、　　　　　　　　　　
一般社団法人 社労士成年後見センター広島様
※市社協通信№79号（2022年3月発行）において掲載できていな
かった賛助会員（法人）様にはお詫びすると共にあらためてお
名前を掲載させていただきます。

本会の活動に賛同いただき、「賛助会員」としてあなた（貴社、
団体、個人）も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広島市域の地区（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「所得控除・税額控
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。

令和３年度の賛助会員に加入していただいた方々

賛助会員へのご協力ありがとうございました

令和４年度の賛助会員を募集しています

賛助会費

法  人

（生活困窮者再建サポート事業）

（生活困窮者再建サポート事業）

◆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

本会まごころ銀行に、次の皆様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4年1月26日～令和4年4月20日（順不同）】

そごう・西武労働組合広島支部 様
竹内 満里枝 様、田坂 栄治 様、匿名 1件

●一般寄附預託者

皆様からいただいたご寄附は、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。

【現金預託】　13件　915,246 円
【物品預託】　18件　車いす、食品、マスク、玩具ほか

★令和3年度にまごころ銀行にご寄附いただいた方（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

【玩 具】 こいこい食堂 様
【食 品】 向井 則之 様、一般社団法人 人生安心サポートセンターきらり 様
【「よしもとLIVE 紙屋町劇場」公演入場チケット】中心市街地にぎわい創出推進協議会

●物品預託者

じぶんの町を良くするしくみ

赤い羽根共同募金 ご協力ありがとうございました

皆様からの募金が、「地域の福祉」を支えています‼

共同募金

災害義援金

目標額（円）
90,000,000

実績額（円）
74,722,059
1,630,071

達成率（％）
83

令和４年度

ひろしま NO.80 ひろしま NO.80
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◆この記事に関する問合せ先◆ ボランティア情報センターTEL：082-264-6408  FAX：082-264-6416

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

◆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

コロナ禍では、様々な地域活動が休止や延期等の自粛を余儀なくされていますが、一方で「誰かとつな
がっていること」「誰かを支えたり、支えられたりすること」の大切さを再認識するきっかけにもなりました。
本活動集は、地域団体や企業等の皆様にご協力いただき、コロナ禍でも、つながりを途切れさせないた

めの新たな取組や、従来の活動に工夫を加えた取組等について、お寄せいただいた内容をもとに作成し
ました。
ぜひご覧いただき、活動を続ける上での参考としていただけましたら幸いです。

75回目となった令和3年度の赤い羽根共同募金運動は、令和2
年度に引き続きコロナ禍での実施となりました。
町内会・自治会の役員の方々をはじめ、企業や学校など多くの

ボランティアの皆様に、感染対策などへのご配慮とともに募金活
動へご尽力いただいた結果、市民の皆様からは変わらぬ温かい
善意が寄せられておりますことに、心から感謝申し上げます。
募金及び災害義援金の内訳は下記のとおりですが、昨年から新

たにご参加いただいた、貯まったポイントから気軽に寄附できる
広島ガス㈱の「広ガスポイントサービス」からの募金や、ネットで
寄附する中央共同募金会のオンライン寄附等での募金など、時代
に応じた新しい方法での善意も多くいただきました。　　　
これからも、皆様のやさしさを地域を支える力に変えられるよ

う運動に取り組んでまいりますので、引き続きご協力をよろしくお
願い申し上げます。

近年、毎年のように大規模災害が発生し、各地が甚大な
被害を受けています。
広島市も平成26年8月に発生した8.20広島土砂災害、平
成30年7月に発生した西日本豪雨災害、令和3年8月に発生
した大雨災害で甚大な被害を受けました。
コロナ禍前は、全国の約7万3千人ものボランティアの皆
様から支援を受け、被災者支援活動を進めることができまし
た。しかし、昨今の新型コロナウイルス感染症によって、県
外からのボランティアの受け入れが難しい状況となってお
り、これまで以上に地元住民、県内在住ボランティア、関係

団体・機関等との被災者を支える体制づくりが重要となって
います。
このような状況を踏まえ、発災時のボランティア活動が迅
速に行えるよう、令和3年7月より広島県社協が中心となり、
災害ボランティアの事前登録を開始しました。
令和3年8月の大雨災害時には、この事前登録を活用して
集まったボランティアの皆様が、被災者を支える大きな力と
なりました。
いざという時に、皆様の力をお借りするためにも、事前登
録にご協力ください。

「ひろしまええとこ つながり活動集」を発行しました！

本会ホームページからダウンロードできます！

お！ それ、ええね！
うちもやってみよう！

往復はがき「えがお便
」で

一人暮らし高齢者の見
守り往復はがき「えがお便
」で

一人暮らし高齢者の見
守り 会場と自宅をオンライ

ンで
つないでストレッチ

会場と自宅をオンライ
ンで

つないでストレッチ

災害ボランティア事前登録者募集！！災害ボランティア事前登録者募集！！
～災害に強い地域をつくるために～～災害に強い地域をつくるために～

※登録は自動継続しないため、毎年度の新規登録手続きが必要です。
登録情報を最新のものとするため、毎年度更新としています。
昨年度に既にご登録いただいた皆様も、お手数ですが新規登録をお願いします。

災害ボランティア事前登録の詳細については、下記URLもしくはQRコードから
ご確認・登録をお願いいたします。
https://www.hiroshima-fukushi.net/2021/07/06/21037/
（広島県社協ホームページ）

広島県内在住者（個人・高校生以上）
※ただし、広島県に隣接し、生活圏を同じくする県外在住者も含む。

募集
対象

県内発災時の被災者支援活動
（住家などの生活復旧活動 等）

活動
内容

TEL 082-264-6400　FAX 082-264-6437
〒732-0822  広島市南区松原町5-1  BIG FRONT ひろしま6階
 広島市総合福祉センター内

広島市共同募金委員会問合せ先

まごころ銀行へのご協力ありがとうございます。

社会福祉法人 広島市社会福祉協議会賛助会員へのご協力ありがとうございました。

【令和３年４月１日～令和４年３月31日】
個人： 1,090人 2,115口 2,115,000円
法人： 106法人 164口 1,640,000円
法人（施設）：  32法人 57口 570,000円
個人（施設）：  1人  5,000円
  　　  　   合計　4,330,000円

株式会社 玉屋様、株式会社 広島銀行様、　　　　　　　　　　
一般社団法人 社労士成年後見センター広島様
※市社協通信№79号（2022年3月発行）において掲載できていな
かった賛助会員（法人）様にはお詫びすると共にあらためてお
名前を掲載させていただきます。

本会の活動に賛同いただき、「賛助会員」としてあなた（貴社、
団体、個人）も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広島市域の地区（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「所得控除・税額控
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。

令和３年度の賛助会員に加入していただいた方々

賛助会員へのご協力ありがとうございました

令和４年度の賛助会員を募集しています

賛助会費

法  人

（生活困窮者再建サポート事業）

（生活困窮者再建サポート事業）

◆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

本会まごころ銀行に、次の皆様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4年1月26日～令和4年4月20日（順不同）】

そごう・西武労働組合広島支部 様
竹内 満里枝 様、田坂 栄治 様、匿名 1件

●一般寄附預託者

皆様からいただいたご寄附は、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。

【現金預託】　13件　915,246 円
【物品預託】　18件　車いす、食品、マスク、玩具ほか

★令和3年度にまごころ銀行にご寄附いただいた方（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

【玩 具】 こいこい食堂 様
【食 品】 向井 則之 様、一般社団法人 人生安心サポートセンターきらり 様
【「よしもとLIVE 紙屋町劇場」公演入場チケット】中心市街地にぎわい創出推進協議会

●物品預託者

じぶんの町を良くするしくみ

赤い羽根共同募金 ご協力ありがとうございました

皆様からの募金が、「地域の福祉」を支えています‼

共同募金

災害義援金

目標額（円）
90,000,000

実績額（円）
74,722,059
1,630,071

達成率（％）
83

令和４年度

ひろしま NO.80 ひろしま NO.80

32



認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方が、住み慣れた地域で安心して
暮らしていくために利用できる制度として「成年後見制度」があります。この「成年後見制度」には、判
断能力が低下した後でも自分らしい生活を送ることができるよう、判断能力のあるうちに“支援してく
れる人” “何を任せるか”を自分自身であらかじめ決めておく「任意後見制度」があります。
今年度は、いざという時に備える「任意後見制度」を中心とした講演を行います！

令和4年度 広島市成年後見制度市民講演会令和4年度 広島市成年後見制度市民講演会

参加費無料
要予約

から自分でできること～という時に備え～ざ 今い から自分でできること～という時に備え～ざ 今い

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、会場開催を中止しオンライン開催（Zoom）に変更させていただく場合がございます。

令和4年7月23日［土］13：30～15：30（13：00開場）
❶
❷
佐伯区地域福祉センター6階大会議室 【講師による講演】
西区地域福祉センター3階大会議室 【会場にて❶のライブ配信視聴】

令和4年7月25日［月］13：30～15：30（13：00開場）
❸
❹
安佐北区総合福祉センター6階大会議室 【講師による講演】
安佐南区総合福祉センター6階大会議室 【会場にて❸のライブ配信視聴】

令和4年7月30日［土］13：30～15：30（13：00開場）
❺広島市総合福祉センター5階ホールABC 【講師による講演】

日 時

定 員

申込期間

各会場80名、Zoom視聴80名（先着順）

令和4年6月15日（水）～6月30日（木） ※郵送の場合は6月30日必着
申し込みについては下記までお問い合せください。

●❷と❹の会場に講師は来場しませんのでご注意ください。 ●各日、ご自宅でのZoom視聴も可能です。（要予約）
●手話通訳・要約筆記・車いす席をご準備できますので、お申し込みの際にお知らせください。

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償!!

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

ボランティア行事用保険 福祉サービス総合補償送 迎 サ ービス 補 償

ボランティア活動保険

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の 9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり）

（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険） （傷害保険） （傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

＜基本プランに加入される方へ＞

◆年度途中でボランティア活動保険に加入する場合には「特定感染
　症重点プラン」への加入をおすすめします。

（ふくしの保険ホームページ）

商品パンフレットは
コチラ

ケ
ガ
の
補
償

年間保険料

賠
償
責
任

の
補
償

死亡保険金
基本プラン 天災・地震補償プラン

1,040万円
1,040万円（限度額）
6,500円
65,000円
32,500円

5億円（限度額）

後遺障害保険金
入院保険金日額

4,000円
補償開始日から10日以内は補償対象外（＊） 初日から補償

350円 500円

通院保険金日額
特定感染症

地震・噴火・津波による死傷
賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術
外来の手術

手術
保険金

保険金の種類
プラン

＊4月1日付で前年度から継続して契約される場合は初日から補償します。

団体割引20％適用済／過去の損害率による割増引適用
【新設】特定感染症

重点プラン

550円

損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課

令和４年度

〈SJ21-10723より抜粋して作成〉

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

【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

収
　
　
　入

支
　
　
　出

会費収入
寄附金収入
市補助金収入
助成金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
貸付事業収入
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
市社会福祉大会・広報
福祉のまちづくり支援
地区社協支援
広島市シニア応援センター事業
生活困窮者生活再建サポート事業
ボランティア活動支援
災害被災者援助事業
日常生活自立支援事業
成年後見事業
受託事業
会館等管理事業
基金運営
貸付事業事務
ちびっこ広場整備事業
シニア大学

計

24,714 
8,880 

788,776 
5,000 
37,890 
593,202 
8,918 
7,917 
3,277 
91,117 
339,243 
1,908,934  
738,411 
11,726 
3,325 
38,032 
176,941 
18,233 
3,110 
51,573 
12,655 
99,785 
20,155 
472,231 
86,718 
14,385 
161,654 

1,908,934 

25,136 

58,874 

1,284 

85,294 

490 
76,194 

5,970 
2,640 
85,294 

24,714 
8,880 

813,912 
5,000 
37,890 
652,076 
8,918 
9,201 
3,277 
91,117 
339,243 
1,994,228 
738,411 
11,726 
3,325 
38,032 
176,941 
18,233 
3,110 
51,573 
12,655 
99,785 
20,155 
472,721 
162,912 
14,385 
161,654 
5,970 
2,640 

1,994,228 

令和４年度予算の概要

内　　　訳 社会福祉事業
予算額

公益事業
予算額 合　　計

1. 福祉のまちづくりを進める活動を推進します
　 小地域福祉活動の活性化
　 「地域福祉推進第9次計画」の策定
　 子どもの育ちの支援
　 福祉教育の推進
　 社会福祉法人と連帯した地域貢献の推進

2. 多様な市民活動を応援します
　 多様なつなぎ、プラットフォーム、ネットワークづくりの推進
　 ボランティア活動の推進
　 災害ボランティア活動への参加意識の醸成と体制整備
　 福祉情報の発信
　 シニア層に対する総合支援機能の拡充
　 先駆的・開発的取組の把握と活動支援
　 当事者の社会参加・参画の促進
　 広島市総合福祉センターの利用促進

3. 一人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎ、ささえます
　 身近で包括的な相談支援体制づくり
　 課題解決のための社会資源の拡充と地域づくり

4. 社協の組織・財政の充実強化を図ります
　 組織の強化
　 自主財源の確保
　 社会経済情勢の変化に合わせた事業の見直し

令和4年度 広島市社会福祉協議会 事業計画（重点事業）

❶
❷
❸
❹
❺

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽

❶
❷

❶
❷
❸

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

上記のほか、今年度中にさらに2会場において講演会を行う予定です。
詳細については広島市社会福祉協議会のホームページや「ひろしま市民と市政」などでご確認ください。

告知

（単位：千円）

発行・編集／社会福祉法人 広島市社会福祉協議会  2022 年 6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）
E-mail: voinfo@shakyohiroshima-city.or.jp

NO.80
2022 SUMMER

広島市社会福祉協議会の取組等については、
HP及び Facebookでもご覧いただけます。

申込・
問合せ先

広島市成年後見利用促進センター 〒732-0822 広島市南区松原町5-1 BIG FRONT ひろしま6階（社会福祉法人 広島市社会福祉協議会内）

（土日祝日を除く）082-207-3367電 話

kouken＠shakyohiroshima-city.or.jpMail
082-264-6437FAX

［HP］https://shakyo-hiroshima.jp 
［Facebook］https://www.facebook.com/hiroshimashishakyo FacebookHP

ひろしま NO.80

14


