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広島市安芸区社会福祉協議会社会福祉

法　　人

ＴＥＬ （082） ８２１-２５０１　ＦＡＸ （082） ８２１-２５０４

メール：aki@shakyohiroshima-city.or.jp
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「地域福祉活動第6次5か年計画」 が
スタートしました!!
　第５次５か年計画期間が終了し、その振り返りや現
在の時代背景等を基に、新たに第６次５か年計画を策
定しました。平成25年度から実施して参ります。

実施期間　平成25年度～平成29年度

　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」をつくること。
スローガン：「みんなでつくる　ささえあいのまち」

１ 福祉のまちづくりをすすめます。
２ 福祉活動への住民参加をすすめます。
３ その人らしい暮らしを支援します。
４ 住民の福祉ニーズ把握と課題解決の仕組みをつくります。
５ 活動を円滑に推進するための組織活動基盤づくりを図ります。

　５つの基本目標の実現を目指して、各種団体との連携・協力体制づくりをすすめます。

理　 念

基本目標

体　 系

第1の柱 《つながる・たすけあう》 第2の柱 《うけとめる・つなぐ》 第3の柱 《あつめる・高める》

（1）小地域福祉活動の推進
（2）福祉教育の推進
（3）たすけあう活動の推進と発信

（1）相談援助機能の強化
（2）権利擁護の推進
（3）支えあ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

（1）組織・財政の強化
（2）安定した財源の確保
（3）職員体制の整備・強化

たすけあいの

まちをつくろう

一人ひとりの
暮らしを
ささえよう

安芸区の地域特性を
反映した独自事業を
推進します

計画の冊子は本会ホームページ（上記にURL記載）から閲覧できます。
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主要事業

広島市安芸区社会福祉協議会

　　　　  事業計画・収支予算平成25年度

平成25年度予算概要

　平成25年度は、平成24年度末に新たに策定した「地域福祉推進活動第６次５か年計画」のスタート
の年になります。
　地区（学区）社会福祉協議会をはじめ民生委員児童委員協議会、社会福祉施設、ボランティア団体、
当事者組織、行政機関などと幅広く連携、協働し、小地域における活動を原点に、「ささえあいのま
ち」をめざして、｢地域でささえあうしくみ｣づくりを推進するとともに、これまで取り組んできた活
動、事業の成果を踏まえながら活動に取り組みます。

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�
　在宅精神障害者の集い「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の指定管理、
　矢野・畑賀・瀬野・阿戸福祉センターの指定管理、
　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�
　共同募金安芸区分会への協力
　表彰事業など

予備費 6,000,000（4.43％）

福祉推進事業
887,000（0.66％）
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
5,499,000（4.06％）
共同募金配分金事業
1,089,000（0.80％）

相談援助事業
153,000（0.11％）

施設指定管理事業
65,156,000
（48.08％）

地域福祉活動推進事業
4,635,000（3.42％）

貸付事務事業 2,195,000（1.62％）

ガイドヘルパー
派遣事業　　　

6,438,000
（4.75％） 法人運営事業

43,426,000
（32.04％）

賛助会費 1,000,000（0.74％）

前年度繰越金等
7,013,000（5.17％）

市受託金
65,156,000
（48.08％）

市社協受託金
6,438,000（4.75％）

経理区分間繰入金
1,892,000（1.40％）

分担金等 310,000（0.23％）
寄付金 1,000,000（0.74％）

多山報恩会助成金
500,000（0.37％）

市社協補助金
52,211,000
（38.52％）

■収 入 ■支 出

合計 135,520,000円 合計 135,520,000円

（単位：円）
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平成24年度

■施設のご利用案内

平成24年度決算概要

共同募金への
ご協力ありがとう
　　　　　ございました

ご寄付　　　　　　　　
ありがとうございました

安芸区地域福祉センター　　安芸区船越南3-2-16　  TEL821-2501　FAX821-2504
広島市矢野福祉センター　　安芸区矢野西6-12-1　  TEL889-2511　FAX889-2517
広島市畑賀福祉センター　　安芸区畑賀3-30-14　　TEL827-0083　FAX827-0091
広島市阿戸福祉センター　　安芸区阿戸町6038　　  TEL856-0294　FAX856-0560
広島市瀬野福祉センター　　安芸区瀬野1-4-19　 　TEL894-2024　FAX894-2056
広島市船越老人いこいの家　　安芸区船越5-17-12　　TEL823-1926　FAX823-1932
広島市矢野老人いこいの家　　安芸区矢野西5-18-33　TEL888-6401  (FAX兼)

※使用目的によって申請日や使用料（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。
　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。

（単位：円）

　今年もたくさんの愛が届きました。
　平成24年度の共同募金運動も、皆さま方の
おかげをもちまして、681万159円（安芸区分
会分：平成25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、県共同
募金から助成を受け、高齢者や障害者、子育て
家庭などのふれあい活動を推進する「ふれあ
い・いきいきサロンづくり」、地域の要援護者
への見守り活動である「近隣ミニネットワーク
づくり」、ちょっとした困りごとを地域で支え
合う体制づくりのための「地区ボランティアバ
ンクづくり」などの事業に活用させていただい
ています。
　地域福祉の向上のため、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。

　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２月26日～平成25年６月12日
　敬称略）
●一般寄付預託者
　匿名　１件
　お寄せいただいた浄財は、高齢者・児童・障
害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。

　安芸区社会福祉協議会では、香典返しなどの
慶弔返礼金、チャリティバザーやコンサートの
収益金など善意の預託（寄付金）をお受けして
います。

　お問い合わせ・ご相談は
　広島市安芸区社会福祉協議会
　TEL 821-2501　FAX 821-2504

次年度繰越金 12,088,381（8.85％）

福祉推進事業
638,220（0.47％）
部会・委員会事業
46,500（0.03％）
ボランティアセンター
活動事業
3,834,435（2.81％）
共同募金配分金事業
845,680（0.62％）

相談援助事業
153,000（0.11％）

施設指定管理事業
62,750,123
（45.92％）

地域福祉活動推進事業
7,340,222（5.37％）

貸付事務事業 1,828,653（1.34％）

ガイドヘルパー
派遣事業　　　

6,285,906
（4.60％） 法人運営事業

40,848,693
（29.89％）

賛助会費 947,000（0.69％）

前年度繰越金等
10,192,224（7.46％）

市受託金
62,750,123
（45.92％）

市社協受託金
6,285,906（4.60％）

経理区分間繰入金
346,968（0.25％）

分担金等 175,842（0.13％）
寄付金 1,477,750（1.08％）

多山報恩会助成金
500,000（0.37％）

市社協補助金
53,984,000
（39.50％）

■収 入 ■支 出

合計 136,659,813円 合計 136,659,813円
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池田　成美　　　上松　敏郎　　　二澤　昭登　　　新谷　芳洋　　　中村　　香　　　川中　　毅　　　児玉　匤敏　　　浦田　　登　　　浦田　　昭
髙橋八十仁　　　豊永　洋子　　　森田　　進　　　武田　文惠　　　遊川　和良
船越学区公衆衛生推進協議会　　　花都町内会　　　西古谷町内会　　　船越地区連合町内会　　　竹浦町内会　　　船越町女性会
船越地区民生委員児童委員協議会　　　荷場片山町内会　　　東古谷町内会　　　ボランティアグループえんの会　　　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		 	 	 	 	 	 	 	

大﨑　清次　　　今西由賀子　　　清水　照美　　　土井長　明　　　神田　寿美　　　吉井　正司　　　藤原志保子　　　田部　春子　　　山下　和男
田部　信滿　　　山崎　憲治　　　藤岡　俊彦　　　吉本　康子　　　宍戸　　満　　　川島　世子　　　影広　速子　　　中江紀美子　　　河野　芳徳
名井　　忠　　　阿曽沼千鶴子　　山﨑　紘一　　　寺本　和雄　　　井上　戴三　　　西本　健吾　　　西畑シオリ　　　丸本　　悟　　　中島　幸子
原田まゆみ　　　石浜　光子　　　政成　輝夫　　　谷本　正司　　　山部　繁男　　　天畠加寿子　　　藤岡まり子　　　森下　榮子　　　中津　公子
神田　幸子　　　浦島　恵美　　　佐藤恵美子　　　影山　和子　　　中野　英俊　　　柳父　佳代　　　神田　礼子　　　大下　君枝　　　三浦　義雪
河本　静子　　　上垣内啓治　　　田部　敏明　　　日浦　徳雄　　　匿名（２名）
畑賀女性会　　　畑賀地区社会福祉協議会

西村千賀子　　　植野　孝夫　　　池尻　　稔　　　加藤　武夫　　　平原　節江　　　森下　芳夫　　　川西智恵子　　　西東　美苗　　　茶山　　寛
大屋　光敏　　　金子　潤子　　　片山　澄恵　　　高田　悦子　　　秦　　秀子　　　岡田　智己　　　岡田　郁枝　　　上田　勝子　　　檜垣　尚文
今井　富子　　　前田　眞弓　　　竹本田鶴子　　　斉藤加代子　　　藤井　　武　　　藤井　洋美　　　金子　郁枝　　　満長　卓夫　　　満長まさ子
後藤　昭子　　　植木恵美子　　　青木　　巖　　　青木　笛美　　　大岡　和夫　　　新家ミチ子　　　上本　陸雄　　　後藤　忠啓　　　匿名（１名）
社会福祉法人 慈楽福祉会　　　中野女性会　　　中野地区民生委員児童委員協議会　　　中野地区社会福祉協議会

島田　兵二　　　大倉　康江　　　津間　卓文　　　坂田　　旭　　　森畠　　茂　　　山口　明子　　　西井　康子　　　吉川　昭子　　　満岡イホ子
大内千恵子　　　中本　敬三　　　平原　秋子　　　戸田　郁子　　　野口　紘江　　　岡田千津子　　　鍋本　光信　　　和田　幸治　　　宍戸　弘子
中川　智美　　　原　喜美子　　　吉田　秀登　　　佐々木美知子　　藤井　好枝　　　鈴木　英子　　　釘本　淳子　　　手嶋　倫子　　　住田　昭壯
蔵野　洋子　　　林　　紀英　　　杉田　輝男　　　山野井恵子　　　幸村　　賢　　　中原　洋子　　　竹本　則之　　　小田井　登　　　川本　勝之
門前賢四郎
社会福祉法人 共助会時計台障害者支援施設　　　中野東学区社会福祉協議会　　　中野めいわ保育園　　　中野東地区民生委員児童委員協議会

前田　久治　　　金月　節男　　　横川　栄子　　　高柳　淳子　　　三浦　賢彬　　　中村　艶子　　　竹内　洋信　　　谷中　和子　　　木内　順子
菊本　輝彦　　　山下　恭子　　　増田　涼子　　　村上　　幸　　　金満　勝子　　　大下　清江　　　水戸　君子　　　渡部　光子　　　佐々木美代子
髙山　正子　　　澤田さちゑ　　　下河内美保子　　天野　房枝　　　保本マス子　　　天道　一愛　　　住本　照文　　　三坂　公範　　　岡本　早苗
山本　愛子　　　星野　保一　　　高橋　正信　　　小林　弘文　　　櫻河内　章　　　早田　里江　　　笹木　一憲　　　齋藤　　勇　　　森　　正治
岩崎　正信　　　岩崎　綾子　　　猪野　　昭　　　大石百合子　　　荒谷　勝美　　　太尾田道子	
瀬野川地区心身障害児者父母の会　　　瀬野地区民生委員児童委員協議会　　　瀬野女性会　　　瀬野学区社会福祉協議会

坪井　邦夫　　　尾崎喜代志　　　薬師地紀代美　　宇都宮幸枝　　　向井　敏之　　　畠山　了次　　　丸子恵美子　　　向井　亮子　　　永田　常之
大杉美和子　　　灘　都代子　　　田尻　長子　　　鍵山　邦子　　　高山　尚子　　　山田　　緑　　　畝本紀由子　　　木村　守夫　　　田畑香夜子
城　　範子　　　藤登　弘郎　　　髙下多恵子　　　野間　富子　　　三浦　瑛子　　　河端　和枝　　　川口　清美　　　河村　洋美　　　田原　伸二
夏目　愛子　　　小坂　勝江　　　畠山　靖通　　　籔根　潤子　　　伊東　次男　　　畠山　朝子　　　畠山　一美　　　熊本　篤子　　　東　クニヱ
横洲　　茂　　　畠山　昭雄　　　山崎　和子　　　湯浅　園江　　　岡田　雅彦　　　数實　　明　　　岩成　玉子　　　蓮池　幸枝　　　脇野スズ子
木戸　弘美　　　九十歩郁子　　　曽根田　保　　　薮本タツエ　　　西垣内宏子　　　飯田　順子　　　黒瀬　詔子　　　中井　福江　　　野島　道弘
渡辺　勲市　　　森重　宏子　　　濱尾　慶子　　　横山登美雄　　　匿名（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　　　福永　　博　　　末石　隆之　　　天畠　悦子　　　深田加代子　　　柚木百合枝　　　山口　景昭　　　山口　桂子
岡　　則子　　　大元　　充
矢野南地区民生委員児童委員協議会

吉谷　秀雄　　　倉橋　久恵　　　川崎　博子　　　宇野　耕次　　　末永富美子　　　伊藤　広子　　　石井リツ子　　　横田美智子　　　大塚喜久子
池田　正裕　　　小森　　崇　　　宮原　邦子　　　京才小夜子　　　背戸　幸雄　　　松田　康憲　　　倉本　弘康　　　古井　清一　　　舛迫富佐子
山口　清美　　　丸子　茂美　　　和泉　敬子　　　山根　征江　　　金山　美行　　　岩田　　昭
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 あと会　　　社会福祉法人無漏福祉会知的障害者更生施設 あとの郷
阿戸地区民生委員児童委員協議会　　　阿戸地区社会福祉協議会

一番ヶ瀬茂實　　大崎　美子　　　山下　伸子　　　湯浅　正史　　　髙橋　浩二　　　信井　祐子　　　影久　　香　　　杉原奈央子　　　中本登起枝
坂本寿美代　　　中野　牧子　　　小田　京子　　　折羽イセミ
ＮＰＯ法人カムカム　　　安芸区心身障害児者父母の会　　　広島市手をつなぐ育成会 安芸支部 　　安芸区連合女性会　　　社会福祉法人 安芸の郷
安芸区ボランティアグループ連絡会 （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

　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。

　平成24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287名の個人と43団
体から947,000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25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

－福祉のまちづくりをすすめる－ 安芸区社協賛助会員募集

安芸区社協賛助会員報告
平成24年度
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　　　　　　　〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2-16
　　　　　　　安芸区総合福祉センター３階　安芸区地域福祉センター内

（TEL）082-821-2503　Fax082-821-2504　
（E-mail）aki@shakyohiroshima-city.or.jp
（URL）http://www.shakyo-hiroshima.jp/aki/index.php

安芸区ボランティアセンター
マスコットキャラクター
愛称　スマニコ

やさしい気持ち、募集します

2013

内　　容　  高齢者対象のふれあい・いきいきサロンでの交流
対　　象　  原則として、安芸区居住または通学されている中学生から25歳まで、全課程に参加できる人
定　　員　  10名
参 加 費　  300円（ボランティア活動保険代として）
申込締切　  ８月９日（金）
　　　　　  （ただし定員になり次第締め切らせていただきます。）
　　　　　  安芸区社会福祉協議会・安芸区ボランティアセンター
　　　　　  ※Ｅメールでの申込みは、件名を「ヤンボラ申込み」として、
　　　　　  住所・氏名・学校・学年・電話番号を明記してください。

問 合 せ
・申込み

日　  時　 8月19日（月）、8月20日（火）、8月22日（木）の3日間

　学校、習いごと・塾、アルバイト、部活…ふだんの生活を少し離れ、すぐそばにあったけど
気づいてなかった世界を見てみよう。あなたの未来にもきっと関係してますよ。

　家に閉じこもりがちな高齢者、障がい者、学齢期前の子どもとその親などの地域の行き場づ
くり活動です。人々が集い、おしゃべりするなど人と人とのふれあいの場になっています。
歌・体操・手芸などさまざまな内容で取り組まれています。

ふれあい・いきいきサロンとは

日　　時 内　　　　　容 場　　　所

８月19日（月）
9：00～15：00

○オリエンテーション
○ふれあい・いきいきサロンの参加者との交流
　（昼食付）

集合・解散：安芸区総合福祉センター
畑賀福祉センター
　（安芸区畑賀３丁目30－14）

８月20日（火）
10：00～15：00

○ふれあい・いきいきサロンを知ろう
○交流のための準備

安芸区総合福祉センター
　（安芸区船越南３丁目２－16）

８月22日（木）
9：30～15：00

○ふれあい・いきいきサロンの参加者との交流
○振り返り、まとめ
　（昼食付）

集合・解散：安芸区総合福祉センター
　午前：畑賀町水谷地区
　午後：安芸区総合福祉センター

※20日（火）の昼食は各自で用意してください。


