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広島市では、市民の誰もが多様な担い手として、それぞれに役割を持ち、お互いに支え合う地域づくりを推進するため
に、平成29年度から実施されている生活支援体制整備事業において、各区社会福祉協議会に生活支援コーディネーター
が配置されています。
生活支援コーディネーターは、地域の方々がいつまでも自分らしく輝けるための社会参加の場の充実や、医療・介護
サービスでは補いにくい「ちょっとした困りごと」が解消していける“地域づくり”のために、地域団体やボランティア、民
間企業、社会福祉法人、NPOなど、様々な団体と協力して、サロンなどの通いの場づくりやゴミ出し、草取り等の困りご
と支援を行う体制づくりの支援を行っています。
それぞれの地域の「あったらいいな」や「できたらいいな」を一緒に考えさせていただき、その地域ならではの「地域づ
くり」を応援します。

広島市住民主体型生活支援訪問サービスとは、「介護予防・日常生活支援総
合事業」（介護保険事業）で実施する訪問型サービスの1つです。2022年7月1日
現在、36の地域団体が事業に取り組み、地域包括支援センターと連携を取りな
がら、地域に暮らす高齢者の「ちょっとした困りごと」の支援をしています。各団
体が実施するサービスの内容は、家の中の掃除やゴミ出し等の生活支援、これ
までの介護保険サービスでは提供することができなかった庭の草取りや電球交
換等があり、各団体がそれぞれ実施可能なサービスを選び、利用者が地域の中
で自立して暮らしていくための支援をしています。

市・区社協の「生活支援コーディネーター」や地域
包括支援センターの「支え合いコーディネーター」
は、それぞれの地域の「あったらいいな」や「できた
らいいな」を一緒に考えさせていただき、地域の「支
え合い」「助け合い」等の支援を行っています。
地域の実情に合った仕組みづくり、コロナ対策等
の新たな生活様式に合
わせた活動の検討等、他
の地域の事例等も紹介
しながら、地域の助け合
い活動を一緒に考えてい
きます。

様々な「人」と「人」、「思い」と「思い」をつないで、
「地域のたすけあい」のための「あったらいいな」「できたらいいな」の応援をしています！！

困りごと支援グループの立ち上げ・
活動の充実に向けた意見交換会・研修会の開催

新たな形の「つながる」をお手伝い

各地域の支え合いの取組を会議で共有 企業等の社会貢献と地域活動の結び付け
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令和3年度総合事業対象支援延べ提供回数　885件　※10件以上の項目を抜粋

事業実施もきっかけの一つとなって、
地域の助けあいが広がっています！

通いの場 見守り 助け合い

支え合い
コーディネーター

生活支援
コーディネーター

地域包括支援センター 市・区社協

『ひろしまええとこ通信』等
 地域の耳寄り情報発信中！！

『ひろしまええとこ
通信』では地域の好事
例（ええとこ）を、広く
ご紹介しています。
「うちの地域でこん
な活動しとるよ！」
「気になる人と工夫し
てつながるようにしと
るよ！」、そういった
地域活動に関する耳寄りな情報を、定期的に発信し
ていくことで、「ひろしまのええとこ」をみんなで共有
できる情報紙を目指します。耳寄り情報は、市・区社
協の生活支援コーディネーターへご連絡ください！！
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知っていますか !? 地域づくりを応援する
「生活支援コーディネーター」

広島市住民主体型生活支援訪問サービス
助け合いの輪が広がっています！！

題字は安芸区「矢野の家」の辰巳珠美さんに書いていただきました！
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実現に向かって
一緒に考えてみませんか?

あなたの地域の「できたらいいな!!」を教えてください !

ひろしまええとこ
つながり活動集で
コロナ禍の工夫
事例も紹介！！

「ひろしまええとこ通信」
第1号～第7号・
臨時号発行
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区 今年度より新しく生活支援コー
ディネーターになりました。
地域のみなさんが、自分らしく暮
らせる地域づくりのお手伝いをさせ
ていただきます。

松田　治郎
まつ だ じ ろう

川中　真央
かわなか ま お

担当地区：基町、幟町、竹屋、千田、
 吉島、広瀬、本川

中区の生活支援コーディネーター
3年目になりました。引き続き、地域
のみなさん、関係機関のみなさんと
一緒に地域づくりについて考えてい
きます。

担当地区：白島、袋町、中島、吉島東、
 神崎、舟入、江波 安

芸
区

今年度より生活支援コーディネー
ターとなりました。皆さまが、暮らし
やすい地域について一緒に考えてい
きます。どうぞよろしくお願いいたし
ます！

山本　彩加
やまもと あや か

岡本　真理子
おかもと ま り こ

担当地区：船越、中野、中野東、阿戸

大切にしている言葉は「紡ぐ」で
す！地域の皆様からの声を紡ぎ、つな
ぎ合わせながら、地域の皆様と様々
なことに取り組んでいきたいと思い
ます。よろしくお願いいたします。

担当地区：畑賀、瀬野、みどり坂、
 矢野南、矢野町

担当地区：区全域 担当地区：区全域
佐
伯
区

地域の皆さんの日々の活動があって
こそ、安全・安心で楽しい行事のあるま
ちで暮らせていることを実感していま
す。皆さんの目指すまちづくりのお役に
立てるよう、取り組んでいきたいです！

小澤　文恵
お ざわ ふみ え

稲田　有香子
いな だ ゆ か こ

今年度より新しく生活支援コー
ディネーターになりました。
地域の声を大切に、地域のがんば

りを応援します！

市 好きな言葉は「出会いは一瞬、出
会えば一生！！」地域のみなさんとの
出会いを大切に、楽しく地域づくり
をお手伝いさせていただきます！！

箱崎　太貴
はこざき たい き

担当地区:市全域

藤本　静香
ふじもと しず か

今年度から担当になりました。人
と人とのつながりを大切に、地域の
みなさんと一緒にどんなことも楽し
く、笑顔で取り組んでいきたいと思
います！よろしくお願いいたします！

担当地区:市全域

東 

区 コーディネーター2年目になりまし
た。より元気に、フットワーク軽く皆
さまに会いに行きますので、よろし
くお願いいたします。

佐々木　詠子
さ さ き えい こ

萩原　貴之
はぎはら たかゆき

担当地区：福田、馬木、上温品、温品、
 東浄、戸坂城山、戸坂

凡事徹底！地域の皆様と一緒に、
小さなことからひとつひとつ積み重
ねていきたいと思っています。よろし
くお願いいたします。

担当地区：牛田新町、牛田、早稲田、
 中山、尾長、矢賀

南 

区 日々の暮らしのなかにあるつなが
りを大切にし、つながり続けること
のお手伝いができればと思っていま
す。どうぞよろしくお願いします。

黒瀬　裕子
くろ せ ゆう こ

泉　咲綾
いずみ さ や

担当地区：荒神、大州、青崎、向洋新町、黄金山、仁保、
 楠那、宇品東、宇品西、元宇品、似島

今年度より新しく生活支援コー
ディネーターの担当になりました。地
域の皆さまに教えていただきながら、
一緒に地域づくりをしていきたいと
思っています。よろしくお願いします。

担当地区：段原、比治山、皆実、翠町、大河

西 

区 「ここに帰ってきたい」と子ども達
が思えるような地域づくりを、皆さ
んと一緒に楽しく取り組みたいです。
やってみたいこと、ぜひお声がけくだ
さい。

三角　京子
み すみ きょうこ

吉村　翔吾
よしむら しょうご

担当地区：己斐、己斐上、己斐東、庚午、草津・庚午南、
 鈴が峰、井口台、井口、井口明神

コーディネーターは2年目になりま
す。「昨年の吉村とは違うな！！」と
思ってもらえるよう、がんばります。

担当地区：大芝、三篠、天満、観音、南観音、
 山田、古田、古田台、高須

安
佐
南
区

一日一笑　皆さまの近くにある笑
顔のおすそわけを頂きにお伺いさせ
てください。

角田　徹
かく だ とおる

尾田　響
お だ ひびき

担当地区：毘沙門台、安東、古市、大町、上安、安北、
 安、安西、戸山、伴南、大塚・伴、伴東

今年度より生活支援コーディネー
ターになりました。皆さまからすてき
なお話、お困りごとをお聞かせいた
だければと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

担当地区：梅林、八木、川内、緑井、中筋、東野、原南、
 原、祇園、山本、春日野、長束、長束西

安
佐
北
区

今年度より生活支援コーディネー
ターとなりました。
みなさん、どうぞよろしくお願いい

たします！

渡部　遥
わたなべ はるか

加納　裕輝
か のう ゆう き

担当地区：区全域

キノコタケノコ元気の子！安佐北区
でお会いしましょう！！

担当地区：区全域

活動の合言葉
「つくる・はぐくむ・つなげる」通いの場 見守り 助け合い

広島市における「生活支援コーディネーター」の主な役割
❶地域のニーズと資源の把握及び情報発信
○区域・市域での地域課題の把握
○把握した資源や地域の好事例の情報発信
❷地域資源・サービスの創出・発掘及び充実のための支援
○介護予防・居場所などの通いの場【ふれあいいきいき
サロン、地域高齢者交流サロン・地域介護予防拠点
整備促進事業 等】

○見守り活動【近隣ミニネットワーク、高齢者地域支え
合い事業 等】
○地域の困りごと支援【ボランティアバンク、住民主体
型生活支援訪問サービス 等】

❸地域づくりに関わる関係者のネットワーク化
○協議体の設置・運営（地域の「あったらいいな」の共有
の場）
○地縁組織やNPO・企業等の多様な主体との連携（企
業の社会貢献等含む）

3つの活動のつながりを
意識して、地域活動の充
実をお手伝いします！！
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生活支援
コーディネーターの紹介
生活支援
コーディネーターの紹介
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