
 

2018(H31)年度 
認定特定非営利活動法人コミュニティリーダー ひゅーる ぽん 

事 業 報 告 書  
（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）



  
＝その他、本法人の目的を達成するために必要な事業  

【事業費：139,054円】 

　2018年3月に「認定NPO法人」の認証をうけ、これまでの私たちの事業が認められた自信と

ともに、社会貢献への大きな責任をあらためて感じつつ、私たちは新しい一歩を踏み出しまし
た。 

　一方で私たち自身へ目を向けると事業が拡大する中で方向性の再確認が必要になりました。
私たちは何を大切にしているのか、そのために何をするのかを議論・協議する場として、「夢

づくり未来会議2018」を立ち上げ1年間議論を続けました。変わりゆく社会情勢や福祉制度、
労働者としての働き方などをあらためて立ち止まって考え確認しながら、10年後の私たちのあ

りかたを共有する大切な時間となりました。 
　また放課後等デイサービスの報酬単価の変更により、当初予算の見直しをせざるを得ない状
況になりました。利用児者やご家族の幸せのための支援を大切にしたい思いに相反して、それ

を十分に保障するための財源の確保の厳しさをつきつけられました。NPO法人として立ち上げ
た当初からのなんら変わることのない理念や思いをより多くの人に伝え共感の輪をひろげてい

くことが、報酬単価に左右されずに自分たちがNPO法人として運営していくために必要である
ことを再認識しました。これまではその発信力が不足していたことも痛感しました。 

　スタッフ体制としては産後・育児休業を取得するスタッフもおり、多くのスタッフが子育て
と仕事を両立しています。ワーク&ライフバランスをただの飾り文句にしないことを目指した１

年でもありました。まだまだ業務の整理は必要ですが、家族状況に変化があっても働き続けら
れる労働環境づくりを目指したいと思います。 

1-1  各種運営会議  
1-1-1  運営に関する会議  

1-1-1-1   通常総会　　6月に開催 
1-1-1-2   顧問監事会　6月に開催 
1-1-1-3   理事会　　　5月・12月・3月に開催 
1-1-1-4   運営委員会　　月1回 
1-1-1-5   業務セクション会議　　 月2回 
1-1-1-6   プログラム検討委員会　　年度後半に実施し総括と来年度計画立案 
1-1-1-7   こども発達支援センター運営委員会   6月・1月に開催 
1-1-1-8   夢づくり未来会議2018   月1回 
1-1-2  プログラム実施に関する会議 

1-1-2-1   コミュニティスペース事業に関わるプログラム会議　月2回 
1-1-2-2   まちづくり・ボランティア育成事業に関わるプロジェクト会議  月2回 

1.運営に関わる事業
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1-2  活動支援プログラム 
1-2-1  Hull Fan　　 720,156円 

1-2-2  一般寄付　  1,031,882円 
1-2-3  その他助成金等 

　　　　イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン　              24,400円 
　　　　尾崎基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49,676円 

　　　　SONPOちきゅう俱楽部「Heart & Arts プログラム」 500,000円 

1-3  研修  
1-3-1  新人スタッフ研修     

「ひゅーるぽんの活動理念」「就業規則と個人情報保護について」など 
　担当スタッフをつけ、新任スタッフが早期に職場に適応できることを支援 

1-3-2  スタッフ研修 
①スタッフ研修　16回 

　内部研修 
　　「AEDの使い方」「行方不明事案発生時の捜索マニュアル」 
　　「財務諸表の読み取り方」(2回)「子どもの社会力についての研究」(9回) 
外部講師による研修 

　　「不審者対応について」安佐南警察署　奥田穰司氏 
　　「障害のある人の虐待防止について」まつたに社会福祉事務所　松谷恵子氏 
　　「豊かな成人期を生きるために」NPO法人まなびや　葛城妙子氏 
②地域の保護者、事業所を対象とした研修　 3回 
　　「就学を考える」広島市教育委員会　堀川淳子氏 
　　「WISCの読み解き方」「WISCからこどもの姿を考える」 

ぱるびしゃもん心理療法士　山上沙奈栄氏 

　　1-3-3  他団体主催セミナー(講座)への参加など  
「全国児童発達支援協議会 研修」「社会福祉施設新入職員研修」「療育センター研修」
「成年後見人研修」 「相談支援従事者研修」「防災管理研修」 
「サービス管理責任者研修」 

1-4  その他　広報  

①アート・ルネッサンス2019 
読売新聞2019/2/11朝刊 掲載 

②演劇公演「ウタとナンタのピロ電まつり」 

取材:TSSテレビ新広島　　3/12 テレビ放送 
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2-1 こども発達支援センター　=子どもたちの育ちの支援に関わる事業 
2-1-1 児童発達支援事業(ひよこ組) =児童福祉法に規定する障害児通所支援事業  

【事業費：33,869,943円】 
  

今年度は療育開始時間を30分早めたことで、活動時間を十分確保できました。また、個別支

援の必要な子どもが増えたことで、療育グループを少人数の５グループに分け、丁寧な支援を
行いました。その中で、自閉スペクトラム症と偏食の強い子どものケースカンファレンスを通

して支援の方向性をスタッフ全員で考え、共有、実施、確認することでスタッフの力量も上
がってきました。 

　平日に実施していた保護者研修会を土曜日にしたことで、これまで母親の参加がメインでし
たが、父親や両親揃っての参加が増えました。また、屋上の人工芝貼り作業、おもちつき会、

園庭整備など保護者に協力していただくプログラムを通して、土曜日のお迎えは父親が来られ
るなど、気軽に出入りされる雰囲気ができてきました。夏の土砂災害では、口田地区のボラン
ティア活動に積極的に参加してくださる保護者も多くいらっしゃいました。そのため早朝や夕

方の療育時間外の預かりを行い、参加しやすい体制をつくりました。この活動を通して、
ひゅーるぽんが地域の中で担う役割を理解していただける良い機会にもなりました。 

2.コミュニティスペースプログラム

事業目的

2歳から就学前までの発達に課題のある子ども達の思いや願いをくみ取りながら
大切に育むことや生活の支援を行うことを通して、日常生活動作の自立や人・集
団に対しての愛着心を育むこと、いきいきと過ごしていくための支援を行いま
す。

実施日時 通年 活動日 244日

実施場所 こども発達支援センター
登録数 37名　　　※2019年3月31日現在 利用人数 子ども　のべ  5,305 名

実施内容

児童発達支援（ひよこ組） 
　2歳から6歳までの障がいのある子ども達を対象として、育ちの支援を行いま
した。 

水曜日を除く、月～金…9：30～15：00 
土　　…9：30～13：30 

　※このプログラムは児童福祉法に基づく児童発達支援事業として実施。 
　　○ 発達支援計画に基づいた療育 
　　○ 季節行事や畑活動 
　　○ 発達支援計画提示・まとめ懇談、必要に応じた個人懇談を実施 
　　○ 保護者研修（障がい特性・先輩保護者の話など計画的に実施） 
　　○ ひよこサロン（保護者同士の交流・情報交換の場として毎月1回実施）
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2-1-2　放課後等デイサービス事業（きっず組）　＝児童福祉法に規定する障害児通所支援事業 
【事業費：19,254,226円】 

 今年度はきっず組全体での集団遊びを多く取り入れ、異年齢の子どもたちが活動を共有し繋が
り合うことを大切にしました。集団遊びを通して、小学校低中学年の子どもたちは交流感の高

まりや遊びの広がりが見られ、小学校高学年以上の子どもたちは交流感、有能感の発揮につな
がりました。高学年の子どもたちは、災害ボランティア活動への参加、サイクリング、お祭り

での店番など、友達と一緒に新しいことに挑戦することを通して、力を発揮し高める経験を積
みました。学校に行きづらさを感じている子どもたちに対しては、落ち着いた環境の中で個別

に丁寧な関わりを持ちました。　 
　また、今年度は事業形態の見直しを行いました。放課後等デイサービス事業と自主事業とを
組み合わせて多様なニーズに対応し、柔軟な受入ができるようにしました。 

保護者支援は、茶話会や勉強会の定期的な開催を通して、繋がりづくり、情報交換の場づく
りを行いました。ひゅーるぽん夏祭りに向けた準備作業の場は、拠点を越えて保護者同士が繋

がるきっかけになりました。 
　その他、相談支援専門員と一緒に学校へ出向いて関係者会議を開くケースが増えました。子

どもの様子を多面的に捉えるとともに、支援の方向性について一緒に考える場を通して、支援
方針の共有ができ、より良い支援につなげることができました。  
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事業目的
障がいのある子ども達に対して、子どもの思いや願いをくみ取り、大切に育む事
を活動の基本とし、安心感を基盤に人や社会とつながって、いきいきと自己の力
を発揮していけるよう育ちの支援を行います。

実施日時 通年 活動日 245日

実施場所 こども発達支援センター

登録数
きっず組　放課後デイサービス 26名 
その他利用人数 4名  

※2019年3月31日現在
利用人数 子ども  のべ 3,747名

実施内容

放課後等デイサービス事業（きっず組） 
6歳～18歳までの不登校及び障がいのある子どもたちを対象として、育ちの

支援を行いました。 
水曜日を除く、月～金曜日…13:00～17:45 
土曜日…10:00～16:00　 
夏休みなどの長期休暇中の平日…10:30～17:30 
※このプログラムの一部は児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業として実施。 
   火曜日を除く平日の10:00～13:00は自主事業のフリースペースとして実施。 

○ 年間を通じ、季節プログラムや子どもたちの生活経験を豊かにするプ
ログラムを実施。 
4月…さくら祭りへの参加 
5月…ぽんぽんと交流レクリエーション   
6月…サイクリング、カープ観戦（ぽんぽんと合同） 
7月…外出レクリエーション、佐東公民館体育館での活動 
8月…お泊まり会、夏まつりへの参加、災害ボランティア活動 

木の工作　 
9月…きっず組夏祭り、カープ観戦、遠足（宮島）　 
10月…子ども神楽鑑賞、サイクリング 

ひゅーるぽん大運動会（3拠点合同） 
11月…ハロウィンパーティー、安佐南区民まつり出店 

佐東ふれあいまつり出店、小サイクリング 
やきいも会（ぽんぽん合同）　 

12月…もちつき大会（3拠点合同） 
冬のお楽しみ会（安芸太田町の子どもたちとの交流） 

1月…初詣、鏡開き&ぜんざい大会（3拠点合同）　 
2月…雪遊び（安芸太田町の子どもたちとの交流） 

アート・ルネッサンス見学　 
3月…旅行、お別れ会　 
　　　　※その他、ぴよきっず、運動クラブ、誕生日会を毎月実施 

○ 個別支援計画提示・まとめ個別懇談、および必要に応じて個人懇談を
実施 
○ 保護者向けプログラムを実施（保護者研修、茶話会、しめ縄づくり）
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2-1-3   保育所等訪問支援事業　＝児童福祉法に規定する障害児通所支援事業 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【事業費：59,310円】 

2-1-4   障害児相談支援事業　＝児童福祉法に規定する障害児地域支援事業 
障害児指定特定相談支援事業　＝障害者総合支援法に規定する事業　　 

【事業費：4,440,952円】 
 今年度も、子どもの育ちに関する保護者からの相談を受け、発達の支援について共に考えてき

ました。計画相談支援については、初めて福祉サービスを利用する方に計画相談支援の意義を
伝え、本人にとってどのような発達支援や生活支援が必要なのか一緒に考えました。また福祉
サービス関係者だけでなく、学校等子どもたちが日中を過ごす関係機関を巻き込みながら、本

人を取り巻く支援者が連携し、成長を応援していけるよう働きかけました。ケースによっては
連携の度合いがまちまちであるため、引き続き保護者へその意義を伝えながら、より良い関係

者の連携を進めていきたいと思います。 
 制度の見直しがされ、モニタリングの原則期間の頻度を上げて利用者の生活の様子をしっかり

把握することが規定されました。また相談員が利用者の活動の様子を直接見て、本人にとって
のサービスの必要性や支援の方向性について評価することが求められるなど、相談員のより丁

寧な関わりが必要になります。反面で地域の相談支援事業所や相談支援専門員の数が不足して
いる状況が改善されていません。福祉サービスを必要としている人誰もが、必要な支援を受け

ながら安心して生活することができるよう、行政による体制の整備や改善も必要だと感じま
す。 

事業目的 保育所等において、発達に支援が必要な子どもが他の子どもとの集団生活に適応
することができるよう適切で効果的な専門的支援を行います。

実施日時 通年

実施場所 保育所等

実施内容
実施件数は0件でした。相談支援事業所からの依頼があるものの、訪問支援保育
士が児童発達支援と兼務のため、時間的に出向くことが難しい状況が続いていま
す。
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事業目的 地域の発達に支援が必要な子どもが自立した日常生活、社会生活を営むことが
できるよう相談支援を行います。

実施日時 通年

実施場所 こども発達支援センター、各家庭等 活動日数 年間 245 日

参加人数 相談件数　 のべ  218 件 
スタッフ    のべ  245 名

計画相談支援利用者 53名

実施内容

◯ 一般相談支援 
一般的な育ちに関する相談や児童福祉サービス利用に関わる相談を受け、
必要に応じてこども発達支援センター、ぽんぽんの施設見学や活動内容の
紹介、障害福祉に関する制度やサービスに関する説明、行政や保育所、学
校、その他福祉サービス提供事業所など他機関との連携を行いました。 
電話相談（98件） 
見学相談（44件） 
訪問支援（47件） 
他機関との連携、紹介その他（29件） 

◯ 計画相談支援 
障害児支援利用計画の作成(53件) 
障害児通所支援に係る利用計画の作成とモニタリングを行いました。 

◯ 障害者自立支援協議会安佐南地域部会への参加（6回） 
区障害福祉課、社会福祉協議会と区内の相談支援事業所で構成され隔月で
開催される部会に参加しました。 

○ 障害者自立支援協議会安佐南地域部会こども部会への参加（6回） 
部会では、安佐南区地域の発達課題のある子どもたち、子育て中の保護者
にとって暮らしやすい地域となるよう必要な取り組みについて協議しまし
た。今年度は子育てに困り感のある保護者同士の繋がりの場作りに取り組
みました。
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2-1-5　広島市障害児等療育支援事業　＝障害総合支援法に規定する事業 
【事業費：2,240,033円】 

　今年度は広島市の実施する障害児等療育支援事業の委託を受けて3年目となりました。この
事業では、子どもの発達について心配はあっても専門機関に相談できなかったり、障害福祉

サービスにつながっていない子どもとその保護者を対象に、個別相談や集団での発達支援を実
施することができました。また地域の子育てオープンスペースで定期的な発達相談日を設け、

子育てに困難を感じる親子に「身近で・気軽に」相談できる環境を整えました。結果、多くの
人に知っていただくことができ、相談を目的に来所する親子が増え発達相談日として周知させ

ることができました。相談をきっかけに、療育センターへの受診やひゅーるぽんの子育てサロ
ンの継続参加につながりました。行政機関との連携も充実させながら地域のセンターとしての
役割を果たしていきたいと思います。 

事業目的
広島市より委託を受け、障害児等の地域における生活を支えるため、身近な地
域で療育指導、相談等が受けられる療育機能の充実を図り、地域の発達に支援
が必要な子どもたちの福祉の向上を図ります。

実施日時 通年

実施場所 こども発達支援センター、オープンスペースKUSUKUSU祇園・佐東

参加人数 のべ136名

実施内容

◯ 在宅支援訪問療育指導事業 
　広島市の常設型オープンスペースKUSUKUSU祇園と今年度はKUSUKUSU
佐東の二箇所で発達相談をすることができました。専門的な発達支援が必要
なケースも多く関係機関に紹介するなど支援に繋がるケースもありました。 
　祇園（予約制）　6回　計　15件　 
　佐東（予約なし）5回　計　26件　 

○ 在宅支援外来療育指導事業 
・子育てサロンひゅーる　 
　月２回（火）に実施のべ196名（うち95名が事業対象） 
・ぴよぴよくらぶ　０回 
　今年度はサロン参加者の多くが発達支援の必要性を感じている保護者が
多く、診断を受けて間もない段階の親子からひよこ組への通所希望が多
く出ました。しかしひよこ組の空きがなくすぐには通所できない状況か
ら、他事業所の利用を開始する方が多くなり本事業の対象とならず実施
ができませんでした。 

○ 施設支援一般指導事業 
ニーズはあるものの今年度は保育士の体制が整わず積極的に施設支援に出
ることができませんでした。 
　年1件
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2-1-6　その他　発達支援センター自主事業　＝自主事業　            
【事業費：2,053円】 

事業目的
こども発達支援センターとしての専門機能をいかし、地域で発達に支援が必要な
子どもやその家族への相談、他機関との連携を行い、地域の中核的な療育支援施
設としての役割を果たします。

実施日時 通年

実施場所 こども発達支援センター

対象者 乳幼児の親子、通所児保護者、地域の事業所、学生Voなど

実施内容

⑴ 子育てサロンの開催 
月2回、年19回実施しました。のべ196組の親子の参加がありました。 

⑵ 子育て支援事業 
園庭での水遊びなどを5回企画し、気軽に足を運び子育ての相談ができる 
場作りを行いました。 

⑶ ひよこぐみ終了後の預かり療育（ゆうやけひよこちっち） 
療育時間終了後から最大2時間、保護者や家族の用事や保護者のリフレッシ
ュを目的に預かり療育を月～金に実施。　のべ224名利用 

⑷ アフターフォロー保護者支援事業 
ひよこぐみを退園した子どもの保護者を対象とした、こっこくらぶ（幼・保
育園に通う子どもの保護者）と、こけこっこくらぶ（就学児の保護者）を2ヶ
月に1回実施しました。　 

　　　こっこくらぶ全6回　　こけこっこくらぶ　全7回　　　 
⑸ 地域啓発（公開研修）の実施　3回 
「就学を考える」14名 
「WISCの読み解き方」「WISCから子どもの姿を考える」　各21名 
                                                              （事業所連絡会と合同開催） 

⑹ 安佐南区こども発達支援事業所連絡会の事務局 
安佐南区にある、児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所連絡会の
事務局を務めました。3ヶ月に一回連絡会を開催し、事業所同士の連携、情報
交換を行いました。WISCについての研修会を2回実施しました。 

⑺ 福祉施設としての役割 
保育士や音楽療法実習生、社会福祉士実習生、中学生・高校生の職場体験
実習の受け入れを行いました。
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2-2　コミュニティほっとスペースぽんぽん（=地域活動支援センター） 
＝障がいのある人等をはじめとする成人の地域生活ならびに社会参画支援に関わる事業 

【事業費：14,593,056円】 
今年度も活動への充実感・達成感を高めながら、いきいきと人や社会とつながって生きてい

くための支援を行ってきました。 
　働くことへの支援としては、引き続きアートの製品づくり、リサイクルショップのおもちゃ
の清掃・服のアイロン掛け、きくらげの下請け作業を中心に行いました。きくらげの作業が新
しく加わったことで、作業に取り組める通所者が増えました。アート製品は、動物愛護団体と
のコラボTシャツ、地元企業の製品パッケージ（のど飴、紅茶）、地域の和菓子屋とのアート
ラッピングのコラボ、工房尾道帆布の製品づくり（エコバック、ポーチなど）等、他団体と協
力して行ってきました。　 
　生きがい支援の一つでもあるアートの創作活動は、天満屋緑井店・アルパーク店でのアート
製品販売、絵画の展示・販売、通所者によるライブアート（お客さんの前で絵を描く）を行い
ました。参加した通所者は、お客さんへの対応を通して、自信や活動意欲が高まったように感
じました。アートレンタルの取り組みでは、ダイハツ広島販売株式会社からこれまでの２店舗
に加え4店舗と本社ロビーへとレンタルの依頼が拡大しました。また、スターバックスコーヒー
の岡山県の店舗から、リニューアルオープンに合わせた作品展示の依頼がありました。常設で
３年間展示されることになり、社会の中での広がりを持てた１年でした。このつながりを大切
に今後も彼らのアートを広めていき、生きがいにつなげていけるようにしていきます。 
　その他、昨年結成された劇団「おきらく劇場ピロシマ」に、6名の通所者が参加しました。アー
ト以外の表現の場として、それぞれが自分らしくいきいきと活動することができ、他の参加者
と高め合いながら演劇を行っていくことで、充実感・達成感を持つことができました。日常活
動の中で定期的に実施した演劇クラブには、より多くの通所者が参加し、楽しんで取り組むこ
とができました。 
　これまで課題となっている通所者の高齢化や健康面に対しては、医療機関での健康診断を今
年も実施しました。月に一度の体重測定を実施し、本人たちの健康への意識を高め、活動の中
でも散歩や運動をする機会を増やし、体を動かす習慣が身につくようにしてきました。しか
し、病院にもかかっていらっしゃった方が亡くなるという悲しい出来事もありました。より一
層、家族とも連携をとっていきながら、健康に対する本人たちの意識を高め、健康に過ごせる
ようにしていきたいと考えています。 
　来年度もより彼らの想いを大切にした作品の創作、アート製品づくりの環境と質を大切に、
アートや演劇など充実感や自信のもてる生きがい支援を行っていきます。また、先に述べたよ
うに、通所者が一人亡くなりました。他にも、ご家庭の事情で、他の施設へ入所された方もい
らっしゃいました。昨年実施できなかった将来について考えることを家族と共に学んでいける
ような場を作り、本人、家族が将来を見据えた生活をおくることができるよう支援していきた
いと思っています。  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事業目的
18歳以上の障がいのある人の就労、社会参画ならびに豊かな地域生活の支援を行
うことを通して、人や社会とつながる喜びを感じながらいきいきと豊かに生きて
いくことを支援します。

実施日時 通年

実施場所 コミュニティほっとスペース　ぽんぽん

登録数 2019年3月末時点                       11名 活動日数 年間　246　日

利用人数 利用者　のべ   2,663名 ボランティア　のべ　5名

実施内容

⑴人や社会とつながっていきいきと豊かに生きる社会生活支援活動 
○  通所者一人ひとりの思い・能力に応じて、「アート製品づくり」「リサイ
クルショップの下請け作業」「きくらげ農園の下請け作業」を通して働く経
験をし、社会的自立と社会生活力の向上を目指しました。 

○   働くことの支援 
アート製品づくり・販売。 
主な販売先：出張販売（ハートフルフェスティバル・天満屋アルパーク
店・緑井店、ソロプチミストバザー）、委託販売（LECT 蔦屋書店、ふ
れ愛プラザ、ひろしま美術館、広島県立美術館、尾道市立美術館、アート
マルシェ）、アートレンタル（おりづる歯科、ダイハツ広島販売株式会社
＜6店舗7ヶ所＞、ダイハツ岡山販売株式会社＜1店舗＞、積水ハウスシャ
ーメゾン広島支店）。 

その他、直送便事業等。 
○   生きがいの支援 
アート活動（絵画や陶芸）での自己表現、作品の発表の場づくり。ハートフ
ルフェスティバル作品展示（広島市中区）、アート・ルネッサンス2019応
募・出品（広島市中区）、全国公募展への応募・出品（東京・大阪）スター
バックスコーヒー岡山県大安寺店での作品展示など。広島県アートサポート
センター主催ワークショップへの参加（美術、演劇） 
レクリエーションの実施（1泊旅行、忘年会など）。 
外部講師による演劇クラブの実施。 
きっず組と合同での料理作り、焼き芋大会、運動会など。 

○   日常生活の支援 
日常生活能力・社会生活能力の向上のために、生活面の指導・支援・個別
目標を明確にした個別支援計画の作成。本人や家族との個別懇談の実施。
医療・関係機関との連携。外部講師による運動教室、医療機関での健康診
断の実施、人権擁護センターほっと「ほっとさん」の訪問など。 

⑵あたたかなまちづくりの拠点となる活動 
ぽんぽんギャラリーでの絵画展示・企画展の実施 

⑶利用相談や地域生活に関わる相談、利用希望者の見学・体験、実習生、ボラン
ティア・アートサポーター、見学の受け入れ（見学… 1名）
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3-1　まちづくり 　＝まちづくりに関わる事業 
3-1-1　アートによるまちづくりプログラム 
3-1-1-1　広島市ピースアートプログラム　アート・ルネッサンス2019 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝まちづくりに関わる事業 　 

【事業費：3,733,587円】  
　アート・ルネッサンスは今年度も引き続き、広島市とアートサポーターとの協働で「広島

市ピースアートプログラム アート・ルネッサンス2019」として開催しました。障がいのあ
る人のありのままの表現が大切にされること、またその表現を受け止めて創作活動を共にす

るアートサポーターのつながり、広がりを支えていくことを柱に、プログラムを実施しまし
た。今年度は審査の観点をより明確化することに取り組みました。審査にあたり、審査員が

深く作品と向き合うことができました。結果として、これまでにないバリエーションに富ん
だ作品が入選することにつながり、作品展の魅力が向上しました。今後も新たな可能性を探

りながら、より良い作品展へと高めていきたいと思います。作品展の魅力を発信するため
に、新たな可能性を探りながら、今後の事業展開について考えていきたいと思います。 
 

3.まちづくり・コミュニティボランティア育成 プログラム
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事業目的

○ 障がいのある人のアートが持つ芸術性と可能性、価値を広く社会に広めてい
きます。 
○  アートを通じた障がいのある人の社会参画を支援していきます。 
○  現場で制作するアーティスト、サポーター同士のつながりを広げます。 
○ アーティスト、サポーターの表現活動に取り組む創作意欲が高まる取り組み
を行います。

実施日時 2019年2月9日(土)～17日(日)  11:00～19:00 最終日は18:30まで

実施場所 合人社ウェンディひと・まちプラザ　北棟4Fギャラリー

対象者 来場者　1,561名　　　協力者延べ約160名

実施内容

○ 今年度はプログラムが始まって通算18回目の開催でした。2016年度
から引き続き、広島市と協働で「広島市ピースアートプログラム アー
ト・ルネッサンス」として開催しました。 
○ 中国5県を中心に全国から作品を公募し、応募総数643点の中から入
選作品124点の作品を展示しました。 
○ アートサポーターと協働の形で運営し、作品の写真撮影や、広報、作
品展示・撤収、会期中の受付等、様々な場面で共に活動しました。 
○ 近年アート活動に取り組み始めた施設や学校、また各県の支援センタ
ーへ公募案内をすることで、新規で応募してくださる施設や、個人のア
ーティストの応募が増えました。 
○ オープニングセレモニーには、共催団体や協賛企業様から約20名の方
にご臨席いただき、その他の来場者約250名が集まりました。セレモニ
ー後には、入選アーティストによる作品解説を行い、創作に込められた
想いや裏話を聞かせていただきました。 
○ 特別招待展示として、大阪府の社会福祉法人ノーマライゼイション協
会西淡路希望の家の5名のアーティストの作品を展示しました。また、
施設長の丸山泰典氏、美術部スタッフの金武啓子氏をお招きし、アート
セミナーとギャラリートークを行いました。 
○ 開催に向け、多くの企業様に協賛をいただきました。また約60名の個
人の方に協賛いただきました。 
○ ヴィオラ奏者の沖田孝司さん・千春さんのロビーコンサートやまちづ
くりカフェプロジェクトさんによるコーヒーサービスなど、今年も作品
展を盛り上げるために多くのみなさんにご協力をいただきました。 
○ 作品展の関連企画として、入選作品を街中に展開する事業を行いました。
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3-1-1-2　幸せProducts.　＝まちづくりに関わる事業　 
【事業費：402,565円】 

社会の中にアートがある面白さを伝える機会を増やすためアートを取り入れた街中展開に力
を入れてきました。 

街中展開では、広島駅南口の展示スペースに、アートに積極的に取り組んでいる施設に作品
写真のパネルを展示してもらいました。「アート・ルネッサンス2019」の開催に合わせ、入選

作品による「安佐動物公園×アストラムライン」の広告の設置、ステッカーの製作、広島電鉄
株式会社様のご協力のもと内装にアート作品を施したラッピング電車の走行を行うなど、より

身近なところでアートに出会える取り組みをしました。 
そして新たに、ダイハツ広島販売株式会社の広島県内直営20店舗へのアートレンタルが始ま

りました。各地域ごとに地元アーティストの作品を飾るようにしました。定期的に作品の入れ

替えを行い、日常的に彼らのアートに出会い感じる機会を増やすことができました。

 

事業目的
○ 社会の中で障がいのある人のアートを普及させ、またアートの製品化を通し
て、障がいのある人の社会参画を促進します。 
○  アートをまちづくりに活かす取り組みを、ムーブメントとして高めます。 

実施日時 通年

実施場所

アストラムライン県庁前駅（広島市中区） 
広島駅南口エールエールA館内（広島市南区） 
広島電鉄路線（広島市内） 
ダイハツ広島販売株式会社 各店舗（広島県内） 
幸せProducts.事務局内

実施内容

⑴安佐動物園・アストラムラインとの協働で、「アート・ルネッサンス2019」
入選作品を使用し、アストラムライン県庁前駅通路の広告を掲示しました。 
⑵アート・ルネッサンス2019入選作品を使用した内装ラッピング電車の走行。 
⑶広島駅南口にある店舗、壁面の展示スペースに、他施設に協力いただきながら
作品パネルの展示を行いました。 
⑷アート・ルネッサンス2019入選作品を使用したアートステッカーを製作しま
した。 
⑸ダイハツ広島販売株式会社直営20店舗へのアートレンタルが始まりました。
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3-1-1-3　アートスペース（陶芸・絵画）　＝まちづくりに関わる事業   
【事業費：768,398円】 

3-1-1-4　アートサポートセンターひゅるる　＝まちづくりに関わる事業 
【事業費：8,477,585円】 

　広島県障害者芸術文化活動支援事業として、アートサポートセンターの運営を行いました。

今年度は、制作現場の支援として、創作の楽しさを体験してもらうことを目的にしたワーク
ショップ６回と支援者のスキルアップを目的にしたワークショップ２回を、県内の様々な地域
で実施しました。また、権利保護に関するセミナーを開催し、日々抱えている課題について参

加者を交えた意見交換をしました。相談支援は、窓口が定着してきたことで、わずかですが
アーティスト本人からの相談も入ってくるようになりました。美術分野では、独自で作品展を

開催する施設が増え、裾野の広がりを感じます。一方で舞台表現の分野では、体験の場をつく
るという一定の成果はありましたが、各地域での開催を望む声があることなどから、舞台表現

を身近に取り組むことや発表できる環境（オープンな場や支援する人）の不足を感じます。 
また、法人のアートによるまちづくり事業と協働し、まちづくりに関わる事業を実施しまし

た。アートの社会的関心が高まっている中で、アーティストの表現や思いを大切にしていくこ
とについて、様々場面で多くの人と一緒に考えていく必要を感じました。 

事業目的

○ 障がいのある人のアートを支援するノウハウと資源を活用し、アートに取り
組む環境を提供していきます。 
○  地域へ開かれたアート教室を開催し、制作環境を高めていきます。 
○  アーティストの発掘とアートの社会化を目指していきます。

実施日時 通年

実施場所 コミュニティほっとスペース　ぽんぽん

実施内容

⑴アートスペース（絵画）の実施。週2回、2教室。（1教室月4回）（利用者各
5名ずつ） 

⑵アートスペース（陶芸）外部講師を招き月2回実施。（利用者8名） 
⑶県内外の公募展に応募。アート・ルネッサンス2019、あいサポートアート展
に入選。その他、ボーダレスアート展、安芸太田町人権フェスタアート展に
出展。
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3-1-1-4-1　平成30年度広島県障害者芸術文化活動支援事業　＝まちづくりに関わる事業 
【事業費：7,743,023円】 

事業目的

○   障がい者芸術文化活動に関わる、活動基盤の充実・強化。 
○   アートに関する、相談窓口。 
○   今後の障がい者アートのあり方を考え、目標を共有します。 
○   障がいのある人、演劇関係者と共に行う演劇活動のサポート。

実施日時 2018年4月1日～2019年３月31日

実施場所 広島市東区民文化センター、広島市心身障害者福祉センター、川・森・文化交流センターほか

実施内容

⑴広島県アートサポートセンターひゅるるの運営 
広島県「平成30年度障害者芸術文化活動事業」を受託し実施。 
アドバイザー2名(兼務）を配置。 
⑵障がい者アートに関する普及・啓発と情報発信 
関係団体やイベント・セミナーにてパンフレットを配布。 
ホームページ、Facebookなどで情報を発信。 
年間発信数：ホームページ173件、Facebook191件 
アクセス数：ホームページ44,596件、Facebook 21,662件　　 
⑶障がい者アートに関する相談窓口 
電話、ホームページ、訪問、出張相談日（3回）を通して相談を受付、対応。(新規相談数：71件) 
⑷障がい者アートに関する人材育成事業　2019年2月17日（10:00~15:30) 
「障がいのある人のアート活動についての権利擁護セミナー」を開催（参加者　のべ27名） 
講師：ひとは福祉会理事長　寺尾文尚氏、弁護士　三浦友美氏、知的財産研究家　加藤直規氏 
⑸障がい者アートに関する創作活動支援（セミナー・ワークショップの開催全8回・指導者派遣４
件・講師派遣６件）舞台表現に関する取り組み（ワークショップ３回、舞台公演1作品3公演） 
●体験編：6回開催 
対象：障がいのある人、障がいのある人のアートを支援している人、興味のある人 
参加者：94人（障がいのある人　55人） 
●支援者向けのスキルアップ編：2回開催 
対象：障がいのある人のアートを支援している人 
参加者：18人 
●演劇ワークショップ　3回実施 
対象：演劇に興味のある人 
参加者：89人（障がいのある人　43人） 
●演劇公演　3公演 
対象：演劇ワークショップの参加者から希望を募る。 
参加人数：29人（障がいのある人　15人） 
稽古日数：10日　公演開催：2日間3公演 
入場者数：150名 

⑹ネットワークの強化 
支援者の情報交換の場作り 
体験ワークショップの講師による、情報交換・意見交換の会議 
アドバイザー（相談員）の積極的な訪問等 
全国連絡会議、中四国ブロック会議等への出席 
連携事業への協力　　など 

⑺発表の機会の創出 
小規模な作品展示・ライブアートの実施ー広島大学のシンポジウム 
あいサポートアート展、アート・ルネッサンスへの協力 
舞台表現分野　演劇の公演　
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3-1-2　地域・社会啓発にぎわいづくりプログラム　＝まちづくりに関わる事業 
【事業費：154,720円】 

3-1-3　地域協力プログラム　＝まちづくりに関わる事業 
【事業費：0円】 

今年度は、11月5日（日）「安佐南区民祭り」、11月11日（土）「さとうふれあい祭り」に
きっず組が参加しました。 

 

事業目的 啓発活動とあわせて、地域住民やボランティアとつながりを深めていきなが
ら、一緒に「ともに生きていく」地域づくりを目指します。

実施日時 通年

実施場所 NPO法人ひゅーるぽん

対象者 地域の人、日頃お世話になっている方々、ボランティア

実施内容

地域啓発活動 
(1)さくらまつり 
　日時：平成30年4月21日（土）11時～16時 
　場所：ひゅーるぽん敷地内 
　参加者：約100人 
　内容：ステージ、アートグッズ販売、ゲームコーナーなど 
(2)夏まつり 
　日時：平成30年8月24日（金）17時～20時 
　場所：ひゅーるぽん敷地内 
　参加者：約300人 
　内容：ステージ、飲食、アートグッズ販売、お化け屋敷、工作コーナーなど 
(3)もちつき 
　日時：平成30年12月15日（土）10時半～14時 
　場所：ひゅーるぽん敷地内 
　参加者：約100人 
　内容：もちつき、豚汁提供
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3-2　ボランティア育成プログラム　 
　　　＝ボランティアおよびボランティア団体の参加・育成支援、そのための助言に関わる事業 

【事業費：121,633円】 
 今年度、安佐南区社会福祉協議会と共催で行う予定だった、中学生・高校生を対象にした『夏

のボランティア体験プログラム』は、昨年7月に豪雨災害が発生したため、中止とし被災地支援
にあたりました。この活動には、関係団体、保護者・ご家族の方など多くの方々にご協力いた

だきました。 
　その他、昨年の『夏のボランティア体験プログラム』に参加した学生、アートサポーター、

GAP広島、崇徳高校インターアクトクラブなど、継続的にボランティアとして活動にいらっ
しゃる方も変わらず多くいらっしゃいます（のべ432名）。ボランティア経験者がその知り合
いや友達を連れてきてくださるケースもあります。このつながりをもっと広げていけるように

努めていきたいと思っています。 

3-2-1　ボランティアセンタープログラム　 
＝ボランティアおよびボランティア団体の参加・育成支援、そのための助言に関わる事業 

【事業費：68,599円】 

事業目的

○ ボランティアに関心のある人々を巻き込んでいきながら、学び・学びあいの
場を提供していきます。 
○ 私たちが展開する様々なプログラムに参加することを通じて、ボランティ
ア・市民活動について相互に学び合う場を作ります。

実施日時 通年

実施場所 NPO法人ひゅーるぽん

対象者 学生、企業など

実施内容
(1)各拠点の日常的な活動や、行事等へのボランティアの積極的な受け入れ 
(2)中学生～大学生の職場体験実習やボランティアの積極的な受け入れ 
(3)定期的なメールマガジンの配信による、活動の発信や行事の案内
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3-2-2　ボランティアコーディネーター養成講座　 
＝ボランティアおよびボランティア団体の参加・育成支援、そのための助言に関わる事業 

【事業費：5,000円】 

 

事業目的

○ ボランティアコーディネーターの知識を深めるとともに、実践力を身につけた
コーディネーターを育成することで、各団体におけるボランティア受け入れ資
質の向上と市民活動の充実を図ります。 
○ 広島の各現場で活動するコーディネーター同士が日常的につながることで、連
携によるコーディネートを可能にするとともに、協働によるまちづくり活動を
実施します。

実施日時 通年

実施場所 広島市総合福祉センター

対象者 ボランティア、施設、企業、団体など

実施内容

基礎編 
　○  実施日時：2019年2月23日（土）　10:00~16:00　　　　 
　○  実施場所：広島市総合福祉センター6階ボランティア研修室　参加者　10名 
　○  内　　容：「ボランティアコーデーネーターの役割とスキル」 
　○  講　　師：大阪ボランティア協会　椋木　美緒氏 
※昨年7月に起った西日本豪雨災害支援のため、基礎編の開催時期が予定よりも
遅くなり、応用編は行わなかった。 
※この事業は広島市社会福祉協議会との共催事業として実施しました。
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3-2-3　広島市災害ボランティア活動連絡調整会議プログラム  
        ＝緊急・災害時の支援に関わる事業 

【事業費：48,034円】 
　7月の広島県豪雨災害時に、以下のような支援活動を行いました。 
　　①安佐北区口田災害ボランティアセンターの運営支援 
　　②被災地でのボランティア活動 

　　　安佐北区白木町高南地区・井原地区、安佐北区狩留家地区、安佐北区口田５丁目地区 
　　③被災地の視察および打合せ 

　　　安佐北区口田地区・深川地区・白木地区（狩小川、井原、高南、三田方面） 
　　　安芸区（瀬野、畑賀、中野、矢野） 
　　④こどもに関する相談受付のチラシ配布 

　　　社会福祉士が各避難所、ボランティアセンターへ配布 
　　⑤義援金の募集 

　　⑥会議への参加 
　　　○広島市災害ボランティア調整会議 

　　　○広島市安佐北区社会福祉協議会災害ボランティアセンター会議 
　　⑦ナースの派遣 

　　　熊本キャンナス様のご協力により、森真由美様が現場で活動してくださいました。 
　　⑧車両の提供 

ダイハツ広島販売株式会社様より、被災地ボランティア活動に使用するための車両提供
を受けました。 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3-2-4　その他　講師・委員派遣　＝その他、本法人の目的を達成するために必要な事業 
【事業費：0円】 

事業目的 講師や委員の派遣、受け入れを通して、社会啓発、ボランティア・NPO活動
を推進するための社会基盤整備、まちづくりに関する提言を行います。

実施日時 通年

実施場所 広島県内および県外

実施内容

（委員派遣） 
広島市社会福祉審議会 
　全体会、子ども子育て専門部会、高齢福祉部会、地域共生社会実現計画 
広島市民生委員・児童委員に関する懇談会 
広島市災害ボランティア連絡調整会議 
広島市社会福祉協議会基金管理運営委員会 
広島市社会福祉協議会ボランティア情報センター運営委員会   
広島市社会福祉協議会理事会 
広島市社会福祉協議会地域福祉推進・活動拠点づくり助成事業 
全国児童発達支援協議会「放課後等デイサービスガイドラインを用いたサ
ービス提供の実態把握のための調査」（厚生労働省受託事業）研究員 
（役員協力） 
広島市社会福祉協議会理事 
広島市安佐南区社会福祉協議会評議員 
ひろしまNPOセンター理事 
コミュニティ未来創造基金評議員 
(講師派遣） 
比治山大学ボランティアワーク 
広島文化学園大学 
広島市立大学「市立大学塾」 
西区民生委員児童委員協議会研修会 
鈴が峰地区民生委員児童委員協議会研修会 
広島大学アートシンポジウム 
全国児童発達支援協議会東北ブロック研修 
東北北陸ブロック実践報告会（障害者アート分野） 
相談支援事業所セミナー 
地域共生社会フォーラム岡山 
（その他） 
アジア保健学院広島研修受け入れ 
沼田地区民生児童委員見学研修受け入れ 
広島県あいサポートアート展審査員 
など
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3-2-5 職場体験・実習生等の受け入れ =その他、本法人の目的を達成するために必要な事業  
【事業費：0円】 

  
⑴職場体験　　　　　　広島市立安佐中学校　　　　　　　　　　　　３名（  1日　） 

                                 広島市立城南中学校　　　　　　　　　　　　 2名（  1日　） 

⑵実習　　　　　　　　広島文化学園大学　　　音楽療法実習①　　　 8名（  6回　） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音楽療法実習②　　　 8名（  6回　） 

　　　　　　　　　　　県立広島大学　　　　　社会福祉実習　　　　 1名（15日間） 

　　　　　　　　　　　広島国際大学　　　　　社会福祉実習　　　　 1名（24日間） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育実習   　　　　　 1名（12日間） 

⑶インターンシップ　　県立広島商業高等学校　　　　　　　　　　　 1名（  3日間） 

⑷研修受入　　　　　　アジア保健研究所　　  インターン広島研修　21名（  1日　） 
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平成30年度　活動実績 

1.年間活動時間  7,273時間 

　【内訳】 

①運営に係わるプログラム　　　 会議日         133時間 

②コミュニティスペースプログラム　　 4,832時間 

  ■ひよこ組　　1,220時間 

  ■きっず組　　1,960時間 

  ■ぽんぽん　　1,476時間 

③まちづくりプログラム 2,471時間 

④ボランティア育成プログラム（災害支援活動含む） 189時間 

2.ボランティア年間活動参加のべ人数     432名 

 　■センター 196名 

 　■ぽんぽん 5名 

 　■まちづくり 185名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■災害支援　　　　  46名 

3.会員登録数 127名 

 　■正会員 　27名 

 　■賛助会員 100名 
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2018年度ご寄付一覧 （順不同／敬称略）

ご寄付 Hull Fan
宮田　朱里 江浜　遊亀子 高木　清子 江浜　遊亀子 迫谷　克利 久保木　晴一
金谷　信子 森脇　竜一 三登　陽子 松下　幸生 金谷　信子 佐野　直美
田辺　光夫 蜂谷　哲治 山本　博之 山本　和也 山内　正男 友重　順子
森貞　千鶴 木下　和子 渡部　朋子 竹本　春美 阿曽沼　武 中本　隆秀
ジョーダン　良子 鎌田　春生 川口　隆司 猪飼　亮 園山　司 宮庄　浩司
立花　淳一 長野　芳子 田中　辰也 柴田　純 斉藤　早苗 福本　宏
佐藤　僚介 松田　健 今井　紀明 中谷　允 下垣内　律子 井上　大輔
桂　大介 フジサワ　リョウタ 松坂　文憲 髙木　智 野津　英聖 沖　孝澄
イワサワ　ソウタ オマサ　ユウサク 浜田　美穂 橋本　太 門田　修 淺田　勲
ワタナベ　ハジメ サクマ　カオリ サイトウ　ナオコ 高田　裕司 岩崎　銀次郎 金子　涼一
岩崎　亮 田邊　尚世 稲田　正司 蜂谷　哲治 松広　恵美 稲田　豊
中山　裕子 イエイリ　カズマ 寺尾　文尚 森貞　千鶴 川口　町子 田中　建二
竹谷　彩子 松島　夏子 宮本　優作 石川　洋一 谷　博利
株式会社エクシス 株式会社BOAZ 正木　嘉明 山本　博之 山脇　慶子
広島市安佐北区可部地区民生委員・児童委員協議会 二森　恵美 渡部　朋子 赤木　志保
その他匿名寄付5件 松葉口　澄江 白石　勢 田中　智子

杉保　ちづる ジョーダン　良子 原田　憲
※以下指定寄付 吉廣　ゆかり 鎌田　春生 古川　勝利
【ぽんぽん】 門田　知之 上村　一相 松田　啓太
沼田組仏教婦人会連盟 天道　仁 程吉　由樹 金子　陽子
その他匿名寄付2件 西村　いづみ 西谷　辰子 田鍋　俊之

ヤッセルムハンマド 山崎　厚 田辺　光夫
【ひよこ組】 原　紀彰 桑原　正彦
門田　修 松広　恵美 山上　麻美 学校法人 崇徳学園 インターアクトクラブ
ひよこ組卒退園児保護者有志 超円寺

株式会社BOAZ
【きっず組】 その他匿名会員28件
藤原　照夫 松田　健

【まつり】 物品寄付金子　涼一
阿曽沼　祥子 カレンダー、フェルト

【アート・ルネッサンス協賛金】 奥田　浩久 果物
今田　直基 勢川　真樹 新　三千代 金子　涼一 遊具、絵本
蜂谷　哲治 中村　圭 坂本　牧子 ジョーダン　良子 遊具
シミヅ　リュウスケ モリオカ　リノ ハラダ　ツトム 門田　修 絵本
山肩　満徳 笹井　文絵 森原　大紀 迫谷　克利 遊具
猫田　久美子 林　健太郎 遊具
森田歯科医院 広島安佐ロータリークラブ 宮庄　浩司 遊具、絵本
司法書士法人 高尾事務所 坂本　だいすけ お茶
特定非営利活動法人 ANT-Hiroshima 中川　正宏 もち米、ノコギリ
株式会社BOAZ 株式会社NTTドコモ 中国支社 川口　町子 焼き芋用の芋
株式会社中電工 株式会社呉電子計算センター 野津　英聖 もち米
株式会社広島信用金庫 南田　義和 お茶
株式会社広島銀行 古市支店 渡邉　奈緒 絵本
株式会社アイランドオート 匿名 もち米、遊具、折り紙
株式会社インシストコーポレーション
ダイハツ広島販売株式会社
ホウコクホールディングス株式会社
ユニオンフォレスト株式会社
綜合エナジー株式会社
積水ハウス株式会社
広島トヨペット株式会社
その他匿名寄付8名

【災害ボランティア活動支援金】
武本　公次 岡本　哲司 古志　千代
蜂谷　啓介 門田　修 友重　順子
金子　涼一 蜂谷　哲治 宮本　昌也
山口　道子 阿曽沼　武 柴田　純
湯浅　真弓 園山　司 小野川　真紀
多久見　宗一郎
その他匿名寄付6件

【アートサポートセンターひゅるる】
森岡　梨乃 原田　勉 下垣内　光枝
堀内　仁奈 磯本　優子 大和　昭雄
大堀　久美子 空　律江 若林　美和
佐々木　恵理子 柴田　晴美
その他匿名寄付1件 ご支援ありがとうございました。


