
ヒアリング調査結果 

 

１ 調査目的 

平成26年度に実施した、市内及び近郊で活動するＮＰＯ法人に対する基礎調査（ア

ンケート、ヒアリング調査）の補完として、調査以後に設立されたＮＰＯ法人の現在

の活動状況や課題､今後の展望などを調査し、市域全体がつながる仕組みを整えてい

くための基礎資料とする。 

 

２ 実施主体 

  廿日市市自治振興部協働推進課（廿日市市市民活動センター） 

 

３ 調査方法など 

方 法：訪問しての聞取調査 

時 期：平成28年9月～11月 

  対 象：廿日市市内に事務所を置き、平成27年度に設立したＮＰＯ法人 4団体 

 

４ 調査項目 

中間支援に対して求めるもの 

行政・地域との連携の可能性 

市民活動センターに対して求めるもの 

活動の状況や課題、今後の展望について 

 

５ 調査対象団体 

日本医療ソーシャルワーク研究会 

若者支援ネットはつかいち 

五師士会 

安芸自立支援センターはつかいち 

 

 



ＮＰＯ法人ヒアリング項目  

法人名称： 日本医療ソーシャルワーク研究会  

ヒアリング実施日： 平成 28年 11月 4日 

 

【ＮＰＯ法人の現状把握】 

広島県ホームページ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/npo/npo00522.html 

１．連携している団体と活動内

容（可能性も含む。） 

①ＮＰＯその他 

②地域自治組織 

（コミュニティ、町内会） 

③企業・事業所 

④教育機関 

⑤行政 

①日本医療ソーシャルワーク学会：研究・研修活動支援・学会大会支援等 

広島県医師会他：広島県民フォーラムでの寸劇、講演（研修事業） 

きのこ会：原爆小頭症患者に対する相談（相談事業） 

②地域とのつながりはまだない。事務所を昨年広島市から廿日市地区に移

転したばかりのため。 

 

④大学等教育機関：講演、書籍の出版（研修事業、出版事業） 

⑤広島市：広島市付属機関の委員など 

 

２．事務局体制 

専従職員、事務担当、会計担

当、企画・実施担当など 

理事長：村上須賀子 

事務担当：橋本朋美  

会計担当：森崎千晴 

３．資金確保 

①会費     

②自主事業収入 

③補助金、助成金 

④寄付金 

①会費収入：100,000円 

②事業収入：92,000円（研修事業；研修会支援） 

その他：1,595,382 円（収益事業；出版印税 から繰入） （27年度実績） 

収益事業として社会資源情報収集活動、研究・研修活動の成果を、毎年

『医療福祉総合ガイドブック』その他の書籍として出版をしている。 

 

４．将来したいこと、本来した

かったこと 

 

対人援助職の実践力アップのための研修の実施。主に地域包括ケアシステ

ム構築のための、要になる人々（医療ソーシャルワーカー、ケアマネージ

ャー、地域生活コーディネーターなど）の実践力アップの研修事業を進め

たい。具体的には公開講座、ワークショップなどの実施。 

今後は、施設、病院内ではなく地域で療養生活を続ける時代になる。その

ため、地域での幅広いケアの力の強化のために役立ちたい。 

 

【地域づくりを推進していくうえでＮＰＯ法人が持つ可能性の把握】 

５．地域で活動できる内容 

 

 

 

６．地域に求めること、地域か

らアプローチしてほしいこと 

 

７．具体的に協働したい取組み

や事業、タッグを組みたい相手 

 

当面、映画の鑑賞会など、できるところから活動を始めている。 

老齢、障害、医療、教育など幅広い分野のソーシャルワーカーの研修目的

のため「対人援助職の塾」を始めている。 

 

ＮＰＯ法人同士の交流会の開催をしてほしい。互いを知り合う機会がない。 

 

 

地域のことがわからないため協働する相手もわからない。 
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【行政との連携の可能性】 

８．行政と連携・協働できるこ

と、したいこと 

 

地方創生交付金を活用した、地方創生推進人材の育成・研修など、広域的

な取組みによる「小さな拠点」の形成をしていきたい。広島市に、地方創

生交付金を活用した事業の実施を投げかけている。廿日市市でもかかわり

あえないかと考えている。 

 

９．行政に PR したいこと 

（得意なこと、活動の特長） 

広島市の社会福祉審議会、懇話会等の委員になっている。 

・ 社会福祉法人設立認可等審査会 

・ 広島市地域包括支援センター運営協議会 

・ 広島市地域密着型サービス運営懇談会 

・ 広島市介護保険事業運営懇談会 

・ 広島県社会福祉審議会  

・ 広島市災害弔慰金にかかる意見聴取会 など 

 

１０．困っていること、支援し

てほしいこと 

まだ、地域の連携相手がわからない。 

 

【その他】 

認知徘徊の模擬訓練について 

 

 

認知徘徊について、大牟田市で実施されている「認知症ＳＯＳネットワー

ク模擬訓練」はとてもよい事例 

日本医療ソーシャルワーク研究会のネットワークで、全国的な先駆的実践

の紹介が可能 

 

 



ＮＰＯ法人ヒアリング項目  

法人名称： 若者支援ネットはつかいち  

ヒアリング実施日：平成 28年 9月 1日 

 

【ＮＰＯ法人の現状把握】 

広島県ホームページ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/npo/npo00524.html 

１．連携している団体と活動内

容（可能性も含む。） 

①ＮＰＯ 

②地域自治組織 

（コミュニティ、町内会） 

③企業・事業所 

④教育機関 

⑤行政 

 

①「ヒューマン支援ネットはつかいち」とは、今後連携し、事業を行って

いきたいと考えている。（学習支援を 12月から始める） 

②特になし。 

③農業振興事業では、農家の方にお世話になっている。将来的には駅通り

商店街に収穫した野菜を卸し、イベントの開催がしたい。駅通り商店会に

まだ加入できていない。商工会議所とは、まちゼミで講師をするなどつな

がりがある。 

④特につながりはないが、今後つながりを持っていけたら良いと考えてい

る。小・中学生の支援では、教育委員会が関門なので、どうつながりを持

てるか模索中 

⑤生活福祉課のはつかいち生活支援センターに何度かお世話になってい

る。社協とも関わりを持っている。 

 

２．事務局体制 

専従職員、事務担当、会計担

当、企画・実施担当など 

 

理事長が全ての事務を担当している。ＮＰＯを立ち上げる前からの課題だ

が、一緒に頑張ってくれる同志がいない。全てを担当するのは大変だと感

じているが、今後体制を整えていきたい。担当を分けるにしても、若者支

援に理解のある人が少なく、人材の選定が難しい。組織としての運営に若

干の不安がある。 

３．資金確保 

①会費 

②自主事業収入 

③補助金、助成金 

④寄付金 

①会費は、正会員 3,000円  

①会費は、法人賛助会員 10,000円  

①会費は、個人賛助会員 5,000円 

②0円 

 

４．将来したいこと、本来した

かったこと 

 

 

ニート、ひきこもりと呼ばれる状況の人たちは、関わりたくない人と関わ

らない生活をしている。１億総活躍社会を目指すと国が言っている中で、

彼らの個性を生かしきれていない。昨年「まちゼミ」で実施したコミュニ

ケーション講座に、継続して来てくれている人がいることから思うのは、

似た様な経験がある人が、新しく来た人の話を聞いてあげられるようにな

ったり、支援できるようになったりすると、もっと広がりがでると信じて

いる。少しずつ、1人ずつ元気になってもらいたい。 

今はできることが限られているが、若者の自立支援にむけて、家に居ても

できるメニューはないか、来春に向けて考えてみたい。 

農業振興事業での農家の困りごととして、イノシシなどの害獣被害がある。

ハウスや畑に入ってきて農作物を荒らすので、、駆除する手伝いをしたい。

その後は、ジビエとして地域の飲食店などに提供できればと考えている。 
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【地域づくりを推進していくうえでＮＰＯ法人が持つ可能性の把握】 

５．地域で活動できる内容 

６．地域に求めること、地域か

らアプローチしてほしいこと 

 

７．具体的に協働したい取組み

や事業、タッグを組みたい相手 

 

５．地域での活動は、今すぐには難しいと考えている。 

 

 

【行政との連携の可能性】 

８．行政と連携・協働できるこ

と、したいこと 

ニート、ひきこもりの問題は現在なっている人もだが、なりそうな可能性

を秘めている予備軍も多く、課題が表面化してない部分がある。実態調査

などして課題に目を向けてほしい。 

 

９．行政に PR したいこと 

（得意なこと、活動の特長） 

 

１０．困っていること、支援し

てほしいこと 

支持してくれる人はいるが、正会員になってくれる人、手伝ってくれる人

がいない。2 ヶ月ほど臨時的に人を雇ったが、非効率であると感じた。事

務・会計は大変だが、人を雇うと生産性が低い。 

 

 



ＮＰＯ法人ヒアリング項目  

法人名称： 廿日市市五師士会 

ヒアリング実施日： 平成 28年 9月 8日 

 

【ＮＰＯ法人の現状把握】 

広島県ホームページ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/npo/npo00528.html 

１．連携している団体と活動内

容（可能性も含む。） 

①ＮＰＯ 

②地域自治組織（コミュニティ、

町内会） 

③企業・事業所 

④教育機関 

⑤行政 

 

②サロンの主催者の方、地域自治組織        

③社会福祉協議会 

⑤地域包括支援センター、民生委員、高齢介護課（包括ケア推進係） 

 

※医療・保健・福祉以外の分野や企業との連携はない。 

五師士会自体が、多職種の協働・交流の場となっている。 

２．事務局体制 

専従職員、事務担当、会計担

当、企画・実施担当など 

 

佐伯地区医師会の中に事務局を置いている。 

３．資金確保 

①会費 

②自主事業収入 

③補助金、助成金 

④寄付金 

①会費収入 約 700,000円（500円×会員数） 

②なし 

③地域ケアネットワーク推進事業 

「ちょっとひと息医療とふくしの相談室」補助金 

 「在宅医療介護連携推進事業」委託料＝地域包括ケアシステムの構築 

 

４．将来したいこと、本来した

かったこと 

 

会員同士の親睦を深めつつ、保健・医療・福祉にかかわる専門職が協働し

て、廿日市市民が安心して暮らせるまちづくりのために貢献ができればと

考える。 

 

【地域づくりを推進していくうえでＮＰＯ法人が持つ可能性の把握】 

５．地域で活動できる内容 

６．地域に求めること、地域か

らアプローチしてほしいこと 

７．どんな主体から声をかけて

もらいたいか 

 

相談事業や委託事業等を通して地域住民と専門職が触れ合う機会がある。

今後も活動を続けながら顔の見える関係を作り、少しずつ広く意見や要望

を吸い上げて前進していきたい。 

 

 

【必要な環境整備】 

６．中間支援機能に対して求め

るもの 

７．ズバリ廿日市市市民活動セ

ンターに求めるもの 

地域貢献活動保険でもお世話になっており、研修会にも参加した。 

将来的には、他の所属団体の方とも一緒に何かできる機会があれば良い。 
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【その他】 

五師士会 平成 17 年に発足して 11 年が経過し、今年度の会員数は約 1,430 名となっ

た。 

当初は、医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会・福祉士会の 5 団体で

設立したが、現在はリハビリ士会（理学療法士会・作業療法士会・言語聴

覚士会）・介護支援専門員連絡協議会・栄養士会が加わり 8 団体が所属し

ている。 

 

ちょっとひと息医療とふくしの

相談室 

平成 23年度広島県地域ケア体制モデル事業を五師士会が受託し、地域包括

支援センターと共催でこの相談室を開設した。当初は中央市民センターの

みでの開催だったが、次年度からは市の補助金事業として継続し、月 2回、

市内の市民センター等を中心に 20ヶ所で実施している。 

参加者数は回によってまちまちである。たくさん来てもらうことより、こ

ういう場があることを知ってもらい、一人でも悩みを相談して良かったと

思ってもらいたいという気持ちが強い。 

ミニ講座のあと、専門職 10名がそれぞれの専門分野の相談を受ける。 

H２８年度から新たに宮島と吉和で開催する。 

民生委員に相談を持ちかけられることもある。 

 

広報 年に 2回広報紙を発行 

本年度、ＨＰ開設の準備 

 

研修会・勉強会等 ○専門職向けの内部研修会の開催 

○地域向け研修会の開催 

・アドバンス・ケア・プランニングの啓発普及として、地域向けの講演を

している。人生や生命にかかわることも、医師が話すことでより理解が深

まることがある。 

・相談室の中で、専門職による地域住民向けのミニ講座を開催している。 

○ケアマネージャー 

・ケアマネージャーの対応により、介護保険利用者の幸福度が左右される。

“色んなカードを持ち合わせたケアマネ”を育成したい。 

 

 



ＮＰＯ法人ヒアリング項目  

法人名称：安芸自立支援センターはつかいち 

ヒアリング実施日： 平成 28年 9月 15日 

 

【ＮＰＯ法人の現状把握】 

広島県ホームページ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/npo/npo00532.html 

１．連携している団体と活動内

容（可能性も含む。） 

①ＮＰＯ 

②地域自治組織（コミュニティ、

町内会） 

③企業・事業所 

④教育機関  

⑤行政 

 

廿日市市社会福祉協議会 

広島市のＮＰＯ（自立支援の全国組織のつながりから） 

同じ園芸関係の団体 

２．事務局体制 

専従職員、事務担当、会計担

当、企画・実施担当など 

 

専任職員はいない。 

３．資金確保 

①会費 

②自主事業収入 

③補助金、助成金 

④寄付金 

お金の動きは今のところない。 

４．将来したいこと、本来した

かったこと 

 

 

個人的にくさのみ福祉会の理事をしている。ずっと見てきた中で、障がい

のある人の受け皿を作る必要があると感じた。 

就労継続支援Ｂ型では本当の意味での雇用にならないので、Ａ型就労継続

支援にしたかった。しかし、「社協に事業のノウハウがない」、「設備投資に

費用がかかる」、「行政の仕組みが整っていない」、というような理由から実

施できていない。また、就労支援の仕組みを整えるためには、本業を軌道

に乗せる必要がある。 

 

 

【地域づくりを推進していくうえでＮＰＯ法人が持つ可能性の把握】 

５．地域で活動できる内容 

６．地域に求めること、地域か

らアプローチしてほしいこと 

７．どんな主体から声をかけて

もらいたいか 
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【必要な環境整備】 

６．中間支援機能に対して求め

るもの 

７．ズバリ廿日市市市民活動セ

ンターに求めるもの 

 

◆市民活動センターには「佐方獅子舞」や「造園緑化建設業協会」を登録

している。今までどおりのサポートで良いと思う。 

◆市民活動センターからの情報発信ができているようで、できていないよ

うに思う。センターに行かないと分からない情報があるように思う。 

◆志を持った人たちの活動を下支えしてほしい。 

◆ＮＰＯの経理や税務について、税理士や税務署職員などに話を聞きたい。 

 

 

【その他】 

立ち上げまでの経緯 これまでボランティア的な業務が多かったので、この仕事をＮＰＯ化して

はどうかと思い立ち上げたが、ＮＰＯを維持することに追われている。 

また、個人的にくさのみ福祉会の理事をしてきた中で、障がいのある人の

雇用の場となるような受け皿を作る必要があると感じた。 

 

課題・問題点 ◆雇用契約を結ぶ関係であっても、相手はあくまでも「利用者」という位

置づけ。「利用者」が必ずしも毎日出勤してくれるという保証がないので、

事業継続が不安定 

◆「利用者」には、Ａ型就労支援の就労体験なども提案していきたいし、

特別支援学校からの受け入れも考えている。 

◆実際に「利用者」を受け入れる体制を整えようとすると、「有資格者」を

配置する必要があるが、費用がかかる。一方、ＮＰＯ職員が資格をとるこ

とも難しい（施設での実務経験○年などが、資格取得の要件になっている

ので、まず取得できない）利用者を受け入れるには、利用者の特性を見極

める必要があるが、それには有資格者の判断が必要 

◆Ａ型就労支援の利用者のあてもあまりない。Ｂ型ならできる人はちらほ

らいる。 

 

当面の活動 ボランティアのレベルでの動きはしていきたい。 

 


