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福知山市社会福祉協議会 検索

ご近助 出番 絆 ご当地実践∞ むげんだい 

～来て！見て！話して！いいとこどり～ 

きんじょ 

菟原下一自治会 スリーＡ 成仁にっこり会  サロン 

石原子育てサロン  親子わいわい広場 下川口地区福祉推進協議会 

　実践交流会が2月27日（土）舞鶴市中総合会館で行われ、福知山からは86名が参加、京都府内全体では
計600名ほどの方々に参加していただき、大盛況でした。 
　テーマに沿って、同志社大学准教授  永田 祐先生にご講演いただき、そのあと地域福祉活動交流の場
としてポスター展示を行いました。福知山からは19枚のポスターを出展しました。 
　この交流会に関すること（視察のご依頼等）ありましたら、社協までご連絡ください 
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補助金・助成金 
（53,342千円） 

尊厳の尊重と自立支援の 
仕組みづくり 

顔の見える市社協づくり 

参加と協働による 
福祉のまちづくり 

寄り添い支えあう 
こころづくり 

　日本全体の人口減少・超高齢社会の進展を背景に、福知山市でも単身世帯や夫婦のみの世帯が

増加し、家族形態に変化が見られる一方、郊外部や中心市街地で人口減少と高齢化が進むなど

地域社会も変容しつつあります。 

　このように家族と地域のつながりが変化する中、社会的孤立や生活困窮、格差の問題など、

これまで見えなかった福祉問題への対応が大きな課題となっています。 

　このため、住民とともに進めてきた地域の福祉活動をより充実させ、互いに支えあい、尊厳を

もって暮らし続ける地域づくりへの新規事業などに積極的に取り組みます。 

尊厳の尊重と自立支援の 
仕組みづくり 

●日常生活自立支援事業 
●成年後見事業 
●生活福祉資金貸付事業 
●あんしん・みらい事業 
●ケアマネージャー（居宅介護支援事業） 
●老人グループデイサービス事業 
●ホームヘルパー 
　（訪問介護事業・障害者自立支援事業） 
●訪問入浴サービス 
　（訪問介護事業・障害者自立支援事業） 
●介護用品販売事業 
●安心生活見守り事業（　p.3） 
●定期巡回・随時対応サービス（　p.3） 

顔の見える市社協づくり 
●広報活動の推進 
●地区担当制の充実 

安心生活パートナー事業 

参加と協働による 
福祉のまちづくり 

●地区福祉推進協議会との協働事業 
●ふれあいいきいきサロン事業 
●子育てファミリーサポート事業 
●ボランティアセンター運営事業 
●災害ボランティアセンター 
●外出支援事業 
●ささえあいパートナー事業（　p.3） 
●みんなで目くばり事業（　p.3） 
●生活困窮者フードバンク事業 
　～「もったいない」から「ありがとう」へ～ 

寄り添い支えあう 
こころづくり 

●交流遊具交付事業 
●ふれあい福祉相談事業 
●社会福祉体験学習 
●共同募金助成事業 
●ありがとう3行ポエム事業 

平成28年度 事業計画 
基本事項 
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4億91,798千円 社会福祉事業・公益事業 会計 

介護サービス事業 
（280,185千円） 

法人運営 
（87,917千円） 

受託金 
（38,300千円） 

前年度からの 
支払準備金他 
（43,867千円） 

障害者自立支援 
（18,939千円） 

会費（13,500千円） 

共同募金配分金 
（11,460千円） 

事業収入（11,453千円） 
寄付金（3,000千円） 

預金利息及び雜収入 
　　　　（1,846千円） 

事業活動外及び 
その他支出 
（66,466千円） 

地域福祉 
（23,368千円） 

障害福祉 
（15,615千円） 

児童・母子父子福祉 
（6,115千円） 高齢者福祉・障害者福祉 

（4,364千円） 

共同募金助成 
（4,119千円） 

ボランティア活動 
（2,134千円） 

広報活動（1,515千円） 

補助金・助成金 
（53,342千円） 
補助金・助成金 
（53,342千円） 

介護サービス事業 
（296,091千円） 

支出総額　491,798千円 収入総額　491,798千円 

尊厳の尊重と自立支援の 
仕組みづくり 

顔の見える市社協づくり 

参加と協働による 
福祉のまちづくり 

寄り添い支えあう 
こころづくり 

ちょっとした手助けがあれば安心して暮らせる人がたくさんおられます。 
助け上手、助けられ上手なまちをつくるために、あなたの『時間』と『あたたかい心』を提供してください。 
※会員登録・活動費が必要です。 

高齢者等と接することの多い民間事業者の皆さんが、そっと見守り、何か異変を感じたら社会福祉協議会
に連絡していただきます。もし、緊急性がある場合は、警察署や消防署に通報していただきます。 

地域にお住まいの高齢の方や特定疾患の
ある方が安心で安全な生活が送れるように、
24時間対応させていただく介護保険サー
ビスです。 
充実した介護と看護で暮らしを支えます。 

●安心生活見守り事業 ●定期巡回・随時対応サービス 

安心生活パートナー事業 安心生活パートナー事業 

【お問い合わせ先】本所・地域福祉課　TEL 25－3211・FAX 24－5282

【お問い合わせ先】 
　本所・介護支援課　TEL 23－1333・FAX 23－8555

【お問い合わせ先】 
　訪問オンコールセンター TEL 23－2711・FAX 23－2722

●ささえあいパートナー事業 ～ちょっとした困りごとを地域で支えあう～ 
話し相手がいない…　　　重い荷物の移動ができない… 
ゴミ出しができない…　　通院に付き添ってほしい… 

「いつもと違う」　「何かおかしいな」 

～つけてよかった緊急電話！  
　　ボタンひとつで安心生活始めてみませんか？～ 

～いつまでも安心して 
　　地域で暮らすために～ 

●みんなで目くばり事業 ～住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために～ 

ボタンひとつで緊急時に通報
でき、いつでも福祉に関する
ご相談に応じます。 
社協が365日見守ります。 

新規 

新規 

地域限定あり 



募金種別 

戸 別 募 金  

街頭・イベント募金 

法 人 募 金  

学 校 募 金  

職 域 募 金 

そ　の　他 

合　　計 

8,193,778 

208,020 

1,276,356 

37,138 

173,479 

298,378 

10,187,149

金　額（円） 

●●赤い羽根共同募金●● 

平成28年度に行われる 
事業に助成 

募金種別 

戸 別 募 金  

職 域 募 金 

そ　の　他 

合　　計 

4,502,055 

82,513 

89,184 

4,673,752

金　額（円） 

●●歳末たすけあい募金●● 

平成27年度に行われた
歳末行事等に助成 

平成27年度 共同募金の報告 

平成27年12月1日～12月31日 平成27年10月1日～12月31日 

次号にて、上記助成先の 
報告をさせていただきます。 

三和地区ひとり暮らし高齢者一斉訪問見守り事業 
（三和民児協・社協  共催） 

福知山市ボランティアセンター研修会 

子育てファミリー・サポート・センター 
研修＆交流会 

ボランティア入門講座 
3/8（火） 

3/3（木） 

3/10（木） 

3/14（月） 障害を理解する講座 

三和グループデイホーム家族交流会 
3/15（火）・18（金） 

3/4（金） 

次世代育成を目的に
公園の遊具等を交付
しています。 
自治会長さんから申請
をいただき、審査により、
交付を決定します。 
詳しくは、5月17日（火）
の自治会長会にて申請
のご案内をします。 
 
【お問い合わせ先】 
本所・地域福祉課 
担当：井上 
ＴＥＬ 25－3211 
ＦＡＸ 24－5282

巻き寿司をつくり、
地 域 の ひとり
暮らし高齢者等、
約280戸にお届け 

依頼・両方会員と一緒に、
飾り巻きずし『デコ
巻きペンギン』づくり 

ボランティア活動がさらに広がる
ことを目的として、手話や点字を
学ぶ講座を開催 

判断をする能力が十分でなくなっ
ても、安心して暮らすことができ
るよう専門職が制度利用等相談を
承ります。 
●6月より毎月第3木曜日 
　午後1時～3時 
●市民交流プラザ3階 
　市民交流活動室 

【お問い合わせ先】 
権利擁護センター　

担当：　倉
 

成年後見センター 
ＴＥＬ 25－3211・ＦＡＸ 24－5282

ボランティアさんより活動に
関するお話、施設の職員さん
より施設の紹介をしていただき、
グループにわかれて交流 

成年後見専門職相談会 
～将来への不安や心配を軽くしませんか？～ 

4回講座を開催します。 
詳細は、新聞等でお知らせします。 

老いじたくカレッジ 子育てファミリー・サポート・センター 交流遊具 
交付事業 

ふくちやま福祉会 
仲林氏が『障害の
ある方が豊かに
暮らしていける地域
づくり』をテーマに、
利用者さんの経験
談を含めたご講演 

利用者さん・ご家族
と一緒に、仮装を
して歌を歌ったり、
『なるこ』をつかった
音楽レクリエーション
で交流 

★“送迎サポート”開始！ 
〈例えば〉 
・保育園に迎えに行って自宅まで送ってほしい 
・学校に迎えに行って習いごとまで送ってほしい 等 
★サポートをしていただける協力会員募集！ 
預かるサポート、預かることは難しいが、送迎のみの
サポートならできる…等、あいている時間をつかって、
子育てファミリーのサポートをしてみませんか？ 
（有償ボランティアです） 
 
 
 
 
 
【お申し込み・お問い合わせ先】 
　福知山市ファミリー･サポート・センター 
　担当：井上（本所） 
　ＴＥＬ・ＦＡＸ  23－7573

～お願い～ 
★チャイルドシートを無料で譲っていただける方募集！ 
（送迎時のサポートに利用） 
ご連絡いただければ取りに伺います。 
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 寄付金 
大志万宣也（私市） 
山田義治（大江町三河） 
西山守（三和町大身） 
衣川より子（夜久野町板生） 
（株）両丹日日新聞社　 
高田實（三和町千束） 
大槻守衞（広峯町） 
桐村正昭（報恩寺） 
第18回はばたきフェスティバル実行委員会 
山路　子（土師宮町） 
 
 古切手 
日本キリスト教団福知山教会 
大槻守衞（広峯町） 
伊東惠美子（寺町） 
三井貞雄（末広町） 
福知山市ゲートボール協会 芦田津多恵 
南天田老人クラブ 
一成保育園 

石原老人クラブ 
前田塗料株式会社 
桐村重美（上新） 
三丹コピービューロー 
いきいきサロン草山和会 大槻昇 
小田井晃（猪崎） 
福知山市ジョギングクラブ 
福知山市立下六人部保育園 
福知山BGM福祉サービス 
ひまわり保育園 
（医）もみじヶ丘病院 
株式会社堀通信 
（株）福知山さく泉 
福知山郵便局 
盛岡和子（内記） 
衣川木材工業株式会社 
福知山支部猟友会 
上下新町新寿会 
京都丹の国農業協同組合 
 

 テレホンカード・図書カード・はがき 他 
福知山市ゲートボール協会 芦田津多恵 
一成保育園 
石原老人クラブ 
三丹コピービューロー 
いきいきサロン草山和会 大槻昇 
足立和夫（今安） 
大岩輝夫（東羽合） 
小田井晃（猪崎） 
ひまわり保育園 
株式会社堀通信 
福知山郵便局 
盛岡和子（内記） 
京都丹の国農業協同組合 
 
 物品（ペットボトルキャップ・タオル・布巾・石鹸・ベルマーク 他） 
大槻守衞（広峯町） 
いきいきサロン草山和会 大槻昇 
ひまわり保育園 

平成28年 
1月1日～3月31日 
（敬称略・受付順） 

【ご氏名・ご住所のみご紹介させていただきます】 

こちらの内容は、個人情報保護の為、 

ホームページへの掲載は自粛させていただきます。 

上記の他、個人の賛助会員さまに福祉活動の貴重な財源としてご支援いただきました。厚くお礼申し上げます。 
会費につきましては地域事業に活用させていただきます。本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

平成28年3月31日現在 
（敬称略・五十音順） 社協会費に、ご協力・ご参加ありがとうございました 社協会費に、ご協力・ご参加ありがとうございました 社協会費に、ご協力・ご参加ありがとうございました 

正会員（施設） 
あまづキッチン  
天津保育園  
あゆみ保育園  
安心サポートハウス岩戸  
五十鈴荘  
一成保育園  
岩戸ホーム  
菟原保育園  
えるむ  
長田野保育園  
金谷保育園  
上川口保育園  
上豊富保育園  
上六人部保育園  
上夜久野保育園  
ききょうの杜  
グリーンビラ夜久野  
ケアハウス三愛荘  
ケアハウスとだ  
げん鬼保育園  
小鳩保育園  
さつき保育園  
サポートハウスけいあい  
サンヒルズ紫豊館  
しあわせネットワーク  
下六人部保育園  
下夜久野保育園  
たんぽぽの家  
ちくもう  
鉄道弘済会福知山保育所  
特別養護老人ホーム三愛荘  
豊の郷  
ニコニコハウス  
にれの木園  
土師保育園  
花園保育園  
ひまわり保育園  

ふきのとう作業所  
福知山学園あまだ翠光園  
福知山学園おさだの翠光園  
福知山学園みわ翠光園  
福知山学園むとべ翠光園  
福知山共同作業所  
ふくちやま作業所  
福知山丹陽保育園  
みどり保育園  
みわの里  
三和保育園  
六人部晴風  
養護老人ホーム三愛荘  
わかば保育園 
 
正会員（団体） 
福知山市遺族会  
福知山市身体障害者団体連合会  
福知山市仏教会  
福知山市保育協会  
福知山市母子寡婦福祉会  
福知山市民生児童委員連盟  
福知山市連合婦人会  
福知山市老人クラブ連合会  
福知山地区更生保護女性会  
福知山地区保護司会  
福知山民間社会福祉施設連絡協議会 
327自治会 
 
賛助会員（法人） 
医療法人育成会  
医療法人社団大西内科医院  
一般社団法人長田野工業センター 
医療法人成仁会吉河医院  
一般社団法人福知山医師会  
一般財団法人福知山市体育協会  
医療法人社団福仁会古川医院  
医療法人松山内科循環器科医院  

上田自動車サービス工場  
株式会社ウエハラ イン・ザ・ルーム綾部店  
株式会社大嶋カーサービス  
株式会社オカムラ  
株式会社衣川組  
株式会社京都銀行福知山支店  
株式会社くさか  
株式会社コスモ  
株式会社丹新ビルサービス  
株式会社角木昭五園  
株式会社テレコムビジネス  
株式会社細見組  
株式会社堀通信  
株式会社前川太市商店  
株式会社ユニワーク  
株式会社両丹日日新聞社  
紀文  
京都北都信用金庫岡ノ町支店  
京都丹の国農業協同組合福知山支店  
公益社団法人福知山市シルバー人材センター  
公益財団法人福知山市都市緑化協会  
三丹コピービューロー  
サンネットワークリブ株式会社  
特定非営利活動法人人権の会しあわせネットワーク  
西垣内科医院  
日本製紙クレシア株式会社京都工場  
花吉本店  
冨士モータース  
福大商事株式会社  
福知山商工会議所  
弁護士法人つくし総合法律事務所  
村澤石油店  
有限会社伊藤モータース  
有限会社園福自動車工業  
有限会社藤本工業  
有限会社夜久野自動車整備工場 
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地域のつながり 地域のつながり 地域のつながり シリーズ 第3回 

社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会 

住所／〒620-0035  福知山市字内記10番地の18 
　　　　　　　　（福知山市総合福祉会館内） 

・地域福祉課、権利擁護センター 
　　　　　　（TEL.25－3211／FAX.24－5282） 
・介護支援課（TEL.23－1333／FAX.23－8555） 

■記事に関すること、その他お問い合わせは… 

　三 和 支 所（TEL.58－3713／FAX.58－3732） 
　夜久野支所（TEL.38－1200／FAX.38－1230） 
　大 江 支 所（TEL.56－0224／FAX.56－1654） 
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本所 

小牧ふれあいいきいきサロン 4月 
（金） 
1日 4月 

（土） 
9日 

　毎週金曜日に小牧公会堂にて、『野菜市』を 
メインに活動されています。 
　参加者さん一人ひとりが手づくりの野菜やこんにゃく
等食材を持ち込み、主に100円にて販売。そのほか、
季節に合った催しをしたり、道路沿いの花壇に花を
植えたりしながら、みんなで和やかな時間を過ごして
おられます。近所の人と違った野菜をつくったり、野菜
の時期をずらして栽培したり…参加者さんたちが日ごろ
から工夫をして生活しておられる素敵なサロンです 

個人ボランティア『ひでじろう』 

のこぎり・鼻笛演奏で地域活性化　 
演奏を通して、人が集える場づくり 

　倉 武田 井上 

宮本 竹内 

横田 

加藤 小林 足立 　津 

（敬称略） 

　災害・緊急時に使用する
ための視覚・聴覚障害者用
ビブスを製作しました。 
　人混みや暗闇の中で使用
して、視覚や聴覚障害の
あることを示すことで、
周囲の方が配慮・支援する
ことができます。お気軽に
ご連絡ください。 
【受け取り・お問い合わせ先】 
  福知山市社会福祉協議会 

今年度も、会長や常務理事とともに地区担当職員が地区福祉推進協議会の総会等に出席させていただきます。 
地域の生活課題について一緒に考えるため、いろんなところに出ていきますのでよろしくお願いします。 

視覚・聴覚障害者用ビブス 
～福知山市在住の障害のある方に無料配布中～ 

辻本 

視覚ビブス 

聴覚ビブス 

　視覚障害者協会綾部支部の
総会にて、『ほわーん♪ひゅ～♪』
と、やさしい音色が響きました。 
　ひでじろう（加藤 英雄）さんは、
定年後「微力ながらＵターンで
故郷へ恩返しできる生き方が
したい」という思いがあり農家
民宿と、のこぎり・鼻笛演奏ボラ
ンティアを始め、昭和歌謡や童謡、
クラシック曲などレパートリーは
約300曲。福祉施設や敬老会等の
イベントに、市内外問わず出演
しておられます。 

金山・雲原 金谷・三岳 中六人部・下六人部 上六人部・三和 雀部・成仁 佐賀・遷喬 

下川口・上川口 下豊富・上豊富 惇明・昭和 大正・庵我 上夜久野・下夜久野 中夜久野・大江 

竹本 

鼻笛 
New 
  York
New 
  York

わたしたちが地区担当職員です 
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