
表彰作品
は

こちら
　３月６日（土）、市内５会場で、「福知山市の地域福祉を考える会」を開催しました。コロナ禍の中

でも“地域のつながりを切らさない”ために様々な小地域福祉活動をされている活動者など、５会場

合わせて約160名の皆さんにご参加いただきました。社会福祉法人大樹会の五嶋仁さんによる基調

講演や上六人部地区福祉推進協議会・ボランティアグループ「絆」・ボランティアなごみの３団体の

代表の方による実践報告に続いて参加者同士の意見交換・交流を行い、今後の小地域福祉活動への

機運を高め合うことができました。

　社協では、今後も“人と人とがたくさん関わり合える”地域づくりを支えていきます。これからも

一緒に力を合わせましょう!!

福知山市の地域福祉を考える会
　～コロナ禍における地域福祉活動について考える～

三和地区ひとり暮らし高齢者一斉訪問見守り事業

手作り防護服をご寄贈いただきました 肢体障害者のつどい事業～パステルアート体験～

ひとり親家庭に支援のお米

　昨年は、新型コロナウイルスの影響で、様々な行事
等が次々と中止になり、人と人とが関わり合うことが
難しい状況が続きました。しかし、地域福祉活動にお
いては、つながりを絶やさないように様々な工夫を凝
らして、地域の方々が知恵を出し合い、活動を継続さ
れていた姿がありました。
　社協では、その活動の軌跡を写真展という形で広く
皆さんに知っていただくとともに、「自分たちの地域
は、コロナ禍の中こうやってつながってきた」という、
それぞれの活動にある誇りや思いを広げたいと考え、
地域福祉活動写真展を実施しました。

　87団体から、約200枚の写真が集まり、３月８日～14日
までの期間、総合福祉会館にて展示をしました。約280
名の方々にご来場いただき、今後の地域福祉活動への機
運を高めていただきました。ご協力いただいた皆さん、
ご来場いただいた皆さん、ありがとうございました！
　また、今回の写真展では、ご来場いただいた皆さんに
投票をしていただき、多くの得票を得た作品を表彰しま
した。表彰させていただいた作品は、社協ホームページ
にて公開していますので、ぜひご覧ください。
　これからも皆さん一緒に
地域福祉活動を盛り上げて
いきましょう!!

～コロナに負けない地域の力がたくさん集まりました !! ～
地域福祉活動写真展を開催!

　民生児童委員の皆さんと
一緒に、三和地域のひとり
暮らし高齢者のお宅を訪問
しました。日常生活の中での
「お困りごと聞きとりアン
ケート」も実施しました。

　京ほたる会の皆さんより、ひとり
親支援のお米をお預かりしました。
福知山成美高校生を含むボランティ
アの皆さんに仕分けをお世話にな
り、福知山市父子会・福知山市母子
寡婦福祉会を通じて各家庭にお届け
いただきました。

　ボランティアグループ
「絆」の皆さんの思いが
こもった手作り防護服
500枚をご寄贈いただき
ました。（累計1,000枚）
　この防護服は、今後の
コロナ対策の備えとして
市内の福祉施設へお届け
する予定です。

　参加者の皆さんが
自宅で制作されたパ
ステルアートと作品
に寄せる思いを作品
集にして、互いに励
まし合うメッセージ
等とともに参加者同
士で交換しました。

地域のつながり シリーズ　第20回

３/５㈮

3/10㈬～ 3/13㈯ ２/10㈬

２月～３月
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■ 記事に関すること、その他お問い合わせは…

広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金を活用し、
制作しています。

社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会
▶本所・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）

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）

▶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）

ブログも

　見てね
!

【お問い合わせ】権利擁護センター
TEL 0773-25-3211　FAX 0773-24-5282

生活福祉資金コロナ（特例）貸付の申請受付延長

令和３年６月30日まで申請受付
　新型コロナウイルス感染症の営業で休業や失業などにより
生活資金でお悩みの方に向けた、緊急小口資金などの特例貸
付を実施しています。　　　　　※貸付には審査があります。



安心生活見守り事業（24時間対応
緊急発信装置の設置、緊急時の身
元確認用キーホルダーの配付）

あんしん・みらい事業（契約による福祉サービ
スの提供、老いじたくカレッジの開催など）

参加と協働による福祉のまちづくり

尊厳の尊重と自立支援のしくみづくり

令和３年度

権利擁護体制の充実

地区福祉推進協議会の活動の支援 ちょっとした困りごとを支え合うしくみづくり ボランティア活動の支援・普及

高齢者や障害のある方等の交流の促進 災害ボランティアセンターの運営 防災ネットワークづくり

関係機関等と連携した
総合相談支援体制づくり ふれあい福祉相談の実施 広報活動の充実

住民との協働による生活困窮者支援 在宅福祉サービスの充実

　福知山市社会福祉協議会では、第３次地域福祉活動計画に基づき、 社会状況の変化に対応

しながら、生活課題を抱える方への切れ目のない相談支援体制づくりや、生きづらさを抱え

る方の居場所づくりをはじめ、地域福祉の諸活動を、地域や各関係機関・団体と連携・協働

して推進してまいります。

みんなでつくる共に幸せを生きるまち

ふくちやま
誰もが安心して暮らせる 共に支え合える地域をめざして

令和３年度 福知山市社会福祉協議会の取組み

寄り添い、支え 愛 あふれるこころづくり

福祉教育の推進 ふれあいいきいきサロンの支援

福祉講座の開催 見守り活動の充実

共同募金運動の推進

居場所づくりの支援

信頼される組織づくり

収入総額 481,480千円 支出総額 481,480千円

前年度からの
支払準備金他
（84,886千円）

受託金
（27,024千円）

障害者自立支援
（23,407千円）

会費（13,187千円）

事業収入（4,636千円）

寄付金（1,500千円）

その他収入（3,000千円）

預金利息及び雑収入
　　　　（863千円）

補助金・助成金
（54,608千円）

介護サービス事業
（268,369千円）

介護サービス事業
（264,815千円）

法人運営
（79,399千円）

公益事業及びその他支出
（92,456千円）

障害者自立支援
（21,132千円）

地域福祉（17,685千円）

高齢者福祉・障害者福祉
（1,704千円）

ボランティア活動
　　（1,605千円）

広報活動（2,684千円）

社会福祉事業・公益事業 会計

4億8,148万円
前年度比
1.04%増

2,031万4千円増
※詳細は社協ホームページをご覧ください。

事 業 予 算

　事業運営の透明性の向上と、積極
的に地域へ出向くことで、地域福祉
活動を推進していきます。
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正会員【社会福祉事業者】　　　　　
あっとホームらく楽　
五十鈴荘　
えるむ　
大江作業所　　　
ききょうの杜　　　
グリーンビラ夜久野
ケアハウス三愛荘
サンヒルズ紫豊館
たんぽぽの家
ちくもう
ニコニコハウス
にれの木園
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
みわの里
六人部晴風
軽費老人ホーム 安心サポートハウス岩戸
軽費老人ホーム サポートハウスけいあい
障害者支援施設 京都サポートセンター
特別養護老人ホーム 岩戸ホーム
特別養護老人ホーム 三愛荘
養護老人ホーム 三愛荘
社会福祉法人 しあわせネットワーク

正会員【保育園・こども園】
天津保育園
あゆみ保育園
一成保育園
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
下夜久野保育園
げん鬼保育園
小鳩保育園
さつきこども園
下六人部保育園
土師保育園
花園保育園
ひまわりこども園
福知山丹陽こども園
福知山認定こども園
みどり保育園
三和保育園
わかばこども園

正会費【団体】
市内各自治会
一般社団法人 長田野工業センター
一般社団法人 福知山医師会
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
福知山商工会議所
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

賛助会員【事業所・団体】
味工房
芦田商事株式会社
一般財団法人 福知山市スポーツ協会
医療法人社団 大西内科医院
医療法人 松山内科循環器科医院
炭火やきとり えばら屋
株式会社 大嶋カーサービス
株式会社 オカムラ
オリックスレンタカー福知山店
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 タカギ印刷
株式会社 丹新ビルサービス
株式会社 テレコムビジネス
株式会社 福知山中央保険事務所
株式会社 報国堂
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 ヨネダ
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
公益財団法人 福知山市都市緑化協会
公益社団法人 福知山市シルバー人材センター
三丹コピービューロー
清水印刷
西垣内科医院
ヒトミ衣料株式会社
福大商事株式会社
福知山公立大学
福知山市社会福祉協議会 役職員一同
福知山市役所 職員一同
福知山都市ガス株式会社
福知山内記郵便局
冨士モータース
弁護士法人 つくし総合法律事務所
前田・福多共同企業体
村上商事株式会社
有限会社 今川石油
有限会社 藤本工業
レストラン あじくら

賛助会員【個人】
西沢久隆

申請に関わる様式等は、社協の窓口で配布しています。
また、社協ホームページの共同募金ページよりダウンロードできます。

申請の条件
　●　事業実施団体の管理・運営費ではなく、福祉事業に直接活用するものであること
　●　助成金の使途が明確であること
　●　共同募金運動への協力と周知を行うことなど

【 助成対象事業の例 】
　●　地域の見守り活動　　　●　居場所づくり活動

　●　高齢者や障害のある方、育児中の家庭など日常生

活に不安を抱えている方への支援活動

　●　地域の様々な人が交流する福祉イベントなど

共同募金 令和２年度 募金額報告（令和3年3月29日現在）

4，279，475円
　令和２年度も多くの市民の皆さんにご協力いただきました。お寄せいただいた募金は、公募により
令和２年度・３年度に実施される地域福祉活動に配分させていただきます。ありがとうございました。

皆さんの地域福祉活動に共同募金助成金を活用してみませんか

年末・年始福祉活動、 青少年が行う
チャリティーイベントなどの活動

高齢者福祉活動 障害のある方の
福祉活動

児童・青少年
福祉活動

課題を抱える方を
支える活動

住民全般の
福祉活動

手話広めたい話し隊
令和２年11月23日㈪　親子手話教室

活用
事例

令和３年度 実施事業 令和４年度 実施事業

令和３年６月10日㈭～ 令和３年８月31日㈫※必着
【申請時　提出書類】実施申請書 、 実施計画書 、 収支予算書

※社協の窓口または郵送にて提出してください。

プレゼンテーション・審査会　令和３年10月～ 11月頃　予定

助 成 の 決 定　　　　令和３年12月頃　予定

【令和３年度　実施事業】として

令和３年12月頃　交付予定
【令和４年度　実施事業】として

令和４年６月頃　交付予定

事業終了後、領収書と広報に活用可能な写真等を添付した報告書を提出

歳末たすけあい募金

9，172，305円

歳　　末 一　　般
申　請

申　請

決定通知

助成金
交付

報　告
両丹日日新聞社愛の寄金
羽上田君夫（夜久野町直見）
匿名の方

福知山ジョギングクラブ
京都農協福知山支店
大槻守衞（広峯町）
株式会社 栄光サービスセンター
白髭明夫（東岡町）
岡ノ上老人クラブ

中川薬局
株式会社 スリーエス
NPO法人 福知山BGM福祉サービス
荒木澄子（内記）
土田康輔（天田）
サロン お茶飲み会
石原老人クラブ
大池坂若葉会
中島良之助（夜久野町直見）
小林忠機（上篠尾）
ホームセンター福知山ハウジング荒河店
南天田老人クラブ
グリーンビラ夜久野　
竹下勉（天田）

金谷地区福祉推進協議会
松山牧子（内記）
大身老人会
福知山市立下六人部保育園
中澤良効堂薬品㈱
ひまわりこども園
京都丹の国農業協同組合
長谷川義弘（正明寺）
井口和子（内記）
吉良淳子（前田新町）
山本恵子（堀）
蘆田照代（荒河）
匿名の方　３名

令和３年１月１日～３月20日
（敬称略・受付順）

令和３年３月31日現在
（敬称略・50音順）

善意の寄付 ありがとうございました

社協会員のご紹介

寄 付 金

古切手・テレホンカード・はがき
タオル・ベルマーク・他 物品

お名前・ご住所のみご紹介させていただきます

福祉活動の貴重な財源としてご支援いただき、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

共同募金
ページは

こちら
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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。



表彰作品
は

こちら
　３月６日（土）、市内５会場で、「福知山市の地域福祉を考える会」を開催しました。コロナ禍の中

でも“地域のつながりを切らさない”ために様々な小地域福祉活動をされている活動者など、５会場

合わせて約160名の皆さんにご参加いただきました。社会福祉法人大樹会の五嶋仁さんによる基調

講演や上六人部地区福祉推進協議会・ボランティアグループ「絆」・ボランティアなごみの３団体の

代表の方による実践報告に続いて参加者同士の意見交換・交流を行い、今後の小地域福祉活動への

機運を高め合うことができました。

　社協では、今後も“人と人とがたくさん関わり合える”地域づくりを支えていきます。これからも

一緒に力を合わせましょう!!

福知山市の地域福祉を考える会
　～コロナ禍における地域福祉活動について考える～

三和地区ひとり暮らし高齢者一斉訪問見守り事業

手作り防護服をご寄贈いただきました 肢体障害者のつどい事業～パステルアート体験～

ひとり親家庭に支援のお米

　昨年は、新型コロナウイルスの影響で、様々な行事
等が次々と中止になり、人と人とが関わり合うことが
難しい状況が続きました。しかし、地域福祉活動にお
いては、つながりを絶やさないように様々な工夫を凝
らして、地域の方々が知恵を出し合い、活動を継続さ
れていた姿がありました。
　社協では、その活動の軌跡を写真展という形で広く
皆さんに知っていただくとともに、「自分たちの地域
は、コロナ禍の中こうやってつながってきた」という、
それぞれの活動にある誇りや思いを広げたいと考え、
地域福祉活動写真展を実施しました。

　87団体から、約200枚の写真が集まり、３月８日～14日
までの期間、総合福祉会館にて展示をしました。約280
名の方々にご来場いただき、今後の地域福祉活動への機
運を高めていただきました。ご協力いただいた皆さん、
ご来場いただいた皆さん、ありがとうございました！
　また、今回の写真展では、ご来場いただいた皆さんに
投票をしていただき、多くの得票を得た作品を表彰しま
した。表彰させていただいた作品は、社協ホームページ
にて公開していますので、ぜひご覧ください。
　これからも皆さん一緒に
地域福祉活動を盛り上げて
いきましょう!!

～コロナに負けない地域の力がたくさん集まりました !! ～
地域福祉活動写真展を開催!

　民生児童委員の皆さんと
一緒に、三和地域のひとり
暮らし高齢者のお宅を訪問
しました。日常生活の中での
「お困りごと聞きとりアン
ケート」も実施しました。

　京ほたる会の皆さんより、ひとり
親支援のお米をお預かりしました。
福知山成美高校生を含むボランティ
アの皆さんに仕分けをお世話にな
り、福知山市父子会・福知山市母子
寡婦福祉会を通じて各家庭にお届け
いただきました。

　ボランティアグループ
「絆」の皆さんの思いが
こもった手作り防護服
500枚をご寄贈いただき
ました。（累計1,000枚）
　この防護服は、今後の
コロナ対策の備えとして
市内の福祉施設へお届け
する予定です。

　参加者の皆さんが
自宅で制作されたパ
ステルアートと作品
に寄せる思いを作品
集にして、互いに励
まし合うメッセージ
等とともに参加者同
士で交換しました。

地域のつながり シリーズ　第20回

３/５㈮

3/10㈬～ 3/13㈯ ２/10㈬

２月～３月

No.199

社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会 
福知山市字内記10番地の18（福知山市総合福祉会館内）
TEL.0773-25-3211  FAX.0773-24-5282
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福知山市社会福祉協議会 検索社協　　ホームページ

福知山市社協 広報誌

■ 記事に関すること、その他お問い合わせは…

広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金を活用し、
制作しています。

社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会
▶本所・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）

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）

▶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）

ブログも

　見てね
!

【お問い合わせ】権利擁護センター
TEL 0773-25-3211　FAX 0773-24-5282

生活福祉資金コロナ（特例）貸付の申請受付延長

令和３年６月30日まで申請受付
　新型コロナウイルス感染症の営業で休業や失業などにより
生活資金でお悩みの方に向けた、緊急小口資金などの特例貸
付を実施しています。　　　　　※貸付には審査があります。




