
活動団体からのメッセージ

地域のつながり シリーズ　第24回

　３月13日（日）、市内５会場をインターネットでつなぎ、「地域福祉フォーラム～コロナに

負けない住民の物語～」を開催しました。

　市内各地域で多様な小地域福祉活動をされている地域の活動者など、５会場合わせて約130

名の皆さんにご参加いただきました。コロナ禍の中でもさまざまな工夫を凝らし、住民同士で

助け合い支え合いながら“つながりを切らさない”ために活動を継続されてきた市内の４団体

の実践報告の後、講師の佛教大学 後藤至功さんから、それぞれの活動の参考にすべきポイン

トなどお話しいただいて、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、今後も住民の皆さんと一緒に、地域の中で“誰もが幸せを感じることのできる地

域づくり”を支えていきます。これからも、ともに歩んでいきましょう！！

【 実践報告：「コロナ禍における地域の力」 】
　　　下川口地区福祉推進協議会　　　　　　　　　　すこやかサロン（三和町友渕）
　　　平野・水上いきいきサロン（夜久野）　　　　　大江を元気づけるプロジェクト実行委員会

　コロナ禍の影響等により不安や孤立を感じる方や生活にお困りの
方が増える中、地域のたすけあいの輪を広げるために、社協が令和３年
11月～ 12月に食品・物品の提供を呼びかけましたところ、市内の約90の個人、

団体、企業の皆さんから多くの食品や日用品をお寄せいただきました。
ご協力いただいた食品等は、市内７団体による地域の見守り活動や居場所づくりに活用いただくとと

　　　　もに、社協の『食の応援パックお渡し＆相談会』でお配りさせていただきました。心より感謝いたします。

食品・物品を提供いただいた団体・企業　（順不同・敬称略）
㈱中庄本店、クラシエフーズ㈱福知山工場、㈱三ツ丸ストア、福大商事㈱、立正佼成会福知山教会、久昌寺、
浄願寺ともしび会、夜久野町仏教会、福知山市各地区民生児童委員協議会、三岳地区福祉推進協議会、
篠尾新町自治会、福知山地区更生保護女性会、福知山市職員、日新中央公民館パステル同好会、
福知山学生・青年食料支援プロジェクト、
福知山市社協役職員、
ほか　匿名団体・企業・個人

見守り活動団体　（よみがな順・敬称略）
●　NPO法人 ひゅうまんネット北きんき
●　NPO法人 ふくちやま元気まちづくりの会
●　子どもとちゃぶ台
●　特定非営利活動法人
　京都丹波・丹後ネットワーク
●　特定非営利活動法人 ニュートラル
●　ふくちやまCAP
●　福知山市母子寡婦福祉会

　民生児童委員の皆
さんと社協職員が一
緒に、対象の方154
名のご自宅を訪問
し、日常生活のご様
子の聞き取りなどを
行いました。

　大江中学校生徒会のアルミ缶回
収の収益金の寄付をきっかけに、
大江町内の各種14団体や住民の
皆さんでつくる「大江を元気づけ
るプロジェクト実行委員会」（事
務局：社協大江支所）が主体となっ
て、役割分担しながら力を合わせ
て取り組みました。鬼の角をモ
チーフにした約４ｍの手づくりの
ペットボトルタワーが大江駅前の鬼瓦公園に完成！
　２月14日～ 28日（18時～ 22時）の２週間、
大江町の夜を彩りました。

コロナ禍を地域で支える見守りプロジェクト

福知山市社会福祉協議会 人事異動のお知らせ
令和4年3月31日付
【退　　職】四方加代子（介護支援課）
令和4年4月1日付
【新規採用】地域福祉課　山口　竜也
【異　　動】介護支援課　根岸　弘光（地域福祉課）

受け取られた方のメッセージ

こういう取組みが福知
山であり良かったで
す。がんばろうと思え
ました。いろいろな方
のご協力ありがとうご
ざいました。輪が広が
ることを願います。

保存のきくものや日用品をいた
だき大変ありがたかったです。
ひとり親家庭の相談先の情報を
得て民生児童委員さんとの話も
でき、困った時には助けていた
だけることに心強く思いました。

コロナ禍での生活
や子育ての困りご
となどを聴かせて
いただく機会にも
なりました。

ひとり親家庭にお顔
を見てお話ししなが
ら渡し「冬休みで助
かります。」などと
喜ばれました。

お届けの際の傾聴で
さまざまな困りごと
を把握し、行政サー
ビス等につなげるこ
とができました。

クリスマスと年末が
来ても、特別な食事を
与えてあげる事もできなくて、
困っていたので、とても助かり
ました。団体・ボランティアの
皆さんありがとうございました。

No.203
令和４年
（2022）
4月21日

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

ブログも
見てね!（6）広報誌『しあわせ』203号　2022.4.21

■ 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。
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素敵な地域ほど感動の物語がたくさんあります！
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ご賛同、ご協力ありがとうございました。

地域の力が
安心につながる！

大江町イルミネーションプロジェクト
～私たちは輝ける！ コロナになんて負けないぞ！～

三和地域 ひとり暮らし高齢者
一斉訪問見守り事業

2/14㈪よ
り

3/10㈭～
3/15㈫

～コロナに負けない

　　　　　住民の
物語～

地域福祉
フォーラム

令和３年11
月～令和４年

１月



安心生活見守りキーホルダー事業
（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）

～ 寄り添い、支え愛あふれるこころづくり ～

～ 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４年度収入総額 475,598千円 支出総額 475,598千円

社会福祉事業・公益事業 会計

4億7,559万8千円
前年度比
1.01%減

588万2千円減
※詳細は社協ホームページをご覧ください。

事 業 予 算

　おかげさまで福知山市社会福祉協議会は本年度、設立から70周年を迎えます。
　社協では、「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、 さ
まざまな関係機関・団体とつながりながら、公的制度の狭間を含めた、あらゆ
る地域課題の解決に向けた支援を創造する「連携・協働の場」として、その役
割と機能を一層発揮できるよう取り組んでまいります。
　また、社協職員につきましても、コミュニティー・ソーシャル・ワーカーとして地域に出向くこと
を大切にし、地域の皆さんに寄り添いながら、 住民主体とした地域福祉の諸活動を、地域や関係機関・
団体と連携・協働して推進してまいります。
　今後とも、一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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4年度 福知山市社会福祉協議会の取組み

福祉教育の推進 福祉講座の開催

共同募金運動の推進 見守り活動の充実

ふれあいいきいきサロンの支援 居場所づくりの支援 信頼される組織づくり

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。

権利擁護体制の充実

地区福祉推進協議会の活動の支援 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

ボランティア活動の支援・普及 ちょっとした困りごとを支え合うしくみづくり 高齢者や障害のある方等の交流の促進

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

前年度からの
支払準備金他
（96,854千円）

受託金
（28,419千円）

障害者自立支援
（23,090千円）

会費（13,187千円）

事業収入（4,791千円）
寄付金（1,500千円）

その他収入（5,000千円）

補助金・助成金
（56,158千円） 介護サービス事業

（245,441千円）

預金利息及び雑収入
（1,158千円）

公益事業及び
その他支出
（101,544千円）

地域福祉
（22,953千円）

　法人運営
（91,007千円） 介護サービス事業

（234,014千円）

広報活動（2,513千円）

障害者自立支援
（20,978千円）

ボランティア活動
（1,340千円）

高齢者福祉･障害者福祉
（1,249千円）

（2）広報誌『しあわせ』203号　2022.4.21 広報誌『しあわせ』203号　2022.4.21（3）

一人ひとりが地域福祉の担い手となるように

地域で課題解決に取り組めるように

住み慣れた地域で生活し続けるために
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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。

（令和4年3月31日現在）

4,166,351円
　令和３年度に多くの市民の皆さんからお寄せいただいた募金は、公募により令和３年度・４年度に
実施される市内の地域福祉活動に配分させていただきます。ご協力ありがとうございました。

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

令和４年度 実施事業 令和５年度 実施事業

令和４年６月10日㈮～ 令和４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４年10月～ 11月頃　予定
助 成 の 決 定　　　　令和４年12月頃　予定
令和４年12月頃　交付予定 令和５年６月頃　交付予定
事業終了後、領収書原本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
8,811,354円

令和４年度 実施事業 令和５年度 実施事業
申　請

審　査

決定通知

助成金
交付

報　告

【ご相談・お問い合わせ】福知山市共同募金委員会（事務局：社協）　TEL 0773-25-3211　FAX 0773-24-5282

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

共同募金
ページは

こちら

令和３年度 福知山市共同募金額報告

　この事業では、認知症や知的障害、精神障害のある方で、福祉
サービスを利用するための手続きがよく分からなかったり、日常
的な金銭管理をするのがひとりでは不安な方に対して、社協の「専
門員」や「生活支援員」がお手伝いさせていただきます。具体的
には、福祉サービス利用の申込みや市役所からの書類の整理、日々
のお金の管理などをお手伝いします。
　誰もが自分らしく暮らし続けていた
だけるよう、ご本人の思いに寄り添う
支援に努めています。事業に関して、
詳しくお知りになりたい方は、お気軽
に社協までご連絡ください。

正会員【団体】　　　　　

福知山市内 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
一般社団法人 福知山民間社会福祉施設連絡協議会
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

正会員【社会福祉事業者】
※法人名

社会福祉法人 五十鈴会
社会福祉法人 大江福祉会
社会福祉法人 空心福祉会
社会福祉法人 しあわせネットワーク
社会福祉法人 成光苑
社会福祉法人 清和会みわ
社会福祉法人 仙人福祉事業会
社会福祉法人 竹毛希望の家
社会福祉法人 福知山学園
社会福祉法人 福知山シルバー
社会福祉法人 ふくちやま福祉会

社会福祉法人 みつみ福祉会

正会員【保育園・こども園】
※園名

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
げん鬼保育園
コスモス保育園
コスモス保育園夜間保育所
小鳩保育園
さつきこども園
下六人部保育園
下夜久野保育園
中六人部保育園
土師保育園
花園保育園
光保育園
ピコリーノ
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
みのり修斉こども園
みのりこども園

三和こども園
わかばこども園

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 育成会
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
お城通りゆう薬局
オリックスレンタカー福知山店
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 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 福知堂
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 ホクト
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 福知山中央支店
公益財団法人 福知山市都市緑化協会
公益社団法人 福知山シルバー人材センター
西垣内科医院
ヒトミ衣料株式会社
福大商事株式会社
福知山内記郵便局
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
冨士モータース
前田工業株式会社
有限会社 今川油店
有限会社 河田ギヤエム商会
有限会社 京都事務機販売
有限会社 大源
有限会社 藤本工業
匿名の企業１社

賛助会員【個人】
西沢久隆

両丹日日新聞社愛の基金
上原真美子（夜久野町板生）
浄願寺ともしび会
匿名の方１名　　

久保 薫（岡ノ三町）
井上自動車工業株式会社
グリーンビラ夜久野　
塩見勝美（中）
高木素子（立原）
株式会社 高見組
川村 昇（三和町下川合）

石原老人クラブ
成仁地区福祉推進協議会
株式会社 オカムラ
島田三軌（大門）
大槻晴美（広峯町）
いきいきサロン草山和会　大槻　昇
福知山ジョギングクラブ
長尾ほほえみサロン
長田段老人会
田村修身（前田）
福知山市老人クラブ連合会
福知山観光協会
サンコー生コン株式会社
京都府立福知山高等技術専門校
福知山市連合婦人会

伊東恵美子（寺）
アリナミンファーマテック株式会社
ひまわりこども園
ダンスサークルランディ
筆ペン教室
夜久野地域公民館
荒木節子（堀）
株式会社アキラ
福知山不動産株式会社　山下　裕
中野博子（池田）
いきいきサロンすみれ会
株式会社クリア
浄願寺ともしび会
卓球バレーがんばろう会
匿名の方１名／匿名の企業１社

令和４年１月１日～３月31日
（敬称略・受付順）

令和４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。

令和３年12月４日
福知山障害児（者）親の会
スポーツレクリエーション交流会

令和３年12月１日～２５日
桃映地区民生児童委員協議会
ひとり暮らし高齢者見守り活動
“いい事ありますように”

令和３年11月14日
福知山市社協 夜久野支所
夜久野ウォークラリー

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。

（4）広報誌『しあわせ』203号　2022.4.21 広報誌『しあわせ』203号　2022.4.21（5）

権利擁護 から考える 地 域の暮らし

「福祉サービス利用援助事業について」
生活福祉資金コロナ（特例）貸付の

申請受付延長

令和４年６月30日まで
申請受付

　新型コロナの影響による休業や失業などに
より生活資金でお困りの方に向けた、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。

【お問い合わせ】　権利擁護センター
TEL 0773－25－3211　FAX 0773－24－5282
Mail : fuku-shakyo@coral.broba.cc

分かりやすいパンフレットも
用意しています。
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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。

（令和4年3月31日現在）

4,166,351円
　令和３年度に多くの市民の皆さんからお寄せいただいた募金は、公募により令和３年度・４年度に
実施される市内の地域福祉活動に配分させていただきます。ご協力ありがとうございました。

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

令和４年度 実施事業 令和５年度 実施事業

令和４年６月10日㈮～ 令和４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４年10月～ 11月頃　予定
助 成 の 決 定　　　　令和４年12月頃　予定
令和４年12月頃　交付予定 令和５年６月頃　交付予定
事業終了後、領収書原本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
8,811,354円

令和４年度 実施事業 令和５年度 実施事業
申　請

審　査

決定通知

助成金
交付

報　告

【ご相談・お問い合わせ】福知山市共同募金委員会（事務局：社協）　TEL 0773-25-3211　FAX 0773-24-5282

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

共同募金
ページは

こちら

令和３年度 福知山市共同募金額報告

　この事業では、認知症や知的障害、精神障害のある方で、福祉
サービスを利用するための手続きがよく分からなかったり、日常
的な金銭管理をするのがひとりでは不安な方に対して、社協の「専
門員」や「生活支援員」がお手伝いさせていただきます。具体的
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のお金の管理などをお手伝いします。
　誰もが自分らしく暮らし続けていた
だけるよう、ご本人の思いに寄り添う
支援に努めています。事業に関して、
詳しくお知りになりたい方は、お気軽
に社協までご連絡ください。

正会員【団体】　　　　　

福知山市内 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
一般社団法人 福知山民間社会福祉施設連絡協議会
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
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※法人名

社会福祉法人 五十鈴会
社会福祉法人 大江福祉会
社会福祉法人 空心福祉会
社会福祉法人 しあわせネットワーク
社会福祉法人 成光苑
社会福祉法人 清和会みわ
社会福祉法人 仙人福祉事業会
社会福祉法人 竹毛希望の家
社会福祉法人 福知山学園
社会福祉法人 福知山シルバー
社会福祉法人 ふくちやま福祉会

社会福祉法人 みつみ福祉会

正会員【保育園・こども園】
※園名

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
げん鬼保育園
コスモス保育園
コスモス保育園夜間保育所
小鳩保育園
さつきこども園
下六人部保育園
下夜久野保育園
中六人部保育園
土師保育園
花園保育園
光保育園
ピコリーノ
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
みのり修斉こども園
みのりこども園

三和こども園
わかばこども園

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 育成会
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
お城通りゆう薬局
オリックスレンタカー福知山店
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 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 福知堂
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 ホクト
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 福知山中央支店
公益財団法人 福知山市都市緑化協会
公益社団法人 福知山シルバー人材センター
西垣内科医院
ヒトミ衣料株式会社
福大商事株式会社
福知山内記郵便局
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
冨士モータース
前田工業株式会社
有限会社 今川油店
有限会社 河田ギヤエム商会
有限会社 京都事務機販売
有限会社 大源
有限会社 藤本工業
匿名の企業１社

賛助会員【個人】
西沢久隆

両丹日日新聞社愛の基金
上原真美子（夜久野町板生）
浄願寺ともしび会
匿名の方１名　　

久保 薫（岡ノ三町）
井上自動車工業株式会社
グリーンビラ夜久野　
塩見勝美（中）
高木素子（立原）
株式会社 高見組
川村 昇（三和町下川合）

石原老人クラブ
成仁地区福祉推進協議会
株式会社 オカムラ
島田三軌（大門）
大槻晴美（広峯町）
いきいきサロン草山和会　大槻　昇
福知山ジョギングクラブ
長尾ほほえみサロン
長田段老人会
田村修身（前田）
福知山市老人クラブ連合会
福知山観光協会
サンコー生コン株式会社
京都府立福知山高等技術専門校
福知山市連合婦人会

伊東恵美子（寺）
アリナミンファーマテック株式会社
ひまわりこども園
ダンスサークルランディ
筆ペン教室
夜久野地域公民館
荒木節子（堀）
株式会社アキラ
福知山不動産株式会社　山下　裕
中野博子（池田）
いきいきサロンすみれ会
株式会社クリア
浄願寺ともしび会
卓球バレーがんばろう会
匿名の方１名／匿名の企業１社

令和４年１月１日～３月31日
（敬称略・受付順）

令和４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。

令和３年12月４日
福知山障害児（者）親の会
スポーツレクリエーション交流会

令和３年12月１日～２５日
桃映地区民生児童委員協議会
ひとり暮らし高齢者見守り活動
“いい事ありますように”

令和３年11月14日
福知山市社協 夜久野支所
夜久野ウォークラリー

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。

（4）広報誌『しあわせ』203号　2022.4.21 広報誌『しあわせ』203号　2022.4.21（5）

権利擁護 から考える 地 域の暮らし

「福祉サービス利用援助事業について」
生活福祉資金コロナ（特例）貸付の

申請受付延長

令和４年６月30日まで
申請受付

　新型コロナの影響による休業や失業などに
より生活資金でお困りの方に向けた、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。

【お問い合わせ】　権利擁護センター
TEL 0773－25－3211　FAX 0773－24－5282
Mail : fuku-shakyo@coral.broba.cc
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用意しています。
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活動団体からのメッセージ

地域のつながり シリーズ　第24回

　３月13日（日）、市内５会場をインターネットでつなぎ、「地域福祉フォーラム～コロナに

負けない住民の物語～」を開催しました。

　市内各地域で多様な小地域福祉活動をされている地域の活動者など、５会場合わせて約130

名の皆さんにご参加いただきました。コロナ禍の中でもさまざまな工夫を凝らし、住民同士で

助け合い支え合いながら“つながりを切らさない”ために活動を継続されてきた市内の４団体

の実践報告の後、講師の佛教大学 後藤至功さんから、それぞれの活動の参考にすべきポイン

トなどお話しいただいて、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、今後も住民の皆さんと一緒に、地域の中で“誰もが幸せを感じることのできる地

域づくり”を支えていきます。これからも、ともに歩んでいきましょう！！

【 実践報告：「コロナ禍における地域の力」 】
　　　下川口地区福祉推進協議会　　　　　　　　　　すこやかサロン（三和町友渕）
　　　平野・水上いきいきサロン（夜久野）　　　　　大江を元気づけるプロジェクト実行委員会

　コロナ禍の影響等により不安や孤立を感じる方や生活にお困りの
方が増える中、地域のたすけあいの輪を広げるために、社協が令和３年
11月～ 12月に食品・物品の提供を呼びかけましたところ、市内の約90の個人、

団体、企業の皆さんから多くの食品や日用品をお寄せいただきました。
ご協力いただいた食品等は、市内７団体による地域の見守り活動や居場所づくりに活用いただくとと

　　　　もに、社協の『食の応援パックお渡し＆相談会』でお配りさせていただきました。心より感謝いたします。

食品・物品を提供いただいた団体・企業　（順不同・敬称略）
㈱中庄本店、クラシエフーズ㈱福知山工場、㈱三ツ丸ストア、福大商事㈱、立正佼成会福知山教会、久昌寺、
浄願寺ともしび会、夜久野町仏教会、福知山市各地区民生児童委員協議会、三岳地区福祉推進協議会、
篠尾新町自治会、福知山地区更生保護女性会、福知山市職員、日新中央公民館パステル同好会、
福知山学生・青年食料支援プロジェクト、
福知山市社協役職員、
ほか　匿名団体・企業・個人

見守り活動団体　（よみがな順・敬称略）
●　NPO法人 ひゅうまんネット北きんき
●　NPO法人 ふくちやま元気まちづくりの会
●　子どもとちゃぶ台
●　特定非営利活動法人
　京都丹波・丹後ネットワーク
●　特定非営利活動法人 ニュートラル
●　ふくちやまCAP
●　福知山市母子寡婦福祉会

　民生児童委員の皆
さんと社協職員が一
緒に、対象の方154
名のご自宅を訪問
し、日常生活のご様
子の聞き取りなどを
行いました。

　大江中学校生徒会のアルミ缶回
収の収益金の寄付をきっかけに、
大江町内の各種14団体や住民の
皆さんでつくる「大江を元気づけ
るプロジェクト実行委員会」（事
務局：社協大江支所）が主体となっ
て、役割分担しながら力を合わせ
て取り組みました。鬼の角をモ
チーフにした約４ｍの手づくりの
ペットボトルタワーが大江駅前の鬼瓦公園に完成！
　２月14日～ 28日（18時～ 22時）の２週間、
大江町の夜を彩りました。

コロナ禍を地域で支える見守りプロジェクト

福知山市社会福祉協議会 人事異動のお知らせ
令和4年3月31日付
【退　　職】四方加代子（介護支援課）
令和4年4月1日付
【新規採用】地域福祉課　山口　竜也
【異　　動】介護支援課　根岸　弘光（地域福祉課）

受け取られた方のメッセージ

こういう取組みが福知
山であり良かったで
す。がんばろうと思え
ました。いろいろな方
のご協力ありがとうご
ざいました。輪が広が
ることを願います。

保存のきくものや日用品をいた
だき大変ありがたかったです。
ひとり親家庭の相談先の情報を
得て民生児童委員さんとの話も
でき、困った時には助けていた
だけることに心強く思いました。

コロナ禍での生活
や子育ての困りご
となどを聴かせて
いただく機会にも
なりました。

ひとり親家庭にお顔
を見てお話ししなが
ら渡し「冬休みで助
かります。」などと
喜ばれました。

お届けの際の傾聴で
さまざまな困りごと
を把握し、行政サー
ビス等につなげるこ
とができました。

クリスマスと年末が
来ても、特別な食事を
与えてあげる事もできなくて、
困っていたので、とても助かり
ました。団体・ボランティアの
皆さんありがとうございました。

No.203
令和４年
（2022）
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■ 記事に関すること、その他お問い合わせは…
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社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会
〒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.0773-25-3211
FAX.0773-24-5282

介護支援課
TEL.0773-23-1333
FAX.0773-23-8555

三 和 支 所
TEL.0773-58-3713
FAX.0773-58-3732

三和グループデイホーム
TEL.0773-59-2025
FAX.0773-59-2026

夜久野支所
TEL.0773-38-1200
FAX.0773-38-1230

大 江 支 所
TEL.0773-56-0224
FAX.0773-56-1654

市役所 裁判所

地方合同
庁舎

至京都
至大阪

福知山城福知山駅

福知山市総合
福祉会館

北口

主
な
内
容

素敵な地域ほど感動の物語がたくさんあります！

２,３ページ　……　令和４年度福知山市社会福祉協議会の取組み,事業予算　　　　　　　　５ページ　……　社協会員のご紹介

４ページ　………　共同募金 令和３年度募金額報告,令和４年度助成事業申請について　　６ページ　……　地域のつながり

ご賛同、ご協力ありがとうございました。

地域の力が
安心につながる！

大江町イルミネーションプロジェクト
～私たちは輝ける！ コロナになんて負けないぞ！～

三和地域 ひとり暮らし高齢者
一斉訪問見守り事業

2/14㈪よ
り

3/10㈭～
3/15㈫

～コロナに負けない

　　　　　住民の
物語～

地域福祉
フォーラム

令和３年11
月～令和４年

１月


