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福知山市社会福祉協議会 検索

　6月5日・6日の2日間、福知山市災害ボランティアセンターより熊本地震被災地ボランティア活動に
20名が参加し、熊本市内でブロック塀や瓦の撤去、ブロック塀を砕いて土のう袋へ入れたり、タンスの
解体や部屋の片付け・家財道具の搬出をしました。 
　また、災害時相互支援協定に基づき、福知山市社協の職員を被災地へ派遣し、西原村災害ボランティア
センター運営スタッフとして活動しました。 
　引き続き、福知山市共同募金会では熊本地震で被災された方々への義援金受付を行っておりますので、
ご協力お願い申し上げます。 

熊本地震による被災者の皆様には 
心よりお見舞い申し上げます 
熊本地震による被災者の皆様には 
心よりお見舞い申し上げます 
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介護介護サービス事業 
289,801千円 

前年からの 
支払準備金他 
126,314126,314千円 

介護サービス事業 
262,451千円 

次年度への 
支払準備金他 
136,106千円 

法人運営・ 
広報活動 
89,502千円 介護サービス事業 

289,801千円 
前年からの 
支払準備金他 
126,314千円 

補助金・助成金 
50,557千円 
補助金・助成金 
50,557千円 

寄付金 
3,708千円 

事業収入 
10,703千円 

会費 13,226千円 

共同募金配分金 
10,933千円 

障害者自立支援 
18,827千円 

受託金 
39,506千円 

ボランティア活動 
2,248千円 

障害者福祉 
2,603千円 

児童・母子父子福祉 
4,255千円 
高齢者福祉 
3,638千円 障害者自立支援 

11,882千円 

個別支援活動 
18,088千円 

地域福祉 
10,251千円 

会館管理事業 
22,551千円 

介護サービス事業 
262,451千円 

次年度への 
支払準備金他 
136,106千円 

法人運営・ 
広報活動 
89,502千円 

約5億63,575千円 社会福祉事業・公益事業  会計 
支出総額　563,575千円 収入総額　563,575千円 

平成27年度 事業報告 平成27年度 事業報告 平成27年度 事業報告 

○地区福祉推進協議会の活動支援事業 
　・登録地区数：22地区 
○ふれあいいきいきサロン事業 
　・登録数：135サロン 
○ボランティアセンターの運営事業 
　・登録者数：69団体、個人：32名 
　　合計　2,891名 
○災害ボランティアセンター事業 
　・災害ボランティアセンター講演会 
　・市民サポーター養成講座（登録者15名） 
　・地域協働立ち上げ訓練 
○市民後見人養成・支援事業 
　　認知症や知的障害のある方等の生活や財産を 
　　保護支援できる後見人の養成と制度の普及 
　・運営委員会：3回、相談件数：64件 
　・市民後見人登録者：3名、後見受任：1件 
○日常生活自立支援事業 
　・認知症や知的障害のある方等への福祉サービス 
　　の利用援助・金銭管理援助　利用者：54名 
○ふれあい福祉センター相談事業 
　・本所・各支所、地域公民館で開催 
　　相談件数：22件 

○介護保険事業 

　・居宅介護支援 
　・訪問介護支援 
　・障害者自立支援サービス 
　・訪問入浴サービス 
　・グループデイホーム 
　・福祉用具貸与 
　・介護用品販売　 
　・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

　　安心して在宅で暮らしていただくための 

　　介護保険サービスを実施しました。 

 
○安心生活見守り事業 

　・緊急安心見守り装置設置数：1,148台 

 　　ひとり暮らし高齢者の緊急時に対応する 
 　　コールセンターでの24時間365日対応を 
 　　実施しました。 

住み慣れた地域で安心して暮らしたいという願いを実現するため、地域の皆さまや
各関係機関との協働でさまざまな福祉活動の推進に努めました。 
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◆公 募 概 要　自分たちの住んでいる地域をより良くするための活動や活性化をはかる活動、 
　　　　　　　　地域住民の絆を深める活動等、住民主体で行われる『福祉活動』を支援します。 
◆対 象 事 業 

◆公 募 期 間　平成28年8月1日（月）～平成28年9月16日（金） 
◆申 請 方 法　所定の申請書に記入して社協へ提出してください。 
　　　　　　　☆社協窓口で配布、またはホームページから印刷可。 
◆審査・決定　平成28年10月に審査（プレゼンテーション）を行い、交付決定をします。 
◆助成金交付　【平成29年度実施事業】平成29年5月～6月 
　　　　　　　　【平成28年度実施事業】 

　平成29年度実施 

　平成28年度実施 

次 世 代 育 成 枠  

高齢者見守り枠 

地 域 活 性 化 枠  

防 災・減 災 枠  

当 事 者 事 業 枠  

青春チャレンジ枠 

歳 末 行 事 枠  

福祉教育推進活動、子ども見守り活動 等 

高齢者見守り活動、高齢者のつどい 等 

自治会等の小地域が主体となって行う地域住民の交流行事 等 

自主防災活動、ＡＥＤ設置活動 等 

障害者支援活動、母子・父子福祉活動 等 

学生が行うチャリティーイベント 等 

年末年始に行うクリスマス会、もちつき大会 等 

（団体名・順不同） 
福知山市保育協会 

コスモス保育園夜間保育所 

福知山市立菟原小学校 

厚東町自治会 

菟原下一自治会 

観音寺自治会 

成仁地区自治連絡協議会 

福知山市民生児童委員連盟 

三和地区民生児童委員協議会 

金谷地区福祉推進協議会 

雲原地区福祉推進協議会 

下川口地区福祉推進協議会 

下六人部地区福祉推進協議会 

中六人部地区福祉推進協議会 

社会福祉法人成光苑岩戸ホーム 

社会福祉法人ふくちやま福祉会 

特定非営利活動法人 
福知山ビージーエム福祉サービス 

福知山民間社会福祉施設連絡協議会 

福知山市老人クラブ連合会 

京都府原爆被災者の会（京友会）福知山支部 

福知山市遺族会 

福知山市父子福祉会 

福知山市母子寡婦福祉会 

福知山あおば会 

福知山市障害児（者）親の会 

福知山市身体障害者団体連合会 

青空クリスマスコンサート実行委員会 

福知山市ふれあい大運動会実行委員会 

福知山市ふれあい福祉フェスタ実行委員会 

青春チャレンジ枠 平成28年度内 

歳 末 行 事 枠  平成28年12月～平成29年1月 

平成28年度 助成事業〈公募〉申請受付開始 

●お問い合わせ先●　福知山市社会福祉協議会（本所） 地域福祉課　TEL.25－3211

平成27年度　　　　　　　　　助成先一覧 

 
（予定） 

介護サービス事業 
289,801千円 

前年からの 
支払準備金他 
126,314千円 

介護サービス事業 
262,451千円 

次年度への 
支払準備金他 
136,106千円 

法人運営・ 
広報活動 
89,502千円 

補助金・助成金 
50,557千円 

平成27年度 事業報告 平成27年度 事業報告 



～権利擁護センターは、たった一度のかけがえのない人生を支えます～ 

～災害に備えて、平常時からできること～ 
　サロン活動者や関心のある方を対象に、サロン研修会を
開催します。 
＊開催予定＊ 
日時：8月19日（金）（午前・午後の部あり） 
場所：市民交流プラザふくちやま 3階 市民交流スペース 

　普段なかなか言えない地域の方への感謝の気持ちを
3行程度のポエム（詩）で伝えてみませんか？ 
●応募資格：福知山市内に在住・在学・在勤の方 
●応募期間：7月1日（金）～9月9日（金） 
●応募方法：小・中学生は所定の用紙に記入して学校
へ提出。一般の方（高校生以上の学生）は所定の用紙
に記入して郵便・FAX・E-mailで応募。 

☆表彰があります。ふるってご応募ください 

“ありがとう”3行ポエム募集 

～地域サロン活動の充実を目指して～ 

生活困窮者支援 
フードバンク保存食品募集 

 福知山市災害ボランティアセンターでは、地域の皆さまに
防災意識を高めていただく防災講演会や地域協働訓練、
市民サポーターの養成講座等を実施します。 
　合わせて、市民サポーターも随時募集します。 
＊開催予定＊ 
●市民サポーターフォローアップ研修【8月8日（月）】 
●市民サポーター養成講座【9・10月ごろ】 
●防災講演会【10月15日（土）】 

　緊急で生活支援が必要な方に、一時的に食糧支援を
する際の保存食品等を募集します。ご家庭で眠って
いる保存食品等がありましたら、ぜひご協力を 
●対象：麺類、防災食、缶詰や瓶詰・乾物・ 
　　　　インスタント・レトルト食品・飲料等 
●条件：賞味期限が１ヶ月以上のもの 
　　　   未開封であるもの 
　　　　常温で保存が可能なもの 
　　　　生鮮食品ではないもの 

◆ふれあい福祉センター相談 
毎月第1金曜日 13：00～16：00 本所・各支所　＊9月2日（金）は六人部コミセンでも開催 

秘密厳守 

日常生活上の悩みや困りごとを相談できます。 
予約不要 

◆成年後見専門職相談会 
毎月第3木曜日 13：00～15：00 福知山市総合福祉会館 
素朴な疑問から専門的な話まで弁護士・司法書士・社会福祉士に相談できます。 

前日までに要予約 

◆成年後見センター講演会 
10月2日（日） 13：30～15：30 市民交流プラザふくちやま 3階 市民交流スペース 
専門職の解説や寸劇でわかりやすく制度説明をします。 

申込不要 

　地域の集まり等で成年後見、サロン、
災害ボランティア、介護について等、
地域で役立つ講座を行います。 

金谷地区福祉推進協議会「地区別研修会」にて介護予防講座（健康体操・寸劇） 

福知山市ふれあい大運動会 夜久野高原ウォークラリー 6/26（日） 6/19（日） 
障害のある方たちがボランティアさんたちと楽しく参加・交流 子どもから大人まで53名が、歩いて食べてゲームをして楽しく交流 

各詳細や一覧表・様式等はホームページを参照　　相談会・講演会等はすべて無料 

社協・福祉出前講座 新 

ぜひご利用ください 
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 寄付金 
衣川啓二郎(夜久野町日置) 
古川直樹（船橋市） 
白髭良宣(夜久野町小倉) 
小原彰紀（天座） 
桐村正昭（報恩寺） 
山路　子（土師宮町） 
大槻守衞（広峯町） 
瀧本幸輝（三和町菟原中） 
【匿名 4名】 
 
 古切手 
岸上喜子（行積） 
福知山ユネスコ協会 
アオイ管材株式会社 
福知山友の会 
塩見勇（観音寺） 
セイリョウ建設（株）SR共友会 
中丹合唱団シルクロード 

吉良淳子(前田新町) 
大池坂若葉会 
南天田老人クラブ 
福知山市連合婦人会 
大槻守衞（広峯町） 
藤田操子（新庄） 
植村千鶴（南小谷ヶ丘） 
武田ヘルスケア（株） 
（株）インテルナ モリイ 
額塚自治会 
福知山市老人クラブ連合会夜久野支部 
クオリアiＮ福知山 代表 土田和子 
福知山ジョギングクラブ 
日本通運（株）福知山支店 
城山いきいきクラブ 
 
 テレホンカード・図書カード・はがき 他 
岸上喜子（行積） 
福知山ユネスコ協会 

セイリョウ建設（株）SR共友会 
大池坂若葉会 
南天田老人クラブ 
福知山市連合婦人会 
ローソン福知山猪野々店 
藤田操子（新庄） 
福知山市老人クラブ連合会夜久野支部 
クオリアiＮ福知山 代表 土田和子 
福知山ジョギングクラブ 
【匿名 3名】 
 
 物品他（ペットボトルキャップ・タオル・布巾・石鹸・ベルマーク 他） 
南天田老人クラブ 
大槻守衞（広峯町） 
藤田操子（新庄） 
福知山市仏教会婦人部 
長尾ほほえみサロン 
大池坂若葉会 

平成28年 
4月1日～6月30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。 

＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊ 

●子育てファミリーサポートセンター事業 
子育て中の家族が安心して子育てできるよう、 
市民参加の預かりによる子育てを支援 

●交流遊具交付事業 
次世代育成を目的に児童図書や児童公園等の 
遊具、世代間交流用の器具を交付 

●社会福祉体験学習 
市内福祉施設の協力を得て、中高生が夏休み 
期間中に施設で社会福祉体験学習に参加 

●スポーツ交流会（大江支所） 
＊支所事業＊ 

大江地域で福祉を支える団体がつどい、スポーツを 
とおして連携と交流を図るための交流会 

●障害者のつどい（三和支所） 
三和地域にお住まいで障害のある方たちが集まり、交流 
や親睦を深め社会参加の契機をはかるためのつどい 

●秋を楽しむ会（夜久野支所） 
夜久野地域でサロン活動をしている方たちが活動の 
交流を図り、親睦を深めるための研修会 

善意の寄付金のつかいみち 善意の寄付金のつかいみち 

善意の寄付にご協力をお願いします 善意の寄付にご協力をお願いします 

福知山市社会福祉協議会 

・古切手ははがさずに 
　切手のまわりを１cmほど 
　残して切り取ってください。 

・はがきやテレホンカードは 
　枚数を数えてお持ちください。 

◆寄付物品の例（集め方等） 

◆寄付物品が集まってからの流れ… 

・ベルマークの点数・枚数の 
　把握は必要ありません。 
　そのままお持ちください。 

・ペットボトルのキャップを集めて 
　います。汚れは落としておいて 
　ください。 

　★キャップは『世界の子どもに 
　　ワクチンを推進委員会』で 
　　活用されます。 

「誕生日ありがとう運動本部」神戸市 

バザー・海外のお土産 
等で販売し、売上金を 
知力ハンディキャップ 
問題の社会啓発に使用。 

古切手 古切手 
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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4回 

三岳地区福祉推進協議会 
高齢者支援見守り活動 

戸田シルバー会 
ふれあいいきいきサロン 

6月中旬 
（5日間） 

6月 
（金） 
24日 

　65歳以上のひとり暮らし高齢者宅または高齢者世帯
を訪問。クールスカーフと詐欺被害防止の資料等を
手渡され、留守のお宅には訪問したことのわかる資料を
つけてポストに入れられました。 
　『ひとりでも多くの方と会って話をすること』を
目標に、自宅におられない方は近くの畑まで会いに行き、
出会えた方からの「来てくれてありがとう　」の言葉を
励みに、気配り・心配りをしながら、今年度2～3回予定
しておられます。 

　災害・緊急時等に手話が必要なろう者に支援を
することを示すビブスと、筆談が必要な難聴者等
に支援をすることを示すビブス・筆談用ミニホワ
イトボードを製作しました。 
　支援をしていただける方はご連絡ください。 

手話・筆談ビブスとミニホワイトボード 
～福知山市在住の支援者に無料配布中～ 

　京都府中丹広域振興局（職員さんとくらしの安心
推進員さん）より、高齢者の消費者トラブル未然防止
のための講座が行われ、地域の方や、グループホーム
とだの利用者さんが参加。その後、皆さんで手づくりの
デザートを食べたり、風船あそびをしたりしながら、
和やかに過ごされました。 
　『地域で支援』をモットーに、地域と施設がともに
交流を深め、癒しのサロンを毎月取り組まれています。 

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） 

本所 

市役所 裁判所

地方合同
庁　　舎

福知山市総合
福祉会館

福知山城至京都 
至大阪 

福知山駅

手話ビブス 筆談ビブス・ミニホワイトボード 

●お問い合わせ先● 福知山市ファミリー・サポート・センター（本所・地域福祉課）　TEL・FAX  23－7573

☆センターでは、会員さんのご紹介やコーディネートを行います。 
　まずは、お気軽にご相談ください。 

《園への送迎サポート》 

お
か
え
り
！

援
助
会
員
さ
ん
の
お
迎
え

先
生
に

サ
イ
ン
を

も
ら
っ
て
⋯

自
転
車
で

お
母
さ
ん
の

待
つ
自
宅
へ
⋯

困ったな。
子どもを
みてほしい!!

子どもが大好き。
子育て中の皆さんを
応援したい!!

ファミサポでは福知山での子育てを応援しています 

（6）福知山市社協 広報誌『しあわせ』　H28（2016）．7．21


