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No.
平成29（2017）年
4月20日

発行／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.25-3211 FAX.24-5282

社協主催

障害

を

理解

する

講座

はじめまして。
ぼくは福知山市社協のキャラクター
『ふくちやま きっくん』
だよ！
これからいろいろなところに
登場するよ。
よろしくね

障害のある人もない人も互いに認め合いながら、共に生きることの大切さを学ぶ機会として、

3/19（日）

障害を理解する講座を開催し、70名が参加されました。
第1部では車いすで生活されている中田達也氏にスポーツ活動、障害者差別解消法についてのご講演を
いただき、第2部では社会福祉法人かがやき神戸 障害のある人が活躍するぐりぃと 土曜日の天使達 の
皆さんに楽しいクラウン（道化師）ショーや、プロの道化師として活動する想いをお話していただきました。

福知山市社会福祉協議会

検索

ブログも
やってるよ

平成29年度 事業計画
基本事項
福知山市では、平成29年2月28日現在のひとり暮らし高齢者人口が2,603人、高齢化率が28.94%に
なるなど超高齢社会の進展、人口減少や核家族化に伴う家族力の低下、地域のつながりの希薄化などが
進んでいます。こうした状況による社会的孤立や経済の低迷による生活困窮など新たな福祉課題が
顕在化しています。
これに対して、地域共生社会の実現に向けた、社会福祉法や介護保険法の改革、生活困窮者自立
支援制度や子ども子育て制度の実施が進められています。
本会では、このような背景を受け、身近な地域での住民のつながりやささえあいのしくみづくりを
基本として、大人といわず、子どもといわず地域の人たちすべての力を地域福祉のプラットホームに
結集して安心して暮らすことができる地域づくりに取り組みます。
また、住民活動や関係団体との協働による地域福祉の課題解決に向けて、福知山市地域福祉計画
（行政計画）と連動し、平成30年度からの社協「第3次地域福祉活動計画」の策定を行います。

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
仕組みづくり
●生活困窮者フードバンク事業

●地区福祉推進協議会との協働事業

〜「もったいない」から「ありがとう」へ〜

●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運営事業
●外出支援事業
●ささえあいパートナー事業
●安心生活見守りキーホルダー事業（

寄り添い支えあう
こころづくり
●交流遊具交付事業

p.3）

●福祉サービス利用援助事業
●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）
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
●介護用品販売事業
●安心生活見守り事業

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

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
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社会福祉事業・公益事業 会計
収入総額

4億49,446千円【前年度比 △42,352

449,446千円

障害者自立支援
（18,310千円）

会費（13,525千円）
共同募金配分金
（11,031千円）

前年度からの
支払準備金他
（25,242千円）

事業収入（8,920千円）
寄付金（3,000千円）
預金利息及び雑収入
（1,826千円）

受託金
（38,453千円）

介護サービス事業
（280,687千円）

補助金・助成金
（48,452千円）

千円】

支出総額

449,446千円

児童・母子父子福祉
（5,957千円）
障害福祉
（18,227千円）
地域福祉
（23,832千円）

高齢者福祉・障害者福祉
（4,719千円）

事業活動外及び
その他支出
（47,128千円）

共同募金助成
（3,050千円）
ボランティア活動
（2,344千円）
広報活動（1,974千円）

法人運営
（79,990千円）

介護サービス事業
（262,225千円）

※詳細はホームページをご覧ください。

安心生活見守りキーホルダー事業 新規
ご高齢の登録者が外出先で突然倒れ救急搬送された場合や、認知症の方が徘徊で警察に保護された場合
等にキーホルダーが目印になり、地域の方や各関係機関の連携により、本人を確認するとともに家族へ
迅速に連絡できるよう24時間365日対応します。

●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

24時間365日対応

安心生活見守り事業

シリーズ第 3 回

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
地域限定あり

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？
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。社協がいつでも見守ります。

●ご相談・お問い合わせ先●
本所・介護支援課 TEL 23−1333 FAX 23−8555

いつまでも安心して地域で暮らすために
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。

●ご相談・お問い合わせ先●
訪問オンコールセンター TEL 23−2711・FAX 23−2722

住み慣れた自宅で安心して生活できるように、対応させていただきます。
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平成28年度 共同募金の報告
●●

赤い羽根共同募金●●

募 金 種 別

金

●●

7,838,134

戸 別 募 金

151,258

街頭・イベント募金
法 人 募 金

1,333,523

学 校 募 金

24,360

職 域 募 金

196,051

そ

412,020

の
合

他

9,955,346

計

歳末たすけあい募金●●

募 金 種 別

額（円）

平成29年3月31日現在

金

額（円）

戸 別 募 金

4,439,897

職 域 募 金

90,413

そ

80,522

の

合

他
計

4,610,832

平成28年度に行われた歳末行事等に助成
次号にて、上記助成先の報告をさせていただきます。

平成29年度に行われる事業に助成

平成29年度 助成事業《公募》申請受付開始
◆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
平成29年度実施
青 春 チャレンジ 枠

学生が行うチャリティーイベント 等

歳 末 行 事 枠

年末年始に行うクリスマス会、もちつき大会 等

平成30年度実施
次世代育成枠

福祉教育推進活動、子ども見守り活動 等

高 齢 者 見 守り枠

高齢者見守り活動、高齢者のつどい 等

地域活性化枠

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

防 災・減 災 枠

自主防災活動、ＡＥＤ設置活動 等

当事者事業枠

障害者支援活動、母子・父子福祉活動 等

◆公 募 期 間 平成29年5月1日（月）〜平成29年9月8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29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30年度実施事業】平成30年5月〜6月
（予定）【平成29年度実施事業】 青春チャレンジ枠 平成29年度内
歳 末 行 事 枠 平成29年12月〜平成30年1月
●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
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平成29年3月31日現在
社協会費に、ご協力・ご参加ありがとうございました （敬称略
・五十音順）

正会員【施設】
あっとホームらく楽
天津保育園
あゆみ保育園
一成保育園
菟原保育園
大江作業所
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
ケアハウス三愛荘
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
軽費老人ホームニコニコハウス
げん鬼保育園
小鳩保育園
さつき保育園
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五十鈴荘
特別養護老人ホーム岩戸ホーム
特別養護老人ホームえるむ
特別養護老人ホームグリーンビラ夜久野
特別養護老人ホーム三愛荘
特別養護老人ホームサンヒルズ紫豊館
特別養護老人ホームにれの木園
特別養護老人ホームみわの里
特別養護老人ホーム六人部晴風
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
三和保育園
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】
池田電機
岩見印刷株式会社福知山支店
医療法人育成会
なかじ医院上夜久野診療所
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
株式会社サンプラザ万助
株式会社タカギ印刷
株式会社丹新ビルサービス
株式会社福島文進堂
株式会社細見組
株式会社堀通信
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
サンネットワークリブ株式会社
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
人見醫院
ヒトミ衣料株式会社
冨士モータース
福知山都市ガス株式会社
福知山商工会議所
村澤石油店
有限会社浅田自動車
有限会社伊藤モータース
有限会社河田ギヤエム商会
有限会社藤本工業
有限会社夜久野自動車整備工場

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12月16日〜
平成29年 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】
南天田老人クラブ
寄付金
テレホンカード・図書カード・はがき 他
（株）福知山さく泉
（宗）真如苑（大阪府）
春木一枝（千束）
南土野ひまわりクラブ会長大槻一愉己
山路 子（土師宮町）
池田美智代（前田新町）
安達五子・土井佐代子（南土野）
春木一枝（三和町千束）
石原老人クラブ
西田文夫（裏ノ）
足立由香理ギター教室
大池坂若葉会
株式会社 旭開発
1956十六夜会
菅沼智代（堀）
石原老人クラブ
上川口地区福祉推進協議会
いきいきサロン草山和会 大槻昇
大槻守衞（広峯町）
両丹日日新聞社【愛の基金】
ひまわり保育園
長尾ほほえみサロン
福知山市グラウンド・ゴルフ協会
匿名の方（4名）
大池坂若葉会
かなで社会福祉士事務所（舞鶴市） こちらの内容は、個人情報保護の為、
物品（タオル・布巾・石鹸・ベルマーク 他）
（株）神戸製鋼所福知山工場
芦田孝子（内記）
大槻裕美（篠尾新町）
ホームページへの掲載は自粛させていただきます。
いきいきサロン草山和会 大槻昇
池田勝紀（三和町寺尾）
京都薬品工業（株）長田野工場
菅沼智代（堀）
上田昇（末広町）
株式会社石坪
ひまわり保育園
匿名の方（2名）
大槻守衞（広峯町）
福知山ユネスコ協会
古切手
大池坂若葉会
株式会社高見組
塩見勝美・西川和子（中）
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
株式会社ブーブーガレージＦujita
ひまわり保育園
福知山市立下六人部保育園
大西内科医院
ダンスサークルランディ
塩見保行（中）
長田野工業センター
匿名の方（4名）
伊東惠美子（寺）
株式会社ネクスト ネクスト防虫設備
中島淑厚（夜久野町日置）
京都薬品工業（株）長田野工場
近畿測地設計（株）
池田美智代（前田新町）
イロトリドリ筆ペン講座
株式会社石坪
ダンスサークルランディ
前田自動車株式会社
上下新寿会
北陵興業（株）
匿名の方（3名）
有限会社丸徳建築
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地域のつながり
金山地区福祉推進協議会

高齢者教室『笑ってくらそう会』

シリーズ 第7回

ほく しん かい

2月22日

北親会ふれあいいきいきサロン

（水）

3月7日
（火）

北山公民館にて行われた今回のサロンは、サプライズ
企画 華やかなメークや衣装で、みなさん大変身っ！
！
男性も女性も輝いておられ、記念撮影をし、楽しい
時間はあっという間に過ぎていきました。そのあと、
一緒に食事をされました。
手芸や写真立て、ほうき等の物づくりをし、季節に沿った
内容も取り入れながら、サロンを開催されています。

笑ってくらそう会は、 毎日の暮らしに笑顔・笑い声・
笑い心を を目的に、年に2回開催されています。
今回は、福知山市民病院の理学療法士さんによる元気に
暮らすための講話や体操、市消費生活センターによる
最近あった詐欺被害（不審電話）等のお話・寸劇の内容で
開催され、約40名の方々が参加されました。
地域で安心して暮らし続けられるように、高齢の方が
楽しく学べる大切な場となっています。

ファミリーサポート 肢体障害者のつどい 三和地区ひとり暮らし高齢者 地区福祉推進協議会
研修交流会 1/19（木）
2/22（水） 一斉訪問見守り事業 3/2（木） 連絡会議（全体会）
（三和民児協・社協 共催）
3/6（月）

児童虐待のお話や、おひさまと
風の子サロンの先生による
絵本の読み聞かせ等で交流
されました。

援助会員
依頼会員

募集中

からだを動かす運動とリース
づくりを体験されました。

■記事に関すること、その他お問い合わせは…

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）
福知山市総合
福祉会館

巻き寿司をつくり、地域のひとり
暮らし高齢者宅にお届けしました。

他市活動団体とのトーク
セッションで活動のヒントを
共有されました。

『市民後見人養成講座』開講！
！
福知山市成年後見センターでは、7月〜12月までの12日間
養成講座を開講します。市民後見人は、判断能力が十分で
なくなった方が地域で安心して暮らせるよう、身近な立場での
きめ細やかな支援が行えることが特徴です。
ぜひ多くの方の受講を
お待ちしております。

お申し込み先：（本所）権利擁護センター TEL.25−3211
市役所
福知山駅

裁判所

至京都
至大阪

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）
本誌は、共同募金の配分金で制作しています。

三和支所移転
平成29年3月25日（土）より三和支所が移転になりました。
新 福知山市三和町千束515番地（福知山市役所三和支所内）
（2017）．
4．
20 （6）
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