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サロン岡ノ二町
社協貸出物品『コップ in ゴルフ』のようす

『みんなで考えて、みんなでする』
『ひとつの場所に集まることが大切』と去年より始まったサロンです。
チームにわかれてレクリエーションや、今までできなかった編みものにチャレンジしながら、毎月楽しく
開催されています。
サ ロ ン
社協では、地域での仲間づくりや閉じこもり防止等を目的とした居場所立ち上げ・運営の相談支援や
活動費の助成、福祉出前講座の実施等を行っています。

福知山市社会福祉協議会
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市民主体の福祉コミュニティづくりの推進をめざして
このたびの社会福祉協議会役員改選に伴い、理事の皆様のご推挙とご賛同を賜り、引き続き会長の
要職を担うこととなりました。これまでの経験を踏まえ、社会福祉協議会の円滑な運営を通し、地域福祉の
充実と発展に向けて、その職責を果たしてまいる所存であります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、近年、景気は緩やかな回復基調にあると言われるものの、一方では経済格差が広がり、被保護世帯が
過去最高水準に達し、子どもの貧困問題が顕在化するなど厳しい状況が続いています。本格的な人口減少
時代に突入し超高齢・少子社会が進展するなど社会環境の変化が続く中、地域での生活課題が多様化・
深刻化・輻輳化し、様々な分野の課題が絡み合い、施策や制度の狭間にあって解決に至らない福祉課題
として山積しています。
これに対し、制度や分野の縦割りや福祉サービスの支え手・受け手の関係を超え、すべての住民が
世代や分野に横串を刺して、包括的に支援する「我が事・丸ごと」の地域づくりへと転換することが
求められています。また、国の制度が大きく移り変わる中で、市町村は各福祉分野を横断する地域福祉計画を
策定することとされています。しかし、地域において人と人のつながりを大切にし、時には支えたり、
支えられたりという福祉機能を発揮するのは地域住民自身です。
社会福祉協議会としましては、そうした住民主体の地域福祉活動のプラットホームとしての機能を
発揮したいと考えており、地域の暮らしに密着した地域福祉活動の充実を図るため職員の地域担当制や
地域住民を主体とした支え合い活動である「ささえあいパートナー事業」の推進などに取り組んでいます。
今後も市民の皆様の信頼と期待に応えるため、役職員一丸となり、なお一層の市民主体の福祉コミュニティ
づくりの推進に努めて参ります。

浅

吉林

顧
問

土 吉

監
事

西 田 関 桐 大

理
事

田

常
務
理
事

廣 井 仁
井
田 土 内

尾

田 田

本 中

村 本

中

勝

康

裕

一

次

輔 勝

庄 純 三 博 夏
之
千
助 一 彦 之 代

志

真 昇 義

大土新小細和中和藤正細吉芦安溝東

副
会
長

評
議
立藤荒河大谷田野山阪北桐渡細石山
員

見田丸槻永田原谷久井久原木見田田田谷口橋道田川谷西垣中崎本根山村辺見塚下
美恒由文宣 彰
義敏公 秀浩則ち仁敏嵩正重 寅利 晴博ル美哲佳英玲豊
紀
ゑ
リ智
晴宗夫代子稔紀勝明行一子宏樹重男乃司和治雄行修夫明均幸司子子史志俊子子裕
広報誌『しあわせ』184号 H29
（2017）．7．
20 （2）

平成28年度 事業報告
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。

○地区福祉推進協議会の活動支援事業

○介護保険事業

・登録地区数：22地区

・居宅介護支援事業（ケアプラン作成等）

○ふれあいいきいきサロン事業

・通所介護事業（老人グループデイサービス）

・登録数：145サロン

○ボランティアセンター運営事業

・訪問介護事業・障害福祉事業

・登録者数：67団体（1,756名）、個人：38名
合計1,794名

○災害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講演会
・市民サポーター養成講座（登録者数：18名）
・地域協働立ち上げ訓練
・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：50件
・市民後見人登録者数：3名、後見受任：1件
・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：57名

○ふれあい福祉センター相談事業

住み慣れた自宅で安心して生活できるよう

○安心生活見守り事業

社会福祉事業・公益事業 会計

高齢の方や障害のある方の暮らしを、
見守りセンターが24時間365日
見守りました。

・本所・各支所、地域公民館で開催
相談件数：21件

636,702千円【前年度比 ＋73,127

636,702千円

会費（13,262千円）

受託金
（38,466千円）

・介護用品販売事業

・緊急安心見守り装置設置数：1,157台

○日常生活自立支援事業

障害者自立支援
（18,418千円）

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

介護保険サービスを実施しました。

○市民後見人養成・支援事業

収入総額

・訪問入浴介護事業

千円】

支出総額
地域福祉（8,505千円）

共同募金配分金
（11,567千円）
事業収入（8,810千円）

障害者自立支援
（17,920千円）
個別支援活動
（16,517千円）

636,702千円
児童・母子父子福祉
（5,049千円）
高齢者福祉（3,744千円）
障害者福祉（1,536千円）
ボランティア活動
（2,602千円）

寄付金（1,795千円） 会館管理等公益事業
（20,868千円）

補助金・助成金
（54,160千円）

法人運営・広報活動
（83,151千円）
介護サービス事業
（233,599千円）

介護サービス事業
（266,027千円）
前年度からの
支払準備金他
（224,197千円）

次年度への
支払準備金他
（243,211千円）

※詳細はホームページをご覧ください。
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お 知ら せ
ささえあいパートナー事業

協力者養成講座

参加者募集

社協では、 ちょっとしたお困りごと のある方を、
地域の方同士で支え合う相互援助活動を行っており、
協力していただける方を養成する講座を開催します。
【日にち】平成29年8月21日（月）
・22日（火）
【場 所】福知山市総合福祉会館
【対 象】市内にお住まいで、受講後サポーターとして
活動意欲のある方
【内 容】高齢の方を取り巻く状況や市民救命士の
講座等を行います。
要申込
【申込締切】8月14日（月）
【お申し込み・お問い合わせ先】
地域福祉課 TEL 25−3211・FAX 24−5282

権利擁護センター事業
住み慣れた地域で安心して生活できるようお手伝いします。

★成年後見専門職相談会 前日までに要予約
【日時】毎月第2水曜日 13：00〜15：00
【場所】福知山市総合福祉会館
色々な疑問や専門的な話まで、弁護士・司法書士・
社会福祉士が相談をお受けします。
★成年後見センター講演会 申込不要
【日時】10月15日
（日）13：30〜15：30
【場所】市民交流プラザふくちやま 3階 市民交流スペース
成年後見に詳しい弁護士の方からの講演等
★ふれあい福祉相談 予約不要
【日時】毎月第1金曜日 13：00〜16：00
【場所】本所・各支所 ※9月1日（金）六人部地域公民館でも開催
日常生活上の悩みや困りごとを社協相談員がお受けします。
【予約・お問い合わせ先】
権利擁護センター TEL 25−3211・FAX 24−5282

ありがとう

3 行ポエム募集

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3日（月）〜9月8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
【お問い合わせ先】
地域福祉課 TEL 25−3211・FAX 24−5282

〜災害に備えて、
平常時からできること〜
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。
＊開催予定＊
●災害ボランティアセンター地域協働訓練【9月3日
（日）】
●防災講演会【9月24日（日）】
●市民サポーター養成講座【10月22日（日）】

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

シリーズ第 4 回

通所介護事業（老人グループデイサービス）
家庭的な雰囲気を大切にした、定員12名の小規模
デイサービスです。
一人ひとりの方に合わせた食事や入浴、
レクリエーション
等の日常的な生活支援を提供します。

●ご相談・お問い合わせ先●
三和支所グループデイホーム TEL 59−2025 FAX 59−2026

介護用品販売事業
日常生活に不便を感じる方等が快適に毎日の生活が
送れるように、介護用品の販売を行っています。
はくパンツ（紙おむつ）、尿とりパッド、防水シーツ
のほか、尿器やパジャマ等も取り扱いをしています。

●ご相談・お問い合わせ先●
三和支所 TEL 58−3713 FAX 58−3732

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年度実施事業

安心生活見守りキーホルダー事業
鍵につけたら安心できるよ！
！

助成先一覧

（団体名・順不同）

福知山市立菟原小学校
福知山市保育協会
福知山民間社会福祉施設連絡協議会
三和地区民生児童委員協議会
雲原地区福祉推進協議会
福知山市老人クラブ連合会
福知山市民生児童委員連盟
中六人部地区福祉推進協議会
下六人部地区福祉推進協議会
菟原下一自治会
厚東町自治会
下川合自治会
成仁地区自治連絡協議会
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運営委員会
福知山点友会
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
福知山市母子寡婦福祉会
福知山市父子福祉会
福知山市遺族会
金谷地区福祉推進協議会
下川口地区福祉推進協議会
青空クリスマスコンサート実行委員会
福知山あおば会
社会福祉法人ふくちやま福祉会
コスモス保育園夜間保育所
社会福祉法人しあわせネットワーク

新規

高齢化が進む中、キーホルダーを持って
いただくことで外出先や徘徊時などで安心・
安全を確保していただく事業です。
高齢の方が外出先で突然倒れ緊急搬送された
場合や認知症の方の徘徊などで保護され、
住所、氏名等の確認が必要となった時、
キーホルダーが目印になり、搬送先の病院や
警察などが社協「安心生活見守りセンター」へ
連絡することによって、登録情報が迅速に
確認できることを目的としています。
キーホルダーを
ひとり 5 個ずつ
無料配布します。

7月2日（日）
ひとり歩き要支援者発見

模擬訓練のようす
平成29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】
テレホンカード・図書カード・はがき 他
寄付金
大槻守衞(広峯町)
大槻守衞（広峯町）
社会福祉法人空心福祉会
惇明女性の会
山本久男（兵庫県丹波市）
福知山市連合婦人会
長谷川光子(正明寺)
第19回はばたきフェスティバル実行委員会
蘆田照代（荒河）
セイリ
ョウ建設株式会社ＳＲ共有会
川合小学校昭和34年3月有志同級会 （株）オカムラ
福知山市連合婦人会
西山琴枝（三和町下川合）
高野山真言宗清園寺
福知山市老人クラブ連合会夜久野支部
谷一太郎（三和町台頭）
田中美千子（三和町上川合）
道家松子（堀）
牧徹也（北栄町）
芦田好 （奥野部）
田中光治
（前田）
福知山市老人クラブ連合会夜久野支部
田中悟（北栄町）
額塚自治会
佐中妙子（野花）
藤田晃和（三和町菟原中）
こちらの内容は、個人情報保護の為、
西田文夫（北栄町）
吉良淳子（前田新町）
古切手
ホームページへの掲載は自粛させていただきます。
佐中妙子（野花）
道家松子（堀）
大槻守衞(広峯町)
匿名の方【1名】
金谷地区福祉推進協議会
コスモス保育園
匿名の企業【2社】
額塚自治会
南天田老人クラブ
物品（タオル・布巾・石鹸・ベルマーク 他）
社会福祉法人みつみ福祉会三愛荘
惇明女性の会
長尾ほほえみサロン
アオイ管材株式会社
長谷川光子（正明寺）
南天田老人クラブ
中川薬局
井上史郎（堀）
大槻守衞(広峯町)
福知山市立南陵中学校
福知山市土地改良区
道家松子（堀）
田中光治（前田）
福知山都市ガス
（株）
黒岡ハルミ
（千原）
福知山ジョギングクラブ
長尾ほほえみサロン
金谷地区福祉推進協議会
匿名の方【2名】
セイリョウ建設株式会社ＳＲ共有会
福知山市仏教会婦人部
前田塗料株式会社
匿名の方【1名】
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地域のつながり

シリーズ 第8回

ひら の かい

ささ べ

平野会【サロン】

雀部地区福祉推進協議会

5月21日
（日）

成仁地区の平野会では、4月初旬に社協で
配布をした『虹色レシピ』をつかった調理実習を
行われました。今回つくられたのは、 玉ねぎのチヂミ
と かぼちゃのみたらし団子 でした。
ボランティアの方と参加の皆さんがともに調理をされ、
おいしい料理を食べながら、お話をしたり漢字の間違い
探し問題を解いたりして、和やかに過ごされました。

ファミ・サポ講座

6月2日（金）

援助会員さん向けに、子育て支援の状況や情報社会の
子育ての難しさ、乳幼児の救命救急の方法についての
講座を開催しました。

ボランティアスクール

6月25日
（日）

雀部推進協では、地域で幸せに暮らすことの実現のためには、
地域の福祉力を高めることが必要であり、ボランティアの
育成を目標に毎年ボランティアスクールを開催されています。
今回は、雀部地区11自治会の皆さんが参加され、防犯・
交通安全教室を受けられました。
これからも、 地域の福祉力 を高めるため、地域一丸と
なって、さまざまな事業に取り組むこととしておられます。

福知山市ふれあい大運動会

6月24日（土）

障害のある方たちがスポーツをとおして楽しく交流され、
ボランティアの方たちが運営に協力されました。

■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）

福知山市ボランティアセンターのLINEを開設しました

友だち登録で情報をGET！

福知山市総合
福祉会館

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。

福知山市ボランティアセンターでは、
より多くの方に情報をお伝えできる
ようＬ
ＩＮＥを始めました。
月1回程度、
ミニコミ誌『ボランティア
だより』を配信します。
今まで、
「ボランティアって何？」
「なんか難しそう」と思っていた方にも、
身近に感じていただけるよう情報を
提供します。
この機会にぜひ
L I N E 登録してね！

QRコード

＊その他→友だち追加から読み取ってください。
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