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ももの会（サロン）のようす
地域と施設が心ひとつにささえあう地域づくり
う地域づくり
ももの会では、
大門地区の高齢の方が住み慣れた地域で仲間とともにいきいきと暮らしたいという思いから、
いきいきと暮らしたいという思いから 毎月
第4金曜日に大門集会所または特別養護老人ホーム 豊の郷へ集まり、
体操や手芸、
季節行事に取り組んでおられます。
６月のサロンでは、
集会所でつかうための 牛乳パック椅子 を皆さんで一緒につくられました。
社協では、
サロン等のさまざまな地域福祉活動に関する相談支援を行っています。お気軽にご相談ください。

社協ホームページ
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平成29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。

おもな地域福祉事業
○地区福祉推進協議会の活動支援事業
・登録数：22地区

介護サービス事業等
○介護保険事業等
・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
・登録数：159サロン

・通所介護事業（老人グループデイサービス）

○ボランティアセンター運営事業
・登録数：64団体（1,300名）、個人：27名
合計：1,327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（登録数：21名）
・災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練

○ささえあいパートナー事業

・訪問介護事業・障害福祉事業
・訪問入浴介護事業
・障害児者入浴サービス事業
住み慣れた自宅で安心して生活できるよう
介護保険サービスを実施しました。

・利用会員：45名、協力会員：28名

○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：65件
・市民後見人登録数：8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：61名

○ふれあい福祉相談事業

○安心生活見守り事業
・緊急安心見守り装置設置数：1,110台
・安心生活見守りキーホルダー登録数：332名
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：11件

平成29年度 事業決算
社会福祉事業・公益事業 会計
収入総額

4億98,890千円

498,890千円

会費（13,220千円）
障害者自立支援
（22,312千円）
受託金
（38,504千円）

498,890千円

支出総額
地域福祉（7,544千円）

共同募金配分金
（11,249千円）
事業収入（6,909千円）
寄付金（3,371千円）

個別支援活動
（17,571千円）

児童・母子父子福祉
（4,577千円）
高齢者福祉（3,791千円）
ボランティア活動
（1,830千円）

障害者自立支援
（18,705千円）

障害者福祉
（1,266千円）

会館管理等公益事業
（20,380千円）

補助金・助成金
（49,257千円）
介護サービス事業
（301,138千円）
前年からの
支払準備金他
（52,930千円）

【昨年対比 △137,812千円】

次年度への
支払い準備金他
（79,842千円）

介護サービス事業
（245,295千円）

法人運営・広報活動
（98,089千円）

※詳細はホームページをご覧ください。
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お 知らせ
ありがとう 3 行ポエム 募集

安心生活見守り事業 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行ポエム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2日
（月）〜9月7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

〜ボタンひとつでつながる安心〜

権利擁護センター事業

要介護認定「要介護１以上」の方、又は障害者手帳を
お持ちの方が対象です。
安心して生活が送れるよう、見守りセンターが見守り・
安否確認を行います。

住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援します
★成年後見専門職相談会 前日までに要予約
【日時】
毎月第2木曜日 13：00〜15：00
【場所】
福知山市総合福祉会館
※地域開催…大江町総合会館（9月27日）、夜久野ふれあいプラザ（11月22日）
三和会館（31年1月24日）
いろいろ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14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（特設相談）
【場所】
本所・各支所 ※出張相談も可能です。
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。
【お申し込み・お問い合わせ先】
地域福祉課、権利擁護センター
TEL 25−3211・FAX 24−5282

安心生活見守り事業 をご利用ください
安心生活見守り事業
ひとり暮らしだし、
もしものことがあったら
どうしよう・・・・

緊急ボタン

相談ボタン
ン
ペンダント

緊急発信装置

毎月、社協よりお元気コールをします

緊急ボタン
相談ボタン

365日24時間応答・対応
救急車が必要な場合には、消防に依頼し、
ご家族にも連絡します。
受付時間 9：00〜17：00
日常生活上の健康・介護の相談を専門職が
お受けします。

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

善意の寄付 ありがとうございました

平成30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】
寄付金
テレホンカード・図書カード・はがき 他
畠中保穂（篠尾新町）
南天田老人クラブ
山路禮子（土師宮町）
大正老人会南本堀寿会
西田文夫（北栄町）
大槻守衞（広峯町）
松田吉朝
セイリョウ建設株式会社ＳＲ共有会
足立剛（木更津市）
福知山医師会
大槻守衞（広峯町）
髙徳芳忠（鎌ヶ谷市）
福知山医師会看護高等専修学校
惇明女性の会
伴中敏（夜久野町小倉）
足立紀昭（正明寺）
大槻忠一（田野）
大橋剛（拝師）
足立吉己（北山）
松田吉朝
竹下義崇（篠尾）
京都薬品工業（株）
足立紀昭（正明寺）
山本早苗（岡ノ）
福伸興業株式会社
山本早苗（岡ノ）
古切手
国際ソロプチミスト福知山
こちらの内容は、
個人情報保護の為、
梅谷長寿会
東山洋子（三和町寺尾）
吉良淳子（前田新町）
ホームページへの掲載は自粛させていただきます。
福知山市老人クラブ連合会夜久野支部
物品（タオル・布巾・石鹸・ベルマーク 他）
南天田老人クラブ
（一社）福知山民間社会福祉施設連絡協議会 （株）高見組
東山洋子（三和町寺尾）
井上自動車工業（株）
竹下義崇（篠尾）
芦田友姫奈（広峯町）
芦田友姫奈（広峯町）
福知山小谷産業(株)
大槻守衞（広峯町）
セイリョウ建設株式会社ＳＲ共有会
中澤定史（大内）
福知山ジョギングクラブ
人見郭子（市ノ谷）
松田吉朝
芦田裕子（菱屋）
NPO法人献血と骨髄バンクの和を広げる会
大槻守衞（広峯町）
城下町を考える会
山本早苗（岡ノ）
中川薬局
足立吉己（北山）
梅谷長寿会
横山廣子（堀）
南天田老人クラブ
㈱栄光サービスセンター
金谷地区福祉推進協議会
山本早苗（岡ノ）
有限会社荒木モータース 代表 荒木治志 梅谷長寿会
惇明女性の会
大槻忠一（田野）
福知山市仏教会婦人部
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第3次地域福祉活動計画がスタート
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活動 画」を策
を策定し住民同士の支え合いによる地域福祉の推進に取り組んできました。
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支え合
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の推進に取り組
り組
組んで ました
ヒアリングにより把握した課題への対応
ヒアリ
によ 把握した
た課
た課題
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ヒアリングにより把握した課題への対応、また福知山市地域福祉計画との連携を図りながら

わたし・地域の願い・思い・声
福祉について勉強してみたい
赤い羽根共同募金は何に使われているのだろう
地域であいさつや声かけをする

福祉推進の取り組み
福祉教育の推進（社会福祉体験学習、
ボランティア育成）
福祉講座等（福祉出前講座、
障害への理解）
共同募金運動

困っている人に何かしたい

ふれあいいきいきサロン
居場所づくり
見守り活動の充実
信頼される組織づくり

地域の活動に協力したい

地区福祉推進協議会との連携・支援
ささえあいパートナー事業
子育てファミリー・サポート・センター事業

サロン て何かな？ 私もやってみたい
サロンって何かな？
私もや てみたい
気軽 行け 居場所
気軽に行ける居場所がほしい

さまざまな取り組みを応援する
ちょっと困っていることを助けてほしい
子育てが大変…誰か助けてほしい

災害ボランティアセンターの運営
（防災講演会、市民サポーター養成、地域協働訓練）
防災ネットワークづくり

空き時間に今までの経験を活かしたい
災害が起きたとき、一人だと不安だ
普段から防災や災害時の対応ができるようになりたい
たくさんの人と交流したい

当事者との交流（つどい）
当事者事業との連携
ボランティア事業

困っている人を見かけたら声をかける
ボランティア活動に参加する

出来る限り住み慣れたところで暮らし続けたい
免許返納をしたけど外出したい

生活困窮者フードバンク事業
安心生活見守り事業
在宅福祉サービス（介護保険内外サービスの充実、
外出支援サービス、障害者在宅支援事業）
あんしん・みらい事業
福祉サービス利用援助事業の推進
生活福祉資金貸付事業の推進
成年後見事業（市民後見人の育成）

福祉の協力者となる
困っているときに支えてくれるところがあったら安心だ
相談の窓口が多いけど、どこに相談したらいいのかわからない
様々な制度や取り組みについて知りたい
広報やホームページ等から情報収集をする

関係機関等との連携強化
ふれあい福祉相談事業の充実
広報活動
（ホームページや広報誌「しあわせ」、
ＳＮＳ等の充実）
社協パンフレットの充実

広報誌『しあわせ』188 号

H30（2018）. 7. 19（4）

福知山市社会福祉協議会
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年度より5年間の第3次活動計画では
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動計 画では これまでの活動計画の評価や、
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の
（平成30）
「住民主体の福祉のまちづくり」をさらに強く推し進めます。

基本目標

方向性

一人ひとりが地域福祉の
担い手となるように

「お互いさま」のこころを
育みましょう

〜寄り添い、支え愛あふれる
こころづくり〜
り〜

地域で課題解決に
取り組めるように
〜参加と協働による
福祉のまちづくり〜

ひとりぼっちのない
地域づくりを考えましょう

地域の「力合わせ」を
大切にしましょう
地域の防災力を高めましょう
たくさんの人とふれあう場を
つくりましょう

住み慣れた地域で
生活し続けるために
〜尊厳の尊重と自立支援の
しくみづくり〜

安心して暮らしていける
地域づくりを考えましょう
何でも気軽に相談できる体制を
つくりましょう
必要な情報を必要な人に
届けましょう
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地域のつながり
ない

シリーズ 第12回

き

かみ む

内記６丁目北サロン

6月14日

６月のサロンでは、
体操や脳トレ、
七夕の短冊づくり （木）
等を福知山公立大学の学生とともに取り組まれ、
楽しく
交流されました。
サロンに参加されている方からは「若い子と話すことが
なかなかないので、
嬉しいです」、
学生からは「元気をおすそ分け
しようと思っていたけど、
地域の方から元気をいただきました。
サロンはとても大切な場所です」と感想をいただき、
これからも
連携した取り組みを計画していくこととなりました。

と

べ

上六人部地区福祉推進協議会

健康講座

6月28日
（木）

上六人部推進協では、
元気に健康で暮らせるようにという
願いを込めて、
地域の方を対象とした健康講座を毎年開催
されています。
第１部の茶話会では、
参加の皆さんが楽しくお話をして
交流され、
第２部では福知山市高齢者福祉センターほほえみの里
との共催で、
健康体操をされました。
これからも、
高齢者支援活動や子どもとの世代間交流行事
等のさまざまな事業に取り組まれます。

取り組み
災害ボランティアセンター 夜久野ウォークラリー
6/16（土）
立ち上げ・運営訓練

ファミ・サポ講座

視覚障害者のつどい

6/25（月）

6/27（水）

5/12（土）

由良川水系総合水防演習へ市民
サポーターとともに参加し、
災害
ボランティアセンター立ち上げ・
運営訓練を行いました。

援助・両方会員さんを対象に、
視覚障害のある方が、
神戸アイ
子どもに関わるときの留意点
センター 病 院 にて、先 進 的 な
子どもから大人までがクイズ等を （乳幼児の救急救命や児童虐待に
交え、自然とふれあいながら ついて）等を学ぶ講座を開催
支 援 について学 ば れました 。
夜久野高原を歩き、
交流されました。 しました。

■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）

トピックス
市民の方が社協に寄付（寄付金・会費等）された場合に、
申告により個人市民税額から、下記の一定額が「控除
（税額控除）」されることになりました。

控除額＝
（寄付金額−２千円）
×市民税の税率６％
福知山市総合
福祉会館

市役所
福知山駅

地方合同
庁舎

＊平成３０年１月１日以降に支払われた寄付金から該当します。

裁判所

至京都
至大阪

福知山城

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）
赤い羽根共同募金の配分金を活用し、
制作しています。

福知山市総合福祉会館の耐震改修工事について
平成30年10月
（予定）
より福祉会館の耐震改修工事が始まります。
これにより10月以降の会館利用について、工事の状況等により一部
使用できなくなる場合があります。ご不便等をおかけしますが
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
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