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　市内の小・中学生の親子を対象として、福知山聴覚障害者協会・福知山手話サークルこづち・福知山市聴覚言語
障害センターとともに、3月17日（日）親子手話教室を開催しました。
　聴覚障害のある方の体験を寸劇で観たあと、協会の方々が講師となりグループごとに手話の学習、また、手話で
いす取りゲームや伝言ゲームを行いました。
　参加者からは、「もっと勉強して手話を覚えてお話したい」等の感想をいただきました。
　社協では、障害の有無に関わらず、共に幸せを生きる社会に向けて、これからもさまざまな事業を行いますので、
ぜひご参加ください。

で
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尊厳の尊重と自立支援のしくみづくり

859千円
【前年度比 －20,330千円】

支出総額　450,859千円

２４時間３６５日対応

介護サービス事業
（241,768千円）法人運営

（91,543千円）

公益事業その他支出
（70,295千円）

地域福祉（17,954千円）
障害福祉（21,086千円）

児童・母子父子福祉（2,539千円）
高齢者福祉・障害者福祉（1,935千円）

ボランティア活動（2,125千円）
広報活動（1,614千円）

補助金・助成金
（52,615千円）

予 算
公益事業 会計

社協 事業について事業について事業について2019年度

予 算

地域づくりをめざして

フードバンク
市民・事業所等から寄付を受けた
保存食品を、制度適用までの生活に
お困りの方や、子ども食堂等の
福祉活動に提供します。

福祉サービス利用援助
認知症・もの忘れのある方、
知的障害や精神障害のある方が、
福祉サービスを利用するための
手続きがよくわからなかったり、
日常的な金銭管理をすることが
不安な時に、安心して生活できる
ようお手伝いをします。

広報活動
広報誌や社協パンフレット、ホーム
ページをとおして、福祉に関する
ことをご紹介します。また、地域に
出向き、福祉出前講座を行います。

あんしん・みらい
ひとり暮らし等で日常生活に不安を
抱えておられる高齢の方等と契約を
交わし、電話及び定期的な訪問による
見守りや、大切な書類等の預かりを
行い、高齢の方等が住み慣れた地域で
安心して生活できる支援します。また、
老いじたくカレッジ（４回講座）を
開催します。

ふれあい福祉相談
日常生活での困りごとや悩みごと等、
電話または必要に応じて出張相談を
行います。また、毎月第１金曜日午後、
社協にて相談員が総合的な相談を
受けて、心配事の解消をはかります。

外出支援
三和地域にお住まいの高齢の方や身体
障害のある方に、福祉車両で通院等の
送迎を行い、住み慣れた地域で安心した
生活が送れるよう支援します。 

安心生活見守りキーホルダー

高齢の方や障害のある方が事前に
緊急連絡先等を社協へ登録し、見守り
キーホルダーをお持ちいただきます。
緊急時に、救急隊や医療機関等から
社協へ連絡が来た時に、適切な情報
提供を行います。

　※キーホルダーに、個人情報は
　　記載されません。

生活福祉資金貸付
高校や大学へ進学する時の資金や
療養資金等の貸付・相談支援を行います。

※貸付には、所得等の条件があります
　ので、ご相談ください。

成年後見（法人後見）
成年後見制度の中で、法人後見の
役割を果たせるよう、関係機関と
連携し受任するとともに、親族後見人・
市民後見人を支援します。

介護保険等
高齢の方や障害のある方が、ご自宅で
暮らしながら、自立した生活が送れる
ように、毎日介護サービスを提供します。
＊居宅介護支援（ケアプラン作成等）
＊通所介護（老人グループデイサービス）
＊訪問介護・障害福祉
＊訪問入浴介護
＊障害児者入浴サービス

安心生活見守り
～ボタンひとつでつながる安心～

要介護1以上のひとり暮らし高齢者等の
自宅にボタンひとつで連絡できる
緊急通報・相談装置を設置し、毎日
安心して暮らしていただけるよう
見守り支援や福祉に関する相談に
応じます。

２４時間３６５日対応

活動計画に基づき、制度・分野ごとの

を超えて、地域で暮らす人と人が

で繋がりながら支え合うことで、

を共に創り、地域福祉の推進と

となるようさまざまな事業に取り
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4億50,

収入総額　450,859千円

※詳細はホームページをご覧ください。

寄り添い、支え愛あふれるこころづくり

地域の方が身近にある公民館や集会所
等で開催されるサロン運営に対し、相談
支援や情報提供等を行い、交流・研修会を
開催します。また、新規・継続サロンともに、
立ち上げや運営、内容等の相談支援を
行います。
【福知山公立大学との連携事業】

赤い羽根共同募金
福知山市共同募金委員会（事務局）では、募金活動を行い、集まった募金を財源とした
配分金を、市内で行われている地域福祉活動へ助成しています。

学校や施設と連携した福祉体験学習の
実施、また、学校の授業や地域の行事に
出向き、子どもから大人まですべての世代が
楽しみながら福祉の理解を深められるよう
講座を行います。また、地域の方への感謝の
気持ちをポエムにする“ありがとう３行
ポエム”も実施します。

地区福祉推進協議会等活動支援
参加と協働による福祉のまちづくり

誰もが住み慣れた地域でその人らしく暮らせるよう
地域住民の参加と協動による活動を支援します。
また、地区担当職員を配置し、ともに地域の福祉を
推進します。

ささえあいパートナー
ちょっとしたお困りごとのある方を
住民同士で支え合う仕組みを社協が
コーディネートし、あたたかい地域
づくりをサポートします。

子育てファミリー・サポート・センター
地域における子育て支援を推進するため、「子育て
中の方を応援したい」という方（援助会員）と
「子どもを見てほしい」という方（依頼会員）の
相互援助活動をスムーズに実施することが
できるようコーディネートします。また、充実した
活動に向けた交流・研修会を開催します。

災害ボランティア活動
平常時から、防災に関する講演会や運営訓練を行い、また、地域の行事に、出前講座として
出向きます。また、非常時には、センターを立ち上げ、速やかにニーズ把握・ボランティアの
受け入れを行い、被災者の生活復旧を支援します。そして、共にセンター運営を行う
市民サポーターの養成も継続して行います。

【福知山公立大学との連携事業】

ボランティアセンター
ボランティア活動を取り組んで
いる方とその応援を受けたい方に、
相談支援やコーディネートします。
また、ボランティア活動の啓発に
向けた情報発信や、講座・交流会を
開催し、新たなボランティア活動にも
つながるよう支援します。

ふれあいいきいきサロン 福祉教育推進

前年度からの支払準備金他
（40,190千円）

受託金（27,752千円）

障害者自立支援（22,437千円）

会費（13,525千円）

事業収入（4,846千円）

寄付金（2,000千円）
預金利息及び雑収入
　　　　（1,470千円）

補助金・助成金補助金・助成金
（52,615千円）（52,615千円）
補助金・助成金
（52,615千円）

介護サービス事業
（286,024千円）

業事
社会福祉事業・

社協 事業について社協 20192019年度年度2019年度

業事

募金活動・公募助成

誰もが支え合う 

　福知山市社協は、第３次地域福祉

縦割りや支え手・受け手という関係

世代や分野を超えておたがいさま

住民一人ひとりの暮らしと生きがい

地域共生社会構築の中核的な組織

組んでまいります。
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共同募金助成金公募の申請受付が始まります

【２０１９年度実施】

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

・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　など

★事業終了後に、実施報告書を提出していただきます。

申 請 期 間

プレゼンテーション
審　査　会

２０１９年５月7日（火）～８月３０日(金)

決定・通知 ２０１９年11月～１2月【予定】

助成金交付 ＊２０１９年度実施事業
　…２０１９年１２月～２０２０年１月【予定】
＊２０２０年度実施事業
　…２０２０年５月～６月【予定】

２０１９年９月～１０月【予定】

【２０20年度実施】

高齢者福祉活動

児童・青少年福祉活動

課題のある人々を支える活動

障害のある方の福祉活動

住民全般の福祉活動

申請に伴う留意事項について

＊それぞれの様式は、社協の窓口で配布、
　または、ホームページの共同募金ページ
　よりダウンロードしていただけますので、
　ご利用ください。

募 金 種 別
戸　別　募　金
街頭・イベント募金
法　人　募　金
学　校　募　金
職　域　募　金
募　　金　　箱

合　　計

7,331,484
274,041

1,236,262
33,685
299,504
49,742

9,224,718

金　　額（円）

●●赤い羽根共同募金●●
募 金 種 別

戸　別　募　金

イベント募金・募金箱

職　域　募　金

合　　　計

4,222,775

16,299

89,350

4,328,424

金　　額（円）

●●歳末たすけあい募金●●
募金額の報告について 2019年3月31日現在

市民の皆様からお寄せいただいた募金は、公募により、市内の高齢者見守り活動や交流イベント等の
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。

福知山市共同募金委員会よりお知らせ福知山市共同募金委員会よりお知らせ

市民の皆様から寄せられた共同募金の趣旨に沿い、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる
福祉のまちづくりを推進するための活動に対して助成をします。

【お問い合わせ先】地域福祉課  TEL 25－3211・FAX 24－5282 （共募事務局）
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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す。今後とも、よろしくお願いします。

2019年3月31日現在
（敬称略・50音順）社協会員のご紹介社協会員のご紹介社協会員のご紹介社協会員のご紹介社協会員のご紹介

正会員【施設】
あっとホームらく楽
五十鈴荘
えるむ
大江作業所
ききょうの杜
グリーンビラ夜久野
ケアハウス三愛荘
サンヒルズ紫豊館
たんぽぽの家
ちくもう
ニコニコハウス
にれの木園
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
みわの里
六人部晴風
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
障害者支援施設京都サポートセンター
特別養護老人ホーム岩戸ホーム
特別養護老人ホーム三愛荘
養護老人ホーム三愛荘

正会員【保育園】
天津保育園
あゆみ保育園
一成保育園
菟原保育園
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
下夜久野保育園
げん鬼保育園
小鳩保育園

さつき保育園
下六人部保育園
鉄道弘済会福知山保育所
土師保育園
花園保育園
ひまわり保育園
福知山丹陽保育園
みどり保育園
三和保育園
わかば保育園

正会員【団体】
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
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
福知山民間社会福祉施設連絡協議会

賛助会員【事業所・団体】
味工房
一般財団法人福知山市体育協会
医療法人社団大西内科医院
医療法人社団福仁会古川医院
医療法人成仁会吉河医院
医療法人松山内科循環器科医院
岩見印刷株式会社
上田自動車サービス工場
えばら屋
お城通りゆう薬局
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
株式会社テレコムビジネス
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
株式会社両丹日日新聞社
紀文
京都丹の国農業協同組合福知山支店
京都北都信用金庫岡ノ町支店
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市シルバー人材センター
丹波の奥座敷 たかた荘
西垣内科医院
西村造園
日本製紙クレシア株式会社京都工場
花吉本店
ヒトミ衣料株式会社
福大商事株式会社
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
福知山内記郵便局
冨士モータース
弁護士法人つくし総合法律事務所
村上商事株式会社
有限会社今川油店
有限会社河田ギヤエム商会
有限会社ケーアイエスコミュニケーションズ
有限会社藤本工業

賛助会員【個人】
芦田信之
西沢久隆

 寄付金
両丹日日新聞社「愛の寄金」
合同会社ちきり屋
夜久雅文（夜久野町小倉）
大槻守衞(広峯町)
小西眞(夜久野町小倉)
清水晃（菟原中）
はばたきフェスティバル実行委員会
匿名の方【１名】

 古切手
花吉本店 阪口薫
額塚自治会 会長 向山武夫
社福）空心福祉会
株式会社冨士興業
宮谷信義（南小谷ヶ丘）
南天田老人クラブ
久昌寺
大槻守衞（広峯町）
荒木節子（堀）

石原老人クラブ
武田ヘルスケア(株)
岡ノ二町自治会 会長 森孝道
金谷地区福祉推進協議会
京都丹の国農業協同組合
福知山地区更生保護女性会
いきいきサロン草山和会 代表 大槻昇
植村淑子(城山)
ひまわり保育園
大東建託株式会社 福知山支店
福知山ジョギングクラブ
福知山市立下六人部保育園
アクサ生命保険(株)
福知山市連合婦人会
福知山友の会
福知山地方森林組合
足立宮子（拝師）
大池坂若葉会
新寿会
株式会社高見組

 テレホンカード・図書カード・はがき 他
花吉本店 阪口薫
大槻守衞（広峯町）
石原老人クラブ
いきいきサロン草山和会 代表 大槻昇
植村淑子(城山)
ひまわり保育園
福知山ジョギングクラブ
福知山市連合婦人会
足立宮子（拝師）
大池坂若葉会

 物品（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）
金谷地区福祉推進協議会
いきいきサロン草山和会 代表 大槻昇
植村淑子（城山）
足立宮子（拝師）
大池坂若葉会

【ご氏名・ご住所のみご紹介させていただきます】

善意の寄付 ありがとうございました善意の寄付 ありがとうございました善意の寄付 ありがとうございました善意の寄付 ありがとうございました善意の寄付 ありがとうございました
2019年
1月1日～3月31日
（敬称略・受付順）

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。
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赤い羽根共同募金の配分金を活用し、
制作しています。

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

福知山城

福知山市総合
福祉会館

至京都
至大阪

福知山駅

取り組み取り組み取り組み

社協より、災害ボランティアセンターについてのお話と、
運営体験ゲームを行い、新たに、市民サポーター
として3名の方にご登録いただきました。

民生児童委員と駐在所職員とともにひとり暮らし
高齢者のお宅へ訪問し、手づくりの品をお渡ししたり、
生活状況についての話をお聴きしました。

NPO法人 みらい学園 大槻さんより「パラスポーツの
魅力」についてお話をいただいたあと、車いす
ハンドボールやボッチャ等の体験を行いました。

市・危機管理室より「災害リスクと自助・共助の
重要性」についてお話をしたあと、㈱植田瓦さんに
教わり、屋根のブルーシート張り体験をしました。

地域で見守り活動を行っておられる団体や企業より
実践ＰＲをしていただいたあと、自由に話し合い、
『見守り活動』について、深めるきっかけとなりました。

手話と朗読の体験を行い、ボランティア活動への
関心・理解を高めることに繋がりました。

ボランティア活動の実践発表を聴いたあと、グループに
わかれて、それぞれの活動を話し合いました。

手づくりの店 Doll 田口さんに教わり、紙粘土で
貯金箱をつくったあと、皆さん一緒にCafeタイムで
交流されました。

地域見守り活動連携懇談会
2/28（木）

防災講座
～きっと役立つ、日ごろの備え～

3/2（土）

ボランティア入門講座
3/7（木）

災害ボランティアセンター
市民サポーター養成講座

3/9（土）

三和地区ひとり暮らし高齢者
一斉訪問見守り事業

3/11（月）～13（水）

肢体障害者のつどい
3/14（木）

ボランティアセンター研修会
3/24（日）

パラスポーツ体験会
3/30（土）

しあわせ190号３ページ福知山ボランティアまつりの
講師様のお名前に誤りがありました。
訂正してお詫びいたします。

【誤】作業療法士　大久野さん
【正】作業療法士　大久保さん

紙面上の都合により、地域のつながりシリーズは
お休みします。

お詫びと訂正お詫びと訂正お詫びと訂正

ご参加・ご協力
ありがとうございました

【共催：福知山市】
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