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　総合福祉会館の耐震及び改修工事が3月末をもって完了しました。洋間の会議室も増え、各階トイレも新しくなり
ました。また駐車場も広くなり、より市民の皆さまにご利用いただきやすい会館となりました。
　工事期間中は、近隣の皆さま、利用者の皆さまには何かとご不便、ご迷惑をおかけしましたが、ご協力ありがとう
ございました。
　社会福祉協議会は引き続き、会館の設置目的である「市民の福祉の増進と生活文化の向上」の実現に向け、管理運営を
行ってまいります。
　多くの市民の皆さまのご利用を心よりお待ちしております。
　　＊開 館 時 間　午前9時から午後10時
　　＊休　館　日　毎週月曜日、毎年12月29日から翌年1月3日
　　＊ご利用予約　開館時間に同じ（3か月前から受付可）窓口及び電話（0773-23-3573）
　　　　　　　　　※祝日と重なる月曜と年末年始は予約受付ができません。
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尊厳の尊重と自立支援のしくみづくり

166千円
【前年度比2.29% 10,307千円増】

支出総額　461,166千円

２４時間３６５日対応

介護サービス事業
（248,013千円）
介護サービス事業
（248,013千円）

法人運営
（85,428千円）
法人運営
（85,428千円）

公益事業及びその他支出
（83,814千円）

障害福祉（20,913千円）

地域福祉（17,980千円）

高齢者福祉・障害者福祉（1,823千円）
ボランティア活動（1,734千円）

広報活動（1,461千円）

前年度からの
支払準備金他
（70,026千円）

補助金・助成金
（54,244千円）

介護サービス事業
（242,912千円）

業 予 算
公益事業 会計

尊厳の尊重と自

令和２年度の  取組みについて 取組みについて福知山市社会福祉協議会

業 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、公的制度適用までの間、
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
不安なときに、生活支援員を派遣
して、安心して生活できるよう
お手伝いをします。

広報活動
広報誌やパンフレットを通して、
市民の皆様に社協の運営や取組み
等をわかりやすくお知らせします。
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し、
電話・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ます。
また、高齢の方等が住み慣れた地域で
安心して暮らし続けられるよう必要な
情報を集めた「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、
社協本所・各支所にて相談員が
さまざまな相談にのり、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

事前に緊急連絡先等を社協へ登録
いただいた高齢の方や障害のある
方に、見守りキーホルダーをお渡し
します。緊急時には、キーホルダーを
目印に、救急隊や医療機関等からの
問い合わせに、適切、迅速に情報提供を
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際に必要な
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）
法人後見等に関する総合相談に対応し、
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
連携し受任します。また、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、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
ご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、見守り
支援や福祉に関する相談を行います。

２４時間３６５日対応

第３次地域福祉活動計画に基づき、

生活課題を抱える方への切れ目の

づらさを抱える方の居場所づくりを

地域や各関係機関・団体と連携・

そして、より良い「地域共生社会」

皆さまから信頼していただけるように

ます。
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4億61,

収入総額　461,166千円

※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
等で運営されるサロン活動に対し、運営・
内容等の相談支援や情報提供等を行う
とともに、交流・研修会を開催します。また、
新規サロンの立ち上げ支援を行います。

赤い羽根共同募金
福知山市共同募金委員会の事務局として、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に助成します。

学校や施設と連携した福祉体験学習の
実施、また、学校における福祉教育授業や
地域の行事等に福祉出前講座として
参加をします。この他、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
理解を深められるイベント等を開催します。

地区福祉推進協議会や
地域福祉活動団体への活動支援

参加と協働による福祉のまちづくり

小学校区を単位とした住民主体の福祉組織体
である地区福祉推進協議会をはじめ、各地で
地域福祉推進を目的に活動されている
団体等の活動を支援します。地区ごとに担当
職員を配置し、積極的に地域に出向くことで、
地区とのよりきめ細やかなつながりを持ち、
地域支援の強化を図ります。

ささえあいパートナー
高齢世帯など支援を必要とされる方が
増加する中、専門資格や高度なスキルを
必要としない「ちょっとした困りごと」を
地域の住民同士で支え合う活動です。
「地域をよくしたい」という住民同士の
「思い」や「力合わせ」の輪を広げて
いけるよう、社協が活動のコーディネートを
行います。

災害ボランティア活動
大きな自然災害が毎年のように発生する時代にあって、災害ボランティアと共に被災地
住民への迅速で的確な復旧支援活動を行います。平常時から災害ボランティアセンターの
訓練・啓発、市民サポーターの養成に努めるとともに、各地域に出向き、地域住民との
協働による防災に関する取組みの推進を図ります。

ボランティアセンター
ボランティア活動の啓発や養成を行うとともに相談体制を強化し、さまざまなボランティア
活動の活性化による「暮らしやすいまちづくり」を目指します。また、広く市民の方に
ボランティア活動を知っていただけるように、情報提供や交流会等を行います。

ふれあいいきいきサロン 福祉教育推進

介護サービス事業
（248,013千円）

法人運営
（85,428千円）

前年度からの
支払準備金他
（70,026千円）

前年度からの
支払準備金他
（70,026千円）

受託金（46,026千円）

障害者自立支援（23,485千円）

会費（13,244千円）

事業収入（4,254千円） 寄付金（2,000千円）

その他収入（3,000千円）

預金利息及び雑収入
　　　　（1,975千円）

補助金・助成金
（54,244千円）
補助金・助成金
（54,244千円）

介護サービス事業
（242,912千円）
介護サービス事業
（242,912千円）

事
社会福祉事業・

づく

令和２年度の  取組みについて令和２年度の 福知山市社会福祉協議会福知山市社会福祉協議会

事

募金活動・公募助成

誰もが支え合う 

　福知山市社会福祉協議会では、

社会状況の変化に対応しながら、

ない相談支援体制づくりや、生き

はじめ、地域福祉の諸活動を、

協働して推進してまいります。

構築の中核的な組織として、

さまざまな事業に取り組んでまいり

令和2年度
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共同募金助成金公募の申請受付が始まります令和2・3年度

【令和2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

令和2年6月10日（水）～８月３1日(月)

決定・通知 令和2年11月～１2月【予定】

助成金交付 ＊令和2年度実施事業
　…令和2年１２月～令和3年１月【予定】
＊令和3年度実施事業
　…令和3年５月～６月【予定】

令和2年９月～１０月【予定】

【令和3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

7,169,265
180,115

1,080,093
61,461
279,022
218,922

8,988,878

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

4,068,318

13,892

95,510

4,177,720

金　　額（円）

●●歳末たすけあい募金●●
募金額の報告について令和元年度 令和2年3月31日現在

令和元年度に市民の皆様からお寄せいただいた募金は、公募により、令和元年度と2年度に実施される市内の
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した。今後とも、よろしくお願いします。

令和2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
芦田商事株式会社
一般財団法人福知山市スポーツ協会
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
Ｍ．株式会社サンプラザ万助
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
オリックスレンタカー福知山店
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
株式会社ヨネダ
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
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
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
前田・福多共同企業体
村上商事株式会社
有限会社今川油店
有限会社臼井刃物
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
レストラン あじくら

賛助会員【個人】
西沢久隆

テレホンカード・図書カード・はがき 他

物品（タオル・布巾・石鹸・ベルマーク 他）

両丹日日新聞社「愛の寄金」
大槻守衞（広峯町）
西山克己（三和町岼）
はばたきフェスティバル実行委員会
匿名の方【2名】

 
株式会社スリーエス
柴垣宏之（秋津が丘）
大槻守衞（広峯町）
グリーンビラ夜久野
大東建託（株）福知山支店
（医）松山内科循環器科医院
石原老人クラブ
立正佼成会福知山教会
堀 敬一（堀）
大池坂若葉会
福知山観光協会

社会福祉法人 みつみ福祉会 三愛荘
久世電気工業株式会社
京都農協福知山支店
桑原秀行（夜久野町板生）
足立演子（正明寺）
ひまわり保育園
清水の園デイサービスセンター
いきいきサロン草山和会
下六人部保育園
福知山地方森林組合
逸見和徳（天田）
福知山市連合婦人会
福知山市シルバー人材センター
井口和子（内記）
内記１丁目 暉寿会
(株)高見組
匿名の方【２名】

柴垣宏之（秋津が丘）
大槻守衞（広峯町）
石原老人クラブ
大池坂若葉会
いきいきサロン草山和会
逸見和徳（天田）
内記１丁目 暉寿会
匿名の方【1名】
匿名の企業【1社】

大池坂若葉会
長尾ほほえみサロン
大槻守衞（広峯町）
いきいきサロン草山和会
逸見和徳（天田）
内記１丁目 暉寿会
匿名の方【1名】

【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
令和2年
1月1日～3月31日
（敬称略・受付順）

寄 付 金

古 切 手
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

トピックストピックストピックス
みんなで考える “福祉のまちづくり”

三和地域ひとり暮らし高齢者一斉訪問見守り事業三和地域ひとり暮らし高齢者一斉訪問見守り事業

　三和地域にお住まいのひとり暮らし高齢者のご自宅へ民生児童委員の方々とともに社協職員が訪問しました。
日常生活の様子や健康状態などを確認するとともに、日常生活の中での『お困りごと聞きとりアンケート』を
実施しました。
　社協三和支所では、このアンケートをもとに、地域内のお困りごとの改善に取り組んでいきます。
　この訪問を楽しみにしておられる方も多く、「ありがとう」の声をたくさんいただきました。

ありがとうございます。なにかお困りごとはありませんか？

令和2年2月12日（水）～2月15日（土）

　2月22日（土）六人部地域公民館にて、「福知山市の地域福祉を
考える会」を開催し、地域福祉活動者約70名の方々にご参加
いただきました。
　大谷大学 山下先生の講演後、金山・雀部地区の活動報告、また、
活動者同士の交流会を行い、グループごとに情報交換をして
いただきました。
　社協は、これからも地域の皆さまとともに、各地域の福祉活動の
推進に努めてまいります。

民生児童委員の方々とともに、
訪問の準備をしています。
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