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舞鶴市社会福祉協議会におきましては、「地域福祉活動計画 」に基づき、「誰

もが安心して暮らすことのできる  心ふれあうまちづくり」を目指して、人口減少時

代 、超高齢社会 を踏 まえ、地域福祉の人材育成や新たな仕組みづくりに向 け

て、さらなる取り組みを進めました。  

 平成 ２７年度は、次の事業を重点的に取り組んだところです。その主なものを報

告いたします。  

 

地域福祉活動の推進におきましては、四所地区において、地域の課題を住民

相互で解決していくきっかけとなる区長会と民生児童委員会との懇談会に参加

し、地域の状況や課題について話し合いを行いました。  

 また、地域の居場所づくりである地域ふれあいサロン活動者の交流研修会開催

やひとり暮らし高齢者等の訪問ボランティア活動へ助成するなど、関係団体等と連携し地

域の福祉活動を積極的に支援いたしました。 

 

福祉人材の確保につきましては、青少年が福祉の仕事について学び、支援を

要する方々と交流することで、福祉に対する理解を深め、将来の介護 ・福祉人材

の育成につながるよう「社会福祉体験学習」や「次世代の担い手育成事業」に取り組み

ました。 

 

舞鶴市ボランティアセンター開設 40 周年記念事業につきましては、記念誌の

発刊ならびに「ボランティアフェア in まいづる」を開催するとともに、これまでの積み重ね

を踏まえ、「舞鶴市ボランティアセンター活動宣言 」を採択し、さらなる発展と社会

貢献を目指し、新たなセンターとしてスタートいたしました。  

 

 舞鶴市を会場に中丹地区の３社協が協力し開催した「第 ４回きょうと地域福祉

活動実践交流会 ＩＮ中丹 」につきましては、基調講演 と府内 ４２団体が作成した

活動紹介ポスターにより、研修と交流を深めました。  

 

舞鶴災害ボランティアセンターにおきましては、構成団体等の連携強化を図ると

ともに、京都府災害ボランティアセンターと連携し、９月に発生した北関東豪雨災害

の被災地支援として、茨城県常総市災害ボランティアセンターに活動資材の提供を行いま

した。 

 

 判断能力の不十分な方々の日常的な金銭管理を支援する福祉サービス利用

援助事業におきましては、継続して契約者の支援を行 うとともに新たに複雑で多

様な援助を必要とする契約者への支援も行いました。  

 また、弁護士・司法書士等の専門職の協力を得て、舞鶴市 とともに開催 した「（仮

称）成年後見センター勉強会」につきましては、センターの必要性やその機能等について

情報共有しました。 

 

 日々の生活に課題を抱えている方には、「ふれあい福祉センター」を開設し相談

を行い、必要に応じ緊急的な対応として「応急援護資金 」の貸し付けによる生活

支援を行いました。  

さらに、京都府社会福祉協議会の受託事業である「生活福祉資金 」の貸付相



談を行い、申請者の安定した生活維持をはじめ、将来を担う子ども達の就学への

支援を行いました。  

生活困窮者自立支援制度への取 り組みにつきましても、舞鶴市生活相談支

援センターや京都府社会福祉協議会をはじめとした関係機関 と連携 ・協力して

行いました。  

 

 舞鶴こども発達支援施設さくらんぼ園につきましては、就学前の「発達支援セン

ター」として、「笑顔がひろがる  子育て・療育 」の場 となることを目標に、子どもや

保護者に対して、きめ細かな療育 ・支援に取り組みました。  

また、関係する公立保育所との人事交流をはじめ、保育所 、幼稚園等と連携

するとともに、年長児の保護者に対し、就学に向けた相談 ・支援を行いました。  

 

 介護保険等の事業につきましては、介護技術の向上 と適切な対応に努め、き

め細かで利用者の人権を尊重した、より良いサービスの提供に努めました。  

 

 経営状況につきましては、財政環境が非常に厳しさを増 してきており、自主財

源の確保や事業の見直しを進め、経営環境の改善に努めましたが、財政調整積

立金からの運営費補てんや前期末支払資金残高を充当することとなりました。  

 

平成２７年度は、第 １次地域福祉活動計画の最終年度であることから、今後も

進行する人口減少時代 、超高齢社会を見据え、「地域を知 り  地域で考え  地

域みんながつながり  ともに活躍できるまちを目指して」を基本理念とした「第 ２次

地域福祉活動計画 」を策定いたしました。  

 

 以上 、平成 ２７年度は、第 ２次地域福祉活動計画の策定やボランティアセンタ

ー開設４０周年記念事業を実施するなど社会福祉協議会の節目の年として、各

種事業に取り組みました。  

  



平成２７年度  事業報告  
◎は、新規・重点事業を示す 

 
１．基本目標 ： 安心して暮らせる地域づくり～話し合う、助け合う、備える～  
（１）地域で助け合う組織づくりの活動  

実施内容  開催状況等  

１ ふれあいいきいきサロンの立ち上げ支援  
 ○立ち上げの相談支援  

・新規   真名井、池ノ内下  

 
 

２件  

２ 孤立を防ぐ見守り活動  
 ○ふれあいいきいきサロン支援事業  

・地域ふれあいいきいきサロン活動を支援  

   相談支援（30件）、情報提供、助成、備品貸し出し、ボラン
ティア等の調整など 

・地域ふれあいサロン活動者研修交流会の開催  
    講  演 「笑顔が耕す心と時間  

ありがとう、あしたも一緒に誘ってね」 
    講  師 あそびの工房もくもく屋  

 事務局長  田川 雅規  氏  

 
 
市内 66か所  

 
 

12月16日  
中総合会館  

25名  
 

○「舞鶴まちの縁側一覧」の情報発信  
 ・閉じこもりがちな方を地域の集いの場につなぐため、ふれあ
いいきいきサロンなどの情報を関係機関へ提供  

 
ホームページ掲載  

通知118名  

 ○お話しボランティアによる要支援者宅訪問  

・地域包括支援センター、ケアマネ等を通じて、在宅の要支援
者宅を定期的に訪問し、閉じこもり、孤立化を防ぐ 

    登録者数  
      活動者数  
      訪問世帯数  
    新規相談  

 

 
 

10名  
７名  

3世帯、2施設  
１件  

 ○訪問見守りボランティア強化事業（府社協助成事業） 
・ひとり暮らし高齢者、要支援者宅への友愛訪問、サロン活動
等の参加者・実施回数の増加、内容の充実を図る 

・個別訪問  
・配食見守り活動  

・電話による安否確認  
・その他の訪問見守り活動  

 
31団体  

 
30団体  
6団体  

15団体  
12団体  

 ○在宅高齢者緊急訪問事業（府補助事業） 
  ・サロン実施団体へチラシ、冷却ジェル配付  

 
6～7月に実施  

10団体200パック 

３ 地域福祉推進組織づくりの支援  
 ○四所 区長会・民生児童委員会懇談会への参加  
  ・区長会長、民生児童委員が、地域課題について話し合う 

（地域包括支援センター、市福祉企画課、社協） 

 
10月 21日  

喜多公民館  
   26名  

 ○地域福祉活動を行う団体等への事業費助成  

 

 

4団体5事業  



 ○「第34回身体障害者・児と家族の集い」(南福祉協議会主催 ) 
への協力と事業費助成  

 

8月30日  
南公民館  

60名  

  ○ホタルの夕べ・交歓会の実施（実行委員会との共催） 
  ・大浦地区旧原小学校区内の各団体で組織した実行委員

会との共催で、地元住民と児童養護施設舞鶴双葉寮の児
童との交流事業を実施  

6月13日  
河辺原公民館  
対象者 28名  
スタッフ 34名  

４ 災害に備えた地域づくりの支援  
○常設型災害ボランティアセンター関係者会議  
構成団体：公益社団法人舞鶴青年会議所  

ＮＰＯ法人ガバナンス舞鶴  
社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会  
舞鶴市ボランティアセンター 

 
6月3日  

中総合会館  
16名  

 

○広報活動  
・舞鶴総合防災訓練においてパネル展示  

10月 25日  
教育隊グラウンド 

◎北関東豪雨災害  茨城県常総市災害ボランティアセンター 
・活動資材の提供（一輪車、デッキブラシ、高圧洗浄機等） 
・京都府災害ボランティアセンターと連携・協力 

9月 19日  
赤れんがパーク  

○研修会等への参加  
・京都府災害ボランティアセンター全体研修会  
 「加盟団体の強みを災害ボランティアセンターの強みに」 
 

 
6月6日  

京都産業大学  
青年会議所１名  

・第１回市町村社協災害ボランティア担当者会議  
 
 

７月２７日  
ハートピア京都  

社協１名  

・京都府災害ボランティアセンター部門別研修会  
 「災害ＶＣの情報発信力」 
 

12月16日  
京都産業大学  

社協１名  

・第2回市町村社協災害ボランティア担当者会議  
 京都府災害ボランティアセンターＬＯ養成講座  
 「災害ボランティアセンターの運営と行政との連携」 

3月14日  
京都ガーデンパレス  

社協１名  

○地域防災・減災講演会  
「避難所生活どうなる！どうする！ 

～避難所からの学びと対応～」 
  講師 認定特定非営利活動法人  レスキューストックヤード 
      理  事   髙 﨑 賢 一  氏  
  （舞鶴市社会福祉大会で実施） 

3月 19日  
中総合会館  

182名  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



２．基本目標 ： 地域を支える人づくり～高める、考える、育てる～ 
（２）福祉への関心を高める活動  

実施内容  開催状況等  

１ 青少年に対する福祉学習の機会づくり 
○「社会福祉体験学習」を福祉施設と共催で実施  
・施設利用者との交流、施設職員の仕事、ボランティア活動へ
の理解を深めるAコース（中学生対象） 
・福祉職への関心を高めるBコースを設定（高校生対象） 

 
7月～8月  

市内16施設  
中学生10名  
高校生2名  

○次世代の担い手育成事業への協力  
・小・中学校の総合的な学習の時間等を活用して、福祉の現
場を知り、仕事の魅力に触れ、福祉分野の現状や職業につ
いて理解を深めることを目的とした事業  

   福祉の現状についての学習、福祉施設での体験など 
   実施校：倉梯第二小学校４年生２クラス 真愛の家寿荘  
             和田中学校  １年生２クラス  アザレア舞鶴  

 
 
 
 
 

8月～10月  
 

 ◎京都府北部福祉フィールドワーク事業の受け入れ 
・京都光華女子大学  

    サロン活動現場実習  
    南福祉協議会研修 

 
 

9月7日・10名  
9月11日・6名  

・大谷大学  
  舞鶴市社会福祉協議会の事業研修  

2月9日・6名  

○福祉教育推進校助成事業を実施（P１５） 
    市内の学校で行われる福祉教育事業に助成  

6校  
10事業  

２ 地域福祉推進に向けた学習の機会づくり 
○地域住民の福祉への関心を高める機会づくり 
・福祉施設と地域との交流事業への助成  

 
10施設  
10事業  

３ 福祉に対する理解を深める活動  
○学校での福祉学習、総合学習への協力  
・車いす体験・視覚障がい者体験学習の実施  
（体験学習の補助・車椅子、アイマスクの貸し出し） 

 
1校  

中舞鶴小学校  
４年生  

○第33回「障害者ふれあい行動デイ」（障害者週間啓発事業） 
・公演：「手話歌とソーラン節」 みずなぎ鹿原学園  

「視覚障がい者の介助体験と手引き講習」 
ボランティアグループ ハーネス 

「手話歌と３Ｂ体操」 
聴覚言語障害者地域活動支援センター つるの会  
「コーラス」 肢体障害者協会舞鶴支部  

・講演：講演「マイナンバー制度について」 
舞鶴市 市民課   

・啓発活動  
      東西ショッピングセンター前等でチラシ配布  
      市内9か所で横断幕・のぼりの掲出  
 
      中総合会館１階ロビーでパネル展示  

 
12月8日  

中総合会館  
170名  

 
 
 
 
 
 

12月5日  
11月26日～ 

 12月13日  
12月3日～10日  



４ 社会福祉大会の開催・参加  
 ○舞鶴市社会福祉大会を市と共催で開催  

・市長表彰（26個人、2団体） 
・会長表彰（65個人、4団体） 
・地域防災・減災講演会（再掲） 
「避難所生活どうなる！どうする！ 

～避難所からの学びと対応～」 
  講師 認定特定非営利活動法人  レスキューストックヤード 
      理  事   髙 﨑 賢 一  氏  

 
3月 19日  

中総合会館  
182名  

 ○京都府社会福祉大会への参加  
・知事表彰（10個人、2団体） 
・府社会福祉協議会長表彰（5個人、4団体） 
・京都府共同募金会長表彰（2個人、10団体） 

9月3日  
京都テルサ 

24名  
 

５ その他  

◎「第 4 回 地域福祉活動実践交流会ＩＮ中丹」の開催  

   ・テーマ 「ご近助×出番×絆＝ご当地実践∞  

来て！見て！話して！いいとこどり」 

・府内全域から地域の活動者が参集し、活動者同士が学び合

い交流した。 

・基調講演   

演題 「ご近助」×「出番」×「絆」＝ご当地実践∞ 

の地域福祉を創造しよう！ 

講師 同志社大学社会学部社会福祉学科  

准教授  永田  祐 氏  

・ポスターセッション 府内42団体の活動者による発表と交流 

 
2月27日  

中総合会館  
 600名  

 

 
（３）誰もが参加できるボランティア活動  

実施内容  開催状況等  

１ ボランティア相談窓口の充実  
 ○ボランティアセンターでの活動相談  

    活動相談  
    活動紹介等需給調整  

 
 

65件  
48件  

 ○ボランティアセンター運営委員会、各部会、交流会の開催  
    正副委員長会  
    運営委員会  
    分科会（40周年記念事業、40周年記念誌等、ボランティア

センターあり方検討） 

 
1回  

10回  
延べ28回  

 

２ ボランティア活動の充実  
  ○研修等の実施  

・運営委員研修  
全国的なボランティアやボランティアセンターの流れについて
講義を受けた後、講師を含め議論を行った。 

     講師 京都光華女子大学石井祐理子准教授  

 
9月11日  

中総合会館  
11名  



・第26回ふれあいバザー 
    協力ボランティア 

協力物品    １,731点  
売上総額  323，890円  
純利益    249，340円  

 
8月29日  

中総合会館  
協力者延べ128名  

 

 ○情報の提供  
・ボランティアセンターだよりの発行  

年2回  
延べ6,000部  

 ○ボランティア活動支援  
・ボランティア活動助成金の交付  

38グループ 
1,038,148円  

・ボランティア交流会  
    登録グループ間の活動報告や情報交換  
 

７月２４日  
中総合会館  

50名  

・活動機材等の貸出  
プロジェクター 
スクリーン 
スピーカー  
レクリエーション機材  

 
24件  
12件  
4件  

47件  

３ 新たなボランティアの養成  
   ○ボランティア養成講座  

・障害児者地域生活サポートボランティア養成講座 (2回開催 ) 
     特別支援教育と障害について 
       ボランティア活動について 

 
 

7月23日  
9月2７日  

中総合会館  
延べ26名  

・ボランティア活動をすすめる集い 
      「ボランティア・市民活動の現在、未来を考える」をテーマに、

コーディネーターの講義、ボランティアセンターあり方検討の
結果報告、グループディスカッションを行った。 
コーディネーター 

京都光華女子 准教授 石井祐理子氏  
報告者  

舞鶴市ボランティアセンター運営委員  橋本偉生氏  

3月8日  
中総合会館  

43名  
 
 

４ その他  
○ボランティアセンター登録状況（28．3．31現在） 
      84グループ 
      個人  

 
1,062名  

12名  
計 1,074名  

◎ボランティアセンター開設40周年記念事業  
・「ボランティアフェアinまいづる」 
ステージ発表コーナー・体験コーナー・展示コーナー・カフェ
コーナー・「舞鶴市ボランティアセンター活動宣言」の採択  

 
10月11日  

中総合会館  
337名  

・ボランティアセンター開設40周年記念ボランティアまいづる 
PART７の発行  

1，200部  

◎ボランティアセンターより福祉施設に布提供  
・提供先  市内5施設  
・集まった点数 4月：1505点、11月1076点  
・協力団体・個人  4月：26、11月：26 
・受付V 4月：7人、11月：5人  

 
4月22日  

11月17日  



３．基本目標 ： 暮らしを支える仕組みづくり～支える、見守る、助け合う～  
（４）安心して地域生活をおくるための活動  

実施内容  開催状況等  

１ 生活支援サービス事業の展開  
  ○地域支えあいサポーター研修会の開催  

「子どもも親もいきいきと暮らせる地域とは」 
ひとみ助産院   助産師 永木ひとみ氏  

「今後の地域支えあいサポーターの展開について」 
舞鶴市社会福祉協議会事務局  

 
3月25日  

中総合会館  
14名  

２ 在宅生活を支えるサービスの提供  
 ○大人用紙おむつ購入割引券の発行  
  ・紙おむつ割引券の配付  
      使用枚数（1人月200円×3枚） 

 
 

1,200名  
18,970枚  

 ○介護機器の貸し出し 
車椅子（福祉教育での貸し出しを除く） 
吸引器  
スロープ 
ポータブルトイレ 

 
131件  

6件  
2件  
2件  

 ○福祉車両の貸し出し 
    貸し出し人数・件数  

総走行距離  

 
延26名、67件  

2,186km 

３ 介護保険事業等の運営（P１６～１７） 
 ○訪問介護事業  

28.3.31利用者数  
42名  

  ○障害者居宅介護支援事業 25名  

 ○居宅介護支援事業  プラン作成24名  

 ◎ヘルパー訪問用車両の更新  
・日本財団助成金を活用し、軽自動車１台を更新 

 
2月18日  

４ 福祉送迎サービス事業  
    運転協力者  
    利用会員  
    利用件数  
    総走行距離  

28.3.31現在  
13名  
24名  

延べ657件  
9,765km 

５ 福祉サービス利用援助事業の実施  
  在宅の認知症、精神・知的障がい等の方の日常的な金銭管理

等を支援  
    ・契約件数（28.3.31現在） 
    認知症  
    精神障がい 
    知的障がい 
       その他（高次脳機能障害） 

                         

 
 
 
 

25件  
16件  
10件  
1件  

合 計 52件  



○事業の実施状況  
利用料収入  
新規契約件数  
解約件数  
ケース会議回数  
相談・連絡調整件数  

 
2,251,950円  

8件  
1件  

年73回  
年6,599件  

  ○生活支援員の登録状況と研修  
・生活支援員登録者数  

 
・府社協主催の研修  
生活支援員新任研修（参加） 
生活支援員現任研修  

28.3.31現在  
男性  5名  
女性 26名  
計 31名  

5 月 15 日・１名  

3月 9日・12名  

  ◎（仮称）成年後見センター勉強会の開催（市関係課と共催） 
・弁護士、司法書士、行政書士、精神科医、大学教授、金融
機関、社会保険労務士、社会福祉士等 

6月 17日  
7月 29日  

10月 19日  
中総合会館  

６ 相談体制の充実  
 ○ふれあい福祉センター心配ごと相談窓口の開設  

  常設相談所として、本会役員・民児協会長が相談員となり、生
活課題・介護等の相談に対応  

    開設日数  
    相談件数  

 
 
 
 

132日  
424件  

７ 福祉資金貸付事業の実施  
 ○生活福祉資金貸付事業  

    総合支援資金  
    教育支援資金  
    福祉資金  
    緊急小口資金                             

 

 
 

5件  
14件  
7件  
9件  

合 計 35件  

  ○応急援護資金貸付事業  
  ・貸付件数  

 

 
113件  

2,188,000円  

８ 舞鶴こども発達支援施設さくらんぼ園の運営（P１８～１９） 
 ○児童発達支援事業  

・発達支援を必要とする子ども達への療育指導  
・保育所・幼稚園巡回等支援事業の実施  
・保護者支援（母親教室、保護者学習会） 
・療育相談  
・作業療法士による療育の実施  
・公立保育所との人事交流  

在園児79名  
（28．3.31現在） 

利用人員年間  
延べ836名  

延べ利用回数  
2,586回  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



４．基本目標 ： 人々がつながり合うきっかけづくり 
             ～機会づくり、場づくり、仲間づくり、生きがいづくり～ 
（５）人とひとがつながる活動  

実施内容  開催状況等  

１ 民生・児童委員協議会との協働事業（P２０～２２） 
 ○民児協と共催で高齢者や子育て世帯を対象とした集いや友

愛訪問活動等を実施  

 
14民児協  

64事業  

２ ボランティアグループとの協働事業（P２３） 
  ○ボランティアグループと共催で障がい者を対象とした集いなど

を実施  

 
4グループ 

5事業  

３ スポーツ・レクリエーション活動等への協力  
○第40・41回「福祉スポーツの集い」（実行委員会主催） 

    ・スワロビクス、卓球バレー、授産製品販売等  
 

 
6月11日・179名  

10月22日・139名  
文化公園体育館  

○第30回「舞鶴市身体障害者交流運動会」（身体障害者団体
連合会主催） 

   ・ボランティアセンター登録グループが運営に協力  

6月28日  
文化公園体育館  

252名  

  ○第32回「舞鶴市ふれあいレクリエーション」（実行委員会主催） 
    ボランティアセンター登録グループが運営に協力  

11月18日 
東体育館  

9名  

 
（６）当事者を支える活動  

実施内容  開催状況等  

１ 当事者団体等の活動支援  
   ○ひとり親家庭こども学習塾開催協力（母子福祉会主催） 
    ・夏休み中の毎日曜日に小学生を対象に退職教員・BBS会員
   が指導者となり、子どもの居場所をつくる 

 
 

7～8月延べ７日間  
参加延べ57名  

   ○当事者団体等実施事業への助成  6団体9事業  

２ 当事者を支援する団体等の活動支援  
  ○第33回「少年の主張」大会開催協力（子育て支援協会主催） 

・会長賞の授与と審査の協力  

 
6月13日  

中総合会館  

 ○第65回社会を明るくする運動への協力（保護司会主催） 
     ・運動開催協力と事業助成  

6月25日  
総合文化会館  

 ○更生保護団体の事業への助成  2団体2事業  

 ○不登校の教育施設等の事業への助成  １施設１事業  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
５．基本目標 ： ともに歩む、見える社協づくり～役立つ、頼られる、輝く社協へ～  
（７）地域を知る、地域に知らせる活動  

実施内容  開催状況等  

１ 福祉情報の発信と提供  
 ○機関紙「まいづるのふくし」の発行  

 

 
年4回  

延べ24,400部  

  ◎第２次地域福祉活動計画の策定（平成28年度～31年度） 
   ・関係者、関係機関・団体へ配付（1,000部） 
   ・策定委員会（8/7、12/11、2/19） 

策定委員 9名  
 

  ○ホームページの活用  
・年間アクセス件数  

 
20,994件  

○報道機関への福祉活動の情報発信の強化  
・協働事業等の開催を市広報広聴課から報道機関へ 

 
 

◎視察の受け入れ 
・乙訓地区社協連絡協議会（向日市、長岡京市、大山崎町）
 役員・職員災害ボランティア運営研修  

 
3月 10日  

13名  

 
（８）安定した法人運営を図るための活動  

実施内容  開催状況等  

１ 法人運営  
  ○会議・委員会の開催  
    正副会長会  
      理事会  
    評議員会  
    歳末友愛運動配分委員会  

 
 

3回  
2回  
2回  
3回  

２  財源の強化等  
   ○会費の納入状況  

一般会費                               
 
賛助会費                               
 
特別会費                               
 
団体会費                               
 
施設会費                               

 
 

 5,442,400円   
27,212世帯  

 2,716,000円  
2,435件  

   531,000円  
168件  

    90,000円  
6団体  

   217,000円  
30施設  

  ○法人への寄付  
 
 

22件  
1,639,558円  
車椅子１台他  



  ○歳末友愛運動募金活動  
・実績額  

    地域募金  
    団体募金  

・配分内訳  
     地域要援護世帯  
     在宅障がい児  
     障がい者団体・児童養護施設・認可外保育園等  
     歳末ボランティア実践活動  
     大人用紙おむつ購入補助券  
     貸出用介護機器の整備  

 
5,100,777円  
25,160世帯  

2個人、7団体  
 

58世帯  
180名  

6団体、7施設  
9グループ 

1,167名  
8点  

  ○舞鶴市共同募金会  
・赤い羽根共同募金運動  

     目標額  
     実績額  
     達成率  
    街頭募金活動を実施   西舞鶴駅、らぽーる 

まいてフェスタ会場 (中総合会館） 

 
 

10,887,000円  
10,437,284円  

95.87％ 
10月１日  
11月8日  

  ○義援金の受付 
・茨城県・栃木県台風18号等災害、鹿児島県台風24号災害  

 
12,936円  

 
○関係機関・団体への協力  

会議・協議会・委員会等の名称  所管  

○難病対策地域協議会  
○認知症疾患医療連携協議会  
○舞鶴市認知症医療連携実務担当者会議  
○舞鶴市身体障害者福祉センター運営委員会  
 

中丹東保健所  
舞鶴医療センター 

高齢者支援課  
障害福祉 ・国 民 年 金課  

 
 


