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事 業 報 告

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
東地区 白浜台、双葉、朝来中、西浜南、 １２件

クレインズタワー、北吸東、愛宕中町
西地区 堀上、大野辺、公文名、寿、建部

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 市内４７か所

相談支援、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 平成25年3月19日
講 演 「だれもが集えるサロンを目指して」 中総合会館
講 師 佛教大学福祉教育開発ｾﾝﾀｰ 金田喜弘氏 ２８名
実践発表 「あったかサロンの知恵袋」

万願寺ふれあいサロンこでまり
白浜台ふれあいサロン

○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 ２３名
活動者数 １４名
訪問世帯数 ６世帯
新規相談 ９件

○高齢者見守り活動強化事業（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 ３０団体
等の参加者・実施回数の増加、内容の充実を図る ３９事業

○在宅高齢者等電力弱者支援事業実施（府補助事業） ７月に実施
・民生・児童委員がチラシ等を高齢者世帯へ配付 ３，６３１世帯
・いきいきセミナー等参加者へのチラシ配付 約３，０００枚
・公民館等関係施設へのチラシ掲出 約１，６００枚

3 地域福祉推進組織づくりの支援
○地域を見直そう地域懇談会の開催
・白浜台 ボランティアスタッフの集い ９月１８日、２０名
自治会役員、民生・児童委員、ボランティアなどが集まり、 １０月２１日、１０名
地域課題について話し合い、地域ボランティアの立ち上げ １１月２６日、９名
に向け、他地域から実践活動者を招き、学習会を行った 白浜台集会所

○地区住民福祉協議会先進地視察研修の実施 １１月１５日
・JA京都久美浜営農センター活動の視察他 京丹後市久美浜町

１５名
○地域福祉活動の基盤強化のためのネットワークづくり事業

（市町村社協連合会補助事業） 中舞鶴地区
・中舞鶴地域防災研修会・地域の絆運動会 ２事業
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○「第３１回身体障害者・児と家族の集い」に協力（南福祉協議 ８月２６日
会主催） 南公民館

５３名
○「家族でボランティア体験事業」の実施（実行委員会主催）
・明倫、吉原地区「家族でボランティア体験事業」 １１月１１日

お餅つき、プラ板で名札づくり等 西市民プラザ
８５名

・城南地区「親子でボランティア体験事業」 １１月２５日
うどん作りとグランドゴルフで高齢者との交流 城南会館

４８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 ６月９日
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 河辺原公民館
の交流事業を実施 ５１名

○「きょうと地域福祉実践交流会IN綾部」への参加・協力 平成25年３月２日
・市内ボランティア、サロン活動者、自治会などへ案内・参加 中丹文化会館他
・職員が実行委員として企画・運営に協力 ５１名

4 災害に備えた地域づくりの支援
○防災・減災に関する講演会の開催 平成25年３月３日
・市社会福祉大会・設立６０周年記念講演会 中総合会館

演題：今、地域社会が求めている地域福祉の構築を ３００名
目指して～防災・減災に繋がる支え合い～

講師：特定非営利活動法人京都ほっとはあとセンター
事務局長 芝田宇佐男氏

・防災・減災意識啓発事業
～東日本大震災から防災を学ぶ～パネルディスカッション １１月１６日
福島県いわき市から３名の方を招き、震災の実体験と 中総合会館
復興状況について学び防災・減災意識を高めた 参加者約１００名

○防災とボランティアの日（災害想定プログラム）を啓発
・友愛訪問等で災害時の行動確認 ２グループ

○子どもの見守り活動への支援
・交通安全看板の整備（民児協・自治会に配付・掲出） ２８枚

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 市内７施設

中学生・高校生対象 ７月～８月
施設利用者との交流、施設職員の仕事、ボランティア 中学生２３名
活動等への理解を深める 高校生１０名

○学校等での福祉体験への協力
・アイマスク・車椅子体験（ボランティアグループ） ３校７回

○福祉教育推進校助成事業を実施（資料Ｐ２１） １０校
市内の学校で行われる福祉教育事業に助成 １３事業
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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 ８施設、８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
・福祉体験機材の貸し出し

車椅子 ５校
アイマスク ６校
ヘッドフォン ６校
点字器 ２校
その他 ２校

○第３０回「障害者ふれあい行動デイ」（障害者週間啓発事業） １２月１日
・公演：「みずなぎ鹿原学園生の歌と踊り」 １１１名
・DVD上映：「幸せの太鼓を響かせて」～INCLUSION～ 中総合会館
・啓発活動

東西ショッピングセンター前等でチラシ配布 １１月２３日
市内１０か所で横断幕・のぼりの掲出 １１月２５日～

１２月１２日
中総合会館１階ロビーでパネル展示 １２月１日～９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 平成25年３月３日
・市長表彰（２０個人、２団体） 中総合会館
・会長表彰（７５個人、２団体）、感謝状（１団体３名） ３００名
・社協設立６０周年記念講演会

○京都府社会福祉大会への参加 ９月６日
・知事表彰（７３個人、３３団体） 京都テルサ
・府社協会長表彰（１０個人、２団体） ２２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

○ボランティアセンター登録状況（25．3．31現在）
９６グループ １，３１０名
個人 ９名

計 １，３１９名

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 ７４件
活動紹介等需給調整 ４０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 ５回
運営委員会 ４回
運営委員会部会（調査・広報、研修、交流） 延べ９回

2 ボランティア活動の充実
○研修等の実施
・第２２回ボランティア活動フォーラム
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講 演 つながる 地域とボランティア １２月２１日
講 師 京都光華女子大学准教授 石井祐里子氏 中総合会館
実践発表 南舞鶴おやじの会・中宮フレンド ３１名

・ボランティア先進地視察研修
第６回全国・小地域福祉活動サミットinＫＯＢＥ・兵庫への参加 平成25年1月12日

神戸市
３０名

・おはなしボランティア事業報告・意見交換会 １２月６日
おはなしボランティア、地域包括支援センターが集い、 中総合会館
事業報告・実践発表後、運営方法等について意見交換 １４名

・第２３回ふれあいバザー ９月２日
中総合会館

協力ボランティア 延べ１３２名
協力物品点数 １，７３４点
売上総額 ３３４，９８８円
純利益 ２６８，１７８円

・第９回精神保健ボランティア連絡会 ６月２６日
府北部の市町村社協と精神保健ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとの意見・情報 与謝野町ﾘﾌﾚかやの里
交換等 ４名参加

○情報の提供
・ボランティアセンターだよりの発行 年３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 ４６グループ
・ボランティア交流会 ７月１１日

登録グループが互いに日頃の活動紹介や情報交換 中総合会館
５０名

・食事サービス事業等従事者の検便を実施 受検者１７８名
・活動機材等の貸出

プロジェクター １５件
スクリーン ３件
ビデオテープ ７件
レクリエーション機材 ４６件
その他（マイク等） １９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 ８月２９日

特別支援教育と障害について ９月２９日
ボランティア活動について等 日星高等学校

２４名
・障害児者地域生活サポートボランティア養成講座 ９月２３日

フォローアップ活動相談会 中総合会館
つなサポ運営委員会事務局長 橋本伸子氏の話し ４名
講座受講者への活動相談とボランティア情報紹介

・点字ボランティア養成講座（全９回） ７月１２日～
平成25年3月14日

中総合会館
５名
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○ボランティア活動の啓発
・まいてフェスタでのボランティアセンター活動紹介掲示 １０月２１日

中総合会館
・ボランティア活動をすすめる集い 平成25年3月4日
講 演 犯罪被害者支援について考える 中総合会館
講 師 犯罪被害者遺族 岩城順子氏 ４５名

京都犯罪被害者支援センター
事務局長 冨名腰由美子氏

京都府警察本部警務課
犯罪被害者支援室 阪口純也氏

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

2 在宅生活を支えるサービスの提供
○家族のための介護講座（中央公民館と共催） １１月１日・８日
・介護保険について １５日
・車椅子介助・食事介助の方法等 中総合会館

延べ ５２名
○大人用紙おむつ購入割引券・補助券の発行
・紙おむつ割引券の配付 １，０５０名

使用枚数（１人月２００円×３枚） １８，５００枚
・紙おむつ購入補助券の配付 ９０５名

使用枚数（１人５００円×４枚） ２，７６７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） ６６件
吸引器 ７件
エアマット ２件
歩行器 １件

○福祉車両の貸し出し
貸し出し件数 延べ ５６件

3 介護保険事業等の運営（資料P２２～２５） 25.3.31利用者数
○訪問介護事業 ４４名
○障害者居宅介護支援事業 １９名
○居宅介護支援事業 担当ケース３５名
○福祉送迎サービス事業

運転協力者 １３名
利用会員 １９名
利用件数 延べ５６２件
総走行距離 １３，４２９km

4 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
理を支援
・契約件数（25.3.31現在）

認知症 ２５件
精神障がい １１件
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知的障がい ７件
その他（高次脳機能障害） １件

合 計 ４４件
○事業の実施状況

新規契約件数 １１件
解約件数 ４件
ケース会議回数 年２３回
相談・連絡調整件数 年４，３８６件

○生活支援員の登録状況と研修
・生活支援員登録者数 （２５．３．３１現在） 男性 ６名

女性２６名
計 ３２名

・生活支援員新任研修 ５月２２日・３名
・生活支援員現任研修 １１月２２日・１６名

5 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 ２４５日
相談件数 ３９０件

6 福祉資金貸付事業
○生活福祉資金貸付事業

総合支援資金 ６件
教育支援資金 ８件
福祉資金 ６件
緊急小口資金 １０件

合 計 ３０件
取り下げ １件
不承認 １件

○応急援護資金貸付事業 ９１件
・貸付件数 1,790,000円

7 舞鶴こども発達支援施設さくらんぼ園の運営（資料P２６～２８） 在園児８３名
○児童発達支援事業 （２５．３現在）
・発達支援を必要とする子ども達への療育指導 利用人員年間
・保育所・幼稚園等の訪問・連携 延べ９２７名
・保護者支援（母親教室、保護者学習会、父親教室） 延べ利用回数
・療育相談（ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ事業含む） ２，７４７回

４．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 （資料Ｐ２９・３０）
○民児協と共催で集いや友愛訪問活動等を実施 １３民児協

４５事業
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2 ボランティアグループとの協働事業 （資料Ｐ３１）
○ボランティアグループと共催で高齢者、障がい者、児童を対 １０グループ
象とした集いなどを実施 １３事業

3 スポーツ・レクリエーション活動等への協力
・第３４回「福祉スポーツの集い」（実行委員会主催） ６月７日

ニュースポーツ 文化公園体育館
２４７名

・第３５回「福祉スポーツの集い」（実行委員会主催） １０月２５日
ニュースポーツ 文化公園体育館

１８８名
・第２７回「舞鶴市身体障害者交流運動会」 ６月２３日

（舞鶴市身体障害者団体連合会主催） 文化公園体育館
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ登録ｸﾞﾙｰﾌﾟとともに運営に協力 ２３０名

・第３１回「舞鶴市ふれあいレクリエーション」（実行委員会主催） １０月１６日
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ登録ｸﾞﾙｰﾌﾟとともに運営に協力 文化公園体育館

２４名

4 敬老会事業への支援
・主催団体に補助金の交付 １８，２１９名分
・敬老会公演出演者・記念品等の紹介

（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
○第１３回京都府障害者のつどい開催への協力 １１月２５日

実行委員会に参画、事業協力 福知山厚生会館
○当事者団体実施事業への助成 ９団体、１２事業

2 当事者を支援する団体等の活動支援
○第３０回「少年の主張」大会に協力 ６月１６日

審査員の協力と会長賞の提供 中総合会館
○社会を明るくする運動への協力 ６月２８日

市政記念館
○更生保護団体等への事業助成 ４団体、４事業
○認可外保育園、不登校の教育施設への事業助成 ３施設、３事業

５．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 福祉ニーズ把握のための調査活動
2 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３回

延べ５０，５００部
○設立６０周年記念誌の編集・発刊 平成25年3月発刊
・編集委員会（本会役員）を組織し、編集 正副委員長会２回

委員会４回開催
・関係者・関係機関へ配付 １，２００部
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○ホームページの活用 年間アクセス件数
４，８２１件

（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 ２回
理事会 ５回
評議員会 ３回
歳末友愛運動配分委員会 ３回
歳末友愛運動小委員会 ２回

○関係機関との連携
市町村社会福祉協議会災害時の相互支援に関する協定 ８月１８日
により、宇治市災害ボランティア支援センターに職員を 宇治市
派遣、センター運営に協力 １名

2 財源の強化
○会費納入状況

一般会費 ５，７３２，０００円
２８，６６０世帯

賛助会費 ２，８３５，０００円
２，５７０件

特別会費 ５９９，０００円
１９２件

団体会費 １２０，０００円
８団体

施設会費 ２１４，０００円
３１施設

○法人への寄付 １６件
６９３，６４７円
車椅子６台

○歳末友愛運動募金活動
目標額 ６，０９３，９５８円
実績額 ５，８３６，９８７円
達成率 ９５．８％
地域募金 ２６，２１５世帯
団体募金 １０団体
配分内訳

地域要援護世帯 ８４世帯
在宅障がい児 １９１名
障がい者団体・児童養護施設・認可外保育園 ７団体、４施設
歳末ボランティア実践活動 １６グループ
大人用紙おむつ購入補助券 ９１１名
貸出用介護機器の整備 ５点
東日本大震災避難世帯 ４世帯
自治会事業助成金 ７自治会

○舞鶴市共同募金会
・赤い羽根共同募金運動

目標額 １１ ,８５７ ,０ ００円
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実績額 １１ ,３５４ ,８ ３７円
達成率 ９５．８％
街頭募金活動を実施

東西ショッピングセンター前 １０月１日
まいてフェスタ会場（中総合会館） １０月２１日

・東日本大震災義援金の受付 １名・２団体
（受付期間 平成２４年４月１月～平成２５年３月３１日） 募金箱３箇所

１４９,６２８円


