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社会福祉法人

河内長野市社会福祉協議会

社 協 だより
謹賀新年
皆様におかれましては、お健やかに新春をお迎え
のこととお慶び申し上げます。旧年中は、さまざま
な事業活動に深いご理解とあたたかいご支援を賜り
厚くお礼申し上げます。
さて、昨年度、行政と本会が一体となって取り組
む「河内長野市第４次地域福祉計画・河内長野市社
会福祉協議会第３次地域福祉活動計画」（かわちな
がの つながり・支えあい推進プラン）の策定に向
け、地域ワークショップにおいて多くの皆さまにご
意見をいただきありがとうございました。
この地域住民のニーズに応えるべく、コロナ禍に

あっても高齢者や障がい
者、子ども、生活困窮者
など支援が必要な方々の
生活に寄り添うため、感
染防止を強化しながらさ
まざまな福祉サービスを
展開してまいります。
また、本会は令和３年４月からイズミヤ河内長野
店内に移転することになりました。
（詳しくは②ペー
ジ）新事業所は地域により身近な場所となり、地域
共生社会の実現に向けさらなる活動を推進してまい
りますので、本年も変わりませずより一層のご支援
ご協力をよろしくお願い申し上げます。

赤 い 羽 根 共 同 募 金

ご協力ありがとうございました
昨年10月１日から12月31日までの期間、赤い羽根共
同募金運動を実施しました（12月は地域歳末たすけあい
運動）。皆様には様々な形で募金運動にご協力いただき、
心から感謝を申し上げます。
河内長野地区募金会では運動開始の啓発を兼ねて、10
月１日に街頭募金運動（市内３駅と４か所の商業施設で
実施）を延べ117名の協力のもと実施しました。今年度
は新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため人数縮小
やマスク・手袋の着用などの対策をしながら取り組みま
した。ご理解とご協力ありがとうございました。
寄せられた募金は大阪府共同募金会に集約され、福祉

西友千代田店での街頭募金活動の様子

令和２年度 河内長野地区募金会募金実績額
（令和２年 12 月２日現在）

のニーズに応じて翌年度助成されます。配分される助成
金は、福祉委員会が行うサロン活動・見守り活動・世代
間交流や、民生委員・児童委員が行う心配ごと相談など
に活用されています。地域の福祉活動を財政から支える
かけがえのないものとなっています。
共同募金運動の趣旨をご理解いただき、今後ともあた
たかいお力添えをお願いします。
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社協事務所が
イズミヤ河内長野店4階フロアへ

移転します

社会福祉協議会の事務所および本会で行っている事業の一部が、令和３年４月からイズミヤ河内長野店
（喜多町663番地）４階フロアへ移転して業務を行います。
昨年の10月に河内長野市がイズミヤ河内長野店を運営しているエイチ・ツー・オー（Ｈ2Ｏ）リテイリ

ンググループである、株式会社エイチ・ツー・オー商業開発との間で使用貸借契約を締結して、同店に

ご存じですか？

あなたの地域の
福祉の相談員

河内長野市地域まちづくり支援拠点として開設することになります。
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市民のボランティア活動を支える市民公益活動支援機能
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このことにより、本会では事務所を地域まちづ

実を図ることにより、地域共生社会の実現に向け

くり支援拠点内に移転し、現在の事務所で実施し

た包括的支援体制の構築を展開してまいります。

ている事業のほかに、市内３カ所で実施している

また、河内長野市の指定管理事業者として管

障がい者就労継続支援Ｂ型事業およびピアセン

理・運営をおこなっている福祉センター「キタバ

ターかわちながの（障がい者福祉センター「あか

錦渓苑」および障がい者福祉センター「あかみね」

みね」内２階）を同拠点に集約し、機構改革によ

に於いても、地域まちづくり支援拠点と連携し、

り相談支援課を新設し高齢者や障がい者、生活困

これまで以上に利用満足度の向上に努めてまいり

窮者、子ども子育て家庭などの相談支援機能の充

ます。

かわちながの社協だより No.120

CSW の 活 動 と は

対象区域

薬剤師会

小多目的スペースC

市民公益
活動支援センター

受けてくれるところがない」などの不安を抱えて

ご相談は無料。個人情報は厳守。ご自宅に伺う
ことも可能なので、安心して気軽にご相談いただ
けます。ご本人はもとよりご家族、ご近所の方か
らのお話も伺います。
ご希望や必要に応じて、制度の紹介や他の専門
機関へのおつなぎ、継続した見守りなどを行って

「住み慣れた地域での暮らしをできるだけ長く続けられるように」
という地域に根ざした視点を持ち、ふだんの暮らしの心配ごとから制
度の利用だけでは解決しにくいことまで、幅広く支援しています。

各センターでの直接のご相談の際は、事前に電話でのご連絡をお願いします。
相談時間は平日午前10時から午後４時30分です。

多目的トイレ

小多目的スペースB

社会福祉協議会
就労継続支援B型事業所

「どこに相談に行けばいいかわからない」、「相談を

います。

自習やテレワークに活用できるコーナーの設置

社会福祉協議会
会議室

ちょっとした生活の中の困りごとはもちろん、

緒に考えさせていただきます。

相談窓口

合
福祉の総

多世代の交流を生み出し、地域活動を支えるまちづくり支援機能

カフェ

（略：CSW）
は、
みなさんのお住まいの
近くにいる相談員です。

おられる方は、一度お話を聞かせてください。一

河内長野市地域まちづくり支援拠点の機能とイメージ図

男女トイレ

コミュニティソーシャルワーカー

設置場所

住所

電話番号

市役所人権協会内

原町 1-1-1 市役所５F

090-6980-5532

長野小学校区
小山田小学校区

キタバあやたホール内

小山田町 1824-4

080-1459-3270

三日市小学校区
川上小学校区
天見小学校区

くすのかホール内

清見台 4-18-2

090-5360-4213

千代田小学校区
楠小学校区

千代田公民館内

木戸西町 1-2-9

080-1527-4629

南花台小学校区
美加の台小学校区

三日市公民館内

三日市町 288-1

090-5129-3516

天野公民館内

天野町 1520-5

090-5130-1862

加賀田公民館内

加賀田 617-4

080-1457-1416

全小学校区

高向小学校区
天野小学校区
加賀田小学校区
石仏小学校区
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避難行動要支援者支援制度をご存知ですか？
南海トラフ地震等の発生の可能性が指摘される中、大規模地震をはじめとする災害時に備えて、平常時
における備えが重要となります。本会では、民生委員・児童委員、福祉委員などと協力して災害時に備え
て支援の体制を整備しています。その中、避難行動要支援者制度や避難所について取り上げていきます。

避難行動要支援者
支援制度とは
河内長野市では災害時に、避難に何
らかの手助け（援護）を必要とする在

全体の流れ
同意の確認
市役所

避難行動要支援者
同意の届出

名簿の
提供

を作成し、関係部局や自治会、自主防

供しておき、いざという時に備えても

河内長野市社会福祉施設連絡会は、社会福祉施設と社協が連携し、様々な地域課題に取り
連絡会の活動の一つである研修会の紹介をします。

掲載した名簿「避難行動要支援者名簿」

員、本会等の地域の支援者に事前に提

活動紹介

組み、地域福祉の向上や地域貢献活動に取り組むことを目的としています。今回は、施設

宅の高齢者や障がいのある人の情報を

災組織、民生委員・児童委員、福祉委

河内長野市社会福祉施設連絡会の

消防機関

催
害 時
開
を
福 祉 避 難 所 研 修 会」

河内長野市では指定福祉避難所として、４箇所
（あかみね、キタバ錦渓苑、キタバあやたホール、

日ごろの見守り・
災害時の避難支援

らう取り組みを行っています。

「災

くすのかホール）が指定されていますが、これら

自治会
自主防災組織

民生・児童委員
福祉委員

受けた後、グループに分かれて各施設の現状や課題
について意見交換を行いました。
今回は、福祉避難所についての初めての研修とい

の公共施設だけでの対応が困難な事態を想定し、

うこともあり、
「避難者の受入れを想定した運営マ

民間社会福祉施設との災害時における協力につい

ニュアルが必要」といった課題も浮き彫りになり、

て、協定を締結しています。

平時から災害時の緊急対応を想定した備えが必要で

河内長野市社会福祉施設連絡会では、全加入施設

あることを再確認する機会となりました。

が河内長野市と協定を締結しており、福祉避難所と

避難所とは

避難所の種類

避難所は災害の危険があり避難し
た住民などが、災害の危険がなくな
るまで必要期間滞在し、または災害
によって自宅に戻れなくなった住民
などが一時的に滞在することを想定
した施設です。

指定緊急避難場所
広域避難場所

地震などによる火災が延焼拡大して地域
全体が危険になったときに避難する場所

一時避難場所

指定福祉避難所
協定避難所
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とを目的に、昨年９月24日に「災害時福祉避難所
災害の危険から緊急的に避難し、身の安全
を守るための場所

指定避難所

4

しての役割や事前準備などについて理解を深めるこ

避難を円滑に実施するため、一時的に避難
できる場所

大規模災害時において、被災者が一定期間
滞在することができる施設

研修会」を開催しました。
災害時には、まずは公共施設等の指定避難所へ避
難し安全を確保しますが、高齢者や障がい者など、
配慮が必要な人は、一般の避難所では生活に支障を
きたす場合がありますので、民間社会福祉施設にも
協力を得ることになります。
研修会では、河内長野市障がい福祉課から、福祉
避難所の開設から閉鎖までの全体像について説明を

研修会の様子

災害時に要配慮者など、指定避難所では生
活することが困難な方を対象とする施設
災害発生時に開設が必要となった場合に、
開設する施設
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昨年10・11月に行われた講習会
を報告します。コロナ禍における既
存の活動の充実のため、また新たな
交流の場作りの支援として、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止に十分
に配慮して講習会を実施しました。

福祉センター
「キタバ錦渓苑」
は、
市内に居住する概ね60歳

このほかにも、
福祉センター

以上の方や障がい者手帳の交付を受けている方および介護

まつりでのセンタークラブの

者のほか、
母子家庭の母子の方が利用することができます。

発表や展示、講座の開催、医

キタバ錦渓苑では、お風呂（入場料100円）をはじめ、
ヘルストロンやマッサージ、囲碁将棋、ビリヤードなどを

キタバ薬局によるロコモ度チェック・ロコモ体操教室
（有料）

どのセンタークラブ（17クラブ）が日々活動されています。

を実施しています。また、送迎バスも運行しています。

した。
」など多くの感想をいただきました。

11 月 21 日
（土）
要約筆記ボランティア講習会
を実施し、４名の方が参加されました。講師は

障がい者福祉センター
からのお知らせ
「あかみね」
障がい者福祉センター「あかみね」は、市内在住の身体

教室があります。そのほかにも、様々な講座やイベントも

障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交

開催しており、市民の方どなたでも参加できます。まずは

付を受けている方、及びその介護者や障がい者に対するボ

見学・体験からどうぞ。

ランティア活動を行う方、及びその団体などが利用できます。

とは？」をはじめ、中途失聴者の体験談、ノー

あかみねでは、スポーツ系・文化系約30種類のクラブ・

報 あかみね防災・避難訓練および
告 福祉避難所の開設訓練を実施しました

10 月７日（水）に福祉レクリエーション講習

組んでいました。参加者された皆様からは「初

会を実施し、午前の部 22 名、午後の部 19 名

めて、要約筆記のことを知りましたが、興味深

の方が参加されました。今年度は、コロナ禍に

いです。
」
「人の役に立つことがあるのならば

令和２年11月17日（火）に新型コロナウイルス感染予

おいても距離を保ちながらできる遊びを中心に

やってみたいです。
」など多くの感想をいただ

防に対応した訓練を実施しました。市内の障がいのある方

学びました。参加された皆様からは、
「初対面

きました。また、講習会を実施し、当事者の情

の方と短時間で打ち解けられ、すぐに取り組め

報の保障について多くの方に発信できたと講師

るレクがあり勉強になった。」
「今日教えていた

の要約筆記サークル葉月のメンバーも喜ばれて

だいたことを活かせる場があれば是非やってみ

おりました。

Web会議（Zoom）入門セミナー

福祉委員交流会
10 月 21 日
（ 水 ）に

11 月 17 日
（火）
、24 日
（ 火 ）に Web 会 議

令和２年度福祉委員

（Zoom）入門セミナーを実施し、２日間延べ

交流会を実施し、20

21 名 の 方 が 参 加 さ れ ま し た。 １ 日 目 は、

名の福祉委員の方が

Zoom の活用方法についての講義を行い、２

参加されました。交

日目は、Zoom を活用し、リモート会話を体験

流会の前半はレクリ

してもらいました。初めて活用される方が多く、

エーションで交流し、後半はグループに分かれ

熱心に活用方法について講師に聞かれるなど、

てコロナ禍での福祉委員会活動について情報交

リモート会話も大変盛り上がりました。参加さ

換を行いました。終始和気あいあいとした雰囲

れた皆様からは、
「今回の講習で Zoom の事が

気で、活発な意見交換が繰り広げられていまし

身近に感じる事ができ、自分で試してみようと

た。参加された皆様からは「他の地域の様子が

思えるようになり、活動の範囲も増えていきそ

聞けて参考になった。
」
「活動のヒントになりま

うです。
」
「年齢的にも Zoom の活用が難しいと

した。
」と感想をいただきました。
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河内長野市大師町26-1

☎ 65-0123 FAX 65-0124 月・祝日・年末年始（12/28 〜１/４）は除く 午前９時〜午後５時

要約筆記サークル葉月のメンバーで「要約筆記
トテイクの仕方など、皆さん真剣な表情で取り

6

福祉センター「キタバ錦渓苑」

思っていたが、少しは理解できたように感じま

要約筆記ボランティア講習会

たいです。」など多くの感想をいただきました。

コンサートなどのイベントや

楽しんでいただいているほか、カラオケ、太極拳、書道な

問い合わせ

福祉レクリエーション講習会

療・福祉に関する相談やロビー

ロコモ体操教室
の様子

本会ではたくさんの
講習会を開催しています

福祉センター
からのお知らせ
「キタバ錦渓苑」

や支援者に対して災害時に、危険や災難時に物理的・生理

また、利用者の利便性を図るために送迎バスを運行して
います。詳しくはお問い合わせください。
ただきました。
実際に段ボールベッドの組み立てを職員とともにおこな
い、最後にまとめとして自分たちができることは何か自助の
気付きについて意見交換をしました。
▼参加者の声
「みんなが不安を抱えて生活することになると思うので、
細かい配慮と心のケアが大切だと思います。」

的・心理的に、少しでも正常な判断
や適切な行動ができるように、日頃

「暑い・寒い時にどのように対処できるのか？エコノミー

より防災や避難に対する認識を高め

症候群にならないように決まった時間にラジオ体操をする

ていただき、福祉避難所の開設訓練

ことが必要だと思います。
」

も実施し、福祉避難室の様子や実際
の避難生活のイメージを体感してい

問い合わせ

段ボールベットの組み
立ての様子

など自分（自助）でできることについて、たくさんの意
見をいただきました。

障がい者福祉センター「あかみね」

河内長野市小山田町379-16

☎56-1590 FAX 56-1592 土・日・祝日・年末年始（12/28〜１/４）は除く 午前９時〜午後５時30分

両施設では新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施しています。
利用制限や休館の場合もありますので、ご利用の際はお問い合わせください。

笑顔 出会い やさしい介護 あなたの生活を豊かにする
ホーム・ガイドヘルパースタッフ募集中！
資格 ①登録ホームヘルパー
（介護福祉士、ホームヘルパー２級、初任者研修修了者）
②登録ガイドヘルパー
（視覚・全身性・知的障がい者のガイドヘルパー養成研修修了者）
時間 5:00 〜 23:00 ※曜日、時間はご相談に応じます。
給与 時給 1,200 円〜 1,880 円 ※時間帯などによる。
応募 まずは、お気軽にお電話ください。

社会福祉法人

河内長野市社会福祉協議会

〒586-0041 河内長野市大師町 26-1 TEL. 0721-64-9000 FAX. 0721-64-0222
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Information
社協だよりに広告を掲載しませんか？

愛の献血にご協力ください

広告申込みについては下記のとおりです。

昨 年 ９ 月20日 三

河内長野市内全戸配布（約48,000部）

日市町駅前で三日市

発行回数

年３回（７月、10月、１月）

だんじり献血を行い

体

１ワク

ました。コロナ禍に

掲 載 料

裁

１回契約単価

よりだんじりの曳行
は中止となりました
が、多くの青年団・

縦45mm×横45mm

カラー
三日市だんじり献血の様子

：１ワク

20,000円

モノクロ：１ワク

14,000円

年間３回契約単価

祭関係者・市民の皆さんが献血に協力してくださいま

カラー

：１ワク

50,000円

した。これからの時期は寒さが厳しくなり体調を崩す

モノクロ：１ワク

35,000円

方が多く、献血者が減少する傾向にあります。輸血用
血液製剤には有効期限があり常に確保しておくには年
間を通じての献血が不可欠です。しかし、少子高齢化

希望される方はお気軽にご相談ください。
問い合わせ：企画総務課

女性の電話相談「さざんかの会」

が進み、若い人たちの献血協力が減少しています。
新たに成人を迎える若者世代をはじめ、多くの皆様
によるご理解とご協力をお願いいたします。
次の通り市内献血スケジュールをお知らせします。
開催場所

２月６日㈯

ＵＲ南花台団地
第１集会所

10：00〜12：00
13：00〜16：30

3月16日㈫

河内長野市役所
市民サロン

10：00〜12：00
13：00〜16：30

を伺います。
日時：毎週木曜日

午前11時〜午後２時30分

（年末年始、祝日は休み）

受付時間

☎65-0707
※発信電話番号表示（ナンバーディス
プレイ）機は利用していません。

献血サポート薬局をご存知ですか？

のかけは
ころ
し

※日程、時間は変更になることもありますので予めご了承ください。
※輸血時の安全性を高めるため400mL献血のみ実施します。

こ

実施日

専門の研修を終了した相談員が女性の方のお悩み

令和２年８月〜 10月分
（順不同・敬称略）

〜薬局で献血について相談ができます〜

献血に興味があるけど今一歩

☆一般寄付 計 2，
000 円
匿名１件
☆善意銀行
○物品
一般預託 田中良弥
匿名１件

足を踏み出せない、献血を希望
したがヘモグロビン濃度が足り
なくて献血できなかった、など
のお悩みはありませんか？下記
認定マークが掲示されている薬局で、献血に対する正
しい知識や食生活の相談をすることができます。気に
なることがありましたら是非ご相談ください。
問い合わせ：企画総務課

社会福祉法人

河内長野市社会福祉協議会

〒586-0041 河内長野市大師町26-1
TEL. 0721-65-0133（代表） FAX. 0721-65-0143
次号は
令和３年７月１日発行予定

「協賛広告」募集！
詳細は社協へ

● ご意見・ご感想をお寄せください ●

●社協ホームページ
http://www.kawachinaganoshishakyo.or.jp/
●社協ブログ
http://ksyakyou.blog90.fc2.com/
●社協ツイッター
https://twitter.com/ksyakyou
●在宅福祉課
http://kawachinaganoshishakyo.or.jp/zaitaku/
●ピアセンターかわちながの
http://www.kawachinaganoshishakyo.or.jp/peer/
●障がい者福祉センター「あかみね」http://www.pure.ne.jp/˜akamine/
●福祉センター「キタバ錦渓苑」
http://business4.plala.or.jp/kinkeien/
この広報誌の発行には赤い羽根共同募金助成金の一部を活用させていただいています。

