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東成区社会福祉協議会

社会福祉法人 大阪市東成区社会福祉協議会
〒537-0013 大阪市東成区大今里南3-11-2
　　　　　　東成区在宅サービスセンター内
a06-6977-7031　b06-6977-7038
dhttp://www.higashinarikushakyo.jp/

最寄駅

オオサカメトロ千日前線「新深江」駅
徒歩8分(2号出入口)

近鉄大阪線・奈良線
「今里」駅徒歩3分

オオサカメトロ千日前線・
今里筋線「今里」駅
徒歩10分(6号出入口)

月～金曜日 午前9時～午後7時
土曜日 午前9時～午後5時30分　

利用時間 休館日 日曜日・国民の祝日・
休日・年末年始

詳しい地図はこちらから▶



•車椅子短期貸出事業
•緊急時安否確認（かぎ預かり）事業
　（共同体として実施）
•高齢者福祉月間各種敬老事業
•福祉教育の推進

•福祉まつり「ふれあい広場」の開催
•社会福祉講演会
•地域福祉活動者研修
•広報紙の発行
•区内地域福祉活動団体への助成

　 福祉事業や情報発信・啓発事業

東成区に暮らすみなさんが
みとめあい・ささえあい・つながりあえる
福祉のまちづくりをすすめています。

　 東小橋2-1-30
a 06-6977-1901

みとめあい ささえつなごう こころのわ 「おまもりネット事業」を活用した
高齢者・障がい者等支援セーフティネット構築事業

　東成区社会福祉協議会（以
下、区社協）は地域住民や福祉・
保健・医療の関係者などにより
構成されており、誰もが安心し
て暮らすことのできる地域社会
の実現をめざす社会福祉法に
規定された民間団体です。

　地域では、住民相互のつながりや支え合いの活動と福祉や介護の専門職や
その支援との連携を大切にしたセーフティネットの構築を目的に、おまもりネット
事業が実施されています。
　また地域の会館や集会所では、地域福祉活動サポーターが、高齢者･障がい
者･子育て世帯等のちょっとした困りごとの相談に対応する“身近な相談員”とし
て活動しています。地域福祉活動サポーターは、住民が気軽に集える場づくり
や情報発信、地域福祉活動やその担い手の支援にも取り組んでいます。
（平日10時～16時※見守り訪問や会議等のため不在の場合もあります。）

　「おまもりネット手帳」と「おまもりネットカード」を無料で発行しています。手帳
があることで、自分では説明しにくい介護保険サービスや、地域活動への参加、
エンディングノート機能その他色々なつながりの情報等が、一目でわかり安心
です。
　カードがあることで、外出先で緊急連絡先やかかりつけ医などが必要ないざ
という時にすぐわかり、本人や手助けしてくれた方
の両方に役立ちます。
　詳細は、上記各地域福祉活動サポーター
までお問い合わせください。

　東成区の福祉課題の解決に向け、地域福祉活動やボランティア活動の支
援、福祉サービスの開発と実施、関係機関とのネットワークづくりなどを行い
ます。

　 小地域福祉活動の推進
　小学校下ごとに設置されている「校下社会福祉協議会」や「ネットワーク委員会」に
より、地域の特色を活かした福祉活動が行われています。ボランティアが中心となっ
て、住民同士のつながりを大切にしながら運営されています。これにより孤立化防
止や安否確認、生きがいづくり、地域での安心した暮らしにつながっています。

　日常的な声掛けや個別
訪問など地域によって形を
変えて見守り・声掛け活動
を行っています。体調や暮
らしぶりの変化にいち早く
気づくことができます。

組 織 目 的

　 大今里西2-15-1
a 06-6977-1902

大成地域集会所

　 東小橋1-1-13
a 06-6977-1904

　 中道4-4-26
a 06-6977-1905

北中道会館中道憩の家
　 中本4-5-8
a 06-6977-1906

中本憩の家

地域福祉活動の推進

　個人の生活課題を地域全体
の課題としてとらえ、それらの解
決に向けて話し合う場や学習す
る場、活動する場をつくるなどを
行い社会福祉に関する活動の
活性化を図り、地域福祉を推進
することを目的とします。

食事サービス活動

各地域独自の活動 地域の見守り・声掛け活動

ふれあい喫茶・サロン活動 子育てサークル

東小橋地域集会所

♥地域福祉活動サポーター連絡先

　 大今里3-2-16
a 06-6977-1903

今里公民館

　 東中本2-16-16
a 06-6977-1907

　 大今里2-35-5
a 06-6977-1908

神路ふれあい会館

　 大今里南5-1-8
a 06-6977-1910

　 深江北1-5-23
a 06-6977-1911

宝栄会館片江憩の家

東中本憩の家
　 深江南2-9-34
a 06-6977-1909

南深江公園地域集会所

♥おまもりネット手帳の発行
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ボランティア･市民活動センターの運営 生活支援体制整備事業

きづくちゃん「たすけ愛」活動の会

住民の助け合いによる生活支援活動事業

　さまざまなボランティア･市民活動の情報を
発信し､相談や支援を行う拠点です。

　ご近所に頼める程度の困り事を会員同士で有償
により助け合う会です。住民同士の助け合いによ
るつながりづくりを目的に活動しています。
　活動時の謝礼は30分あたり350円と決まってお
り、利用した会員さんから直接お支払いします。
　利用する方も活動する方も、入会時に入会費
1,000円が必要となります。
　活動希望者は、会員登録時にボランティア講座を受講していただきます。

介護予防教室事業

　高齢者がいつまでも元気に参
加・活躍できる地域づくりに向け
て、高齢者の主体的な介護予防
や住民同士の支え合い活動の充
実を図っています。地域のみなさ
んや福祉専門職等による、つどい
の場や支え合い活動づくりなど
のコーディネート役として、“生活
支援コーディネーター”を配置し
ています。
　また、地域のみなさんや福祉専門職等が参加する話し合いの場（協議体）を設
置しています。関係者間の情報共有や、活動立ち上げに向けた話し合いをすす
め、生活支援・介護予防サービス（活動）の充実を図っています。
　『“新しい生活様式”未来へつなぐSHARE book』や
『在宅生活応援知恵袋』の発行な
ど、社会参加やちょっとした困りご
との解決につながるよう、情報発信
を行っています。

主な活動内容
•活動希望や援助依頼の相談に応じた調整
•ボランティア講座､連絡会の開催
•ボランティア･市民活動情報誌の発行､情報閲覧コーナーの開設
•きづくちゃん「たすけ愛」活動の会の事務局
•さまざまなボランティア･市民活動団体が
　必要に応じて協働できる場の提供など

　要支援1・2の方、介護保険サービスを利用していない方に対し、介護予防ポイント事
業（在宅活動コース）の活動者登録をしている高齢者が生活支援の活動を行います。
※本事業の利用・活動には、きづくちゃん「たすけ愛」活動への登録が必要です。

1 買い物代行（日用品の買い物）　 2 掃除（居室内の掃除・ゴミ出し）
3 洗濯（洗濯・乾燥・取入・収納）　　4 買い物同行、薬の受取同行、通院同行
5 植木の水やり、庭の草取り　　 　6 話し相手、見守り
7 電球交換、部屋の模様替え、外出の付き添い
※ただし、5,6,7だけの利用はできません。

月～土曜日:午前9時～午後5時30分
a06-6977-6336　b06-6977-6339

利用時間
直　通

具体的な活動内容

　高齢者が参加しやすい、身近な地域集会所や憩の家で実施していま
す。（市の契約により会場の大きさや、参加人数に制限があります。）

　1回（60分以内）の活動あたり6介護予防ポイント（600円相当）の交付、利用者
から100円が支払われます。

実施場所

　高齢者が、定期的（月1回）に介
護予防に資する活動に参加し、
地域の人と交流の機会をもつこ
とで、高齢者の生活空間を広げ、
認知機能や生活全般の活性化を
図ります。また、事業の参加を
きっかけとして外出の機会を増
やすなど、要支援、要介護状態に
なることをできる限り予防し、自
立した活動的な生活を送ること
ができるよう支援します。

（活動会員）

　1回（60分以内）の活動あたり100円の自己負担となります。
　（※要支援1・2の方はケアプランの作成が必要となります。）
　詳しくはお問い合わせください。

（利用会員）

a06-6977-6336　b06-6977-6339直　通
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見守り相談室
（地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業）

　家族や地域社会との関係が希薄になり、孤
立死や、認知症高齢者等の行方不明が深刻な
課題となっています。
　“誰もが安心して暮らせる”地域づくりに向け
て、支援を必要とする方の相談窓口となり、3つ
の機能で困りごとの早期発見の仕組みづくり
を進め、地域の実情に応じて取り組まれている
見守り活動の強化を図ります。

1 要援護者名簿にかかる同意確認・名簿整備・訪問
　対象となる方への同意確認を行い作成した名簿を活用し、日頃の見守り
と災害時の避難支援への備えのために、地域内で共有します。
2 孤立世帯等への専門的対応
　社会から孤立した状態で亡くなる危険性の高い要援護者等に対して、地
域の見守り活動等とつなげます。
3 認知症高齢者等の行方不明時の早期発見
　事前に登録した認知症高齢者等が行方不明となった場合に、協力者に
メールを配信し、行方不明者の早期発見につなげます。

見守り相談室の3つの機能

　GPS（位置情報探索）機器貸与
　徘徊を伴う認知症高齢者を介護するご家族等に、徘徊時に認知症高齢者
の現在位置を確認できるGPS機器貸与の申し込みを受け付けています。

地域の見守り力強化のために

　見守りシールの配布
　利用登録者には、「見守りシール」の配布を行っています。持ち物等に貼
り付けることにより、行方不明になった際に発見者がシールに書かれた
連絡先に電話することで、早期保護につなげます。
　各地域での見守り活動の支援
　地域のボランティア等と友愛訪問に同行し、訪問先で困りごとがないか
をたずねたり、地域での「声かけ訓練」の実施等、地域の見守り力強化の
ための学習会開催の支援を行っています。

　大規模災害発生時、被災者を支援するために、東成区役所
と連携して区災害ボランティアセンターを設置・運営します。

郵便物がいっぱい、洗濯物が干したまま、電気がついていない、知らない業
者の出入りがある など近所で気になることがあったら見守り相談室へ。

災害支援

　認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方を対象に、
福祉サービス等の利用援助や日常的な金銭管理サービス等の支援を行います。

あんしんさぽーと(日常生活自立支援)事業

a06-6977-7035見守り相談室

　低所得者世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、経済的自立と安定した生活を
送れるように、資金の貸し付けと、必要な相談・支援を行う窓口を開設しています。

生活福祉資金貸付相談窓口

a06-6977-7090お問合せ

　生活困窮者の自立と尊厳の確保及び生活困窮者支援を通じた地域づくりを
目標に実施しています。生活における経済的な不安や困難等を抱えている方の
相談窓口として、ご本人と一緒に考えながら、支援計画を策定し、自立に向けた
支援を行います。

生活困窮者自立相談支援事業

東成区自立相談支援窓口（東成区役所2階21番窓口）
a06-6977-9126

お問合せ

社会福祉協議会の活動は、
住民のみなさんに支えられています。

｢あなたとつくる福祉のまち｣
　賛助会員の皆さまからの会費収入は､地域福祉活動を推進・展開してい
くうえで欠かせないものです｡当会の趣旨にご賛同いただき､賛助会員とし
て活動を支援してくださる方を募集しています｡多くの皆さまのご協力をお
願いします。

賛助会員募集

　広く区民の皆さまからの善意の寄付を受付けています。頂戴した寄付金
は、「福祉ボランティア活動助成事業」をはじめ、有効に活用しています。
こんな方からご寄付をいただいております
•地域福祉の向上のために､金品の寄贈を希望される方
•社会貢献活動に取り組む企業･労働組合

善意銀行

※いずれも年額､口数に制限はございません。

※本会は､寄附金税額控除の対象法人です。

個人会員  1口1,000円 団体会員  1口5,000円
法人会員  1口5,000円

　福祉募金は、昭和４６年区婦人会（現在の地域女性団体協議会）の後援に
より「一円玉募金」として始まりました。現在は、各校下社会福祉協議会・地域
振興会・地域女性団体協議会等の協力を得て、「福祉募金」活動を行っていま
す。次の世代の担い手である児童・青少年や障がい者の福祉対策支援に活
用しています。

福祉募金

安心は
ご近所の

つながりから…
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東成区南部地域包括支援センター

　介護を受けながら自宅で暮らしたい高齢者に対して、ケアマネジメント（居宅
介護支援）を提供しています。介護支援専門員（ケアマネジャー）を２人配置し、
利用者の心身の状態や目標、家庭の事情に合わせた適切な介護サービスが受
けられるように、ケアプラン（居宅サービス計画）を作成し、介護サービス事業者
などとの連絡調整や各手続きの代行を行ないます。相談は無料です。どんなこ
とでも、悩まず早めにご相談ください。

居宅介護支援事業

デイサービス（地域密着型通所介護）事業

　介護保険の要介護・要支援の認定を受けられた方を対象に、入浴や食事、レク
リエーションなどのサービスを提供し、ご利用者様の生活機能の向上やご家族
の介護負担軽減を図ります。
　また、一人暮らしの高
齢者の孤立による不安解
消、くつろぎと仲間づくり
の場としてご利用いただ
き、日常に変化をつけて
もらいます。小規模型な
ので、お一人おひとりに
丁寧に対応させていただ
けることが特色です。
　送迎もありますので、
安心してご利用いただけ
ます。

　南部地域包括支援センターは、大成・今里・神路・深江・片江の各地域を担当し
ています。
　上記の住所以外は、東成区北部地域包括支援センターの担当地域になりま
す。住所によって、重複する番地の地域もありますので、詳しくはお問い合わせ
ください。

　高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を続けることができ
るよう、社会福祉士、看護師･保健師、主任介護支援専門員が、高齢者やその家
族、ケアマネジャー等からの介護、福祉、保健に関する相談を受け付けています。

　総合相談支援
　高齢者やそのご家族からの介護、福祉など
に関する相談を総合的に受けるとともに、
必要に応じ訪問して実態を把握し、必要な
サービスにつなぎます。

　虐待の早期発見・防止などの権利擁護
高齢者虐待の早期発見・防止のための地域支援体制づくり、成年後見制
度の利用促進、消費者被害防止のための情報提供などを行います。

　包括的・継続的ケアマネジメント支援
ケアマネジャーが孤立しないよう、一緒にケアマネジメントの過程を振り
返ったり、連絡会などを開催し、他機関との連携が行えるよう支援ネット
ワークの強化につとめます。

　介護予防ケアマネジメント
要支援認定や事業対象者の方に対する予防給付や介護予防・日常生活
支援総合事業が、効果的かつ効率的に提供されるために、適切なケアマ
ネジメントを行います。

　地域ケア個別会議・自立支援型ケアマネジメント検討会議の開催
高齢者が住み慣れた地域において自立した生活が続けられるよう、ケ
アマネジャー、保健や医療、福祉の専門職、地域関係者が継続的な支援
を検討する会議を開催します。また、要支援認定者における自立支援・重
度化防止の観点をふまえた検討会議を開催します。

デイサービス1日の流れデイサービス1日の流れ
９：００～

１０：００～
１２：００～

１３：００～

１５：００～

１５：３０～

ご自宅までお迎え
看護師による健康チェック！
入浴・レクリエーション
昼食
栄養バランスを考えたお食事のご提供。
（病状に対応したお食事も用意いたします）
レクリエーション
ゲーム・体操・季節行事など♪
手作りおやつは大人気。
ティータイム
おやつ・お茶の時間です。
ご自宅までお見送り
ご利用者様のご自宅玄関先まで専用車でお送りいたします。

宝栄

深江神路

片江

今里

東中本

中本

北中道

中道

東小橋 大成
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東成区老人福祉センター

子育て活動支援事業
　親子がふれあい、ともに成長できる
楽しい季節行事や「お誕生日会」「身体
測定」「親子ふれあい遊び」「英語でリト
ミック」など、お子さんの成長を感じら
れる行事をたくさん行っています。ま
た、個別相談をはじめ、サークル活動に
関する相談など、さまざまな子育て相談に、関係機関とも連携し対応し
ています。
　１歳未満の乳児とその保護者を対象にしたお部屋（ひよこルーム）を開
放し、育児の情報交換やお友だち作り、ふれあい遊びや絵本の読み聞
かせ等を行っています。

つどいの広場事業
　「つどいの広場」とは、大阪市内に在住の乳幼児とその保護者の方が
集い、安心して遊べる場所です。お子さん・お母さん・お父さんのお友だ
ち作り、育児の情報交換などができる交流の場として、ご利用ください。

大阪市ファミリー・サポート・センター事業
　「お子さんを預かってほしい方」と「お子さんを預かることができる方」
が依頼会員、提供会員となり地域で子育てを助け合う相互援助活動事
業です。直通a06-6976-0395

　東成区老人福祉センターは、高齢者の健康維持・増進を目的とした講
座の開催、サークル活動での仲間づくりの支援、作品展や演芸大会など
生きがいづくりのための各種行事・事業をおこなっています。
また、高齢者の相談にも応じています。市内にお住いの６０歳以上の方
なら、どなたでもご利用いただけます。また、東成区老人クラブ連合会
の事務局も併設しています。
様々な行事等をつうじて利用者・関係機関・住民団体と協働し、世代間
交流の取組みを積極的に推進することにより、子育て支援や児童の健
全育成も含めたまちづくりニーズにも応えています。

N至蒲生4丁目

中央大通

東成スポーツ
センター

コインパーキング

コインパーキング

おとしより
すこやかセンター
東部館

東成プール

至今里

今
里
筋

至
森
ノ
宮

至
深
江
橋

オ
オ
サ
カ
メ
ト
ロ

今
里
筋
線

オオサカメトロ中央線

東成区子ども・
子育てプラザ

緑
　
橋
緑　橋

東中本
小学校

神路公園

東成
区役所

東成区民
センター

三菱UFJ銀行

至緑橋 N

今　里

今
　
里

至玉造

オオサカメトロ千日前線

オ
オ
サ
カ
メ
ト
ロ

今
里
筋
線

近鉄大阪線・奈良線 至大池橋

至
な
ん
ば

平
野
川

至
新
深
江東成区老人福祉センター

（＊東成区老人福祉センターのキャッチコピー）

東成区子ども･子育てプラザ

ひがしなり いきいき咲かそ！ シニアの輪

〒537-0014 東成区大今里西3-6-6
a06-6972-0855　b06-6972-4706

午前10時～午後5時　利用時間

日曜日･国民の祝日・休日･年末年始　休館日

無料(ただし､材料費などは実費負担となります)　利用料

利用証を窓口に提出していただきます｡
初めての方には利用証を発行します。　

利用方法

〒537-0021 東成区東中本2-3-16　ab06-6976-0300
午前9時～午後9時(日曜日は午後5時30分まで)　利用時間

無料(ただし､材料費等が必要となることがあります)利用料
初回利用時に登録していただきます。利用方法

休館日

▲詳しい地図は
　こちらから

▲詳しい地図は
　こちらから

•月曜日（ただし7月21日～8月31日の間の月曜日は開設）
•国民の祝日・休日（ただし、こどもの日・山の日は開館。
また、海の日（7月の第3月曜日）が7月21日～8月31日
に含まれる場合は、海の日も開館。）
•年末年始
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