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枚方市社協イメージキャラクター

第6次
枚方市地域福祉活動計画

『ひらっぴー』

枚方市地域福祉活動計画とは
枚方市地域福祉活動計画は、地域福祉
活動の推進を目指し、市民、関係機関、
枚方市社会福祉協議会が中心となって、
身近な生活・地域課題の解決にむけた行
動計画です。

！

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため
イベント・行事等は中止または延期になる場合があります。

発行者

社会福祉法人
1 ひらかた社協だより

第148号

枚方市社会福祉協議会

〒573-1191

枚方市新町2丁目1番35号 ラポールひらかた内
代表 TEL 844‑2443 FAX 845‑1897

枚方市社協

基本理念

みんなが、いつまでも安心して地域で暮らせるように…
支え合える地域を創る

目
標

１

福祉の心を
育む

２

みんながつながる
地域づくり

３

安心の
システムづくり

第６次枚方市地域福祉活動計画

ダイジェスト版

枚方市地域福祉活動計画の
策定にあたって

hirakataーshakyo

計画の策定にあたっては、市民の声に基づいた計画づくり、市民参加の計画づくりとなるように、地域福祉
に関するアンケート、住民懇談会などを行い、市民の関心や関わりの把握に努めました。これまでの活動を踏

方
針

⑴ 福祉への関心と
理解の醸成
⑵ 参加・活躍の
機会の拡充

⑶ 地域の支え合い
活動の推進
⑷ 活動環境の支援

⑸ 相談支援体制の
強化
⑹ 災害に備えた
つながりの強化

方針に沿った具体的な取り組みや行動

① わかりやすい情報発信

⑧ 連携・協力の拡充

地域福祉に関心をもってもらえるよう、SNS
の活用や児童向けの福祉新聞など、わかりやす
い情報発信に努めます。

地域や関係団体、社会福祉施設・企業などが
地域課題や生活課題を共有し、課題の解決に向
けたネットワークを形成します。

② 福祉学習の推進

⑨ 活動の拠点づくり

子どもや学生など若年層の人が将来的に地域
で活躍できるような実践的なプログラムを開発
します。

空き家や耕作放棄地など、活用できる可能性
がある地域資源の情報を収集するとともに、民
間のスペースを活用した交流の場や拠点づくり
を支援します。

③ 個人の尊厳の尊重・権利擁護の推進
認知症や障害のある人、性自認・性的指向、
外国にルーツのある人など多様性の理解につな
がる取り組みをすすめます。

④ 参加しやすいしくみづくり
働いている人や高齢、障害があっても地域活
動やボランティアに参加し、活躍できる土壌を
つくります。

⑤ ボランティア活動の推進
必要に応じたボランティアの養成やグループ
の立ち上げに積極的に取り組みます。

⑥ 見守り活動の推進
市民に見守り活動の大切さを伝え、生活課題
の気づきや発見につなげます。

⑦ 多様な交流の場の拡充
さまざまな人が出会い交流できる場所づくり
を支援します。

⑩ 身近に相談できる体制づくり
地域や団体、専門機関と連携し、誰もが気軽に
立ち寄ることができる身近な相談窓口を充実しま
す。また、地域活動する人や団体に相談窓口の情
報を提供し、傾聴やコミュニケーションスキルに
関する講座を実施します。

⑪ 包括的相談支援体制の充実
高齢者・障害者・児童など各分野の専門機関
が分野をこえて横断的に連携できる場や取り組
みを充実します。

⑫ 災害に備えた活動の推進と啓発
災害ボランティアセンターや災害ボランティ
アの活動を周知・啓発し、地域や団体との連携
を図りながら有事に備えま
す。高齢者や障害のある人
など配慮が必要な人を支え
るための活動を支援します。
hi ra ka
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ta ーs ha

まえて活動計画を具体的にしていくために市民や関係機関の代表で構成する「策定委員会」と有識者、社協職
員で構成する「作業委員会」を設置して計画を策定しました。

社会福祉協議会とは

地域福祉とは

社会福祉協議会とは、地域福祉の推進を目的と

地域福祉とは、誰もが安心して暮らせる地

した、営利を目的としない民間団体で、社会福祉

域づくりのために、一人ひとりの尊厳や主体

法第109条に基づき設置しています。

性、地域の共同性を大切にし、市民、関係機

地域で一人ひとりが抱えるさまざまな問題を地

関、行政などの連携・協力によって地域の福

域全体の課題としてとらえ、みんなで考え、話し

祉課題を解決していこうとする取り組みのこ

合い、協力して解決を図り、誰もが安心して暮ら

とをいいます。

せる福祉のまちづくりを目指します。

第５次枚方市地域福祉活動計画の
評価と課題
主に取り組んだ活動
●「ひらかた社協カレンダー」を発行し、民生委
員・児童委員の個別訪問に活用
● 商業施設や古民家を活用した地域の居場所・
サロン活動を促進
● 一部の校区福祉委員会で「男の料理教室」を

h ir a

kat

a ーs

● 地域や学校と連携した福祉教育
● 働いている人や高齢、障害者が地域活動
やボランティアに参加し、活躍できるきっ
かけづくりの充実
● 災害時の地域の被害状況や安否確認など、
有事に備えた情報集約の仕組みの構築

● CSW（コミュニティソーシャルワーカー）が地

● 地域で孤立しがちな人の生活課題を受け

迷っていた人の生活課題を早期に受け止めた
●「よどがわ防災まつり」に参画した学生が大阪
北部地震後に災害ボランティアとして活躍

yo

主な課題

実施し、参加者の地域活動への関心を促進
域の行事や交流の場に出向き、相談することを

hak

止める相談支援体制の構築
● 障害の特性、異文化背景、性自認・性的
指向の多様性を認め合い、活かし合う地
域社会実現への啓発

ky o
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気軽に
ご相談を

地域の福祉お助けマン!

いきいきネット相談支援センター
CSWは、暮らしの中での福祉に関する困りごとを一緒
に考える地域福祉相談員で、地域の身近な相談窓口とし

コミュニティソーシャルワーカー

問い合わせ

枚方市社会福祉協議会 TEL 807‑3448
地域福祉課
FAX 845‑1897
枚方人権まちづくり協会 TEL 844‑8866
FAX 844 8799

担当：寺田
枚 方・枚
伊加賀・磯
高

人増員し、各エリア２人体制で取り組んでいきます。
「子育てと介護を一緒にしないといけなくなった」「ひと
り暮らしになり今後の生活が不安」「地域の行事を知りた
い」などの困りごとがありましたら、まずは気軽にご相談
ください。

北エリア︵ 校区︶

中エリア︵ 校区︶

11

て、相談者に寄り添い、一緒に解決を目指します。
枚方市でも日々さまざまな相談が寄せられ、その数は
年々増加していることから、令和２年４月より相談員を３

担当：重村

二
島

中
山

陵・中宮北

宮・明 倫
田・山田東

交

12

北

樟葉北
樟葉

南エリア
（13校区）

樟葉西

西牧野

丘
常
里

高陵

伊加賀

枚方

蹉跎東
蹉跎西

蹉跎
香里

枚二

山之上

桜丘

藤阪
津田南

津
長
藤

菅原
菅原東

津田

西長尾・菅
菅原東・氷

香陽
春日

❶ 面談
❷ 状況の整理

収入が一時的に減ってしまい、貸
付を申し込んだけど、入金がある
までの生活が心配

❸ 今後の方向性の確認
❹ 寄付や歳末たすけあい募金を活用し、
入金予定日までの食料を支援

Bさんの
場合

❶ 面談

外出自粛が続き普段の生活が変
わってしまった。長期間自宅で過
ごすことで子どもに対するイライ
ラがつのり、このままでは虐待し
てしまいそうで怖い。どこに相談
したらいいかわからない。

こんな相談も…

❷ 状況の整理
❸ 今後の方向性の確認
❹ 女性相談や子どもの育ち見守り
センターなど関係機関と連携し、
必要な支援につなぐ

減収で生活に困っている。頼れる人がいない

会社が倒産して失業してしまった など

楠葉朝日美咲自治会集会所（あさみカフェ） 毎月第 2（金）10：00〜12：00
毎月第 2（金）14：00〜16：00

楠葉生涯学習市民センター（くずはサロン） 毎月第 3（火）12：00〜13：00

毎月第 1（木）10：00〜12：00

総合福祉センター

毎月第 2（火）10：00〜12：00

尊延寺公民館（ほっと館）

毎月第 4（金）10：00〜12：00

菅原東（いきいきサロン会場）

毎月第 4（金）10：00〜12：00

くずは並木自治会館
①奇数月 第 4（火）
②偶数月 第 4（火）
①サロンくず西
②おしゃべり広場
『ホッと くず西』 両方とも10：00〜12：00
北船橋町集会所
（喫茶つどい）

毎月第 4（土）11：00〜13：00

中エリア
中宮地区自治会館
（いこいの広場） 毎月第 1（月）13：00〜15：00

南エリア
毎月第 1（木）10：00〜12：00

桜丘北福祉会館（ふれあい喫茶）

毎月第 2（火）10：00〜12：00

香里会館（いきいきサロン）

毎月 5 日

13：00〜15：00

枚二みつば(ゲーム開催時)

会場は社協へ問い合わせください

毎月第 1（金）13：00〜15：00

渚西集会所
（ぷらっと）

毎月第 2（水）13：00〜15：00

山田会館
（木曜サロン）

毎月第 4（木）11：00〜12：00

枚方公園青少年センター
（いきいきサロン開催時）

毎月第 4（金）13：30〜15：30

蹉跎東コミュニティカフェ
（開催時）

詳細は社協へお問い合わせく
ださい

香里ヶ丘さくらぎ町集会所
（さくらぎサロン）

毎月第 3（水）10：00〜12：00

市内全域

毎月第 2（金）
10：00〜11：30

ラポールひらかた
（さわやかカフェ） 毎月第 2（火）13：30〜14：30

問い合わせ

地域福祉課

地域福祉推進グループ

TEL 807‑3448

FAX 845‑1897

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度について
枚方市社会福祉協議会では、低所得世帯等に対し
て、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福
祉資金貸付制度の申し込みを受け付けています。

※貸付制度の具体的な内容のお問い合わせやご相談
は、下記問い合わせ先へご連絡ください。
問い合わせ

地域福祉課 生活支援グループ
TEL 807‑3017 FAX 845‑1897

◆緊急小口資金（特例）
貸付の種類

東香里元町会館（Vタイム）

ひらかた社協だより 第148号

Ａさんの
場合

原
室

北エリア

東エリア

山之上公民館（子育てサロン）

CSWが相談をうけて…

担当：金城

じゅんさん家
（町楠葉2‑23‑5）

5

田・津田南
尾・田口山
阪

相談の様子

場合によっては訪問も行います。その上で、相談者の話をじっくり伺い、地域住民や
関係機関と連携しながら問題解決に努めています。

倉

担当：濱道

氷室

出張相談会の一覧

津田駅前集会所
（ティールームひばり）

野
二

本会にはコロナウイルス感染拡大に伴い、さまざまな相談が寄せられています。
いきいきネット相談支援センターのCSWは生活に関する不安や悩みなどの相談を受け、

東エリア
（９校区）

開成 川越

東香里

提・平
一・殿

西牧野・小

西長尾

中宮

明倫

橋

長尾

山田
中宮北
山田東 田口山

桜丘北

五常

船橋

平野 招提
交北

磯島 殿一

担当：津熊
山之上・香 陽
春 日・蹉 跎
蹉跎西・蹉跎東

樟葉西・船

招
殿

緊急事態宣言 の
影響を受けた相談内容

樟葉南

殿二

小倉

担当：松下

牧 野・樟 葉
樟葉北・樟葉南

牧野

担当：加藤
桜丘北・桜
川 越・五
開 成・香
東香里

担当：前田

ス
新型コロナウイル

ご利用いただける方：新型コロナウイルス感染症
の影響を受け、休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要と
する世帯

◆総合支援資金（特例）

ご利用いただける方：新型コロナウイルス感染症
の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に
困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
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枚方市社会福祉協議会

重点項目

企画・広報力の強化

＊総 務 課 内 に 企 画・ 広 報 担 当 を 設 置

し︑広報力の強化や新たな事業の企

画に力を入れます︒

＊
﹁成年後見センター︵仮称︶﹂設置を

権利擁護体制づくりと
相談機能の強化

年齢や障害のあるなしにかかわらず︑

目標に市と連携し進めていきます︒

﹁第 次枚方市地域福祉活動計画﹂
の推進

一人ひとりが地域で︑互いに支え合いな

エリア

2

＊CSW︵ コ ミ ュ ニ テ ィ ソ ー シ ャ ル

ワーカー︶においては︑

人体制とし︑市の総合支援窓口体制

1

がら安心して暮らせる地域共生社 会の

5

実現をめざして作 成しました︒ 計画期

年度までの

4

と連携しながら相談機能の強化を図

ひらかた社協だより 第148号

FAX 841 6429

6 6

ります︒

TEL 841 6427

財政基盤の安定化をめざす

在宅福祉課

3

年度経営戦略プログラム
︵第

問い合わせ

7

応募資格
業務内容

勤務時間
賃
金
勤 務 地
待
遇

※処遇改善交付金、特定処遇改善加算による一時金あり

労働災害保険、その他

期︶
の策定準備として︑監査法人によ

遇

る経 営 分 析を行います︒この結 果を

待

グループホーム世話人募集 ! !
20歳以上で福祉に理解のある人
知的障害のある人のグループホームで
の入浴の補助や掃除・洗濯・
相談等生活のサポート
午後４時〜翌９時

事務所変更
の案内

住民会員募集に
ついてお知らせ

日額17,718円
枚方市内（津田元町・藤阪元町）
労働災害保険、その他
地域支援センターゆい
TEL 808 2422 FAX 808 2423
枚方市社会福祉協議会総務課がラ
ポールひらかた４階になりました。

住民会員募集推進月間としては令和２年７月１日（水）〜７月31日（金）
を予定していましたが、コロナウイルスの影響で延期となりました。
実施時期については今後の動向で判断をし、ホームページにて周知しま
すので、その折は是非ご協力よろしくお願い致します。

総務課

問い合わせ

TEL 844 2443

ひらっぴーに家族ができました
今後はひらっぴーの家族も
一緒に活躍していきます。

よろしくお願いいたします。

（月３〜５回程度）

問い合わせ

移動費、事務手当

活かして︑財政基盤の安定策を構築・

他 手 当

実施するとともに︑組織的法令遵守︑

※時間帯により時給金額が異なります

明朗な諸場 づくりに努め︑事業遂行

業務内容 身体介護、家事援助、重度訪問介護など
勤務時間 午前６時45分〜午後10時（その間で利用者の希望する
時間に直行直帰で訪問していただきます）
賃
金 時給1,250円〜2,400円

133,679

詳しくは、枚方市社協ホームページに掲載しています。

を果たしていきます︒

※バイクを持ち込みできる人

補助金

福祉サービス等
事業 328,347

の透 明 性を高め︑ 市 民への説 明 責 任

社協だよりに載せることがで
きなかった記事や写真をホーム
ページ上で掲載します。
次号より「社協だよりもっと」
の記事も是非、覗いてみてくだ
さい。

クセスしてください。お待ちしています。

未経験の人やブランクのある人でも大丈夫！ベテランのヘルパー
がしっかりとサポート！チームワークを大切にする事業所です。
応募資格 ホームヘルパー２級課程以上修了者、基礎研修・介護
職員初任者研修課程修了者、介護福祉士等

(千円）

19,486

ボランティア
活動事業 13,065

334,361

331,765

収入

会費・
寄附金

3 2

6

社協だよりもっと

令和２年４月から、枚方市社会福祉協議会ホーム
ページをリニューアルしました。閲覧される方の目
的に合わせてアクセスしやすいウェブサイトを目指
しています。よりタイムリーな事業活動や情報発信
を通じて、充実した情報を掲載いたします。是非ア

ホームヘルパー募集 ! !

受託料

148,886 介護保険・障害

障害児・者
福祉事業

その他︑災害時への対応強化や各

ホームページのリニューアル

前期未支払い
資金残高 356

3,127

15,067

地域福祉
推進事業

種企業との共催事業︑ボランティア

地域福祉課 地域福祉推進グループ
TEL 807 3448 FAX 845 1897

(千円）

活動の推進など各事業計画に基づい

問い合わせ

事業・
負担金

99,451

支出

て実施します︒

催

79,577

また︑新型コロナウイルス感染拡

主

182,302

法人
運営事業

大 に と も な う 市 民 の 生 活 課 題 に︑

募集人数
申
込

高齢者
福祉事業

総合福祉会館
運営事業

8,108

長期預かり金差入
保証金返却 2,000

＊令和

所
象

８月７日（金）
第１部 午前10時30分〜11時45分
（開場：午前10時）
第２部 午後１時〜２時15分
（開場：午前12時30分）
第３部 午後３時30分〜４時45分（開場：午後３時）
ラポールひらかた４階 大研修室
市内在住の小学生以下の子どもとその保護者
※保護者が市内在職の場合も可
各部100人
電話またはFAX（FAXの場合は、『希望の部、
人数、参加者全員の氏名および年齢、電話番号』
を明記してください）
申込期間：７月13日〜31日の平日午前10時〜
午後５時の間にお申込みください。
枚方市民生委員児童委員協議会

みなさんと力を合わせてしっかり取

〒573 1191 枚方市新町2‑1‑35 ラポールひらかた内

場
対

時

り組みます︒

牧野おもちゃライブラリーによる手作りおもちゃ講習
会です。子どもたちも喜ぶ「エプロンシアター」を一緒
に作りませんか？
日
時 ８月６日（木）午前10時〜12時
場
所 ラポールひらかた４階 大研修室
費
用 2,000円
持 ち 物 裁縫道具・筆記用具・ボンド
募集人数 20人
（保育あり・15人）
申込方法 往復ハガキに住所・氏名・
年齢
（保育を希望される方
はお子様の氏名・年齢）を
記入の上、下記まで。応募
者多数の場合は抽選となり
ます。
応募期間 ７月１日（水）〜７月22日（水）
枚方市ボランティアセンター
問い合わせ
TEL 841‑0181 FAX 841‑0182

日

入場料無料

基金・積立資産
等取崩 72,332
利息・その他

年 度〜 令 和

楽しいアンパンマンの
エプロンシアターをつくりませんか？

（日本語字幕つき）
『すみっコぐらし』

セーフティーネット
事業 40,409
子育て支援事業

12

間は令和

布の手作りおもちゃ講習会

夏休み児童映画大会

9億615万9000円

年 間で︑ つの目 標︑ つの方 針 をた

ボランティア
の
センターから
お知らせ

収支合計額

て︑ の取り組み︵行動︶を推進します︒

情報掲示板

令和２年度事業計画・予算

枚方市社会福祉協議会からの

おじいちゃん
おばあちゃん

FAX 845 1897

赤十字活動資金へのご協力、
ありがとうございました!
~ 令和元年度の実績報告 ~

お兄ちゃん

令和元年度も地域の皆さまに多大なご協力をいた
だき、ありがとうございました。いただいた活動
資金は、災害救護活動や献血推進など、社会福祉
の増進に活用させていただきます。令和2年度につ
いてもご協力のほど、よろしくお願いいたします。

いもうと

負けず
コロナに う！！
団結しよ
おとうと

令和元年度 赤十字増強運動の実績

ひらっぴー

14,595,309円

赤ちゃん
お父さん

お母さん

お姉ちゃん

いもうと

問い合わせ：枚方市赤十字奉仕団事務局
地域福祉課 TEL 807 3448 FAX 845 1897
ひらかた社協だより 第148号
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こころ と 心 の 橋わたし

善意銀行・基金へのご協力、ありがとうございました。

● 地域福祉推進基金

（令和２年１月16日〜４月28日現在）

● 善意銀行
カトリック枚方教会社会活動委員会
24,000円

株式会社 橋詰電気工業所
100,000円

パナソニック松愛会枚方北支部
28,248円
匿名（２名）
4,409円

パナソニック松愛会枚方北支部

● ボランティア・災害救援活動基金
夢工房 彩

20,000円

助成金情報

北河内地域各地青年会議所
（コロナウイルス対策合同事業）
マスク3,000枚
問い合わせ

象

受付期間
申請書類

市内を活動拠点とする福祉ボランティア活動（常
時５人以上が活動し、年間10回以上活動してい
ること）１団体：30,000円以内

福祉活動団体助成
対

象

地域の居場所づくり支援助成

市内の店舗などで、障害のある人
が利用しやすいようにスロープの設
置などの段差解消や車いすでも利用
しやすいテーブルの設置などの取り組みに対して助成。
助成額 １店舗１回限り 上限100,000円
（自己負担15％以上の要支出）

受付期間 ６月１日
（月）〜８月28日（金）まで

受付期間

※申請には審査がありますので、必ずご相談ください。
※上限件数に達した時点で、募集は終了します。

（市民ふくし活動チャレンジ基金）

次号（９月号）
案内

６月１日（月）〜令和３年２月26日（金）まで

※上限件数に達した時点で、募集は終了します。
※申請等は一度ご相談ください。

まずは、
い。
ご相談くださ

市内で新たに始めようとするふくし活動を応援します！
枚方市社協では、
「令和３年度
（2021年度）の公募事業助成
基金」の申請を検討している団体の相談を受け付けています。
総務課

（ホームページよりダウンロードできます）
前年度活動報告及び決算報告（書式自由）
当年度活動計画及び予算書（書式自由）

思いやり助成

１年以上の活動実績があり、市内で日常生活にさまざま
な課題を抱えた人及び世帯などに対し、地域の居場所づく
りを行う団体で、枚方市社協と相談・連携しながら運営す
ることができる団体。
助成額 上限100,000円
（先着順）

公募事業助成基金の案内

６月１日（月）〜６月26日（金）まで（必着）
所定の申請書

※他の助成金との併用はできません。各助成には審査が
あります。

市内で草の根的な活動に取り組む社会福祉団体
１団体：30,000円以内

問い合わせ

総務課 TEL 844 2443 FAX 845 1897

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の配分金を活用し、市内で活動するボランティア団体・社
会福祉団体、障害者差別解消対策・地域の居場所づくり支援に取り組む団体に助成します。

ボランティア活動助成
対

北河内地域各地青年会議所

●スタート助成
相談から申請
最大１年間／50万円
まで、担当者
がサポート！
●スッテプアップ助成
最大３年間／30万円
※この助成には、企画やプレゼンテー
ションなどの審査があります

hirakataーshakyo

TEL 844 2443 FAX 845 1897
窓口時間：平日（月〜金）※土日祝は、休み 午前９時〜午後５時30分
ホームページアドレス http://www.hirakata-shakyo.net/

赤い羽根共同募金運動
令和元年度の事業・決算報告

公募事業助成基金（市民ふくし活動チャレンジ基金）の案内
イベント案内
など
ひらかた社協だより 第148号
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