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・ 地域貢献連絡会 

地域貢献連絡会とは、社会福祉事業を行う様々な施設が連携し、地域の重

要な社会資源としての役割を果たしつつ、その専門性を生かして地域住民を

支援し、また地域社会の課題に協働して取り組み、地域福祉を進めていくこ

とを目的とした団体です。 

・ 島本町社会福祉施設地域貢献連絡会 

島本町では高齢・児童・障害の種別を超えて、さらに社会福祉法人のみな

らず、株式会社・ＮＰＯ（特定非営利活動法人）・任意団体等の多様な施設

と社会福祉協議会が連携して、平成２５年５月に２０施設で「島本町社会福

祉施設地域貢献連絡会」を設立し、9 年目の現在では２4 施設が加入してい

ます。 

初年度から重点的に取り組んでいるのが、大雨・台風・地震等により島本

町が被災した時の地域貢献です。「災害時要援護者の受け入れ等に関する調

査」を実施して、各施設の人材・利用者・スペース・物資の保有状況等の情

報を共有し、被災時に施設間の助け合いや被災者への支援に活用していきま

す。また、平成２８年には、島本町と連絡会で「災害時における福祉避難所

等の開設・運営協力等に関する協定書」を締結しました。 

・ 施設紹介＆地域貢献活動協力リスト 

この度は、住民の皆さまに身近な社会福祉施設を知っていただき、さらに

各施設が取り組んでいる地域貢献活動についてもご紹介するリストを作成

しました。住民の皆さまに本リストをご高覧いただき、社会福祉施設が地域

資源として積極的に地域住民に活用されることで、日常から地域と施設に顔

の見える関係がつくられ、緊急時にも安心して助け合い活動ができると考え

ています。 

例えば、地域のサロンや自治会の集まりへ出前講座の講師派遣、会議用の

お部屋の提供や車イスなど備品の貸し出し、施設でボランティアとして活動

するなど、ご要望があればお気軽に各施設までご連絡ください。 

これからも、小さな島本町だからできることを大切に、住民の皆様と共に

歩みながら地域貢献事業に取り組み、安心して暮らせる福祉のまちづくりを

進めていきます。 
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種別 施設名称 ページ

① 高齢 　医療法人清仁会　介護老人保健施設　若山荘 1

② 高齢 　医療法人清仁会　東大寺デイサービスセンター 2

③ 高齢 　株式会社種くら　デイサービスセンター種くら 3

④ 高齢 　株式会社トップケア　万葉館デイサービスセンター 4

⑤ 高齢 　株式会社トップケア　有料老人ホーム　安心ハウス万葉館 5

⑥ 高齢 　株式会社萬芳館やすらぎ　おあしすデイサービス 6

⑦ 高齢 　社会福祉法人大阪水上隣保館　弥栄の郷 7

⑧ 高齢 　社会福祉法人健正会　グループホーム桜井の里 8

⑨ 高齢 　日本ロングライフ株式会社　グループホームみなせ 9

⑩ 高齢 　社会福祉法人博乃会　島本の郷 10

⑪ 障害 　島本障害者共働作業所 11

⑫ 障害 　社会福祉法人島本福祉会　作業所わくわく 12

⑬ 障害 　社会福祉法人島本福祉会　作業所わくわくぷらす＋ 13

⑭ 障害 　特定非営利活動法人クローバー自立支援センターしまもと 14

⑮ 障害 　特定非営利活動法人すばる 15

⑯ 障害 　社会福祉法人南山城学園　地域福祉支援センター島本 16

⑰ 児童 　島本町立第二保育所 17

⑱ 児童 　島本町立第四保育所 18

⑲ 児童 　社会福祉法人大阪水上隣保館　大阪水上隣保館　乳児院 19

⑳ 児童 　社会福祉法人大阪水上隣保館　児童心理治療施設　ひびき 20

㉑ 児童 　社会福祉法人大阪水上隣保館　児童養護施設　遙学園 21

㉒ 児童 　社会福祉法人大阪水上隣保館　山崎保育園 22

㉓ 児童 　社会福祉法人博乃会　高浜学園 23

㉔ 児童 　社会福祉法人照治福祉会　しまもと里山認定こども園 24

★ 事務局 　社会福祉法人島本町社会福祉協議会

25

島本町社会福祉施設地域貢献連絡会

出　前　講　座　＊＊地域の社会福祉施設から福祉の専門職が出向きます＊＊



施設名

住所 大字広瀬1121番地 連絡会担当 日高　智継

電話 075-961-6789 ＦＡＸ 075-961-6780

ホームページ http://minasehp.jp/ メール wakayamasou@minasehp.jp

種別 高齢 サービス種類 入所・ショートステイ・通所リハビリ

施設紹介

地域貢献活動

ボランティア

受入

地域貢献活動

出前講座

地域貢献活動

場所提供

地域貢献活動

その他

会議室の提供

地域の方が集まり、会議等を行うことができる会議室があります。事前のご利用確認をお

願い致します。

地域行事等への参加

島本町夏祭りをはじめ、地域のお祭、行事へ参加、ご協力させて頂いております。

医療法人清仁会　介護老人保健施設　若山荘　

 

介護老人保健施設として、介護を必要とされる方にあわせた自立を支援し、住み慣れた

ご自宅への復帰を目指すための在宅支援・在宅復帰のための地域の拠点として、医師

による医学的管理のもと、看護・介護の日常生活上のお世話やリハビリテーションに力を

入れております。ご利用される方の状態に合わせたケアを提供させて頂きます。

各種ボランティアの受け入れ

福祉的なボランティア活動のほか、音楽や趣味等を活かした活動をしたい方の受け入れを

しております。

地域へ福祉に関する話を出前講座

清仁会グループとして様々な出張講座を行っております。詳しくは清仁会ホームページから

「出張講座のご案内」をご覧下さい。法人職員（看護・介護・リハビリ・ケアマネジャー・栄

養・他）が地域へ出向いて、地域にお住まいの皆さんにとって役立つ内容・情報を、わかり

やすくお話しします。
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施設名

住所 東大寺１丁目10-11 連絡会担当 河中　友紀子

電話 075-963-2777 ＦＡＸ 075-963-2778

ホームページ http://minasehp.jp/index.php メール toudaiji@minasehp.jp

種別 高齢 サービス種類 通所型サービス

施設紹介

地域貢献活動

物品提供

地域貢献活動

出前講座

地域貢献活動

ボランティア

受入

地域貢献活動

その他

ボランティア受入

今までボランティアさん受け入れの実績はございませんが、ご利用者とのふれあいや、お茶

出し等のボランティアを希望される方がおられましたら、今後は受け入れを考えていけたら

と考えております。

（お元気なご高齢者でボランティア活動に興味がある方も歓迎です。）

地域行事等への参加

島本夏祭りには模擬店のスタッフとして毎年楽しく参加させて頂いてます。

医療法人清仁会　　東大寺デイサービスセンター

　

短時間の運動型デイサービスです。

一日ではなく半日となりますので、ご自身の時間を大切に使いたい方に最適です。

水無瀬病院の理学療法士、水無瀬訪問看護ステーション看護師のサポートがあるため、

体調管理を行いながらしっかりと運動に取り組むことが出来ます。

物品提供

AED設置の他、災害時等に地域住民の方に使って頂ける「折りたたみ式アルミレジャー

マット６枚」、「ブルーシート（１０m×１０m）２枚」　を置いております。

出前講座

清仁会グループとして様々な出張講座を行っております。

詳しくは清仁会ホームページから「出張講座のご案内」をご覧下さい。
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施設名

住所 高浜一丁目27番8号 連絡会担当 西谷　種雄

電話 075-962-1181 ＦＡＸ 075-962-1185

ホームページ https://tanekura.net/ メール dei-tanekura@t.zaq.jp

種別 高齢 サービス種類 通所介護、介護予防通所サービス

施設紹介

地域貢献活動

ボランティア

受入

地域貢献活動

物品提供 AEDの設置、小型発電機、車椅子

株式会社種くら　デイサービスセンター種くら

　

当施設は、忘れる事の出来ない東北大震災の平成23年に開設して以来、定員25名の

施設ですが毎日たくさんの方々に来ていただき、利用者様に対し適切な運動はもとより入

浴・食事・レクリエーション等、ご家族様の介護軽減のため日常生活を営むことが出来る様、

支援させていただきます。

各種ボランティアの受け入れ

毎月、ハーモニカ演奏・習字の練習・歌謡ショー他、色々な方々の支援を得ながら毎日を

楽しく過ごさせていただいています。

物品提供

3

http://tanekura.net/
mailto:dei-tanekura@t.zaq.jp


施設名

住所 広瀬4丁目25-13 連絡会担当 センター長　　堀 敦子

電話 075-963-4710 ＦＡＸ 075-961-1613

ホームページ http://manday.topcare.co.jp メール manyokanday@topcare.co.jp

種別 高齢 サービス種類 通所介護

地域貢献活動

ボランティア

受入

株式会社トップケア　万葉館デイサービスセンター

施設紹介

水無瀬駅前にある定員25名のデイサービスです。

　　　　・皆さんに自由に過ごしていただき、たくさんのレクリエーション等の中から「やりたい」が

　　　　　見つかる場所

　　　　・体操や体力測定を行い、楽しく運動を行う事が出来る

　　　　・皆さんに役割を持っていただき、みんなで支えあって生活をする第2の我が家

を目標に、涙あり笑いありの日々を過ごしています。外出レクにも積極的に取り組んでおり

外では特に明るい皆様の笑顔があります。

水無瀬駅に近く便利な立地です。食事代のみで無料体験もしていただけます。

ご利用のこと意外でも、介護のことなら何でもお気軽にご相談ください。

各種ボランティアの受け入れ

生け花・三味線・大正琴・演劇・メキシコダンス等々、多岐に渡りボランティアの方が来られ

ています。地域の方のご支援を受け、楽しく過ごさせていただいています。
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施設名

住所 広瀬4-25-13 連絡会担当 吉留 ・ 後藤

電話 075-963-2010 ＦＡＸ 075-962-1613

ホームページ http://www.topcare.co.jp メール manyokan@topcare.co.jp

種別 高齢 サービス種類 有料老人ホーム（住宅型）

地域貢献活動

ボランティア

受入

地域貢献活動

出前講座

地域貢献活動

その他

地域の団体等からの依頼にお応えして、介護の様々な出前講座等を行なっております。

地域の皆様のいざという時の拠点

AEDを設置したり、災害時用の毛布等を備蓄しております。

株式会社トップケア　有料老人ホーム　安心ハウス万葉館　

施設紹介

水無瀬の駅前にある定員２０名のこじんまりとした地域密着の住宅型有料老人ホーム

です。

完全個室でプライベートを確保しながらも、みんなの笑顔がよく見えるアットホームな施設

です。

個人個人を尊重し、常に自然体で過ごしていただけます。

見学・相談はいつでも大丈夫です。

また、体験入居も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

各種ボランティアの受け入れ

イベントボランティア（夏祭り、クリスマス会は特に盛大に行っています）、日常ボランティア

（うた、体操、楽器演奏、演舞等）等様々な方の受け入れを行っています。

地域の皆様への介護に関する出前講座
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http://www.topcare.co.jp/
mailto:manyokan@topcare.co.jp


施設名

住所 若山台2丁目6番（若山台センター内） 連絡会担当 渡辺　朋美

電話 075-961-6215 ＦＡＸ 075-950-2477

ホームページ http://oasisuyasuragi.web.fc2.com/ メール oasisu2011@hotmail.co.jp

種別 高齢 サービス種類 地域密着型通所介護・通所型サービス

施設紹介

地域貢献活動

物品提供

地域貢献活動

出前講座

地域貢献活動

ボランティア

受入

各種ボランティアの受け入れ

町内の中学生に職場体験をしてもらっています。

株式会社萬芳館やすらぎ　おあしすデイサービス

　

半日型のデイサービスで、運動中心に取り組んでいます。定員１０名の小規模デイサー

ビスです。利用者様お一人お一人とのかかわりを大切にし、いつまでも自立して、自分ら

しく生活していけるよう職員一同取り組んでいます。

物品提供

非常災害時に炊き出しセット（かまど、大なべ等）、簡易トイレ（専用トイレ、処理剤）、

サバイバルレジャーシート（５０枚）等提供できます。

出前講座

チェアエクササイズ：身近にあるもの（ペットボトルやタオル等）を使って、デイサービスで

行っている介護予防運動を行います。
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施設名

住所 山崎5-3-25 連絡会担当 施設長　井上　/　統括　赤木

電話 075-961-0171 ＦＡＸ 075-961-0170

ホームページ http://www.yaenosato-19910801.jp メール yaenosato@mountain.ocn.ne.jp

種別 高齢 サービス種類

　・特別養護老人ホーム弥栄の郷

 　（短期入所併設）

　・弥栄の郷居宅介護事業所

　・弥栄の郷デイ・サービスセンター

　・弥栄の郷在宅介護支援センター

　　　　　　　　　　（以上予防を含む）

施設紹介

地域貢献活動

ボランティア

受入

地域貢献活動

出前講座

地域貢献活動

その他
各種団体、学校（小、中、専門学校）からの依頼により、見学会を開催しております。

（目的などの詳細については事前に打ち合わせが必要）

社会福祉法人水上隣保館　弥栄の郷

　

法人理念「援助を求める人いるならば手を差し伸べる」

弥栄の郷理念　「やさしい気持ち・えがおを増やし・のぞみを叶える・さーびす提供・とっておき

の人生を」

　

職員は「愛ある働き人」を目標にし、日々実践できるよう励んでおります。ご入居者様をはじ

め、在宅サービス利用者様においても「今までを大切に」、「今、これからを大切に」をモットー

に、援助させて頂いております。

中学生、高校生、大学生、社会人、各種団体様など、その方や団体様と受け入れ側で

ある私たちとのミスマッチが起こらないよう、活動目的をしっかりとお聞きした上で、ボランティア

の受け入れをさせて頂いております。

各種ボランティア団体様や、就職支援団体、その他、多種多様な団体様に対し、特養の

現状や、取り組み内容、いのちについて等、実践を通して学び得た、生の声をお伝えさせて

頂いております。
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http://yaenosato.sakura.ne.jp/
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施設名

住所 大字桜井442-2 連絡会担当 至田　久代

電話 075-961-2600 ＦＡＸ 075-962-7039

ホームページ http://care-net.biz/27/smile/ メール sansmaile0504@iris.eonet.ne.jp

種別 高齢 サービス種類 認知症対応型共同生活介護

施設紹介

地域貢献活動

場所提供

地域貢献活動

その他

地域貢献活動

ボランティア

受入

各種ボランティアの受け入れ

美容師さんの定期的散髪、お相撲さんの訪問、ギター・アコーディオン等楽器の演奏、日本

舞踊、カラオケ等を受け入れています。

社会福祉法人健正会　グループホーム桜井の里

　

当施設は、平成１８年3月に開設し四季折々の里山の風光を楽しめる場所にあり、春

には筍も産出され食事には筍料理がふるまわれます。昔を懐かしく思い出される環境にあ

ります。住み慣れた環境で安心して生活できることが利用者様とその家族様のニーズに応

じた介護ができるように職員ともども頑張っております。

小学生の野外活動

バドミントン大会、バーベキュー大会、そうめん流しなど、季節・休日に合わせて、ホーム周

辺の空き地を利用する。

相談支援（家族のきずな）

介護に係ることについて特に認知症の方を介護している方の現状、将来困るのではと不安

な経済面や精神面のケアを支援させて戴いています。
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施設名

住所 青葉1-20-13 連絡会担当 支配人　野下 和輝

電話 075-963-3811 ＦＡＸ 075-963-3822

ホームページ https://www.j-longlife.co.jp メール minase@j-longlife.co.jp

種別 高齢 サービス種類 認知症対応型共同生活介護

施設紹介

地域貢献活動

ボランティア

受入

地域貢献活動

出前講座 ご家族様を対象に介護に関わる悩みや心配について相談会を定期的に行っていく予定です。

日本ロングライフ株式会社　グループホームみなせ

　

グループホームみなせは落ち着いた和の雰囲気を感じられるインテリアが特徴です。

吹き抜けの日本庭園など老舗旅館にいるかのような雰囲気がやすらぎを与えてくれます。

お客様のお出来になる事に目を向け、日々のイベントや趣味、お食事、お客様同士の

関わり等を通して、楽しみながら、健康にお過ごし頂けるよう努めております。

各種ボランティアの受け入れ

アコーディオン等の演奏会や傾聴、ファミリーボランティアのボランティアの受け入れを行っており

ます。

相談会
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施設名

住所 連絡会担当

電話 FAX

ホームページ メール

種別 サービス種類

地域貢献活動

その他

地域貢献活動

ボランティア

受入

施設紹介

「自分らしさを大切に．．．小さな声を逃がさない支援」を理念とし、親切・丁寧・迅速・

協調を基本目標に、ご利用者様が安心してお過ごし頂けるよう取り組んでいます。

島本の郷では、住み慣れた地域で過して頂けるよう地域密着型サービスを提供しています。

お一人おひとり自分の部屋があり、のんびりとくつろげる時間・空間でご利用者様の生活に

寄り添ったケアをめざしています。

社会福祉法人博乃会　地域密着型特別養護老人ホーム　島本の郷

若山台1-3-8 角谷

075-366-6870 075-366-6580

http://hironokai.com/ －

入所相談（特別養護老人ホーム・ショートステイ）＊デイサービスについては現在休止中です。

常時介護を必要とする方で、ご自宅において適切な介護がうけることが難しく介護認定

をうけた方を対象に日常生活上に必要な介護サービスを提供致します。

　○地域密着型介護老人福祉施設

　入所者生活介護　29名　　短期入所生活介護（広域型）　10名

ボランティア受入

施設内での誕生日会やレクリエーションの催しとして、楽器の演奏・ダンス等の様々な

催し物を受け入れていきたいと考えております。

高齢

特別養護老人ホーム

短期入所生活介護

通所介護

10

http://hironokai.com/
http://hironokai.com/
http://hironokai.com/
http://hironokai.com/


施設名

住所 広瀬1-5-2　エクセルコート101 連絡会担当 竹村　裕史

電話 075-962-3485 ＦＡＸ 075-962-3485

ホームページ ― メール htakemura2002@yahoo.co.jp

種別 障がい サービス種類 地域活動支援センターⅢ型

施設紹介

地域貢献活動

その他

島本障害者共働作業所

◆取り組んでいる仕事

・無農薬野菜の販売（その収穫・計量・袋詰めなどの作業を含む）と配達。

・各地のエコ農家の産品を「季節商品」として販売。（各種ミカン、ぶどう等々）

　無農薬の米（三重県の農家）の予約販売・配達。

・各種イベントに参加し、野菜・果物・石けん等の販売。

◆以上の仕事を通して、障がい者の自己判断・自己決定の力量を養い、自ら生きる意欲

   と力量を身につける。このことを通して障がい者が自立した生活を築いていけるよう図る。

◆理解を広げるため、必要に応じて「作業所たより」を発行する。

小学生との交流

第１小学校の６年生と交流を通して、作業所で働く人と出会い、作業所のことを知って

もらう。
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施設名

住所 若山台1-793-4 連絡会担当 西尾ひとみ

電話 075-961-6095 ＦＡＸ 075-748-9260

ホームページ ― メール wakuwaku@ruby.plala.or.jp

種別 障がい サービス種類 生活介護

施設紹介

地域貢献活動

ボランティア

受入

地域貢献活動

場所提供

地域貢献活動

出前講座

障がいのある人の暮らしを知っていただくために

介護福祉士が出向き主に知的障害のある方の暮らしについてお話します。

社会福祉法人島本福祉会　作業所わくわく

　

主に知的障害がある方が日中を過ごす施設です。内職や縫物などの仕事やレクリエ―ション

活動をして過ごしています。

手話を使ったサインランゲージダンスやなかまと出かけるバス旅行を楽しんでいます。

ボランティアの受け入れ

障がいのある仲間の生活を知っていただくためボランティアを受け入れています。

地域と障がいのある方たちをつなぐ場

わくわくの店　ハンドメイドショップWAKUWAKU（水無瀬2丁目4-7）

なかまが制作した作品をはじめ、他の障がい者施設の製品や地域の特産品などを販売して

います。
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施設名

住所 広瀬3丁目6-3 連絡会担当 西尾ひとみ

電話 075-323-7710 ＦＡＸ 075-323-7270

ホームページ ― メール wakuwaku@ruby.plala.or.jp

種別 障がい サービス種類 生活介護

施設紹介

地域貢献活動

ボランティア

受入

地域貢献活動

場所提供

地域貢献活動

その他

地域との連携を深める

近隣の商店と連携し軽作業の協力をする

社会福祉法人島本福祉会　わくわくぷらす+

　

主に知的障害がある方が日中を過ごす施設です。

内職や縫物などの仕事やレクリエ―ション活動をして過ごしています。講師によるストレッチ体

操や訪問歯科など健康維持の取り組みも積極的に取り入れています。地域との連携も大

切にしています。近隣の商店から受託した内職はデザインもかわいく人気です。

ボランティアの受け入れ

障がいのある仲間の生活を知っていただくためボランティアを受け入れています。

地域と障がいのある方たちをつなぐ場

わくわくの店　ハンドメイドショップWAKUWAKU（水無瀬2丁目4-7）

なかまが制作した作品をはじめ、他の障がい者施設の製品や地域の特産品などを販売して

います。
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施設名

住所 広瀬5丁目14-24 連絡会担当 森　智恵子

電話 075-334-5968 ＦＡＸ 075-334-5968

ホームページ https://clover-shimamoto.jimdofree.com/ メール shimamoto.clover@cocoa.plala.or.jp

種別 障がい サービス種類

　放課後等デイサービス

　移動支援・日中一時支援

　保育所等訪問・児童発達支援

施設紹介

地域貢献活動

物品提供

地域貢献活動

出前講座

地域貢献活動

ボランティア

受入

支援ボランティア募集

高校生以上で、福祉に関心がある方、一緒に楽しく寄り添ってくださる方。特性理解を

してもらい、みんなが生活しやすいようなお手伝いをお願いします。

特定非営利活動法人クローバー自立支援センターしまもと

　

クローバーしまもとは障がい福祉サービスの放課後等デイサービス、児童発達、保育所等

訪問、地域サービスでは日中一時支援・移動支援サービスを行っています。日頃は小集

団で楽しみながら、社会生活の訓練・ソーシャルスキルや身辺自立の向上をし、障がいを

もつ方々の生活力アップを目指しています。また、保育所等訪問支援では保育所や学校

・学童等の施設を訪問し、専門的視点での観察・助言を行うことで発達特性のアンバラ

ンスへな児童への対応・指導法などを共有することができています。移動支援ではお買い

物学習や交通機関などの利用で、社会との接点がたくさん持つことができるようになります。

災害時の備品貸し出し

災害時や訓練時に、炊き出し用鍋・テントや簡易テーブル・椅子などを貸出しすることが

できます。

地域の学校や子育て支援サークル等への出前講座

障がい児童の特性について、共に地域で暮らすために互いに理解しあえるコツなど、

当たり前に生活できるための捉え方等のお話しをさせて頂きます。
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施設名

住所 江川2-2-2 連絡会担当 星野

電話 075-961-1691 ＦＡＸ 075-961-1694

ホームページ https://npo-subaru.net/wp/ メール subaru.npo@gmail.com

種別 障がい サービス種類

　　就労継続B型

　　自立訓練（生活訓練）

　　生活介護

　　共同生活援助

施設紹介

地域貢献活動

出前講座

地域貢献活動

ボランティア

受入
福祉を学びたい学生さんや地域の方のボランティアを受け付けています。

特定非営利活動法人すばる

　

　就労
シュウロウ

継続
　ケイゾク

支援
シエン

B型
ガタ

や自立訓練
ジリツクンレン

（生活訓練
セイカツクンレン

）事業
ジギョウ

、生活
セイカツ

介護
カイゴ

では、一般
イッパン

就労
シュウロウ

が難
ムツカ

しい

けれどもいずれ働
ハタラ

きたい、活動
カツドウ

しながら少
スコ

しでも収入
シュウニュウ

が得
エ

たいという方
カタ

に活動
カツドウ

の場
バ

を提供
テイキョウ

した

り、日常
ニチジョウ

での困
コマ

りごとの相談
ソウダン

に応
オウ

じたりしています。

　共同生活援助
キョウドウセイカツエンジョ

は、障害
ショウガイ

者
シャ

に対
タイ

するグループホームで、日中
ニッチュウ

活動
カツドウ

以外
イガイ

の生活
セイカツ

の場
バ

になり

ます。食事
ショクジ

の提供
テイキョウ

や服薬
フクヤク

確認
カクニン

、夜間
ヤカン

の対応
タイオウ

、入浴
ニュウヨク

支援
シエン

などをしています。入退院
ニュウタイイン

や通院
ツウイン

が必要
ヒツヨウ

な方
カタ

には通院
ツウイン

介助
カイジョ

をすることもあります。

　高齢
コウレイ

社会
シャカイ

をむかえ、ご家族
カゾク

の高齢化
コウレイカ

だけでなくご本人
ホンニン

の高齢化
コウレイカ

も課題
カダイ

になってきます。

できるだけ住
ス

み慣
ナ

れた環境
カンキョウ

を変
カ

えることなく島本町
シマモトチョウ

で安心
アンシン

して生活
セイカツ

してもらえるように頑張

っていきたいと思
オモ

います。

地域のサロンなどへ福祉に関する話を出前講座

障害者の就労に関すること、精神障害に関する理解を深めるために研修を実施。リハビリ

専門の作業療法や福祉専門の精神保健福祉士が出向きます。

ボランティアを希望する方の受け入れ

15

https://npo-subaru.net/wp/
mailto:subaru.npo@gmail.com


施設名

住所 桜井三丁目４番２号 連絡会担当 赤塚　信隆

電話 075-925-5223 ＦＡＸ 075-925-5301

ホームページ http://minamiyamashiro.com メール

flap@minamiyamashiro.com

flap.ss@minamiyamashiro.com

　　　　　　　（ショートステイ専用）

種別 障害 サービス種類

　　　生活介護／就労継続支援B型

　　　短期入所支援事業

　　　障害児(者)相談支援事業

地域貢献活動

その他

施設紹介

社会福祉法人南山城学園　地域福祉支援センター島本

・地域生活支援拠点等の事業の整備

・学習会セミナーの開催

・各種ボランティアの受入

・生活困窮者支援の連携

地域福祉支援センター島本は、京都府城陽市に拠点を

おく社会福祉法人 南山城学園が運営しております。平成

31年4月に開所致しました。

通所（生活介護・就労継続支援B型）と短期入所支援

障害児(者)相談支援事業を行っております。

【通所定員】 デイセンター ふらっぷ

生活介護 25名 就労継続支援B型 15名

【短期入所】 ショートステイ ふらっぷ

10名（男女5名）

【相談事業】 障害児(者)相談事業所 うぃっしゅ

⇐生活介護

浴室（機械浴）

３階 短期入所スペース

リビング兼食堂 ⇒
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施設名

住所 広瀬5丁目2-22 連絡会担当 西郷　志保子

電話 075-961-0960 ＦＡＸ 075-961-0960

ホームページ ― メール ―

種別 児童 サービス種類 保育

施設紹介

地域貢献活動

場所提供

地域貢献活動

ボランティア

受入

地域貢献活動

その他 絵本やおもちゃの貸し出し

島本町立第二保育所

（保育について）

【０・１・２歳児は、育児担当保育をしています。】

（育児の部分（食事・排泄・睡眠）は、主に特定の保育士が担当しています。）

一人の保育者を信頼することで、心も体も安定し、落ち着いて過ごせるようになり、情緒も

安定し、あそびこむことができます。

【３・４・５歳児は異年齢保育をしています。】

（３・４・５歳児一つのグループでいっしょに生活しています。）

お互いに信頼関係を持ち、いっしょに過ごすことで、年少児や年中児は、年長児をモデルに

あこがれをもって成長し、年長児は、思いやりや優しさが育ち、落ち着いた環境の中で過ご

すことができます。

園庭開放をしています

第二保育所園庭

各種ボランティアの受け入れ

絵本読み聞かせ・遊具（けん玉・竹馬）おもちゃ作り・子ども向け音楽演奏・日本の文化

遊びなど

園庭であそぶ子どもたち １歳グループの体育あそび
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施設名

住所 百山4-2 連絡会担当 蒲原　慎介

電話 075-961-1588 ＦＡＸ 075-961-1588

ホームページ ― メール shimadai4ho@shimamotocho.jp

種別 児童 サービス種類 保育

施設紹介

地域貢献活動

ボランティア

受入

各種ボランティアの受け入れ

絵本読み聞かせ、遊具(竹馬など）・おもちゃ作り、子供向け音楽演奏、折り紙教室

など

島本町立第四保育所

（保育について）

（０・１・２歳児は、育児担当保育をしています。）

育児の部分（食事・排泄・睡眠）は、主に特定の保育士が担当しています。一人の

保育者を信頼することで、心も体も安定し、落ち着いて過ごせるようになり、情緒も安定

し、あそびこむことができます。

（３・４・５歳児は異年齢保育をしています。）

（３・４・５歳児が一つのグループでいっしょに生活しています。）

お互いに信頼関係を持ち、いっしょに過ごすことで、年少児や年中児は、年長児をモデル

にあこがれをもって成長し、年長児は、思いやりや優しさが育ち、落ち着いた環境の中で

過ごすことができます。

こいのぼり 散歩
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施設名

住所 山崎5-3-20 連絡会担当 丸谷邦江

電話 075-961-0091 ＦＡＸ 075-961-0291

ホームページ http://www.osakasuijyorinpokan.com メール suinyu-01@gol.com

種別 児童 サービス種類

施設紹介

地域貢献活動

ボランティア

受入

地域貢献活動

その他

地域貢献活動

その他

里親支援活動

島本町において里親さんに関心を持っていただけるように活動し、制度説明からいろいろな

ご相談に対応させていただきます。

社会福祉法人大阪水上隣保館　大阪水上隣保館乳児院

　

家庭の事情で保護者と離れて暮らす乳幼児の家

様々な事情で家庭での養育が困難なおおむね2歳までの乳幼児が保護者と離れて生活

しています。子どもたちの育つ力を最大限に引き出し「自らが愛され、大切な存在である」

ことを認識できる養育環境に努めています。高い自己概念、自尊感情、自己肯定感を

持って成長していくための土台作り、を基本理念とし、信頼できる大人とのアタッチメント

関係の形成と継続、発達の促進、安全で楽しい食生活の推進、子どもの安全と安心を

保証に力を入れて取り組んでいます。また子ども一人一人の養育プランをもとに養育支援

を行いながら、子どものたちのの思いを代弁できる乳児院を目指しています。

各種ボランティアの受け入れ

抱っこボランティアから絵本の読み聞かせ又はエプロンやお風呂の足ふきマットなど作って

いただいたり、幅広い活動をしていただいています。

ショートステイ

0歳から2歳までのショートステイの受け入れ
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施設名

住所 山崎5-3-18 連絡会担当 施設長　髙山　嘉史

電話 050-5530-2492 ＦＡＸ 075-961-1144

ホームページ http://osakasuijyorinpokan.com/ メール suijo-hibiki@chime.ocn..ne.jp

種別 児童 サービス種類

施設紹介

地域貢献活動

ボランティア

受入

地域貢献活動

その他

地域貢献活動

場所提供

地域交流センターの貸し出し

放送設備のついたステージや幕のある会場（普段は礼拝堂として使用）があり、低額での

貸し出しをおこなっています。

社会福祉法人大阪水上隣保館　児童心理治療施設　ひびき

　

「ひびき」は情緒的に不安定な状態にある子どもに対して、生活を中心に心理・医療・学校

教育が手を携え、総合的で専門的な支援を行っています。併せて、子どもが安心してゆとり

を持って生活でき、自立に向かって子ども自ら進んでいけるような生活環境の整備に努めて

います。

学習ボランティア

子ども達の宿題の手伝いや補習などのかかわり。学習の後に、一緒に遊んでもらったりもでき

ます。

施設見学

社会的養護の子どもたちの背景や施設の生活を見学を通して紹介いたします。
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施設名

住所 山崎五丁目3-18 連絡会担当 主任　　狩野　洋行

電話 075-961-0041 ＦＡＸ 075-961-1177

ホームページ http://www.osakasuijyorinpokan.com/ メール suijyo-n@gol.com

種別 児童 サービス種類 児童の養育

施設紹介

地域貢献活動

場所提供

地域貢献活動

ボランティア

受入

地域貢献活動

その他

地域貢献活動

その他

施設見学

社会的養護に係る施設の見学を受け入れています。

施設の歴史、3種別施設の特徴、暮らしている子どもたちの様子を知ってもらえます。

地域活動への参画等

地域のお祭りやイベントに、出店したり、エイサークラブの演舞を披露させてもらったりしてい

ます。エイサークラブにおいては、地域の施設を廻り演舞を披露させてもらっています。

社会福祉法人大阪水上隣保館　児童養護施設　遙学園

保護者の病気や死亡、あるいは何らかの事情で、家庭で養育が困難であったり、不適切

な養育を受けていたりするなどの理由で、家庭で生活することが難しい、2才から18才まで

の児童を家庭に代わって24時間365日養育するための生活施設（児童福祉施設）で

す。（児童福祉法第41条）

児童定員　116名

地域小規模児童養護施設　6名（グループホーム　真ホーム）

地域小規模児童養護施設　6名（グループホーム　白ゆりホーム）

地域小規模児童養護施設　6名（グループホーム　あけぼのホーム）

合計　134名

ゆりの礼拝堂貸し出し

地域交流棟（ゆりの礼拝堂）の貸し出しを行っています。

サークル活動や、コンサートなどのイベントに活用していただいてます。

利用料は1回（3時間程度）1,000円です。

ボランティアの受け入れ

子どもと関わってもらうボランティアの方を受け入れています。

子どもたちと遊んでもらったり、小学生の勉強（宿題）を見てもらったりをお願いしています。
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施設名

所在地 山崎二丁目1-6　 連絡会担当 園長　山﨑　深

電話 075-961-2041 ＦＡＸ 075-961-2141

ホームページ http://yamazaki-hoiku.jp メール enchou@abox3.so-net.ne.jp

種別 児童 サービス種類

保育所，一時保育

地域子育て支援拠点事業

地域子育て支援センター

（なかよしランド、玩具レンタル、園庭開放他）

つどいの広場「ぱんだのいえ」

地域貢献活動

ボランティア

受入

社会福祉法人大阪水上隣保館　山崎保育園

施設紹介

山崎保育園は創設者が生涯貫かれたキリスト教の「隣人愛」『援助を求める人がいるならば

手を差し伸べる』の精神を基本理念とし、愛ある働きの実践として地域に根ざした保育園づ

くりに心がけています。こうした精神を当園保育に生かすべく、日々の保育に、そして行事毎

に、心静かに礼拝を行っています。また、乳児には育児担当制保育、幼児には異年齢保育

を採用し、職員からは心身ともに抱えられること、子ども間ではあこがれや思いやりの心が持て

るようになることを大切に保育を行っています。子どもたち一人ひとりの主体性や自律性の芽

生えをしっかり支えていきます。また、子育てに励む保護者が、健康で豊かな子育てが行える

よう、地域子育て支援センター及び「ぱんだのいえ」で子育て世帯間の交流を促したり、相談

を受けたりすることを通して、子育て支援に努めています。

□保育所入所児童数（令和3年10月1日現在）定員　170名 ・ 受入枠数　193名

0歳児15名　1歳児28名　2歳児30名　3歳児40名　4歳児40名　5歳児40名

［0歳～2歳児は育児担当制保育　　　　3歳～5歳児は異年齢保育］

特別支援保育、早朝・延長保育

□地域子育て支援事業実績

①一時保育（平日／定員15名，休日）

②地域子育て支援センター

③園庭開放

④子育て相談（育児相談・電話相談）

　　 スマイルサポーター4名、臨床心理士(非常勤)

⑤なかよしレンタ（おもちゃ・絵本の貸出事業）

⑥つどいの広場事業（ぱんだのいえ）

⑦ホームページによる"子育て"情報提供

　「園だより」、「支援センターニュース」「ぱんだ通信」

　就労体験・職場実習

将来、保育士を目指す高校生や大学生の職場体験だけではなく、地域や関係各所の

中学生の職場実習を受けています。
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施設名

住所 高浜1-1-7 連絡会担当 園長　中西 禎一

電話 075-963-2885 ＦＡＸ 075-963-2886

ホームページ http://hironokai.com/ メール ―

種別 児童 サービス種類 保育所

社会福祉法人博乃会　高浜学園

施設紹介

  

食 育

旬の食材や子ども達

が育てた野菜を取り入

れた、温もりを感じる

手作り給食。食への

興味や楽しさを感じる

工夫があります。

セキュリティー

子ども達にとって、安

心して伸び伸び過ご

せる場所。保護者に

とっても同じです。防

犯に細心の注意で、

環境を守ります。

教 育 体 制

遊びは子ども達の心を

育てる大切な要素。

遊びを通じて社会性・

想像力・表現力などの

生きる力の土台を学

びます。

子ども達の未来のために…。

ここには教育の実践があります。

島本町にお住まいの

お子様の健やかな成長を

私たち博乃会が支援します。

お城を思わせる学園 広々エントランス フローリング保育室

私たち博乃会グループは

かけがえのない大切なお子様に

今の時代に求められる教育で成長を支援します。

高浜学園は知育・徳育・体育の教育を通じ

子ども達の豊かな感性を育みます。

頭の良い子、心の豊かな子、意欲あふれる子、バランスよく育てて

自己を十分に発揮しながら、「望ましい未来を作り出す力」を培います。
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施設名

住所 島本町東大寺4丁目150 連絡会担当 吉本

電話 075-963-1150 ＦＡＸ 075-963-1170

ホームページ http://shimamoto-satoyama.com/ メール ―

種別 児童 サービス種類
0～5歳児までの就学前の乳幼児の

教育・保育と子育ての支援

地域貢献活動

場所提供

地域貢献活動

その他

地域貢献活動

その他

　毎月第２土曜 11:00～13:00

　要予約（毎月初日10:00～受付開始）

　こども（中学生まで）無料　　大人350円

　子育て支援センター「ひまわり」

　里山広場・・・毎月第３木曜日10:00～(要予約) 保育教諭と絵の具や季節の制作など

　赤ちゃん広場、わらべうた・・・毎月第３水曜日10:30～(予約不要)

　　　　　　　　　　　　　　　　  　1歳までのお子さんとその保護者対象

　マタニティ集まれ・・・月１回土曜日14:00～15:00(要予約) 妊婦さんとパートナー対象

　うたと絵本講座・・・第２水曜日10:30～11:45(予約不要) おすすめ絵本や読み聞かせ

　子育て講座・・・毎月いずれかの月曜　色んな講師を招いて音楽遊びや運動遊び、制作など

社会福祉法人照治福祉会　しまもと里山認定こども園

施設紹介

  

　園庭開放

　月・水・金　10:30～11:45

　園庭を開放しています。(予約不要）

　身体測定や、子育て相談、発達相談も実施しています。

　里山こども食堂

しまもと里山認定こども園では、子どものために、より良い環境を作ることはもちろん大切

ですが、保護者のみなさんや保育教諭が穏やかな気持ちになる環境作りも大切にして

います。大人の気持ちがゆったり充実していることで、良い空気が子どもたちに伝わると

考えています。

地域との関わりとして、世代間交流を行いたいと思います。また、園庭開放や地域に開

かれた認定こども園になるように心掛けています。子どもだけでなく、今後特に地域の高

齢者の方とも交流する時間も大切にしていきたいです。
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＊＊＊＊地域の社会福祉施設から福祉の専門職が出向きます＊＊＊＊ 

●島本町社会福祉施設地域貢献連絡会 

  島本町内で社会福祉事業を行う様々な施設が連携し、地域の重要な社会資源としての役

割を果たしつつ、その専門性を生かして地域住民を支援し、また地域社会の課題に協働し

て取り組み、地域福祉を進めていくことを目的とした団体です。 

●依頼方法 

  連絡会事務局の島本町社会福祉協議会（Tel 962-5417）に、開催予定日の１カ月前ま

でにご連絡いただき、日程・内容・時間等についてご相談ください。ご希望に添えない場

合もありますので、ご了承ください。 

下記の講座には無い内容を依頼されたい場合も、まずはお気軽にご相談ください。 

●対象 

 島本町社会福祉協議会地区福祉委員会・島本町地域福祉を進める懇話会構成団体・自治会 

 町内在住の住民グループ（５名以上でお申込み下さい） 

講 座 名 内    容 所要時間 

介護保険と各種サー

ビスの利用 

介護保険の利用の仕方から、通所や入所サービスの種

類、その内容や利用金額などについて。 

60分 

高齢者施設での生活

と看取り 

高齢者施設への入所から日々の生活や介護、看取りまで

について。 

60分 

知ってらくらく介護 車いすの操作、移乗、衣類の着脱、オムツ交換、食事の

介助など在宅で役立つ介護について。 

30-60

分 

老人ホームの選び方 老人ホームを探されている方の状況や予算に合わせた

最適なホームのお勧めについて。 

30-60

分 

チェアエクササイズ デイサービスの集団体操（椅子に座ってのストレッチ・

筋力運動・手指リハ・口腔体操等）の体験。 

30分 

精神障がい者の生活

支援と就労支援 

精神障がい者の生活上の困難と就労時の困難、それに

対する支援について。 

60-90

分 

精神障がい者に聞く

病と生活の実際 

精神障がい者と施設職員のＱ＆Ａ形式による病気と生

活について。 

60分 

地域で生活する知的

障がい者の暮らし 

作業所などの日中施設を利用しながらご家庭やグルー

プホーム等で暮らす知的障がい者の生活や、今後予想

される生活、利用できるサービス等について。 

30-60

分 

発達障がい者の理解 発達障がい者のものの見え方・捉え方、簡単な工夫で暮

らしやすくなる方法について。 

40分 

障がい児童の二次的

障がい 

障がい児童の家族への支援、学校や地域との上手な付き

合い方について。 

40分 

離乳食について 離乳食の作り方、進め方、食べさせ方について。 60分 

＊ 施設見学もできます。ご希望の施設に直接ご連絡ください。 

令和３年度  島本町社会福祉施設地域貢献連絡会 
出 前 講 座



 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

島本町社会福祉施設地域貢献連絡会 

（事務局）社会福祉法人島本町社会福祉協議会 

大阪府三島郡島本町桜井三丁目４番１号 

TEL 075-962-5417  FAX 075-962-6325 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shimasyakyo.or.jp/ 

E-mail info@shimasyakyo.or.jp 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 


