
河内長野市社会福祉施設連絡会

あんしん　つながり
マップ

地域への社会貢献を河内長野市内の
社会福祉法人が協力して推進します。

「大阪しあわせネットワーク」は市町村域における
「地域貢献委員会（施設連絡会）」と協働し、地域のニーズを受けとめます。
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設置の意義
●  地域福祉推進団体 

としての役割
●  組織構成会員制度の 

さらなる充実・発展
●  地域住民ニーズの 

専門的支援による解決
●  小地域ネットワーク 

活動の発展

社会福祉施設連絡会とは…
　昨今の社会経済情勢の変化等により、孤立や孤独死、
ひきこもり、虐待・家庭内暴力、自殺など複雑・多様
化した生活・福祉課題が増える中で、こうした課題に
対して、既存の制度では対応ができない、制度の狭間
の生活困窮も生じています。
　このような中、安全・安心に暮らすことのできる地
域を創造していくためには、住民参加を基本として、
社会福祉施設や関連する組織・団体などが一致協力す
ることが求められています。

　河内長野市内において、地域住民との協働を進める
上では、救護・高齢・障がい・児童など種別を越えた
社会福祉施設と社会福祉協議会が連携し、こうした課
題に向き合い課題解決を行うべく、河内長野市社会福
祉施設連絡会を平成27年4月22日に設立しました。
　社会福祉法人の使命として、それぞれの特徴や強み
を活かし、様々な支援事業を展開することで、ひとり
ひとりのしあわせを支えます。

　社会福祉協議会（通称：社協）は、全国のすべての市
町村で設置された団体で、地域福祉推進の中核として、

「だれもが安心して暮らすことができる福祉のまちづ
くり」をすすめる公的な非営利の民間組織です。

　概ね小学校区を単位として組織した、地区（校区）福
祉委員会や民生委員児童委員協議会などの地域福祉活
動団体や関係機関、社会福祉施設などと協力体制を築
きながら、福祉事業に取り組んでいます。

●  地域での研修会などへ 
施設職員（福祉の専門職）を派遣します。

●  施設の見学、会場の提供、体験学習、
福祉教育、備品などの貸出しを行います。

●  社協および地域福祉活動団体との連携、 
協力を行います。

  地域への貢献活動と
地域の生活・福祉課題解決に

取り組みます

オール大阪の社会福祉法人による
社会貢献事業（大阪しあわせネットワーク）

との連携協力を行います。

災害に対する取り組みを
進めます

　近年、国の内外で自然災害が多発し、
国内においても、地震や水害による甚大
な被害が発生し、被災地の社会福祉施設
では、多くの被害や混乱が発生し、入所
者の安全性の確保や福祉避難所のあり方
など、課題が浮き彫りになっており、平
常時の備えが重要になっています。

●  社会福祉施設連絡会では、河内長野市との災
害発生時等における福祉避難所等の協力に関
する協定の締結を行い、災害時等には、福祉
的な避難が必要な方々を支援します。 

●  河内長野市と連絡会加入施設との災害発生時
における福祉避難所等の協力に関する協定の
締結を促進します。

●  福祉避難所の設置や課題に関する研修会等を
行い、各施設における平時の備えや災害等緊
急時にスムーズな対応が行えるよう備えます。

　社会福祉法人が有する機能（福祉専門職員や福祉
施設の活用など）を活かし、社会参加・生きがい支
援、居場所づくり、中間的就労、障がい者等の就労
支援、子育て支援、困窮世帯に対する支援など、各
社会福祉法人（福祉施設）において既に取り組まれて
きた事業等を広く発信するとともに、それぞれの特
性や強みを活かした実践を開発・展開します。詳し
くは、大阪府社会福祉協議会のホームページ（http://
www.osakafusyakyo.or.jp）をご参照ください。

社会福祉協議会とは…

社会福祉施設連絡会の主な取り組みは…

河内長野市社会福祉施設連絡会イメージ図

社会福祉協議会

地区福祉委員会、
民生委員

社会福祉施設

社会福祉施設
連絡会

地域福祉の
推進団体

（救護・高齢・障がい・児童）
地域の社会資源

連携・協働

施設と社協（地区福祉委員会）との協働による地域福祉活動の推進

地域福祉活動の
担い手

福祉事業の担い手

日常生活圏域

設置の意義
●  地域での公益活動を 

展開する
●  種別を越えた 

施設同士のつながり
●  施設利用者と 

地域住民との交流の 
発展

地域支援⇔個別支援

連　携

大阪しあわせ
ネットワーク
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各施設の詳しい情報は、6ページ以降に掲載しています。

施設名 種別
� 救護施設　みなと寮 救護

� 特別養護老人ホーム　寿里苑

高齢

� 介護老人保健施設　寿里苑フェリス

� 特別養護老人ホーム　寿里苑フルール

� 寿里苑加賀田デイサービスセンター

� 特別養護老人ホーム　スリーハートの丘

� 地域密着型介護老人福祉施設　クローバーの丘

� 養護老人ホーム　ふれあいの丘

� デイホーム　寺ヶ池　ふれあいの丘

� 特別養護老人ホーム　生登福祉ケアセンター

� 特別養護老人ホーム　美加の台生登福祉ケアセンター

� 介護老人福祉施設　慈恵園希望の丘

� 老人保健施設　あかしあ

� 特別養護老人ホーム　泰昌園

� ケアハウス　オーパス

� デイサービスセンター　翠浩苑

� くみのき苑　千寿

� ショートステイ　青空

� 児童発達支援センター　しょうとく園

障がい

� ワークメイト聖徳園

� 障がい者支援施設　あまの園

� ライフサポートあおぞら

� 地域生活総合支援センター　きらら

� フレッシュながの

� ぬくもり

� 汐の宮保育園

児童

� 天野山保育園

� 高向保育園

� 聖愛保育園

� 認定こども園長野こども学園

� 大典保育園

� ちづる保育園

� 観心寺保育園

� 柳風台保育園

� 南嶺保育園

� 天宗清見台園

� 美加の台保育園

� おおさかちよだ保育園

� 河内長野市社会福祉協議会 社協

社 会 福 祉 施 設 連 絡 会

加入施設マップ
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救
護

高
齢

社会福祉法人みなと寮

救護施設みなと寮

生活保護法に基づく救護施設として、
身体や精神に障がいがあり経済的な
問題も含めて日常生活を送るのが困
難な方々を対象に、自立支援を行っ
ています。公益的な取組として総合
福祉相談窓口を設置し、生活にお困り
の方のご相談に幅広く応じています。

〒586-0052
河内長野市河合寺423-1

〒586-0094
河内長野市小山田町448-2

〒586-0067
河内長野市南青葉台6-15

〒586-0095
河内長野市あかしあ台2-6-15

〒586-0034
河内長野市上田町155-5

〒586-0037
河内長野市上原町554

〒586-0053
河内長野市寺元928

〒586-0036
河内長野市高向274-1

〒586-0071
河内長野市加賀田3047-1

〒586-0095
河内長野市あかしあ台2-6-11

〒586-0094
河内長野市小山田町1325-2

〒586-0071
河内長野市加賀田885-2

〒586-0069
河内長野市石仏300

〒586-0035
河内長野市小塩町431-30721-62-2382

0721-52-3888

0721-60-0600 0721-52-0333

0721-65-1818

0721-56-2391 0721-63-0171

0721-50-0101

0721-60-3888 0721-56-8500

0721-55-6644

0721-62-0700 0721-60-0707

0721-60-1100

01

社会福祉法人　博光福祉会

特別養護老人ホーム 寿里苑

昭和61年に開設した、豊かな緑に囲
まれたところに位置する歴史ある特
別養護老人ホームです。玄関先には、
人が大好きな4匹の施設犬（ゴールデ
ンレトリバー）が皆さんをお出迎えし
ます。

02

社会福祉法人　博光福祉会

特別養護老人ホーム
寿里苑フルール

社会福祉法人　慈恵園福祉会

介護老人福祉施設
慈恵園希望の丘

社会福祉法人　長野社会福祉事業財団

養護老人ホーム
ふれあいの丘

全室個室のユニットケア。少人数に分
かれる生活単位によって、一人ひとり
の個性や生活リズムに合わせて個別に
細かなケアを提供することができます。
ご利用者だけでなく、ご家族にも安心
してもらう事が出来るように職員一人
ひとりが快適な空間作りを行います。

生活の場として明るく家庭的な雰囲
気を大切にし、利用者個人の生活を
最大限に生かしたサービスを提供し
ています。また、地域の方々とのふ
れあいを大切にしています。

養護老人ホームは、河内長野市にて
当施設のみであり、昭和26年より始
まった法人のノウハウを活かし、創
設者の想い「明るく」「温かく」「健や
かに」「ふれあい」をモットーにご利
用者様に携わらせて頂きます。

04 12

08

社会福祉法人　長野社会福祉事業財団

特別養護老人ホーム
スリーハートの丘

社会福祉法人　楠黄福祉会

特別養護老人ホーム　泰昌園

社会福祉法人　生登福祉会

特別養護老人ホーム
生登福祉ケアセンター

平成29年10月より上田町から上原
町に引っ越しをし、全室個室ユニッ
ト型となり、創設者の想い「明るく」
「温かく」「健やかに」に基づいた施設
名「スリーハートの丘」として皆様の
『ライフスタイル』と『おもてなしの
心』を大切にしています。

医師である理事長のもと、知識と経
験を生かしながら、高齢者の立場に
立ち、ふれあいを大切に、入居者の
方々にゆったりとした時間を過ごし
ていただきたいと考えております。

せいじつな対応で、いごこちが良く、
とにかく楽しみ、ふしぎと笑いがこ
みあげる、くらしを目指す、しせつ
です。
施設理念…だれもが『ふれあい』『楽
しみ』『笑い』『心安らぐ』暮らしの場。

06 14

10

社会福祉法人　博光福祉会

介護老人保健施設
寿里苑フェリス

社会福祉法人　生登福祉会

特別養護老人ホーム
美加の台生登福祉ケアセンター

社会福祉法人　長野社会福祉事業財団

地域密着型介護老人福祉施設
クローバーの丘

FELIZとはスペイン語で「幸せ」を意
味する言葉、利用者はもちろん、家族、
地域の方々、スタッフすべての方々
に「幸せ」を感じていただける施設を
目指しています。

地域密着型の施設として、地域の皆
様との結びつきを大切にし、「医療」
「保健」「福祉」の密接な連携で、ご安
心・ご満足していただくべく、ただ
ひたすらに質の高い介護サービスを
提供してまいります。

定員は29名で河内長野市在住の方が
対象の全室個室型の施設です。「その
人らしい」生活を継続していただく
ためにも、それぞれに合わせた「個
別ケア」に取り組んでいます。

03 11

07

社会福祉法人　博光福祉会

寿里苑加賀田
デイサービスセンター

社会福祉法人　慈恵園福祉会

老人保健施設　あかしあ

社会福祉法人　長野社会福祉事業財団

デイホーム寺ケ池
ふれあいの丘

通所介護・訪問介護・配食の在宅サー
ビスのみの施設です。１人１人が主
人公。この気持ちを大切に出会いが
素晴らしいと思える環境で、満足し
て頂けるように加賀田では真心のこ
もった「ほっとケア」で皆様をお迎え
します。

医療保健下である病院と在宅の中間
施設としての役割を担い、日々の暮
らしの中でのリハビリテ－ションで
心身ともに健康に過ごし、在宅復帰
できるよう取り組んでおります。

小規模という家庭的な雰囲気を大切
にし、ご利用者一人一人に合わせた
個別のケアに取り組んでいます。ま
たご利用者・ご家族のニーズに柔軟
に対応したサービスを提供いたしま
す。

05 13

09

☎

☎

☎ ☎

☎

☎ ☎

☎

☎ ☎

☎

☎ ☎

☎
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〒586-0006
河内長野市松ヶ丘中町1454-1

〒586-0002
河内長野市市町1038-1

〒586-0001
河内長野市木戸2-33-5

〒586-0006
河内長野市松ヶ丘中町1454-1 0721-53-5565

0721-55-41650721-50-1040

0721-53-5550

社会福祉法人　天聖会

デイサービスセンター
翠浩苑

心身ともに充実した在宅生活の支え
になれるよう機能訓練体操や音楽療
法を取り入れ、また多く季節行事や
イベントで楽しんでいただけるよう
積極的に取り組んでいます。

16

社会福祉法人　快晴会

ショートステイ　青空

ショートステイ青空は小規模でアッ
トホームな雰囲気の施設です。急な
介護者不在となる事態等に臨機応変
に対応させて頂いております。出来
る限り日常生活に近い状況を提供す
る事を心掛け利用者、御家族様に喜
ばれております。

18

社会福祉法人　天聖会

ケアハウスオーパス

「心身ともに健やかに」をモットーに、
自立した生活を送れるよう介護予防
の取り組みを積極的に行っています。
また、介護が必要となった場合でも
継続して利用していただけます。

15

社会福祉法人 ラポール会

くみのき苑　千寿

デイサービスでは日常生活における
身体的・精神的な自立を維持し利用
者様自身が尊厳を保つことができる
ようなサービスの提供に努めます。
グループホームでは個性や生活スタ
イルを重視し「その人らしさ」が発揮
できるよう、支援します。

17

〒586-0052
河内長野市河合寺423-5 0721-65-1877

社会福祉法人　聖徳園

児童発達支援センター
しょうとく園

園児一人一人の発達に合わせた関わ
りにより、集団生活の中での様々な
体験を通して、それぞれに成長が見
られています。子ども達の笑顔あふ
れる楽しく明るい施設です。お子様
の発達が気になる方はお気軽にご相
談ください。

19

☎

〒586-0094
河内長野市小山田町67-8 0721-56-7837

社会福祉法人　みなの会

障がい者支援施設
あまの園

ノーマライゼーションの理念を支援
の基盤とし、利用者、職員、家族、
関係機関の皆で理解、協力し合いな
がら「みんなの笑顔が幸せ運ぶ」を施
設スローガンに、地域に根ざした施
設運営を創り上げていきます。

21

☎〒586-0094
河内長野市小山田町379-13 0721-55-6568

社会福祉法人　聖徳園

ワークメイト聖徳園

様々な生産活動を通じて自立生活を
目指すことや、毎月のレクリエーショ
ンを通じて生活の楽しみを見つけら
れるように支援しています。また、
利用者職員共に歩む関係性を大切に
しています。

20

☎

〒586-0039
河内長野市楠ケ丘43-1 0721-62-8500

社会福祉法人　あおぞらの会

ライフサポートあおぞら

生活介護、就労継続支援B型事業を
運営。生活介護は、リサイクル（アル
ミ缶）、内職作業を行い、就労継続支
援B型は、水耕栽培で育てた野菜を
全国へ出荷している。

22

☎

〒586-0094
河内長野市小山田町379-1 0721-52-6700

社会福祉法人　つばさの会

フレッシュながの

フレッシュながのは、主に内職作業
を行っている就労継続支援事業所（B
型）です。就労を目指している人も目
指していない人も、皆で協力し合っ
て、自分のペースでコツコツと内職
に励んでいます。

24

☎

〒586-0024
河内長野市西之山町2-21 0721-53-5988

大阪府障害者福祉事業団

地域生活総合支援センター
きらら

西之山町での、多機能事業の他いく
つかの場所で事業を行っています。
法人理念『ともに生きる心を育み、
ともに歩む社会の実現』のもと、利
用者のみな様の思いに添いながら、
安心・安全な地域生活を送ることが
できるよう支援を行っています。

23

☎

〒586-0032
河内長野市栄町25-37 0721-26-8010

社会福祉法人　ぬくもり

ぬくもり

「相談支援室れんげのおか」では相談
支援、「障がい者デイサービスかえで」
では一人ひとりの強みを活かす日中
活動支援、「重症心身障がい児デイ
サービスさくら」ではそれぞれが主
人公になれるよう意識し放課後や長
期休暇の支援をしています。

25

☎

〒586-0011
河内長野市汐の宮町8-39 0721-52-1414

社会福祉法人　たこう福祉会

汐の宮保育園

自然に恵まれ、お散歩で季節の移り変
わりを体感したりできます。異年齢児
のかかわりも多く、「みんな仲良し」を
モットーにしています。姉妹園の農園
で野菜を収穫させて頂き、給食にも取
り入れています。手作りの給食やおや
つは子どもたちの楽しみの一つです。

26

☎

〒586-0086
河内長野市天野町295-1 0721-52-5819

社会福祉法人　天野山保育園

天野山保育園

『基本理念』
◦こころとこころがつながって、安
らぎと温もりのあふれるこの場所で、
大きな心を育みます。
◦すべての人が持っている、最高の
笑顔やその命の輝きの種を、大きな
心で育みます。

27

☎ 〒586-0084
河内長野市旭ケ丘34-14 0721-52-5753

社会福祉法人　たこう福祉会

高向保育園

Children Fast　まず子どもたちのた
めに
〈保育理念〉1、のびのびとした保育
の中で健康な心身を育みます。2、
人とのふれあいの中で思いやりと豊
かな心を育みます。３、保育活動を
通して地域福祉に貢献します。

28

☎

☎

☎☎

☎

障
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〒586-0023
河内長野市野作町11-46 0721-52-2973

社会福祉法人　泉カナン会

聖愛保育園

聖愛ファミリー　～神さまの愛につ
つまれ育つ、たくましく思いやりの
ある子ども～　をキャッチフレーズ
に産休明けから就学前のこどもたち
が、家庭的な雰囲気のなかで元気に
過ごしています。

29

☎ 〒586-0044
河内長野市美加の台1-35-7 0721-63-5110

社会福祉法人　幸悠会

美加の台保育園

60名定員の保育園です。緑に囲まれ
た環境の中、楽しい保育を心がけて
います。

37

☎

〒586-0053
河内長野市寺元501-1 0721-65-0050

社会福祉法人　川上会

観心寺保育園

「生きる喜びを心から感じる子どもを
育てよう」を目標に、自然に囲まれ
た環境、木をふんだんに使った温か
みのある園舎で、子どもたちは日々、
生き生きと豊かな経験を積んでいま
す。

33

☎

〒586-0035
河内長野市小塩町336 0721-63-7403

社会福祉法人　大典福祉会

大典保育園

保育理念「心をみがこう　心をつく
そう　心をつなごう」のもと、大典オ
リジナルの保育内容を進めています。
１．異年齢保育（３歳以上）遊びも生
活も兄弟のように　２．完全和食給
食　本物の味覚をそだてたい　３．
ぞうりと薄着　頭も身体も鍛えます

31

☎

〒586-0077
河内長野市南花台6-16-1 0721-62-2200

社会福祉法人　みのり学園

南嶺保育園

木々に囲まれた園庭や近隣の豊かな自
然を生かした保育を実践しています。子
どもがわくわくするような経験や体験を
通して、豊かな感性を育てます。小学
校就学前に必要な算数国語も含め、食
育、外部指導の幼児体操やリトミック教
室を楽しみながら体験していきます。

35

☎

〒586-0017
河内長野市古野町2-14 0721-52-5917

社会福祉法人　長野社会福祉事業財団

認定こども園
長野こども学園

～未来を生き抜く、たくましい心と
体を育てる～ 乳幼児期までに身につ
けておきたい2つの柱。
●躾の大切さを学ぶ
●知育と感性を育てる
（右脳教室・和太鼓教室・体操教室・
造形教室）

30

☎ 〒586-0004
河内長野市楠町西1145 0721-52-1705

社会福祉法人　ちよだ福祉会

おおさかちよだ保育園

大阪暁光高等学校の奥にある保育園
です。園は大きなお家で、保護者や
地域の方々と手と手をつないで共に
子育てをしていきたいと思っていま
す。

38

☎

〒586-0041
河内長野市大師町26-1 0721-65-0133

社会福祉法人　河内長野市社会福祉協議会

社会福祉法人
河内長野市社会福祉協議会

「だれもが住み慣れた地域で安心して
暮らすことのできる福祉のまち」の
実現に向けて、地域住民の参加と協
力を得て地域に根ざした事業を展開
し、社会福祉施設や地域福祉活動団
体と連携しながら地域の課題解決に
積極的に取り組みます。

39

☎

〒586-0001
河内長野市木戸三丁目9-1 0721-53-7960

社会福祉法人　柳風福祉会

柳風台保育園

柳風台保育園は南医療センターの近
くにあり千代田駅が最寄りになりま
す。昭和54年設立以来、美術造形活
動を教育・保育の窓口とし、こども
の成長を見守ってきました。元気な
子を育てます。地域貢献を目指す保
育園です。

34

☎

〒586-0009
河内長野市木戸西町3-7-6 0721-54-5511

社会福祉法人　ちづる保育園

ちづる保育園

「心身ともに健やかで生き生きとした
子どもに育てる」という保育目標を
掲げ、豊かな愛情の下で１人ひとり
の成長と個性を大切にし、様々な経
験を通して主体的な活動を育んでい
ます。

32

☎

〒586-0043
河内長野市清見台1-14-1 0721-65-6518

社会福祉法人　天宗社会福祉事業会

天宗清見台園

一人ひとりの個性を尊重し、豊かな
人間性を育てることを保育方針とし、
自主性を重んじ、思いやりのある子、
明るく素直な子、善悪のわかる道徳
心のある子を育てたい。

36

☎

社
協



社会福祉法人は地域の中で安全・安心を支えています。

社会福祉法人は、社会福祉法に基づき、

社会福祉事業を行うことを目的に設立される法人です。

高齢者、児童、障がい児・者、生活困窮者、

様々な生活課題を有する方の生活を支えています。
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