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資料２－４

圏域 校区 コーディネーター プラン内容 実施場所 実施方法

1 樟葉 地域包括支援センター 特養施設デイスペースの居場所づくり活用 特養施設 地域の特養施設にて日曜日に居場所として開放
1 樟葉北 地域包括支援センター 特養施設デイスペースの居場所づくり活用 特養施設 地域の特養施設にて日曜日に居場所として開放
1 樟葉南 コミュニティ協議会 総合事業の地域としての取組みの具体化 生涯学習センター 包括による説明
1 樟葉南 コミュニティ協議会 居場所づくりの推進 集会所 校区代表委員の情報交換、自治会長による現状把握・課題
1 樟葉南 コミュニティ協議会 居場所づくりの推進 集会所 自治会長による現状報告
2 樟葉西 コミュニティ協議会 並木カフェ 集会所 偶数月に開催
2 樟葉西 コミュニティ協議会 笑いヨガ講習会の実施 集会所 講師による笑いヨガ実施
2 樟葉西 コミュニティ協議会 樋上100円喫茶 集会所 月2回開催
2 樟葉西 コミュニティ協議会 校区だより全戸配布 校区内各地区 校区だよりを地区内全戸配布
3 船橋 校区福祉委員会 体力づくり　枚方体操　のち茶話会（２カ所） 集会所等 自由参加
3 平野 介護予防・日常生活支援協議体 グランドゴルフ大会の開催 小学校校庭 毎月第2、3土曜日に開催グランドゴルフ後に交流会
3 平野 介護予防・日常生活支援協議体 楽10体操の実施、居場所づくり 小学校体育館 体操の後、気軽に談笑できる場として活用する
4 殿一 コミュニティ協議会 高齢者スタンプラリー 商店会 商店会の事業の案内を自治会、福祉委員会が積極的に行う

4 殿一 コミュニティ協議会
地域活動把握の推進と「あったらいいな用紙」で

自由な発想で考える
各老人会 校区福祉委員会、老人会で配布

4 殿一 コミュニティ協議会 登山会 神社、公園 登山を行い、元気づくりをしていく４ルートを検討
4 小倉 コミュニティ協議会 地域活動の一覧表の作成と配布 集会所 各自治会長に資料提供し、情報共有
4 小倉 コミュニティ協議会 校区全体でけんこう交流会を開催 集会所 地域の介護事業所にて開催、回覧版で周知
4 小倉 コミュニティ協議会 ひらかた元気くらわんか体操の普及 小学校体育館、校庭 地域のカラオケ大会、区民体育祭時に体操を行う
4 小倉 コミュニティ協議会 ひらかた元気くらわんか体操の普及 各自治会館等 各自治会で体操を実施する
4 西牧野 地域包括支援センター 地域の活動の集約 校区内 地域の活動を集約後、地域に配布
4 西牧野 地域包括支援センター ちょっとしたお手伝い事業 居宅 第2層協議体メンバー中心に行う
5 交北 コミュニティ協議会 老人会や自治会での活動状況の共有 校区内 各老人会での現状の取り組みについて共有
5 交北 コミュニティ協議会 元気づくり地域づくりに適した活動の選定 集会所 校区内の団体の活動を元気づくり地域づくりの活動として支援
5 交北 コミュニティ協議会 健康相談会 集会所 地域の高齢者向け健康相談会
5 中宮北 校区福祉委員会 一人暮らし高齢者訪問 居宅 たわし・パンフレット配付

5 中宮北 校区福祉委員会 ふれあいサロン企画 小学校図書室
ダーツ、ペットボトルボーリング、盆踊り、七夕飾り作成、敬老食

事会特殊詐欺講座等
5 中宮北 校区福祉委員会 校区夏祭り 小学校校庭 抹茶サービス／福祉券配付

6 中宮 コミュニティ協議会
ひらかた元気くらわんか体操・グラウンドゴルフ体験

会開催
公園

自治会館にて、ひらかた元気くらわんか体操を行い、公園に移

動してグランドゴルフを実施
6 桜丘 地域包括支援センター 参加・活躍・つどいの場：出前講座 各活動場所 3つの自治会・老人会への出前講座
6 桜丘 地域包括支援センター 参加・活躍・つどいの場：情報収集 各活動場所 活動内容の情報のとりまとめ
6 桜丘 地域包括支援センター 体力づくり・元気づくり：イベント 小学校グラウンド グラウンドゴルフ大会
6 桜丘 地域包括支援センター 体力づくり・元気づくり：情報収集 各活動場所 活動内容の情報のとりまとめ

6 桜丘 地域包括支援センター くらしのサポート：もしもの時のための連携 村野福祉会館
民生委員や第3層生活支援コーディネーターとの意見交換会を

開催し、緊急時の対応や連携方法についての検討、課題整理
7 伊加賀 校区福祉委員会 ふれあい交流会・いきいきサロン 栄町老人集会所 新年のつどい等
7 伊加賀 校区福祉委員会 世代間交流 小学校体育館 七夕のつどい、クリスマス

7 伊加賀 校区福祉委員会 ふれあい食事会
西町会館

栄町老人集会所
A班・年4回、B班・年4回、合同で1回

7 伊加賀 校区福祉委員会 地域ふれあいリハビリ活動 小学校 グラウンドゴルフ（第4土曜日）、カーリンコン＆卓球
7 伊加賀 校区福祉委員会 地域ふれあいリハビリ活動 枚方公園駅⇒京都方 ウオーキング（年4回）
7 伊加賀 校区福祉委員会 見守り声かけ活動と相談機能の強化 居宅等 日常的支えあい活動の定着、信頼関係の構築
7 蹉跎東 コミュニティ協議会 高齢者との集い 小学校体育館 幼児、児童、学生（小・中・高・大）高齢者が舞台出演
8 枚方 コミュニティ協議会 イベント企画 ひらかたパーク 野外劇場で介護予防企画を実施
8 枚方 コミュニティ協議会 サロン開催（元気づくり・地域づくり主催） 青少年センター レクリエーション
8 枚方 コミュニティ協議会 高齢者居場所づくり事業の登録 各活動場所 高齢者居場所づくり事業の登録
8 枚方 コミュニティ協議会 作品展 エクセレントホール 作品の展示会
8 枚二 枚二みつば 高齢者居場所づくりを実践する 各居場所 体操・カフェ・ゲームを3会場で実施
9 開成 コミュニティ協議会 開成地域交流会 集会所 校区コミュニティ全体会終了後に開催
9 開成 コミュニティ協議会 「こころ」と「からだ」生き生き講座 集会所 枚方市保健センターによる講座を開催
9 開成 コミュニティ協議会 歩こう会 校区内 10月15日予定
9 開成 コミュニティ協議会 グランドゴルフ大会及び練習会 小学校 開成小学校グランドで計23回実施予定
9 香里 校区福祉委員会 「ひらかた元気くらわんか体操」の導入 校区内 いきいきサロンや老人会活動時にひらかた元気くらわんか体操を

9 香里 校区福祉委員会
青パト事業協力者を対象に認知症サポーター養

成講座を開催
校区内 講師による講義と意見交換

9 香里 校区福祉委員会 青パトを活用した徘徊者の見守り活動の実施 校区内 認知症サポーターの研修受講者を同乗してパトロールを実施

9 香陽 校区福祉委員会
居場所の実態把握のため元気づくり地域づくりプロ

ジェクトアンケート実施
校区内 校区内60歳以上の住民対象、自治会単位

9 香陽 校区福祉委員会 しょうとくまちかどｽﾃｰｼｮﾝとの交流 しょうとくまちかどｽﾃｰｼｮﾝ 見学をかねて会議と情報交換
9 香陽 校区福祉委員会 小学生のための認知症サポーター養成講座 小学校 6年生と会議メンバーで実施
9 香陽 校区福祉委員会 多職種連携研修事例発表、情報交換 聖徳交流ホール 多職種連携研修に参加予定
9 香陽 校区福祉委員会 敬老のつどいにおいてくらわんか体操の実施 小学校体育館 参加者全員でプログラムの中間で体操実施
10 川越 コミュニティ協議会 元気ハツラツ・地域づくり事業 木津川河川敷 歩こう会
10 川越 コミュニティ協議会 元気ハツラツ・地域づくり事業 小学校 グラウンドゴルフ大会、夏季ラジオ体操
10 川越 コミュニティ協議会 元気ハツラツ・地域づくり事業 WEVE34 ボーリング大会
10 川越 コミュニティ協議会 弱者等の見守り活動 居宅等 地域別要支援者把握・見直し、見守り活動
10 川越 コミュニティ協議会 野外・室内ゲーム・競技等普及活動 集会所 囲碁・将棋　毎週土曜日午後1時　毎月開催

10 東香里 校区福祉委員会
福祉委員会のVタイム内に工作のコーナーを設け

る
元町会館・ルミノーザ

参加自由で、簡単な手作業をしてもらう

平成29年4月から平成30年3月までの第1と第4木曜日（8

月、1月と開催日が祝日に当たる場合は休み）

10 東香里 校区福祉委員会 ひらかた体操を実施、手作業はドングリのマスコット ルミノーザ Vタイム内でひらかた体操を実施

10 東香里 校区福祉委員会 認知症予防として、保健センターの講義を受ける 元町会館
脳と体の運動、脳のトレーニング、脳と体に良い食生活、脳機

能改善メニューなど

10 春日 校区福祉委員会
各自治会、老人会における「元気づくり・地域づく

り」に関する行事を調査する（現状把握）
各自治会 自治会長にアンケート用紙を配付して記入してもらう

10 春日 校区福祉委員会 老人会の年間行事計画を調査 自治会館 校区老人会長会議に出席して本年度の計画及び課題を開く
10 春日 校区福祉委員会 地域のふれあいの場を視察する 校区内集会所 校区コミュニティ協議会や自治会のふれあいの行事を調べ出向

10 春日 校区福祉委員会
コミュニティ協議会の会議に出席して「元気づくり・

地域づくり会議」の進め方を説明して協力を得る
小学校 計画や進行状況を報告する

10 春日 校区福祉委員会 高齢者居場所づくり事業の登録 各自治会 各自治会長が「高齢者居場所づくり事業」の登録を市に提出
10 春日 校区福祉委員会 自治会別「元気づくり・地域づくり」活動計画の推 各自治会 「元気づくり・地域づくり」の活動計画を提出してもらう
11 西長尾 西長尾元気づくり地域づくり協議体 サロンや地域活動の充実 公民館・集会所 DVDでひらかた元気くらわんか体操を実施
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11 西長尾 西長尾元気づくり地域づくり協議体 老人クラブのサークル活動の充実 公民館 くらわんか体操を実施
11 西長尾 西長尾元気づくり地域づくり協議体 ひらかた元気くらわんか体操の普及啓発活動 小学校 夏休みラジオ体操で大人・子供が一緒に行う
11 西長尾 西長尾元気づくり地域づくり協議体 集いの場創設に向けての準備 公民館 現在行っているサークル活動に体操を取り入れるよう普及に努
11 西長尾 西長尾元気づくり地域づくり協議体 ひらかた元気くらわんか体操のサロン立ち上げ 公民館 体操の後にヨガ・踊りの民謡を取り入れ活動
12 田口山 校区福祉委員会 介護予防・日常生活支援総合事業周知 校区内 広報紙にて周知
12 田口山 校区福祉委員会 内容把握・会議名称・会議内容討議、決定 地域包括支援センター 包括職員、社会福祉協議会との会議
12 田口山 校区福祉委員会 情報収集シートによる情報収集 自治会等 情報収集シートを配布、回収
12 田口山 校区福祉委員会 現活動の充実化 各サロン 現状把握、改善方法詮索

13 津田 校区福祉委員会 居場所づくりについて 集会所
ひらかた元気くらわんか体操実施の告知及び視察、参加者から

の聴取

13 津田南 コミュニティ協議会 情報収集 公民館
各自治会に活動状況調査を行い、介護保険施設との意見交

換を実施

13 津田南 コミュニティ協議会 意見交換 公民館
各地域での活動整理、実態調査の整理、課題抽出課題解決

に向けた話し合い
13 津田南 コミュニティ協議会 解決ﾌﾟﾗﾝの立案 公民館 地区別課題抽出、整理、地区別解決ﾌﾟﾗﾝ立案
13 氷室 校区福祉委員会 3区4自治会の活動を集約 公民館 アンケート調査、現状分析・把握
13 氷室 校区福祉委員会 ほっと館を充実させる方法について検討 公民館 会議にて検討
13 氷室 校区福祉委員会 ほっと館まで来られない方の居場所づくりの検討 公民館 会議にて検討
13 氷室 校区福祉委員会 認知症の人の対応・早期発見の検討 公民館 会議にて検討
13 氷室 校区福祉委員会 定年後の高齢者の役割の検討 公民館 会議にて検討
13 氷室 校区福祉委員会 老人会シニア会の参加者を増やす取り組み 公民館 会議にて検討


