いきいき暮らすサービス
いつまでも住み慣れた地域で、健康でいきいきと心豊かに過ごしたいと誰もが願うこと
でしょう。今後は高齢者自身が、地域社会の一員として自らの経験と知識を活かして、主
体的・積極的に役割を果たして、活動していくことが期待されています。また、これらの
活動が本人にとっての生きがいとなり、健康づくりにもつながります。そんな様々な場を
ご紹介します。

（１）シルバー人材センター
堺市シルバー人材センターは、急速に進む高齢化社会に向けて、昭和５６年６月に健康で

働く意欲のある高年齢者によって設立され、定年退職後等も臨時的かつ短期的又はその他
の軽易な就業を通じて社会参加と生きがいの充実をはかり、活力ある地域社会づくりに役
立つことを目的とした公益社団法人です。

会員資格

堺市内に居住する、６０歳以上の健康で働く意欲があり、シルバー人材
センターの趣旨に賛同される方はだれでも会員になれます。

会

費

年額１,２００円（令和３年度現在）です。

仕

事

シルバー人材センターで引き受けた仕事を会員が自分で選択し、請負
又は委任でその仕事に従事します。

働いたお金

会員は自分が従事した仕事に応じて、シルバー人材センターから配分金
（給料・賃金ではありません）の支払いを受けます。

仕事中のけが

会員の仕事中や仕事先への往復途中などのけがに対しては、「シルバー
人材センター団体傷害保険」に加入しています。（労災保険の適用はあ
りません）
主な仕事の内容
＊事務（パソコンの使用を含む）
＊駐車場／駐輪場管理
＊除草
＊家事サービス
＊ふすま・障子・網戸の張替え
＊宛名書き・賞状書き
＊植木の刈り込み
＊チラシ配布
＊屋内／屋外軽作業
＊暮らしのお手伝い
＊その他

※当センターでは、請負又は委任に適さない仕事については、労働者派遣事業も行っています。
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お問合わせ先
名 称

所 在 地

Ｔ Ｅ Ｌ

公益社団法人
〒59３-8325
堺市シルバー人材センター本部 西区鳳南町４－４４４－１

Ｆ Ａ Ｘ

２６０－０４６８ ２７４－８８０１

〒591-8037
北区百舌鳥赤畑町１－３－１
堺市三国ヶ丘庁舎 1 階

２４０－０４６８ ２４０－０１５０

東・美原分室

〒587-0002
美原区黒山７８２－１０
美原総合福祉会館内

３６１－０４６８

３６１－００３３

中・南分室

〒590-0105
南区竹城台２－１－５４

２８４－２１５５

２８４－２１５０

堺・北分室

ホームページアドレス
https://sakai-sjc.or.jp/

大阪福祉人材支援センター
大阪福祉人材支援センターは、福祉の仕事を希望される方と人材を求める事業所との架け
橋となる福祉専門の無料職業紹介所です。福祉に関心のある方、仕事の内容や資格取得など
福祉に関する相談に応じます。お気軽にご相談ください。

福祉の仕事をお探しの方は大阪福祉人材支援センターへお問合せください

窓口

WEB

登録

閲覧

紹介

ネット環境が

ファイルや

面接日時等の

ない方は

パソコンで

調整を行い

窓口で登録

求人票を閲覧

紹介状を発行

登録

検索

応募

福祉のお仕事

福祉のお仕事

サイトから

サイトから

サイトで

24 時間いつ

求職票登録

求人情報検索

でも応募可能

採用試験

採用

面接
面接に関する

結果は直接

アドバイスも

ご本人に通知

お伝えします

されます

他にも、色々な就職支援メニューがあります。
○福祉の就職総合フェア .... 大阪府内にある福祉関係の法人が集結します。
○職場体験事業 ................ 就職する前に、福祉・介護の職場を直接体験できます。
○セミナーの開催............ 無資格・未経験の方やシニアにむけたセミナーなどを実施しています。
○職業アドバイス............ 福祉の仕事や資格、就職方法などについての相談・アドバイスを実施。
月１回出張相談（さかい JOB）も実施していますので、ぜひお越しください。

お問合せ先
名

称

大阪府社会福祉協議会
大阪福祉人材支援センター

所

在

地

ＴＥＬ

FAX

〒542－0065
（06）6762 （06）6764
大阪市中央区中寺 1－1－5４
－9020
－1574
大阪社会福祉指導センター内

ホームページアドレス
大阪福祉人材支援センター

福祉のお仕事

http://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/

http://www.fukushi-work.jp/
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（２）老人クラブ活動
老人クラブは、お住まいの地域毎に組織されており、６０歳以上の方ならどなたでも入
会できます。住み慣れた地域で仲間づくりを通して、生きがいのある毎日を過ごせるよう
楽しく語らい、趣味や教養学習活動、スポーツ、お互いの助け合い活動などを行っている
身近なグループです。また、地域の諸団体と共同して地域を豊かにする活動にも取り組ん
でいます。
老人クラブは、年間を通じて生きがいづくり活動、健康増進活動、社会奉仕活動を３つ
の柱として活動を行っています。

老人クラブ活動の３つの柱
教養向上活動

健康増進活動

●講師を招いての文化講
座
●作品展、発表会の開催
●カラオケ大会・演芸大
会の開催
など

●ハイキング・歩こう会
●コッカラ体操・チューブ
体操などの健康づくり
●ゲートボール・グラウン
ドゴルフ
など

社会奉仕活動
●子供の見守り活動・
防犯活動・交通安全
運動への協力
●地域清掃
●友愛訪問活動 など

あなたも老人クラブに加入しませんか？
「老人クラブ？ まだ早すぎる」と思っていませんか。地域で仲間と活動を始めるのに、
早過ぎることはありません。今お持ちの知識や技術を地域のために役立ててみませんか。
老人クラブに入会すれば
・いろいろな行事や事業に参加できます
・新しい仲間ができます
・知識や経験を生かせます
・趣味や興味が広がり、新しい能力が得られます
・健康の保持・増進につながります
・社会活動への参画・地域への貢献ができます

お問合せ先
一般社団法人 堺市老人クラブ連合会
（堺市総合福祉会館４階）
ＴＥＬ ２２３－０２２０
FAX ２３２－６２１７
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（３）生きがいづくり・社会参加
■おでかけ応援制度
満 65 歳以上の堺市民の方が「おでかけ応援カード」を使うことにより、市内の
路線バスや阪堺電車を１乗車 100 円で利用できる制度です。
公共交通の利用促進や高齢者の社会参加を目的に実施しています。

対象者

満６５歳以上の堺市民の方

利用できる日

利用できる交通機関

いつでも利用できます。
利用できる日数や回数に制限はありません。

南海バス、近鉄バス、阪堺電車で「乗る停留所（場）」か「降り
る停留所（場）」のどちらかが堺市内にある場合にご利用いただ
けます。

利用方法

乗車・降車時に「おでかけ応援カード」を読み取り機にタッチした後、
現金 100 円をお支払いください。

カードの
申請方法

対象者が 65 歳になる約 3 か月前に、堺市から申請書兼納付書を送付し
ます。「おでかけ応援カード」の交付を希望する方は、お近くの金融機関
で負担金 1,000 円を納付してください。納付後、約 2～3 か月後にご自
宅にカードを送付します。

※堺市乗合タクシーでも「おでかけ応援カード」の提示により 1 乗車 100 円で利用で
きます。（７７ページ参照）

お問合わせ先

路線バス、堺市乗合タクシーでの利用に関すること
…公共交通担当（TEL ２２８－７５４９）
カードの申請・発行、阪堺電車での利用に関すること
…交通政策担当（TEL ２２８－７７５６）
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■堺市金婚者へのお祝い事業
５０年の歳月にわたり苦楽を共にしてこられ、めでたく金婚を迎えられたご夫婦で申し
込みいただいた方に、市長からのお祝い状と、市内の協賛写真館で特典が受けられるクー
ポン券を郵送により贈呈します。毎年１０月頃に「広報さかい」に申込方法等について掲
載します。

■長寿者へのお祝い
高齢者の長寿を祝い、あわせてその福祉を増進するため１００歳を迎えられた方と男女
最高齢の方に、祝状や記念品をお渡しします。（申請の必要はありません）
受給資格

当該年度中に１００歳を迎えられ、堺市住民基本台帳に記載されている方

支給時期

9 月末頃
お問合わせ先

長寿支援課（TEL ２２８－８３４７）

■全国健康福祉祭（ねんりんピック）
ねんりんピックは、毎年、全国各地で開催されている 60 才以上の高齢者を中心とした
健康と福祉の総合的な祭典です。各種スポーツ競技や、文化・健康・福祉などのイベント
を通して、全国のみなさんと楽しく交流することができます。堺市内在住で 60 歳以上の
方を対象に、種目別に選考会を開催し、堺市代表選手を選考します。

お問合わせ先

長寿支援課（TEL ２２８－８３４７）
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ボランティア案内

〈堺市社会福祉協議会

地域のつながりハート事業

区事務所 ボランティア相談コーナー〉

ボランティア・市民活動に関する市民の相談窓口として、ボランティア相談・登録・保険の加
入などを受け付けています。
「ボランティア活動を始めたい」
「ボランティアに手伝ってほしい」
「どんな活動があるか教え
てほしい」などボランティアに関することなら、お気軽にお問い合わせください。
開所日時：月～金曜日（祝休日、年末年始を除く） 午前９時～午後５時３０分
お問合せ先
窓 口 名
ＴＥＬ
FAX
地域住民に対する広報・啓発活動、研修・学習活動等
主 ・校区福祉委員会活動
堺区事務所（堺市役所本館３階）
226-2987（直通）
226-1952（直通）
・個別援助活動
中区事務所（中区役所１階）見守り、声かけ活動、外出援助活動、介護援助活動、配食活動等
270-4066（直通）
270-4088（直通）
な
東区事務所（東区役所２階）ふれあい食事会、いきいきサロン、子育てサロン等
287-0004（直通）
287-0444（直通）
堺市
・グループ援助活動
活
社会福祉
西区事務所（西区役所４階）地域住民にとって身近な「交流」
275-0255（直通）「情報」
275-0266（直通）
・校区ボランティアビューロー
「相談」の拠点の運営
協議会
南区事務所（南区役所２階）ひとり暮らし高齢者や支援が必要な方等を訪問し、見守る活動
295-8250（直通）
295-8260（直通）
動 ・お元気ですか訪問活動
北区事務所（北区役所１階）
258-4700（直通）
258-4770（直通）
美原区事務所（美原区役所１階） 369-2040（直通）
369-2060（直通）

堺市社会福祉協議会 堺区南瓦町２－１ 堺市総合福祉会館内
〈ボランティア情報センター〉
ＴＥＬ ２３２－５４２０／FAX ２２１－７４０９
ボランティア情報センターホームページ（http://www.sakai-syakyo.net/）の運用、ボラン
ティア情報についてメールマガジンなどの情報提供、ボランティア保険の加入受付など、ボラン
ティア活動の支援をしています。

〈地域のつながりハート事業（堺市小地域ネットワーク活動推進事業）〉
校区福祉委員会を基盤に、地域で暮らすひとり暮らし高齢者や障害のある人、子育て中の親など、
支援を必要とする人たちが地域で孤立することなく安心して暮らせるように、地域住民の参加と協力に
よる支え合い、助け合いの活動を推進しています。

主

・個別援助活動

見守り、声かけ活動、外出援助活動、介護援助活動、配食活動等

な

・グループ援助活動

ふれあい食事会、いきいきサロン、子育てサロン等

活

・校区ボランティアビューロー 地域住民にとって身近な「交流」「情報」
「相談」の拠点の運営

動

・お元気ですか訪問活動

ひとり暮らし高齢者や支援が必要な方等を訪問し、見守る活動

堺市社会福祉協議会 堺区南瓦町２－１ 堺市総合福祉会館内
ＴＥＬ ２３２－５４２０／FAX ２２１－７４０９
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堺市地域福祉推進基金
平成２年４月、従来の社会福祉事業基金と市民の皆様からの寄付金に、堺市の拠出金を加えて、基金総
額５億円でスタートしました。
堺市では、主に民生委員・児童委員活動事業等に充当し、地域福祉の推進に取り組んでいます。

〈堺市地域福祉推進基金へのご協力について〉
この基金は、市民の方々の自主的な地域福祉活動を促進するために利用されています。この
ような活動が全市に広がることは、
「住み良いまちづくり」を進める大きな力となるものと考え
ています。
市民の皆様には、なにとぞ堺市地域福祉推進基金の趣旨をご理解いただき、本基金へのご支
援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お問合わせ先 健康福祉総務課（TEL ２２８－７２１２）
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（4）老人福祉センター
大広間・娯楽室・相談室・浴場などがあり、健康の増進、生きがいづくり、レクリエー
ション活動などにご利用いただける施設です。なお、利用にあたっては、各センターが発
行する利用証が必要です。
お問合せ先･･･各老人福祉センター
北老人福祉センター

堺老人福祉センター

北区常磐町１－２５－１
JR 阪和線『浅香駅』
南海バス 「東浅香山」
ＴＥＬ２５５－６３８０
ＦＡＸ２５２－２４３６

堺区協和町 3-128-4
阪堺線「東湊」
「御陵前」
南海バス「旭ヶ丘北町」
「協和町」
ＴＥＬ２４４－７１５５
ＦＡＸ２４３－４０７８

東老人福祉センター
東区日置荘原寺町１９５－１(東区役所内)
南海高野線『萩原天神駅』
南海バス 「東区役所前」
ＴＥＬ２８７－８１５０
ＦＡＸ２８７－８１６０

ＪＲ

阪
和
線
浅
香
駅

大和川

北老人
福祉センター
西除川

新浅香山
小学校
東浅香山バス停
浅香バス停

浅香山住宅前バス停

大堀堺線

中老人福祉センター【民営】
中区八田南之町１６２
南海バス「中老人福祉センター」
ＴＥＬ２８１－２７０1
ＦＡＸ２８１－２７０２
（運営者：社会福祉法人 南の風）

西老人福祉センター
西区鳳東町 6－600（西区役所内）
JR阪和線『鳳駅』
南海バス「西区役所前」
ＴＥＬ２７５－０８５０
ＦＡＸ２７５－０８６０

西老人福祉
センター
（西区役所
５階）

Ｊ
Ｒ
阪
和
線

大鳥大社

大
阪
和
泉
泉
南
線

鳳
駅

南老人福祉センター
南区御池台５－２－７
南海バス「御池台５丁（南老人福祉センター前）」
「御池台南」
ＴＥＬ２９９－３２３２
ＦＡＸ２９６－２４７８

西区役所前
バス停
おおとり
ウイングス

美原老人福祉センター・美原総合福祉会館
美原区黒山７８２－１０
南海バス「黒山」
「美原区役所前」
近鉄バス「美原区役所」「美原区役所東口」

ＴＥＬ３６２－３９３９
ＦＡＸ３６２－１７９８

●対 象
●利 用
●開 館 時
●休 館

者… 6 0 歳 以 上
料… 無 料
間… ９:００～ 17:15
日… 日 曜 日 ・ 祝 日 ( 敬 老 の 日 を 除 く )
12 月 2 9 日 ～ 1 月 3 日

- 61 -

（5）老人集会所・老人集会室
地域にお住まいの高齢者が、趣味活動、レクリエーションなどの活動を通じて、お互い
の交流を図る施設です。※対象者…60 歳以上の方
（令和４年４月 1 日現在）
集会所名又は
集会室の校区名

所在地

集会所名又は
集会室の校区名

所在地

少林寺桐栄荘

堺区南旅篭町東 4-1-23

野田いこい荘

東区北野田 350-1

三国ヶ丘喜寿荘

堺区北三国ヶ丘町 4-4-27

日置荘西（室）

東区日置荘田中町 59-1

安井友楽荘

堺区賑町 4-3-20

日置荘（室）

東区日置荘北町 1-29-7

錦西白寿荘

堺区柳之町西 1-3-19 青少年センター内

白鷺（室）

東区白鷺町２-３４２-５

湊老松荘

堺区老松町 1-5-4

南八下（室）

東区菩提町 2-49-4

榎陵友荘

堺区向陵中町 3-8-36

八下西（室）

東区引野町 1-7-83

熊野悠久荘

堺区甲斐町東 6-2-1

登美丘南（室）

東区西野 409-1

大仙やわらぎ荘

堺区旭ヶ丘南町 4-3-31

鳳鳳寿荘

西区鳳東町 3-267

浅香山（室）

堺区浅香山町 1-5-5

浜寺東清寿荘

西区浜寺船尾町西 2-123-1

湊西（室）

堺区出島町 2-7-43

向ヶ丘向上荘

西区上野芝向ヶ丘町 5-6-14

神石（室）

堺区石津町 3-6-1

浜寺松寿荘

西区浜寺諏訪森町中 2-219

錦綾（室）

堺区南清水町 1-1-3

福泉福寿荘

西区菱木 2-2318-1

市（室）

堺区市之町西 3-14-2

福泉上（室）

西区上 458-3

深阪陶寿荘

中区深阪 6-１５-３２

浜寺昭和（室）

西区浜寺昭和町 2-177-5

東百舌鳥（室）

中区大野芝町 165-1

福泉東（室）

西区草部 1800-13

西陶器（室）

中区辻之 1147-95

鳳（室）

西区鳳東町 5-429-1

深井（室）

中区深井北町 3326

平岡（室）

西区堀上緑町 1-5-4

八田荘（室）

中区毛穴町 378-5

浜寺石津（室）

西区浜寺石津町中 4-564

宮園（室）

中区宮園町 1-4

家原寺（室）

西区津久野町 1-12-2

東陶器（室）

中区陶器北 661-3

美木多喜楽荘

南区美木多上 135-11

久世（室）

中区平井 326

上神谷みやま荘

南区片蔵 80-4

福田（室）

中区福田 1135

竹城やすらぎ荘

南区竹城台 4-15-1

中百舌鳥やわら
北区中百舌鳥町 1-63-41
ぎ荘

庭代台（室）

南区庭代台 2-9-1

北八下幸寿荘

北区野遠町 628-1

宮山台（室）

南区宮山台 3-1-1

大泉いこい荘

北区新金岡町 4-4

若松台（室）

南区若松台 2-1-1

五箇荘東（室）

北区船堂町 194-5

三原台（室）

南区三原台 3-1-27

御池台（室）

南区御池台 3-1-37

東三国ヶ丘（室） 北区長曽根町 1179-27
新浅香山（室）

北区東浅香山町 3-22-2

百舌鳥（室）

北区百舌鳥赤畑町 5-743-2

金岡（室）

北区金岡町 1089-4

金岡南（室）

北区金岡町 1182-93

原山台（室）
（旧 原山台）
原山台（室）
（旧 原山台東）
泉北高倉（室）
（旧 高倉台西）
桃山台（室）

- 62 -

南区原山台 4-6-23
南区原山台 5-2-5
南区高倉台 1-7-1
南区桃山台 1-22-30

光竜寺（室）

北区新金岡町 3-７-２

槇塚台（室）

南区槇塚台 3-1-56

五箇荘（室）

北区新堀町 2-126-4

城山台（室）

南区城山台 2-2-28

東浅香山（室）

北区大豆塚町 1-60-９

新檜尾台（室）

南区新檜尾台 3-6-14

新金岡和楽荘

北区新金岡町 4-1-8
新金岡市民センター内

泉ヶ丘市民センター
内老人集会所

南区茶山台 1-7-1

新金岡東（室）

北区新金岡町 4-1-16

茶山台（室）

南区茶山台 3-22-17

新金岡（室）

北区新金岡町 1-4-4

はるみ（室）

南区晴美台 1-30-13

福泉中央（室）

南区稲葉 1-3142-1

お問合わせ先

各区役所 地域福祉課 地域福祉係（６～７ページ参照）

※新金岡和楽荘についてのお問合せは新金岡市民センター（ＴＥＬ 252-2712）へ
※泉ヶ丘市民センター内老人集会所についてのお問合せは泉ヶ丘市民センター（ＴＥＬ 294-0120）へ
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