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阿倍野区地域福祉計画「あべの

つながり

広がるプラン」について

この「阿倍野区地域福祉計画」策定にあたっては、行政だけで作成するのではなく、地域の皆さ
んの声を聞かせていただきながら、
「地域福祉」に関係する皆さんを中心として一緒に作成してきま
した。
この計画を皆さんと共有し目的を達成していくため、できる限り堅苦しい表現にならないよう作
成することを心がけてきました。専門用語（※のついたことば）には巻末に用語集も掲載しましたの
で、ぜひご一読いただき、
「地域福祉」をみんなで進めていけるようご協力をお願いします。

福祉って？
「ふ」だんの
「く」らしの
「し」あわせを考える
↑
頭文字をあわせて

狭い意味での福祉
高齢者、障がい者、児童の福祉、生活困窮の方への福祉
広い意味での福祉
子育て中の方、学生、外国籍の方、近所のおばちゃん・おじちゃん、
家族・親戚、今あなたの隣にいる方への福祉

地域福祉
地域において人びとが安心して暮らせるよう、地域住民や公私の社会福祉関係者がお互い
に協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組んでいくことをいいます。
「社会福祉法」では、地域住民、社会福祉関係者等が相互に協力して地域福祉の推進に努
めるよう定めています。
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第 1 章 なぜ「阿倍野区地域福祉計画」を策定するの？
なぜ、「阿倍野区地域福祉計画」を策定する必要があるのか、現在の「阿倍野区地域福祉行動計画」
ではいけないのか、これまでの大阪市・阿倍野区の計画の策定状況、
「阿倍野区地域福祉行動計画」の
取組について振り返りながら説明します。
大阪市のこれまでの取組
１ 大阪市全体での計画の策定
誰もが地域で安心して暮らしていくためには、地域のすべての人が相互に協力し、共に生き共に
支え合い、だれもが自分らしく安心して暮らせる地域、さらには、みんなが生活をともに楽しむ地
域にしていくという「地域福祉」を推進する必要があります。
大阪市では、市全体で地域福祉を進めるうえでの理念と仕組みづくりの方向性
を示すものとして、平成 16 年 3 月に「第 1 期大阪市地域福祉計画※」を策定し、
地域住民をはじめ地域組織・保健・医療・福祉関係者など、地域の関係者の協働
により取組を進めていくこととしました。平成 23 年 3 月には「第 2 期大阪市地
域福祉計画」を策定しました。
各区においては、より身近な地域での実情にあった地域福祉を推進するしくみ
づくりのため、区レベルでの公私協働による地域福祉アクションプランの策定を
行ってきました。
一方、大阪市社会福祉協議会では、大阪市における住民主体の地域福祉活動やボランティア活動、
さまざまな団体・グループによる地域福祉活動などをふまえて、今後の活動の理念、参画と協働の
あり方と手法、方向性と活動の内容、方法などを示す「大阪市地域福祉活動計画」を平成 16 年 3 月
に策定しました。
大阪市全体での計画策定の流れ


平成 16 年 3 月「第 1 期大阪市地域福祉計画」策定（大阪市）



平成 16 年 3 月「大阪市地域福祉活動計画」策定（大阪市社会福祉協議会）



平成 21 年 3 月「第 2 期大阪市地域福祉計画」策定（大阪市）



平成 21 年 3 月「第 2 期大阪市地域福祉活動計画」策定（大阪市社会福祉協議会）

２ 計画から指針へ

～新しい大阪の地域福祉の推進に向けて～

現在、大阪市においては、それぞれの区の特性・特色をふまえ、区の実情に応じた「ニア・イズ・
ベター※」の考えのもと施策を進めているところです。
地域福祉においても各区の実情に応じた地域福祉を進めていくため、大阪市として 1 つの「計画」
を策定するのではなく、それぞれの区の取組を推進する「大阪市地域福祉推進指針」を平成 24 年
12 月に策定し、各区はこの「指針」を踏まえて独自に地域福祉の充実を進めていくこととしました。
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計画から指針へ


平成 24 年 12 月「大阪市地域福祉推進指針※」策定

阿倍野区のこれまでの取組
１ 「阿倍野区地域福祉行動計画」策定まで
阿倍野区においては、平成 16 年 3 月の「第 1 期大阪市地域福祉計画」策
定を受け、区における住民のニーズやそれぞれの地域の特性にあった地域
福祉を進めていくため、区レベルで住民自身ができること、区レベルでな
くてはできないことなどを、住民自らがどう取り組むのかを決めて、自ら
で進めていくことが必要と考えました。
そして、地域福祉行動計画づくりそのものが地域福祉を推進する過程
と考え、できるだけ多くのいろいろな立場の人に計画づくりに参画して
いただき、話し合いながら策定を進めました。
「阿倍野区地域福祉行動計画」策定に向けて行った様々な話し合いの場


地区懇談会の開催



「あべの愛あい博覧会」の開催



策定委員会、運営委員会、作業部会等の開催
※ くわしくは、
「阿倍野区地域福祉行動計画※」をご覧ください

およそ 1 年間にわたるこれらの話し合われた内容をふまえて、平成 18 年 3 月に「阿倍野区地域福
祉行動計画」を策定しました。

２ 「阿倍野区地域福祉行動計画」の推進
平成 18 年 4 月からは「阿倍野区地域福祉行動計画」に基づき取組を進めてきました。
(1) 阿倍野区地域福祉行動計画推進委員会
阿倍野区における地域福祉を推進する体制として、阿倍野区地域福祉行動計画推進委員会（推
進委員会）を組織しました。この推進委員会は、阿倍野区在住・在勤・在学の方からの公募によ
る阿倍野区地域福祉行動計画推進委員（推進委員）により組織し、地域福祉の推進に向けた取組
を進めてきました。
この推進委員会では、活動の計画、企画・立案、具体活動の取組報告等、阿倍野区地域福祉行
動計画に基づく活動を決定する場として、推進委員により年間 6 回以上開催してきました。
(2) ４つのチームによる活動
阿倍野区における具体的な課題解決を進めるため、課題別に４つのチームを組織し、具体的活
動を活動支援員（ボランティアスタッフ）とともに行ってきました。


安心なまちづくりチーム
“向こう三軒両隣”を合言葉に各地域の防災訓練等へ参加
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協力するなど、防災と防犯についての活動を行ってきました。


きれいなまちづくりチーム
「犬の散歩時にマナーを守りましょう！」「子どもの安全を守
りましょう！」「ご近所の目として防犯効果に一役かってくださ
い」などを周知する「わんわんパトロールを推進する会（わんパ
ト）
」を推進してきました。また、愛犬のマナーアップに向け「わ
んわん交流会」を開催してきました。



ふれあえるまちづくりチーム
各地域のイベントに参加し「子ども
の思い」
「お母さん、お父さんの思い」をみんなで共有でき、みんな
の思いがつながるよう「ふれあいの輪」を広める活動をおこなって
きました。



やすらぎのまちづくりチーム
地域の居場所、誰にでもやさしいサロンをめざし、毎月第１・
３火曜日に「サロンひだまり」
（播磨町 1 丁目）
、毎月第１・３
木曜日に「６丁目サロン」
（阪南町 6 丁目）を開催してきました。

(3) あべの愛あい博覧会の開催
阿倍野区地域福祉行動計画を広く皆さんに知ってもらうイベン
トとして、年 1 回イベント「あべの愛あい博覧会」を平成 17 年度
から開催してきました。
開催にあたっては、様々な福祉に関する団体と連携し、「災害に
備えるまちづくり」や「人とまちをつな
げよう」など毎年テーマを決めて開催し
てきました。
平成 26 年度からは、「あべの つながりフェスタ」として、未就学児
童対象イベント「親子フェスタ」
、共生がテーマの「アベノトモクラシー」、
区内福祉施設を一般開放する「あべの福祉施設バル」との合同による、子育て世帯、高齢者、障
がい者等、多様な世代や立場の方々が参加する“つながり”をテー
マにした「地域福祉イベント」として開催し、今まで以上の多くの
皆さんにご来場いただきました。
(4) 防災ＤＶＤ「守るということ」の作成
地域住民の主体的な気持ちを育むきっかけ
や、地域防災訓練、福祉教育の教材に利用していただくことを目的に”災害
に備えて”～向こう三軒両隣

小さなネットワークづくり～を推進するため、

「防災ＤＶＤプロジェクト」を発足させ、平時のつながりをテーマに防災Ｄ
ＶＤ「守るということ」を制作しました。
このＤＶＤの製作を通じて、これまで地域福祉と関わりのなかった方々と一緒に取り組むきっ
かけとなりました。また、ＤＶＤの上映を通じて、防災意識の向上、ひいては地域福祉行動計画
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を広く周知することができました。
３ 「阿倍野区地域福祉行動計画」改定に向けた取組
平成 18 年 3 月に、
「阿倍野区地域福祉行動計画」を策定して以降も、阿倍野区における福祉に関
する状況は変化しています。例えば平成 18 年度当時の高齢化率（人口における 65 歳以上の割合）
は 23.2％でしたが平成 26 年度には 25.5％と高齢化が進んでいること、高齢者や子どもの貧困が社
会問題となっていること、東日本大震災を契機とした災害時に備えた地域福祉のあ
り方が議論されていることなど、これまでの取組を振り返るとともに、計画につい
ても見直しが必要ではないかとの認識のもと、計画改定について議論や取組を進め
てきました。
議論や取組を進めるにあたっては、
「阿倍野区地域福祉行動計画」を策定した際と
同じく、計画づくりそのものが地域福祉を推進する過程と考え、できるだけ多くの
いろいろな立場の人に参画していただきながら進めてきました。
(1) 計画推進委員による計画改定に向けた議論
計画の改定を考えるにあたっては、現在の福祉の状況を反映させることが重要と考え、福祉の
現場で活躍する専門職からの意見を聞くため、福祉専門職による計画推進委員会を平成 26 年度よ
り開催してきました。
(2) 地区懇談会「わいわいトーク」の開催
住民の皆さんが、ふだんの暮らしの中で、どのような課題があり、どのような活動を行ってい
るかなど、気軽に地域福祉を話し合える場として「わいわいトーク」を開催してきました。


小学校を会場にした「わいわいトーク」
平成 26 年 12 月から平成 27 年 1 月にかけて、区内 10 小学校を
会場にして「わいわいトーク」を開催しました。気軽に話し合え
るように、昔のおもちゃや映画ポスター、駄菓子を囲みながら、
「今昔を語る」をテーマに、昔と今の暮らしを比べる中で、良く
なったこと、悪くなったことなど、現在の暮らしを見つめなおす
ことにより、地域福祉を考えていきました。のべ約 180 名の方にご参加いただきました。



福祉施設を会場にした「わいわいトーク」
平成 27 年 6 月から 8 月にかけて、高齢者施設や障がい者施設な
ど区内 7 箇所の福祉施設を会場に「わいわいトーク」を開催しまし
た。今回は、テーマをしぼり、
「自転車マナー」、「防火防犯」、「つ
ながり」の３つのテーマで施設職員も交えて話し合うことにより、
地域の皆さんに加え福祉専門職の方々の話も聞くことが出来まし
た。また施設見学も開催し地域の皆さんに施設を知っていただく機会にもなりました。のべ
約 170 名の方にご参加いただきました。



阿倍野区地域福祉行動計画研修会の中で実施した「わいわいトーク」
後述の平成 27 年 12 月開催、阿倍野区地域福祉行動計画研修
会の中で、地域別にわかれて講師によるテーマに応じ話し合いま
した。約 90 名の方にご参加いただきました。
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(3) 阿倍野区地域福祉行動計画研修会の開催
計画の改定に向けては、有識者の意見や他区の先進事例を学ぶことも大切であることから、阿
倍野区地域福祉行動計画研修会の開催についても行ってきました。


平成 26 年 12 月開催

「先進事例を学ぶ」

阿倍野区社会福祉協議会において、佛教大学福祉教育開発センター

講師

金田喜弘氏を

招き、
「先進事例を学ぶ」として研修会を開催しました。
先進事例としては大阪市港区社会福祉協議会による港区地域福祉活動計画策定における池
島地域の取組について学びました。推進委員、活動支援員、計画推進委員、約 20 名が参加し
ました。


平成 27 年 12 月開催

「阿倍野区地域福祉行動計画の推進に向けて」

阿倍野区役所において、前回と同じく佛教大学福祉教育開
発センター 講師 金田喜弘氏を招き、
「阿倍野区地域福祉行
動計画の推進に向けて」をテーマとし開催しました。
この研修会が、阿倍野区の地域福祉を支えている地域活動
協議会、振興町会、民生委員、推進委員、計画推進委員、福
祉専門職が合同で参加するはじめての場となることから、お互いの活動について知っていた
だき、今後、お互いが尊重・連携し合い「地域福祉」を進めていけるきっかけとなるよう、
地域ごとのグループにわかれて話し合う「わいわいトーク」も行いながらの開催となりまし
た。約 90 名が参加しました。
これまでの取組からの「気づき」
平成 18 年 4 月から進めてきた「阿倍野区地域福祉行動計画」の活動、そして計
画改定に向けた取組で色々なことに「気づき」を見つけました。その「気づき」の
一部を紹介します。


課題は地域によって違うということ
「わいわいトーク」を開催する中で、福祉的課題が地域によって違うというこ

とが明確になりました。
例えば…


高層住宅が多い地域では、住民間の関係が希薄だが、建物が災害に強く安心。反対に昔なが
らの地域は近所づきあいが今でも活発だが、道路が狭く災害時が心配



自転車マナーの問題にしても、この地域では自転車の運転マナーが問題だが、別の地域では
駐輪マナーのほうが問題



小学校が 1 学年 1 クラスの地域があれば、7 クラスにもなる地域もある
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地域を一番よく知っているのは地域の皆さん自身ということ
「わいわいトーク」を開催する中で、推進委員会が知らなかった地域の身近な歴史、福祉的な課

題、地域の強みがたくさんあることがわかりました。
例えば…


駅へのアクセスが便利であったり、住宅がバリアフリー化されていることもあり、高層住宅
に単身高齢者が多く住んでいる



「○○の●●さんは、おひとり暮らしだけど、最近調子が悪くなったみたい」など、福祉制
度につなげるきっかけを早く知ることができる





ここの小学校は昔、夏祭りで花火をあげていたが、なくなってしまいさびしい



防火見回りは子どもたちと一緒に回っている

地域には様々な地域福祉の担い手がたくさん活躍されているということ
「研修会」や「わいわいトーク」でいろいろな方と話し合いをする中で、地域福祉を進めている

のは、推進委員や活動支援員だけでなく、地域団体の皆さん、NPO※、事業者など、多くの方々が、
それぞれの強みを活かしながら活躍されていることを改めて認識できました。
例えば…





地域で開催する「ふれあい喫茶」に多くの方がお手伝いに来ている



NPO による高齢者向けや子育て親子向けの「サロン」の開催



福祉施設と振興町会の合同での公園清掃

その他にも多くの「気づき」を見つけました
いろいろな方と話し合いを進める中で、これらだけでなく他にも多くのことに「気づき」を見つ

けました。
例えば…


介護保険など福祉制度について、まだまだ知らないことがある



福祉施設と地域の住民と接点がなく、なかなかお話しする機会がない



「わいわいトーク」をこれからも続けてほしい

「気づき」から次の計画へ
今までの地域福祉行動計画の取組や、
「わいわいトーク」や研修会で見つ
けたたくさんの「気づき」
。この「気づき」を大切にし、共有することが、
新しい計画を策定、実行するにあたって重要であると考えました。そのた
めに、次のことを念頭において計画を策定することとしました。
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「阿倍野区地域福祉計画」の必要性
(1) 地域福祉を進める「主役」は地域の皆さん
「気づき」から地域を一番よく知っているのは地域の皆さんであることを改めて認識しました。
地域福祉の課題の把握、そして解決に向けては「地域」での取組が重要だと考えました。
そうです！地域福祉を進める「主役」は地域の皆さんなのです！
(2) 阿倍野区全体では「地域福祉“行動”計画」から「地域福祉計画」へ
「気づき」から、地域によって課題は違うということ、その課題を一番知っているのは地域の
皆さんであることが改めてわかりました。つまり、課題の把握、そして解決に向けた取組は、地
域の皆さんが決めていくことで、より課題にあった取組ができるようになります。
ですから、阿倍野区全体としては、地域の皆さんが地域福祉をどう進めていくかの基本的事項
を示した「地域福祉計画」を策定し、地域において皆さん自身が、地域福祉に関する課題抽出か
ら解決への具体行動を実施する「行動計画」の部分を担っていただくことが重要です。
一方で、地域には様々な地域福祉の担い手が活躍されているということも「気づき」ました。
活躍する多くの皆さんが連携できる仕組みづくりは、阿倍野区全体として「地域福祉計画」とし
て作り上げていく必要があると考えます。
また、本当に福祉を必要とする方へ迅速に制度につなげていけるよう、地域と区役所などの行
政、地域包括支援センターなどの行政機関、福祉事業者、医療機関と連携できる体制を作る必要
もあります。
阿倍野区の現状をふまえ地域福祉を進めていくためには…


阿倍野区全体の仕組みづくり
⇒



地域団体や地域福祉を推進する企業・NPO・ボランティアグループなど
⇒



「阿倍野区地域福祉計画」として策定し位置づけ
各主体が課題を見つけ解決に向けて行動する「行動計画」の位置づけを担う

行政・行政機関・医療機関など
⇒

本当に福祉を必要とする方へ迅速に制度につなげていけるよう各主体と連携・協働
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「阿倍野区地域福祉計画」イメージ図

「 阿 倍 野 区 地 域 福 祉 計 画 」
連携のしくみづくり

地域の皆さん
区役所
区社協

課題を見つけ
解決に向け行動

地域福祉に関係

地域福祉活動に

行政機関

する企業・NPO 等

取り組むボラン

医療機関

専門課題に対し
解決に向け行動

ティア団体
取り組む課題に対し
解決に向け行動

各主体の皆さんが

「行動計画」の位置づけを担う
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各主体との
連携・協働

第２章

「阿倍野区地域福祉計画」の目標と期間

計画の目標
この計画では、今までの地域福祉行動計画の取組を尊重しながら、地域の皆さんが中心になり活動
できる体制、そして地域福祉を進めるいろいろな団体と連携できる体制を構築し、活動に取り組んで
いくことを目標とします。
「阿倍野区地域福祉計画」の目標


これまでの活動の一層の広がりをめざす
これまで「阿倍野区地域福祉行動計画」で取り組んできた活動について、活動範囲の拡大、
「地
域」と連携した取組等により一層の広がりをめざします



「地域」による「地域」のための活動の推進体制づくり
地域のことを熟知する地域の皆さん自身が「主役」となって実施できる体制の構築と活動の
実施を進めます



阿倍野区で活躍するいろいろな団体と連携できる体制づくり
阿倍野区で地域福祉に関して活動するいろいろなボランティアグループ、NPO、企業などと連
携できる組織体制の構築を進めます

計画の期間
この計画の期間は平成 28 年度策定後から平成 32 年度の 5 年間とします。
ただし、実施体制づくりについては平成 28 年度策定後から平成 30 年度の 3 年間での確立をめざ
します。
「阿倍野区地域福祉計画」の期間
平成 28 年度策定後から平成 32 年度（5 年間）


新たな実施体制づくりの期間
平成 28 年度策定後から平成 30 年度にかけて、実施体制の構築を進めます。
→地域事情等にあわせた柔軟な実施体制を各地域で構築していきます。またいろいろな団体
が連携していける体制の構築を進めます



新たな実施体制での取組期間
平成 28 年度策定後から平成 32 年度にかけて、各地域での実施体制づくりを進めながら地域
ごとの課題抽出・課題解決に向けた活動の実施、各種活動団体と連携した阿倍野区全体での
取組を進めていきます

計画の推進にあたっては、PDCA サイクル※に取り組み、改善できるものを改善していきます。
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