
区名 ブランチ名 活動テーマ

大淀
地域福祉・地域包括ケア推進：　　支え合い　学び合い　育て合い～認知症になっても、どこか不自由で
も～

梅田東
・予防意識を高める
・早期発見、早期介入に繋げる

豊崎 地域包括ケアシステムの推進と地域との協働支援体制の確立

港区 築港 地域関係者との連携強化と地域での身近な相談窓口の周知

浪速 地域住人への認知症普及啓発活動

日本橋
～高齢者が暮らしやすいまちづくりとネットワークの構築～
高齢者の閉じこもり予防のため、地域のふれあい開発に取り組む

難波 認知症に関する知識を深めるための啓発活動

柴島
同居家族にも課題がある高齢者の相談・支援体制の充実に向けた取り組み及び
相談件数が少ない地域へのアウトリーチ

瑞光
認知症についての理解を広めることにより、認知症がある方やその家族が安心して地域で生活できるよ
うなネットワークを北部地域包括支援センターと協働して構築する。

大池 ブランチの周知・啓発活動の拡充～町会に入っていない高齢者への周知活動

生野東 地域の実態把握と当窓口を含めた社会資源の情報提供、連携と協働のための体制づくり

田島 地域高齢者と在日外国人高齢者の「集い場」作りと包括、ブランチの周知活動

新生野 町会に未加入等の情報難民に対しての、見守り体制や早期発見・早期対応が出来る支援の体制づくり

昭和 顔の見える関係作り（長池ネットワーク構築）

阿倍野
１、ひとやすみカフェや文の里商店街での周知活動の実施　２、健康体操教室（文の里地域）の実施
３、介護予防教室（王子地域）

矢田東
地域関係者や地域住民と顔の見える関係を作りつつ、総合相談窓口の周知を図る。そこから早期相談
に繋がるネットワークを構築していく。

白鷺
６５歳以上の方およびそのご家族、町会の関係者の方々にも地域の身近な相談窓口があることを知って
いただき、活用していただけるよう周知を行う

矢田西
地域の行事や会に参画し、矢田西地域の住民へブランチを知っていただくとともに、相談しやすい関係作
りを目指す。また、各関係機関との連携を図る。

平野区 喜連東 元気な時から顔見知りや声の掛け合える住民間での関係づくり、ネットワークの構築

山王 百歳体操の場のつながりを地域の見守り活動へとつなげていく

成南 誰でも活動できる場作り(千本めぐみの会)

あいりん
あいりん地域では孤立死が増加している。孤立死を少しでも防ぐため、人間関係の希薄な高齢者が繋が
りをもてるよう支援する。

西成区

生野区

阿倍野区

東住吉区

課題対応取組み一覧表（公表分）

【総合相談窓口（ブランチ）】

北区

東淀川区

浪速区



 

平成 28 年度  大淀地域 総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成 29 年  5 月 24  日 

活動テーマ 地域福祉・地域包括ケア推進：  支え合い 学び合い 育て合い～認知症になっても、どこか不自由でも～  

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

地域ケア会議より、『認知症』という課題が最も多かった。また、その方に関わった、関係者間で共有するタイミン

グがむずかしかった。 

対象 大淀西地域、大淀東地域、中津地域 

地域特性 3 地域共通して、大阪駅から徒歩圏内。今後は、うめきた二期開発による影響も大きく、高層マンションも増え、
学童も増えてきている。旧住民組織と新住民との関係性を築きながら、現在の強みをしっかりと残す課題がある。

脳活、食事サービス、ふれあい喫茶、子育てサロン、認知症カフェ等も開催し、地域力は大きく、小地域福祉活動

計画も3地域ともに完成し、課題に向けて取組かけている段階。活動されている方は、多くの役を掛け持ちされて
いる状態。後継者育ても課題。高齢化率は、中津22.8%・大淀東17.2%・大淀西17.6% 
全国値よりは、低くなるが、大淀北住宅、中津市営住宅やリバーサイドのある地域は全国値を上回る。大淀東は、

中三会館を拠点とし活動。その運営にも取り組んでいる。 

活動目標 認知症をより地域の方へ知っていただくこと、中でも、関わり方（対応の仕方）や本人の気持ちを理解し、地域に

はどのような専門機関があるか、知っていただき顔の見える場を提供し、今後の地域包括ケアを視野に入れて、認

知症サポーターをツールとしたまちづくりを地域の方と共に考える。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

① 日時： 平成28年 6月 10日（金曜日）13:30 ～15:00  場所： 中津福祉会館 
認知症サポーター養成講座 にて講議 

中津地域社会福祉協議会と女性会：主催  

② 日時： 平成28年 11月 12日（土曜日）14:00 ～15:30  場所： 中三会館  
飛び出そう！大淀地域へ 中津地域へ・・認知症サポーターとキャラバンメイト 地域を結ぶ 

活動名：Ｈ28年度 地域交流会 ～飛び出そう地域へ～  
認知症サポーター フォローアップ PARTⅡ   
≪地域交流会≫テーマ まち（地域）の未来像の中での私たち 

（サポーターと医療・介護・福祉専門職） 
講演：  講師 かしいクリニック 柏井先生「認知症の方との関わり方」を開催。年度報告資料参照 

※各地域社協会長や地域活動協議会会長他地域の方に参加していただき事前調整会議を開催できた。 

③ 日時： 平成29年 2月 9日（木曜日）14:00 ～15:30  場所： 中津福祉会館2階 

個人情報の取り扱いについて、課題、意見交換の場を持つことで中津地域の民生児童委員12名の方に意見伺うこと

ができた。年度をまたぎ大淀地域の民生児童委員委員長とは調整し平成29年6月10日予定。 

成果 
(根拠となる資料等が
あれば添付すること) 
 

「認知症」共に学ぶ機会を持つことで、見えなかった関係機関と顔を向き合わせ意見交換ができた。参加された介

護支援専門員、民生委員がともに、お互いの役割のことを知らないということに気づく場面や Drがそれを説明す
る場面があり、お互いの役割を知ることが大切だと双方が気づいた。地域、医療、介護、福祉専門職が「認知症サ

ポーターフォローアップⅡ」をツールとして、関係者間のネットワークを深めることができた。 

今後の課題 地域の特性や課題をより把握し、いろいろな目線で正しい地域アセスメントを行うこと。そのためには、各地域や

大淀地域包括支援センターや北区会福祉協議会、母体淳風おおさかなどと共有し、優先順位を決め課題に向けて協

働体制で活動していくこと。また、介護支援専門員を初め事業者等が一丸となってチームケアに取り組めるシステ

ム構築に向けて、役割としては総合相談や地域ケア会議から、また、地域でのつぶやき課題を収集して、しっかり

と記録を残し、整理を行い、根拠をもとに活動できる土台つくりを行っていく。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ ２９年 ７月 ６日） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に

向けてのコメント（区

地域包括支援センタ

ー運営協議会からの

意見） 

認知症支援に関して、地域関係者（支援者）や専門職も含めて、病状及び関わり方、関係機関の役割などを理解す

る機会を設けたことで、ネットワーク強化につながったことは評価できる。今後も、地域課題の抽出・整理を継続

して行いながら、地域力向上につながる取組みが行われることを期待したい。 



 

平成 28 年度  梅田東 総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成 29年 6月 15日 

活動テーマ 

 
・予防意識を高める 
・早期発見、早期介入に繋げる 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

・認知症があり地域との関係性が疎遠で問題が深刻になってきてからの相談で支援開始後も

介入が難しい事例が出てきている 
対象 中津病院外来、入院、救急患者地域住民 

地域特性 ・担当圏域が梅田周辺で高層マンション、商業エリア、古い町並みが混在し多種多様な方が

いる。 
・日中人口と夜間人口に開きがある 
・他所に住んでいた方が高層マンションに転居してくることが多く人口は増加傾向 

活動目標 ・認知症等何らかの疾患あり自宅での生活に支援が必要な方に早期からの介入により自立し

た生活の継続維持を行う 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

1：地域住民の実態把握と意識づけ、身体変化の早期発見と対応（昨年度より継続活動） 

 実施地域：梅田東 済美 北天満 

1） 百歳体操への参加と脳活性化プログラムの実施 
2） 参加希望者には体操前に血圧測定を行い体調の聞き取りを行い自己意識を高める 
２:地域住民の予防意識を高める 

1) 梅田東地域 
10月1日(土) 「福祉用具と健康フェア」 参加者 70名 

福祉用具の展示･試乗 血管年齢・骨密度・脚バランス測定 

2) 堂島・中之島地域 
６月済美地区  ２月堂島・中之島地区「ものわすれと認知症」 参加者32名 

講師 済生会中津病院老年内科  奥町泰代先生 

３:早期発見・早期介入の取り組み 

 ・済生会中津病院と協力し外来や救急搬送され自宅での生活に何らかの介入が必要と 
医師、看護師が判断し、本人、家族の了承が得られた方は、速やかにブランチに連絡。 

 ・ブランチの圏域外の方は担当包括に連絡し家庭訪問等の支援をお願いする。 
 ・圏域内は当日面接、後日家庭訪問を行い、支援内容の検討を行う。 
 ・早期の介入や支援に繋げることで在宅生活の継続をはかる 
 ・家庭訪問や面接、他所に紹介の内容は主治医に報告 
 ・困難、緊急保護案件には系列施設ライフケア中津や喜久寿苑、訪問看護、居宅に協力を 
得て対処する 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

・地域住民から講演会の希望テーマが出てくるようになっている 
・相談延べ件数平成２７年度７７３件から平成２８年度１１３０件に増加 
・済生会中津病院からの相談依頼件数8件の内、圏域外で他の包括へ繋いだ件数は5件 
・認知症により外部の介入を拒否する傾向の方がチームで介入することでサービスを受け 
 入れ在宅生活継続している 

今後の課題 ・同世帯で複数の問題を抱え、他職種との協働取り組みが増えている 
・相談件数の増加や活動内容の充実により窓口の不在日が多くなっている 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ ２９年 ７月 ６日） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

地域からの孤立や重症化してから相談対応に至る事例など、早期介入につなげられるよう、医療機関である

強みも生かして、院内及び多職種との連携を強化し支援につなげていることや相談件数の増加、地域のニー

ズに応じた講演会の実施にもつながってきていることは評価できる。今後は、ﾀﾜｰマンションへの介入なども

含めて、地域や他職種とも協働しながら、より一層早期発見・対応につながるよう取組みを継続してほしい。 



 

平成 28 年度  豊崎  総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成 ２９年 ６月 １８日 

活動テーマ 地域包括ケアシステムの推進と地域との協働支援体制の確立 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

 

・地域住民が要支援者の初動期における発見、支援の役割を担っていることも多く、要支援

者と関わる機会の多い地域住民が、困った時にすぐに相談窓口に相談することが出来る関

係づくりを行っていく必要がある。 
・また、ブランチに対する理解は地域住民の一部に限られている事から、地域住民がブラン

チについて理解、活用できる取組み必要と言える。 

対象 本庄、豊崎の地域住民 

地域特性 

・本庄・豊崎地域においては流動人口の増加による地域ネットワークの分散が見られる。 
・両地域共に地域関係者による福祉活動に対する積極的に取り組みがある一方、そもそも 
地域ネットワークから切り離されて生活している層が存在している。 

活動目標 地域包括支援システムを推進し、地域住民が総合相談窓口を理解し活用できるようにする。 

活動内容 
(具体的取り組み) 

 

・豊崎ブランチのチラシを作成し、月1回行われる本庄と豊崎のふれあい喫茶にて、地域の会長

や、住民の方にチラシを配りながらブランチの活動についてわかりやすく説明した。 

・本庄、豊崎の福祉会館でのふれあい喫茶、百歳体操、食事サービス等の地域行事に出向き、

相談窓口であることの紹介をし、その場で必要に応じて相談、支援を行った。 

・豊崎地域では平成28年11月より、小地域ケア会議の定期開催を開始。地域関係者、北区、
社会福祉協議会、包括支援センター、ブランチによる高齢者支援の情報交換、地域課題の抽

出、解決の場となっている。 
・本庄地域では、地域活動協議会、民生委員とのネットワーク強化を目的として、地活協会

議、民生委員会議への定期参加を行っている。 
・本庄地域にて、老人福祉センターと共催による認知症カフェを実施、地域の高齢者、認知

症当事者の参加もみられた。 

成果 
(根拠となる資料等があれば

添付すること) 
 
 
 

・地域の活動への参加を通して、ブランチの理解を図った結果、総合相談を受ける機会も増

えてきた。 
・小地域ケア会議の実施を通して、地域の課題を各専門機関でも共有することが出来た。ま

た、地域の高齢者課題解決の為の取り組みとして、次年度、行方不明者の捜索模擬訓練の実

施を企画している。 
・地活協会議、民生委員会議への参加する事で、地域の取り組みなどを理解して、関わって

いく事が可能となった。「相談窓口の職員さん」ではなく「相談窓口の○○君」という様に 
地域関係者からも認識して頂く事で、地域関係者からの相談件数の増加に繋がった。 
・認知症カフェの実施をする事で、アウトリーチとしての相談支援を実施しやすい環境を整

える事に繋がった。 

今後の課題 

・専門機関や地域関係者からの相談件数が増加した一方、支援の質の維持が困難となる状況

もあった。ネットワーク構築の強化、それぞれの役割の理解を促進していく事で、支援の

効率的な効果を目指す必要がある。 
・地域ネットワークの狭間にある住人に対して支援、発見ネットワークの構築と既知のコミ

ュニティ以外のコミュニティの発見、発掘。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（２９年 ７月 ６日） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

早期相談につながるよう地域の会議や活動に積極的に参加することで、ブランチに対する理解が深まり相談

件数が増えている。また、地域課題の共有・課題解決に向けた取り組みを検討する中で、地域が主体となり

行方不明者の捜索模擬訓練を企画に至るなど、地域力向上につながっていることも評価できる。今後も、地

域に根差した活動の継続から、要支援者の早期発見・早期支援につなげられるよう取組みを継続してほしい。 



 

平成 28 年度  築港  総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成２９年 ３ 月 ３１日 

活動テーマ 

 
 

「地域関係者との連携強化と地域での身近な相談窓口の周知」 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

独居高齢者が認知症の進行で生活困難となる事例、家族も障がいを抱え介護力が弱い事例、 
深刻化してから表面化する事例等、地域に支援を必要としている高齢者が多数存在する。 

対象 
 

・地域に潜在する独居高齢者 
・障がいを抱える介護者 

地域特性 ・高層を含めた市営住宅が多く高齢化率が高い。 
・ネットワーク委員会、民生委員協議会の活動が活発で地域見守りＣＯとの繋がりも強い。 

活動目標 ・高齢者に関わる地域関係者や関係機関との関係づくり。 
・高齢者が集うサロンや行事への参加による周知と出張相談会での相談窓口の多角化。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

・ラジオ体操、いきいき百歳体操、ふれあい喫茶、食事会や各種サロン活動に参加し、地域

関係者との関係強化に努めると共に地域高齢者へのブランチ周知に努めた。 
・ネットワーク委員会への毎月参加と民生委員協議会会議への参加。 
・退院後の支援を円滑にするため医療機関の意見交換会への参加や地域連携室との情報の共

有など連携に心がけた。 
・包括の他、認知症初期集中支援チームや見守り相談室、障がい支援事業所に対しての連携

と地域ケア会議への参加要請。 
・出張相談会の毎月開催の継続。 
・小地域ケア会議（港晴）を開催し、地域活動協議会会長、民生委員協議会委員長、ネット

ワーク委員長・地域見守りＣＯ、自治会長、在宅医療介護連携推進相談支援室ＣＯ、病院

医療相談員、区保健師等の参加があった。地域関係者，行政、医療関係者等が顔の見える

関係を構築する事により、困難事例ケースに連携・協働して支援出来る体勢づくりが行え

た。 
成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

・参加できていなかった港晴地域のネットワーク役員会への毎月参加や民生委員の会議への

参加等をきっかけとして友愛訪問時のブランチや介護相談会周知のチラシ配布や情報共

有の機会が増え連携も深まった。 
・地域関係者や関係機関の地域ケア会議参加が増え、包括的な支援に向けての話し合いが出

来た。 
・ブランチ担当者の交替で地域住民・関係者との新たな関係づくりが必要であったが、各種

地域活動への参加等で関係づくりの再構築ができつつある。 
今後の課題 集合住宅での高齢化・独居化は深刻であり、地域関係者や関係機関と更なる連携協働体制

の強化が必要である。また、地域住民に対する周知活動をより充実させることで相談対応の

機会も増えると考える。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成29年7月10日） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

地域の会議、医療機関との意見交換会等にも積極的に参加され情報共有に努められているこ

とは評価できます。また友愛訪問時の高齢者への相談会周知のチラシ配布など、今後も地域

と連携した取組を継続して行い、相談窓口の多角化を実施していただきたい。 



 

平成 28 年度    浪速    総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29 年 6 月 26 日 

 

活動テーマ 

 
 

＜地域住人への認知症普及啓発活動＞ 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・地域で孤立している認知症高齢者が多い。 

対象 
 

・担当地域高齢者と関わりを持つ町会役員と民生委員 

地域特性 ・浪速地域は近隣の交流が何世代も続く関係が多く見られるが、市営住宅が立ち並ぶ中に他

地域から転入してきた独居高齢者が孤立している。 
・大国地域は町会の福祉活動が積極的でそこに参加されている高齢者は他者との交流はある

が、ワンルームマンションが多い為やはり他の地域から転入されてきた独居高齢者が多い。 
活動目標 ・各担当地域の高齢者に特に関わりを持つ町会や民生委員の方々に“認知症”への理解を 

深めていただく。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

・浪速地域…平成28年春頃から町会に声掛けをして、開催時期を相談した。 
      年間の地域行事の少ない10月に決定。 
      対象を振興町会・女性部・民生委員協議会とし、事前に案内チラシを作成して 
      町会長会等に参加してチラシの配布を行った。 
     ◎10/6（木）19：00～浪速ネットワーク事務所にて「認知症サポーター養成講座」 
        当日は包括やキャラバンメイトの協力をお願いして３５名の参加。 
 
・大国地域…事前に民生委員長に認知症の研修の相談した。 
      ８月の民生委員協議会で９月に認知症の研修の案内を実施。 
     ◎9/23（金）13：30～大国小学校にて「認知症サポーター養成講座」を開催。 
        当日は包括やオレンジチームの協力もあり、１６名の参加であった。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 

・それぞれの研修終了後、質疑応答が行われ認知症を身近なものとして考えていただくこと

が出来た。又各地域の福祉活動や集まりに参加すると小さな質問や相談が増え、「認知症」

に対しての理解が増えたと感じる。 

今後の課題 ・地域高齢者に対する「取り組み」は、内容を検討しながら定期的に継続し実施していくこ

とで総合相談窓口の周知と地域の問題の早期発見に繋いでいく。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（H29年7月12日） 

専門性等の該当 ■地域性  □継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

民生委員、町会役員を中心に認知症の勉強会を実施しており、地域に合わせた対応が出来て

いる。町会として意識の高い人が集まっており、今後は一般住民へ対象を拡張されることを

期待したい。 



 

平成 28 年度  日本橋地域 総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29 年 6 月 20 日 

活動テーマ 

 
～高齢者が暮らしやすいまちづくりとネットワークの構築～ 
高齢者の閉じこもり予防のため、地域のふれあい開発に取り組む 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・地域とつながれない認知症の独居高齢者や高齢者世帯が多い。 
・認知症の進行により地域での関係が悪化し、認知症の人を孤立させている。     
・要援護者の発見と見守り、担い手の発掘のために、新たな繋がりの場が必要。 

対象 ・日東地域 
・恵美・新世界地域 

地域特性 ・日東地域は、市営住宅が多くあり昔からの住民や親せき関係の入居が多い。昔からの馴染み関

係が残っており近隣付き合いはあるが、高齢化が進み認知症高齢者が孤立傾向にある。 
・恵美・新世界地域は､流出入者が生活しやすいワンルームマンションが多く､地域とのつながり

が希薄なため、生活状況の情報収集ができにくい。 
・近年、日東地域、恵美・新世界地域とも旅行者や観光客が増え、高齢者にとっては過ごしにく

くなってきている。 
活動目標 1.地域に馴染めない高齢者をふれあい喫茶や食事サービス、いきいき百歳体操等に誘い、地域交 

 流を図る 

2.地域のサロン等に積極的に参加し、住民の生きがい等のニーズを把握して地域の担い手を募る 

3.新たな繋がりの場「高齢者の集いやすいサロン」の開発に取り組む 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

1.の活動として 

 独居高齢者や認知症の高齢者をふれあい喫茶や食事サービス､カレーサロン等につなげ、一緒

に参加することで地域交流が図れた。   

2.の活動として 

 地域のサロン等に参加してボランティアを募り、ボランティアについての話し合いを重ねた。

結果 ・何か今までにない内容の取り組みがしたい。 

    ・自己啓発につながり、誰もが参加できる取り組みがしたい。 

・夫に気を使わずボランティアに参加するには、男性が集えるサロンが必要ではないか。 

    ・ボランティアの高齢化。 

  等の意見が得られた。 

3.の活動として 

 以前より、恵美地域で計画を立てていた「ふれあい喫茶」が29年8月から立ち上がる。  
成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 

上記の取り組みにより 
・地域のサロン等で人と会話することを楽しみにしている高齢者が大勢おられ、それがボランテ

ィアのやりがいにつながり、相乗効果を生み出している。 
・何か形のあるボランティアでなく、幅広い世代が集まるような空間で、高齢者同士や多世代が

交流し、談笑しあえるひとときを作りだしていく担い手が必要。 
・何かボランティアに参加したいが、一歩が踏みだせない人がいることの確認ができた。 

今後の課題 〇認知症高齢者や独居高齢者が地域で安心して暮らせる様に､下記の課題に取り組みたい｡ 
･高齢者のみならず色々な人達が参加でき､世代間交流のできる空間としての居場所づくり 
･認知症の人やその家族、各専門家や地域住民が集える認知症カフェづくり          
･社会参加のための地域活動が、担い手の居場所づくりになるようにする 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（H29年7月12日）  

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

ボランティアは高齢者、特に地域の女性部が多い。恵美地域で「ふれあい喫茶を立ち上げた

い。」との声があり、地域が中心となって今年 8月から実施される予定である。今後もボラ
ンティアの育成・発掘に引き続き尽力いただきながら、地域で支え合うしくみづくりに努め

て欲しい。 



 

平成 28 年度   難波地域   総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年  6月 26日 

活動テーマ 

 
認知症に関する知識を深めるための啓発活動 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

地域とのつながりが希薄な高齢者に対して、発見が遅くなり発見時には重篤化している場合

が多い。 

対象 
 

立葉・幸町・塩草地域住民 

地域特性 長年住んでいる高齢者は地域とのつながりが強いが、その反面、地域とのつながりが希薄な

高齢者もおり、独居者の高齢化もすすんでいる。 

活動目標 地域包括支援センター・ブランチの周知を行い地域とつながることへの支援と、地域住民へ

認知症に関する知識を深めてもらい、早期発見につなげる。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

・地域包括支援センターと協働で、地域のスーパーマーケットにて 10月より、月一回出張
相談窓口を行った。地域住民へ包括支援センターとブランチの周知、家族介護教室等の案内

を行っている。また、そのうち2回、保健福祉センターの保健師による健康相談も行い医療
面からも啓発を行った。 
・ブランチの案内ポスターを地域に掲示し、周知を図った。 
・地域包括支援センターと協働で、立葉地域で開業している医師により主に立葉・幸町の地

域住民を対象に認知症学習会を10月に行い、47名の参加があった。 
・地域の集会所で、地域の高齢者施設の管理栄養士と機能訓練指導員により、ミニ講座を行

った。11 月には管理栄養士により「食事で認知症予防」として立葉地域 22 名、塩草地域
50名の参加があり、3月は機能訓練指導員により「簡単ストレッチと認知症予防体操」を行
い、立葉地域18名、塩草地域17名の参加があった。  
  
 
 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

・出張相談や地域活動への参加継続、民生委員や地域役員、ボランティアの方との関係を強

化するよう取り組むことで、相談実人員が前年度より30人以上増加している。 
・出張相談を行うことで若年世代にも包括支援センター・ブランチの周知が行えた。 
・地域で認知症学習会やミニ講座を行うことで、認知症への理解と、予防への取り組みに対

する興味を持っていただけるよう取り組めた。 

今後の課題 ・地域とのつながりが希薄な高齢者の発見がまだまだ行えていないため、相談窓口の周知を

地域住民に継続し行うことで、近隣住民等からの早期発見につなげる。 
 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（H29年7月12日） 

専門性等の該当 ■地域性  □継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

スーパーでの啓発活動は、日時等が決まっている事から、利用者に周知され相談を受けるよ

うになっている。ボランティアやいきいき体操に参加し、積極的に活動されている高齢者が

いる一方で、一人でマンションに暮らし、気になる高齢者も見れらる。地域関係者として声

掛けを行っていきたいと考えているので、支えて欲しい。今年度の予定として、団地の人に

戸別訪問を計画しており、継続的に活動できており今後に期待したい。 
 
 
 



 

平成 28 年度 柴島地域 総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成 29年 6月 30日 

活動テーマ 

 
 

・同居家族にも課題がある高齢者の相談・支援体制の充実に向けた取り組み及び 
相談件数が少ない地域へのアウトリーチ 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・同居家族に課題（障がい）がある認知症高齢者の支援について、分野をこえた相談・ 
 支援体制が十分ではない。 
・地域との関係が希薄な高齢者の実態把握がすすまず、H27年度地域ケア会議の実施が 
事務所のある東淡路地域の事例にとどまり、柴島地域の事例での開催ができていない。 

対象 
 ・地域住民、相談・支援関係者 

地域特性 ・浄水場が地域の真ん中にあり、東淡路（東）・柴島（西）に細長い土地である。 
地域高齢化率が32％をこえており、区内でも最も高齢化率が高い地域の一つである。 
・圏域内の町会加入率が約60％。昔からの関係がある住民（町会加入者）間での繋がり 
が強い一方で、転居後に町会に加入できていない世帯について実態確認が難しい。 
地域の社会資源が地域の東側に偏っているという地域特性がある。 

活動目標 ・地域課題が制度に結び付くように課題を提起し、同居家族にも課題がある高齢者の 
相談・支援体制を充実させる。 
・相談件数が少ない柴島地域へのアウトリーチを行い、実態把握と地域課題の抽出を行う。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 

・H28年度、同居家族に課題がある事例に関して、地域ケア会議（振り返り会議含む） 
 を3回実施。包括・ブランチ連絡会、包括の運営協議会でも事例を報告し、課題について 
提起した。 
・柴島地域に関わる、連合町会会議、民生委員連絡会、女性会の寄り合い、百歳体操等に 
参加しブランチ活動について周知、第4日曜日に開催されるふれあい喫茶で毎月出張の 
総合相談会を実施、柴島センター館長との情報交換を行う等のアウトリーチを行った。 
また、柴島地域の事例で地域ケア会議を3回実施し、地域課題を抽出した。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

・年度を通して課題を提起し続けることで、H29年度、区が実施する「総合的な支援体制 
の充実」事業における「総合的な見立ての場」実施の一つの要因として寄与できた。 
・柴島地域の相談件数が増加した（H27年度17件⇒H28年度26件）。 
地域ケア会議からの地域課題としてあがった、転居などにより地域関係者との関係が希薄 
で、生活課題があっても発見が遅れるケースの実態把握の一つの手段として、連絡会 
や個別事例を通じ、ＣＷと連携をとることで、実態把握からの支援がスムーズにすすんだ 
事例があった。 

今後の課題 ・関係機関の連携がすすみ、事業が充実することで複合的な課題を抱える世帯に対する 
実態把握・相談・支援がすすむようにする。 
・地域へのアウトリーチは継続課題である。本年度の取り組みを継続しつつ、相談の少ない 
 地域への働きかけを次年度の課題とする。 
・地域住民に最も身近な総合相談窓口として、実態確認が難しい世帯に対して、戸別訪問 
 によるアウトリーチをすすめ、複合課題がある世帯についても、関係機関と連携しながら 
 適切に支援する。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年７月２４日） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

地域へのアウトリーチを通じて相談件数が増えた事は評価に値する。関係機関との連携をす

すめ、複合的な課題を抱える世帯に対する支援など、総合相談窓口としての取組みをすすめ

てほしい。 



 

平成 28 年度  瑞光地域 総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成２９年 ６月３０日 

活動テーマ 

 
認知症についての理解を広めることにより、認知症がある方やその家族が安心して地域で生

活できるようなネットワークを北部地域包括支援センターと協働して構築する。 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

認知症のある人が地域から孤立しやすい。また病気への理解不足に起因する不適切な対応か

ら虐待等につながりやすい。 
対象 
 

瑞光地域の住民（高齢化が進む町会、住民の困りごとを直接見聞きする立場の地域役員など

を含む） 
地域特性 瑞光地域の高齢化率は24.1％（H28年9月現在）。大型マンションが次々と建設される小松、

築年数が経過した公営住宅が多い大隅東、高齢化が進むマンションや一戸建てが多い大隅西

など、高齢化率は16.9％～41.0％と地域によってかなり開きがある。 
活動目標 認知症についての正しい理解を広めることで、認知症が身近な病気であることを知ってもら

い、地域で支え合う仕組みづくりのきっかけを作る。また相談窓口を周知することにより、

相談してもらいやすい環境をつくり、相談件数を伸ばす。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

認知症についての正しい知識と理解、対応のしかた、またその予防に関することを広く住民

に知ってもらう。また身近な相談窓口の周知を行なう。以下は主な活動機会。 
①小松地域 
・Aマンションでの4回シリーズの勉強会 
・Bマンションでの交流会 
・地域活動協議会主催の講演会 
②大隅東地域 
・C公営住宅での情報提供の場 
・住民有志のサロンにおける情報提供 
③大隅西地域 
・Dマンションの敬老会 
・会館で行なわれる喫茶等での情報提供 
④地域全体 
・薬局、配食弁当の店員向けに認知症サポーター養成講座の開催 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 

昨年度より取り組んでいる地域からは、包括、ブランチ担当者の顔を覚えてもらえるように

なり、日頃から気になることについてのお話が自然に出てくる雰囲気を感じている。また「今

後も継続して取り組んでいきたいので、包括、ブランチに協力をしてほしい」との声が複数

から上がった。認知症が身近なことであるという認識を持つと同時に、今後は認知症の方や

その家族を地域で見守ることについての意識づけが、地域住民によって少しずつ行なわれて

いるものと思われる。 

今後の課題 相談延べ件数は昨年度に比べて微増（701件→778件）しているが、認知症の疑いがある方
の件数はほぼ横ばい（227件→218件）となっており、すぐには相談件数に結びついてはい
ない。ネットワークを構築するためには、地域全体を面的に広げることと縦方向に深めてい

くことを並行して取り組むことが必要であり、今後も周知が浸透していない地域を含めて、

認知症の理解を切り口とした地域包括ケアの推進に努め、相談件数のアップにもつなげた

い。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（平成２９年７月２４日） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  ■独自性 
今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

取組みを通じて地域住民に顔を覚えてもらえるようになった事は評価に値する。今後は取組

みをもっと浸透させて、地域包括ケアの推進に努めてもらいたい。 



 

平成 28 年度 大池地域 総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29 年 6 月 20 日 

活動テーマ 

 
ブランチの周知・啓発活動の拡充 
～町会に入っていない高齢者への周知活動 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

町会に入っていない高齢者はもとより、町会に入って長年居住されている方でも、閉じこも

りがちで地域との関わりが薄いと、周囲の方々にあまり把握されていないように見受けられ

る。地域の皆様が上手に社会資源を活用できるよう、周知活動を拡充していく必要がある。 
対象 
 

町会に入っていない地域住民や社会資源を利用できていない地域住民 

地域特性 中川・御幸森圏域は外国籍の方が多く、古くから存在する木造住宅とワンルームマンション

があり、共に高齢化が進んでいる地域である。 
活動目標 ・ブランチ、包括の啓発活動 

・町会に入っていない高齢者への啓発 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

平成28年9月～10月 中川・御幸森地域の女性部長さんに町会に入っていないマンション 
やアパートを紹介してもらう。 

平成28年11月～3月 各町会の会長・民生委員にも町会に入っていない建物を紹介しても
らいながら、各建物の管理会社に許可をもらい、包括とブランチの 

           啓発チラシを各部屋のポストに配布。 
           ◎許可を頂いた建物…7棟 チラシ配布枚数…206枚 
平成28年11月4日  御幸森地区のマンションＡの管理人室訪問、管理人に鶴橋包括 

と大池ブランチの啓発チラシを手渡し、掲示板に貼ってもらえるよ

うお願いする。理事会で相談し、許可がでたら掲示するとの事。 
もし許可がでない場合は、管理人さんから相談が必要な方があれば 
連絡して頂くようお願いする。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

平成29年1月12日  マンションＡの理事会より区役所へ問い合せがあり、鶴橋包括へ 
連絡がくる。包括やブランチがどのような活動をしているのか、理 
事会に参加して説明して欲しいとの事。 

平成29年1月23日  19：00 鶴橋包括と一緒にマンションＡの理事会へ参加。 
理事・管理会社の方 22名に鶴橋包括と大池ブランチの活動内容を
説明させてもらい、資料を配布する。高齢者の独居世帯は 30世帯
ほどあるので、興味のある方を集めて、説明会が必要であれば再度

説明会の開催を要望され、承諾する。 
平成29年3月6日  13：00～14：00 マンションＡ一階集会室にて住民の高齢者の方々

に包括・ブランチに関する説明会を開催。 
※現在まで、住民の方々より、いくみんキーホルダーや緊急通報システム、地域の行事の 
問い合わせや申請が来ている。 

今後の課題 町会に未加入の建物がいくつか把握でき、啓発活動を行ったが、管理会社の許可が取れなか

った建物や、まだ把握できていない建物、個人情報の問題で情報がもらえなかった町会未加

入の個人宅への啓発。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（H29年 7月 24日） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

地域特性をふまえ、積極的に地域に働きかけを行っており、成果が見えつつある取組みであ

る 



 

平成 28 年度   生野東  総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29 年 6 月 23 日 

活動テーマ 地域の実態把握と当窓口を含めた社会資源の情報提供、連携と協働のための体制づくり 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・認知症独居高齢者について身寄りがない場合、もしくはあっても協力が得られない場合に

支援困難になりやすい。 
・支援困難なケースについては、地域との連携やネットワーク作りがより重要である。 

対象 当窓口担当圏域内に住む高齢者、その家族、地域住民、地域関係者やボランティア、専門機

関など。 
地域特性 生野区内でも特に高齢化率の高い地域であり、独居の高齢者世帯、また高齢夫婦世帯が多い。

また、町並みも古く木造家屋や連棟式住宅などが多く残る。町会活動や近隣との交流は比較

的活発で、地蔵盆や地域の祭りなどは積極的に行われている。 

活動目標 介護予防の普及啓発や認知症の早期発見などを目的とし、当窓口の周知をはじめとしたさま

ざま社会資源の情報提供を行う。また、地域や関係機関と連携し協働できる体制の構築をは

かる。 
活動内容 
(具体的取り組み) 

1 生野東ブランチだより「つなごう」の発行 
 当窓口独自のたよりを年度内に計 4 回発行し、圏域内の地域関係組織や専門機関等に配
布・配架いただくことで共に連携し、協働できる体制づくりを行った。また、紙面を活用し

て介護予防のためのさまざまな情報提供等を行った。 
2 認知症カフェ「オレンジカフェ つなごう」の開催 
 認知症のご本人やその家族、地域住民や専門職等を対象とし、年度内に6回認知症カフェ
を開催することで、認知症高齢者を地域で見守る体制づくりを行った。また、前半部の講座

を活用し介護予防に関する普及啓発、また社会資源の情報提供を行った。 
3 生野東地域の熱中症予防のための戸別訪問の実施 
 生野地区運営委員会、生野区地域包括支援センターと共に生野東地域の2つの町会を対象
に計121人訪問した。地域の実態把握、社会資源の情報提供、熱中症の注意啓発を行った。
訪問結果を分析し地域関係者へフィードバックをした。28年度で3回目の実施である。 
4 府営生野南住宅でのまちかど相談会の実施 
 地域包括支援センター及び他の関係機関と連携し、町会に未加入である集合住宅にて実態

の把握と社会資源の情報提供等を目的としてまちかど相談会を年度内に2回実施した。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

1 配架依頼時に気になる高齢者がいると相談をいただき訪問に繋がったケースがあった。 
2 参加者が次回開催時に友人を連れてこられるなどされ、広がりがみられている。認知症
のご本人が1人で参加される事もあり、活発な交流や楽しみの場となっている。 
3 地域関係者にフィードバックを行うことで地域との関係を深めることができた。また、
町会に未加入の世帯についての情報をいただき、下記相談会の開催につながった。 
4 住宅の住民のほとんどが独居高齢者世帯もしくは高齢夫婦世帯であるという実態が把握
できた。相談会にて情報提供を行ったことで、認知症講演会の参加やいくみんお守りキーホ

ルダーの申し込みがあった。 
今後の課題 上記の取り組みは29年度も継続して行う。特に3及び4については地域課題の抽出やまと

めを意識しつつ、生野区地域包支援センターと連携し取り組んでいく。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（H29年 7月 24日） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

地域特性を踏まえながら、地域と協働した取り組みを積極的に行われており、地域に浸透し

てきていることがうかがえる。 



 

平成 28 年度   田島  総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 6  月 20  日 

活動テーマ 

 
 

地域高齢者と在日外国人高齢者の「集い場」作りと包括、ブランチの周知活動 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

在日外国人高齢者の方が地域に多数居住しているが地域行事や地域の交流の場に入りにく

いという意識を持っており、参加率が低い。その為、福祉サービス等、情報が行き届かない。 
 

対象 
 

在日外国人高齢者と地域高齢者                                

地域特性 外国籍(特に韓国・朝鮮籍)の方が多く、識字問題や無年金の問題を抱えた方が多く存在する。 

活動目標 地域高齢者と今まで地域行事への参加率が低い在日外国人高齢者との「集い場」作りを行い、

顔の見える関係を作る。 
包括、ブランチについての周知を行い、困りごとの早期相談や支援が必要な高齢者の早期発

見を行う。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

巽地域包括支援センター、田島ブランチ、民団生野南支部、大学講師が田島連合の協力のも

と、地域高齢者が交流し楽しめる「集い場」を計画し包括・ブランチの周知、情報提供や実

態把握を行っている。 
 
・８月２９日(月)：健康食を楽しもう (37名参加) 
        
・１０月１７日(月)：コリアタウンを歩こう (24名参加) 
        
・１２月１１日(日)：ハナマダン(ひとつの広場)～第２回 日韓文化交流会～(150名参加) 
        

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

２年間継続的に開催する事により包括・ブランチの周知、啓発が進み関係を深めること出 
来た。 
その結果、介護保険等、個別の相談や家族介護支援教室の参加にもつながった。 
 
 

今後の課題 ・よりよい連携関係が保てる様、どう工夫し取り組んでいくか、また新しい参加者をどう 
募るかが今後の課題。 
 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（H29年 7月 24日） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

地域の特性をとらえ、関係機関と協働した独自の取組みで、地域に浸透しつつあることが評

価できる 



 

平成 28 年度 新生野総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29 年 6月 23日 

活動テーマ 

 
 

町会に未加入等の情報難民に対しての、見守り体制や早期発見・早期対応が出来る支援の体

制づくり 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

・マンションなどに居住されている町会未加入の地域からの見守りが難しい地域住民に対し

早期発見、見守り機能、情報提供をどうしていくか。 
・認知症の方への理解を深め、支えあえる地域作り。 

対象 
 

地域在住及び高齢者・地域振興会・民生委員・関係機関 

地域特性 巽東高齢化率(22.７%)で全国平均(26.0%)よりも低い。古くからの文化住宅や長屋がなくな
り建売やマンションなどが増え、若い世帯が増えている。マンションなどの居住者は町会に

加入しない事が多く地域から見えないことが課題となっている。 
活動目標 地域との連携を重視し地域行事・広報誌などで地域包括・ブランチ機能を啓発すると共に認

知症や権利擁護などの情報提供し早期発見・早期対応を目指し様々な相談に対応する。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 

・認知症カフェ（ゆったりカフェ）の実施 
 瑞光苑ロビーにて第一土曜日に実施。５名から10名の参加。 
・巽東小学校での認知症サポーター養成講座の実施 
 12月10日実施（土曜日授業1時間目・2時間目）3.6年生対象、PTA含む 
 内容：パネルシアターによる「生野さんちのおばあちゃん」 
・家族介護者教室での「認知症になっても住みやすい町つくり」のセミナーの実施 
 内容：認知症カフェ・徘徊模擬訓練・コグニサイズなどの活動紹介 
・地域行事への参加（サロン月 1 回・喫茶月 1 回・食事サービス月 2 回など）        
地域包括支援センターとブランチの啓発、認知症予防などの情報提供実施。 
・マンションへの啓発 
 8件の管理会社に連絡し資料を提供する。6件のマンションに資料配布 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

・家族介護者教室での「認知症になっても住みやすい町つくり」のセミナーの実施 
 41名参加 アンケート結果 理解できた方が35名 
・マンションへの啓発 管理会社より相談1件。 
昨年度より、小学校にも働きかけて認知症サポーター養成講座の開催をさせて頂き、認知症

の理解を持つ重要性が伝わり今年度も、開催ができた。 
 

今後の課題 ・２次予防に変わる社会資源の実施への支援（百歳体操・コグニサイズなど） 
・認知症カフェに参加しにくい方への対応（出張認知症カフェの実施） 
・町会未加入の地域住民への啓発の継続（ブランチ広報紙のポスティング） 
・認知症理解の情報提供の継続（食事会・ニコニコ教室・家族介護者教室などにて） 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（H29年 7月 24日） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

認知症に関する啓発として、小学生やその保護者など若い世代へのアプローチをされている

ところが評価できる。 



 
平成 28 年度  昭和地域 総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 6月 21日 

活動テーマ 顔の見える関係作り（長池ネットワーク構築） 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 

高齢者世帯や、独居高齢者が多く、経済的・複合的な課題を抱えたケースが多い。 
地域の方々が集える場を増やし、相談窓口の周知や、予防的な関わりを広げていく。 

対象 長池連合町会内住民 
地域特性 地域の北部は新しいマンションが多く、中部は古くからの住宅、南部は単身者向けのマンシ

ョン、文化住宅が多い。また、公共交通の利便性が確保されていないため、区役所へ行く手

段がない。地域内でも経済的な格差が多い。 
活動目標 「顔の見える関係作り」を目標に、各関係機関との連携強化と、既存のネットワークを新し

い取り組みとつなげ、情報収集・発信ができるネットワークを広げていく 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

「長池ふくし相談学習会」 
5/26「いきいき百歳体操体験会」           参加者 7名   相談者0名 
・区役所の保健師さんによる百歳体操の説明、体験 
6/23「入居施設見学学習」              参加者 9名   相談者2名 
・地域内の入居施設の見学と、説明会 
7/27「地域の身近な相談窓口」            参加者 3名   相談者0名 
・地域内での生活上で相談できる窓口の種類などの話 
2/28「還付金詐欺などへの対策」           参加者20名   相談者0名 
・警察の担当者に来てもらい、対策説明と注意喚起 
3/29「特別養護老人ホームとは」           参加者13名   相談者1名 
・近隣地域の施設の説明、社会状況と入所の流れなど 
 「はつらつ健康講座」 
9/2  「よく噛んで 味わって」           参加者25名 （長池会館） 
・区役所の栄養士さん、食生活推進員協議会さんより講義と試食 
10/20「転倒予防」                  参加者13名  （西田辺会館） 
・理学療法士の先生より、転倒予防などについての講義 
1/29 「口腔ケアについて」              参加者10名  （桃ヶ池会館） 
・歯科衛生士の先生より、口腔ケアの重要性について 
 「百歳体操支援」 
8/22・8/29・8/31 「体験会」            参加者延べ 49名 
8/1・8/10・10/8・11/4 「活動へ向けた会議、説明会」               
12/1～活動開始（週2回・月8～9回） 
12月 ：登録者25名 平均参加者13名  3月 ：登録者40名 平均参加者16名 
1月  ：登録者30名 平均参加者12名  4月 ：登録者47名 平均参加者22名 
2月 ：登録者34名 平均参加者15名  5月 ：登録者52名 平均参加者19名 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

Ｈ26年度は「相談・学習会」の参加者10名、Ｈ27年度は34名、Ｈ28年度は52名。 
「はつらつ健康講座」はＨ26年度 45名、27年度 48名、28年度 48名。「百歳体操」は、
昨年末より活動が開始され、現在の月平均利用者は約 20名となる。顔の見える関係作りも
参加者数の増加や、多様な場作りの中で広がりを持ってきた。 

今後の課題 現在活動している住民と各関係機関との協働で、様々なつながりを広げ、地域資源との連携

をより強固にする。地域での相談・情報共有・情報発信など地域住民へ幅広く関わることの

できる場所を構築していけるよう、地域福祉施設に対して協力を依頼、相談していく。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 29 年 7 月 26 日） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

相談学習会に参加し、区内の施設の話が聞けたのは良かった。これからも地域での取り組み

の情報を発信してほしい。 
7月1日から担当者の異動があった。前任者にはきめ細かに、しっかり見てもらい助けられ
たので、異動後も期待しています。 



 

平成 28 年度  阿倍野地域 総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29 年 ６ 月 21 日 

 

活動テーマ 

 
 

１、ひとやすみカフェや文の里商店街での周知活動の実施 
２、健康体操教室（文の里地域）の実施 
３、介護予防教室（王子地域） 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

１・２、問題が表面化し相談機関への情報が入る際には、在宅での生活が厳しくなっている

ケースが多くあり、より早期に問題を発見し、地域での生活が継続できるような相談支援ネ

ットワークを構築していくことが必要。そのためにはまず、住民が気軽に通える場を作り、

相談機関の周知と顔の見える関係づくりを行う必要があった。 
３、王子圏域の相談件数が非常に少なく、相談機関としての周知も不足していた。 

対象 
 

１・２、文の里地域の住民、地域関係者 
３、王子地域の住民・地域関係者 

地域特性 （文の里地域）自己責任の意識が強く、問題が表面化しにくい。 
（王子地域）場所が圏域から離れているため、相談が上がって来ない。 

活動目標 地域に出て相談支援機関としての周知活動を行い、地域住民、地域関係者に向けて、顔の見

える支援者として気軽に相談できる関係作りを行う。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 

・文の里地域会館での食事サービス・ふれあい喫茶・ほっこり庵・健康体操など、高齢者の

集える場を一層充実していくよう、地域関係者・関係機関と協力する。 
・上記の場への参加を通じて相談支援機関としての周知を継続して行い、顔の見える支援者

として丁寧に耳を傾け気軽に相談できるように心がける。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

１・３、地域包括と一緒に課題を共有したなかで周知活動を行う事ができた。また、既存の

ふれあい喫茶や食事会などの場へも積極的に参加することで更に、地域住人や地域団体から

の相談が増えた。 
２、文の里地域では住民のニーズの高い健康体操教室（介護予防教室）を開催する事で、い

きいき百歳体操の立ち上げにつなげる事ができ、より高齢者の日中活動の場を広げる事がで

きた。 

今後の課題 ・日々の会話の中から出てきた地域の問題について、地域課題としてしっかりと受け止め、

各関係機関と課題を共有し解決に向けて協力していく。 
・小地域ケア会議を開催し、地域での課題を住人自ら意識し解決に導ける様に地域包括と協

力し、地域団体への支援に取り組む。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 29 年 ７ 月 26 日） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

（地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰからの意見）ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰになった時は、ブランチが何をするところか分

からなかったが、ブランチと一緒に活動することが多く、地域の高齢者に親切に対応してい

ただき、助けてもらっている。地域として感謝している。 
（老人クラブ代表からの意見）老人クラブとしても、何かお手伝いできればと思う。 



 

平成 28 年度 矢田東地域総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29 年 7月 14日 

活動テーマ 

 
地域関係者や地域住民と顔の見える関係を作りつつ、総合相談窓口の周知を図る。そこから

早期相談に繋がるネットワークを構築していく。 
地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

各ケース、抱えている問題は様々であり、対応にあたっては親族、地域関係者、介護関係従

事者、専門職等の幅広い支援、協力が必要となることがほとんどであった。必要となった時

に効果的な連携がとれるよう、常日頃からの関係づくりが重要である。 
対象 地域関係者 地域住民 各専門機関 

地域特性 矢田東地域は矢田圏域の中で町会加入率が最も高く、地域活動や行事への取組みに精力的で

ある。住民間の見守り意識も高いが高齢化も進んでいる。 
矢田北地域も町会加入率は減少傾向にあるものの、矢田東に次いで2番目に高い。地域への
誇りを持って活動をしている関係者は多く、地域のほぼ中心に位置する集会所での、介護予

防等の行事に参加する住民も増えて来ている。 
活動目標 地域のつどい、行事に参加し相談窓口の周知を行うと共に、相談員として信頼されるように

情報提供を行なう。 
個別ケース対応では、関係者との連携を密に行い、より良い支援が行われる為のつなぎの役

割を果たす。 
活動内容 
(具体的取り組み) 

①上大和川団地自治会との協働 
入居 184戸のうち半数近くの 90戸で 70歳を越え、その多くが独居、もしくは夫婦のみの
世帯。高齢化に対して自治会と包括・ブランチで危機感を共有し、どういった関わり、支援

が行えるか、三者で話し合いを重ねる。また団地が府営から市営に移行し、自治会も対応に

追われていたこともあり、団地の抱える問題を共有していくため月１回の団地定例会議に包

括・ブランチで出席する。 
問題意識の共有をすることで、関係性の構築も進み、平成28年8月から自治会と共催で 
「つどいの広場」の毎月開催にいたる。 
②矢田北地域 70歳新規敬老該当者戸別訪問 
以前は毎年行われていたが、ここ数年行われておらず、再開するための計画を地域福祉サポ

ーターと共に考え、連合町会長の許可を得て実行する。 
該当者全38名中、既に地域活動に参加されている方々は除き、27名を訪問する。不在宅が
多く、実際にチラシの手渡しができたのは 13名。地域活動や相談窓口の紹介、介護予防の
啓発を行った。地域の新たなボランティアの担い手を発掘することも、地域の課題としてあ

るため、毎年継続していく予定。 
成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

その他ネットワーク構築の為の会議 27回(前年16回) 
地域との関係づくり44回（前年14回） 
地域に密着した活動を年間を通して継続したことにより、地域からの相談が増えつつある。

また行事や会合だけでなく常日頃から地域関係者、地域住民、各専門職との情報交換を行う

ことで、地域ケア会議でも協力を得やすくなってきている。 
今後の課題 地域との関係性を築きつつあるも、１施設の職員という認識しか持たれていない部分がある

ので、包括・ブランチ事業の理解促進に努めていく。 
また、地域の輪から外れているような相談ケースでも、関係者の協力が得られるようなネッ

トワークづくりをしていかなければならない。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 29 年  ７月 27 日） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

70歳新規敬老者訪問が再開できてよかった。70歳といっても個別性が高い。 
地域と連携して訪問活動をして、一事例を大切に、地域のいろいろな資源につなげてくださ

い。 



 

平成 28 年度   白鷺   総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 

作成日：平成 29年  7月  18日 

活動テーマ 

 
 

６５歳以上の方およびそのご家族、町会の関係者の方々にも地域の身近な相談窓口がある 
ことを知っていただき、活用していただけるよう周知を行う 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

独居・認知症高齢者の方々を見守るネットワークづくりにおいて、つながることの必要性 

対象 
 

白鷺地域（今川・育和）の住民、町会関係者、医療・介護関係者、一般企業、警察・消防 
など 

地域特性 今川地域は、ボランティア活動が盛んであり、支援においてもかなり意識が高い。 
小学校からの福祉教育にも力を入れておられる。 
育和地域は、医療・介護の事業者が少なく、連携（情報収集）ができにくい。 

活動目標 顔が見える関係づくり。見守り体制の連携がスムーズにできるよう協力機関を増やす。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

① 「めぐむ・くれない」通信の発行を行い、近隣地域へ相談窓口を知っていただく。 
Ｈ29.1元旦 １０万枚発行（新聞折り込みや地域会館への配布等）  

② 地域行事（ふれあい喫茶、食事会、なにわ元気塾など）地域の方が集う場所へ出向き、
チラシを用いて参加者やスタッフ（地域関係者、区社協、警察、介護事業者）へブラン

チの周知を行う。併せて消費者被害や詐欺の注意喚起等も行う。 
③ 今川ボランティアスクール（地域勉強会）において今川ボランティア部・地域包括・ブ
ランチ協働で「認知症勉強会」（認知症サポーター養成講座）を実施。ボランティア部

長の方々と寸劇を行い、ボランティアのご家族やご近所の方が困った際の相談先として

の周知を行う。 
④ 育和地域での体操教室（育和会館・今川学園・今林会館）で町会や老人会等との関係づ
くりを行い、参加者の相談を行う。 

⑤ 地域の企業やキッズ対象の認知症サポーター養成講座を行った際、地域で認知症の方を
見かけた際の対応方法などを話し合い、相談機関としてブランチを紹介。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

今川地域では、町会関係者（町会長、ボランティア部、女性部、民生委員、地域サポーター

など）との顔の見える関係づくりができ、直接的な相談もあり。前年度比は、相談件数とし

ては横ばいであるが、特に民生委員との連携が増加した。 
育和地域では、包括支援センター主体で体操教室を行い、地域住民の方との交流ができた。 
元気アップリーダーや地域サポーターにも相談をしていただけるようになった。 

今後の課題 地域関係者の認識として「地域包括」は浸透していると思われるが、「ブランチ」に関して

は、介護関係者ですら、周知されていない状況もあり。地域の「身近で相談しやすい」関係

づくり及び認知症の疑いのある方など早期発見ができる仕組みづくりを行う。 
また、各地域包括支援センターとスムーズに連携・対応ができるよう情報共有に努める。 
 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 29 年 7 月 27 日） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

地域のボランティアスクールや体操教室等地域住民が集う場を把握し出向くことで、ブラン

チの周知ができている。顔の見える関係づくりや身近な相談場所として認知される大切な活

動である。 



 

 
 平成 28 年度 矢田西 総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 29年 6月 25日 

活動テーマ 

 
地域の行事や会に参画し、矢田西地域の住民へブランチを知っていただくとともに、相談し

やすい関係作りを目指す。また、各関係機関との連携を図る。 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

団地には町会に加入していない方が多く、窓口としても関わることが少ないため現状把握が

できていない。相談窓口の周知拡大と問題早期発見の関係・場作りが必要。 
対象 矢田西地域住民 

地域特性 町会や女性部、自治会、民生委員などの見守りや声の掛け合いが多いと感じられる。 
縦長の地域形態であるため、1丁目の方が3丁目のコミュニティセンターに行くことが難し
くなり、集まりにも参加しづらい。 

活動目標 介護関係やその他生活に関する相談など地域住民の集まりの場へ出向き、総合相談窓口の存

在を理解してもらい、各必要なサービス機関へつなげる。 
地域への集まりや生活に役立つ情報について、横のつながりとしても広がっていくことがで

きるよう情報発信する。 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

① 「家族介護支援教室」の継続 
毎月第４土曜日にさまざまな内容の講義・参加型講演会を実施。 

② 毎月18日に地域の予防体操・食事会へ参加 
参加者と一緒に軽体操を実施。食事会では生活に役立つ情報提供を行い、日々の生活で

の相談事が無いかコミュニケーションをとり、家族介護支援教室や総合相談窓口の周知

もチラシ等配布し併せて実施。回覧も町会ごとにお知らせを配布。 
③ 「健康づくり体操」「リフレッシュのつどい」の開催 
前者は区保健師や包括と協働して毎月第1・3木曜日に体操を行う。 
後者は毎月第2木曜日に体操や脳トレなど行っている。自治会主催として協働してくだ
さり、団地内での関係作りや見守り・閉じこもり予防などを目的としている。 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 

総合相談実件数128件。（27年度107件、26年度50件） 
相談の有無に留まらず、地域行事等に参加した際に声をかけてくださる方が増えてきてい

る。 
家族介護支援教室は年度内12回開催。合計287名の参加人数があり、地域の方々とのコミ
ュニケーションの場と情報提供・情報収集ができた。 
27年度より自治会と話し合っていたリフレッシュのつどいを試験的に12月より開始するこ
とができ、2月から本格開始することができた。毎月約20名の方が参加されている。 

今後の課題 多様化してきている相談内容に対応できるようにするため、社会資源等の知識を深める。 
リフレッシュのつどいを始め、健康づくり体操や支援教室など地域住民と関わる場をさらに

活用し、身近な相談窓口として根付いて行けるよう声掛けや広報などを通して関係作りに努

める。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（  29年  7月  27日） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

介護保険事業所も地域密着といわれているが、この活動のような地道な活動が大切。顔の見

える活動から相談につながると思う。家族介護教室の開催は大変だと思うが参考になった。 



 

平成 28年度 喜連東総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 
報告書作成日：平成  29 年  4 月  7 日 

活動テーマ 

 
元気な時から顔見知りや声の掛け合える住民間での関係づくり、ネットワークの構築 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

公営住宅への高齢者の転入が多く、地域との関わりが希薄な中、認知症が要因となり近隣と

の関係悪化に至るケースが多々あった。また、認知症がかなり進行した状態で相談窓口につ

ながることが多い。 
対象 
 

喜連東地域高齢者 

地域特性 喜連東地域は大部分が公営住宅であり高齢者率も高く（31.4％で喜連圏域の地域で一番高
い：平成 22年国勢調査）独居世帯の割合も高い。連合町会に未加入の地域住民も増加して
いる。また、銭湯の廃業やなにわ元気塾の廃止もあり地域の集いの場も減っている。 

活動目標 地域高齢者の誰もが集える場を開催し、住民間での交流を高め顔見知りや声の掛け合える関

係づくり、安心して暮らせる地域づくりを目指す。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

ブランチ主催で法人・包括と協働して「いきいきサロン」開催   
・毎月第４土曜日  14時～16時 
・専門家の講座・情報提供・周知・ポレポレ体操・踊り・歌・フォークダンス等 
H26 年 7 月より地域高齢者が元気な時から顔見知り、声の掛け合える住民間でのネットワ
ークづくりを目指し27年度よりブランチ事業として毎月開催している。 
・第22回 4/23  高齢者住宅と種類と選び方（住まい住宅情報センター）参加者49人 
・第23回 5/28  個人情報の保護について（大阪市民局）       参加者38人 
・第24回 6/25  家庭でできる食中毒予防、食生活につて（平野区保健）参加者44人 
・第25回 7/23  介護予防講演会（包括・ブランチ）         参加者40人 
・第26回 8/27  エルちゃんの見守り講座（関西消費者協会）     参加者43人 
・第27回 9/24  家具転倒防止対策講演会（まちづくり協働課）    参加者45人 
・第28回 10/22  介護保険ってよくわからない！（ブランチ）     参加者34人 
・第29回 11/26  省エネでかしこく！（スマートエネルギーセンター） 参加者44人 
・第30回 12/24  とし「年齢」わすれ忘年会（博寿荘）        参加者47人 
・第31回 1/28  楽しく食べて健康に（キューピーマヨネーズ）    参加者46人 
・第32回 2/25  高齢者の防災教室（平野消防署）          参加者42人 
・第33回 3/26  金融犯罪の手口と対策（全国銀行協会）       参加者 50人 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

H28年度は年間延べ人数 514人・参加登録者数 143人 
一人で参加された方が回を重ね、顔見知りができ声を掛け合われる事も見受ける。    

「外出しないから誘ってきたよ」と誘い合って参加して頂けるようになっている。（顔見知

りの関係になり、参加者・地域住民がネットワーク化されつつある） 
区民向け講演会、認知症サポーター研修の情報提供、参加呼びかけにも多数参加頂けた。 
認知症について、きちんとした知識を持ちたいとの意見も聞かれ、地域住民への自己啓発に

もつながってきている。 
今後の課題 住民間でのお誘いもあり参加者は増えているが、地域との関わりが希薄な方にも参加して頂

ける様にしていくことが課題となる。情報収集や訪問にてアプローチし、気軽に参加して頂

き顔見知り、声の掛け合える関係づくりが構築されていくようにしていく。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（２９年 ７月 １８日） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

地域課題について、地域特性に基づき適切な活動目標を立て、取組みを実施している。定期

的な開催、高齢者が興味ある多彩な内容、住民間のネットワーク構築による見守りなど目的

が明確であることが、今後の継続的な取組に繋がると思われる。 



 
平成28年度  山王地域 総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 

報告書作成日 ：平成29年 5月30日 
 

活動テーマ 百歳体操の場のつながりを地域の見守り活動へとつなげていく 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

高齢化率、高齢者単独世帯率、生活保護受給率が高く、問題が深刻化してから発見されるケ

ースが少なくない。地域からの孤立を防ぎ、支援が必要な高齢者に早期介入できるよう、独

自の仕組みやネットワークづくりを進めていく必要がある 
対象 
 

地域から孤立しやすい独居高齢者（単身高齢被保護者を含む）、家族、知人と同居していて

も地域や他者との交流がほとんどない世帯 

地域特性 昔ながらの町並みや近所付き合いが残る地域であるが、一方であいりん地域に隣接している

ことから身寄りのない、地域とのつながりが希薄な単身高齢者、中でも生活保護を受給する

男性高齢者が多い。 
活動目標 認知症になっても声かけ・見守りにて安心して暮らせる、単身高齢者もゆるやかなつながり

のもと暮らせる地域づくりとしていく。見守り相談室や専門機関の連携と共に地域住民での

任意の見守りサポーターを募り、身近な気づきとしての早期発見・介入の手がかりとして山

王地域のインフォーマルな見守り体制をつくっていきたい 
活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

山王集会所での「いきいき百歳体操」。毎週水曜開催で常時30名を超える方々が定期的に参
加されており、山王地域活動協議会のもと、後方支援を行っている。体操が定着し、地域の

住民同士での見守りの場・声かけの機会となっていることから「場づくり」として交流・ふ

れあいの場としての活用ができないだろうかとの案が上がるようになってきた。まずは、体

操後に椅子をそのままにしてお茶・菓子を片手に自由に語らいながら交流してもらうような

スタイルとした。その時間で相談や介護保険の制度についてなどを尋ねられたり、参加者間

のあいさつや声かけも以前より増えてきた。 
平成29年1月25日には山王集会所で（百歳体操後）「認知症サポーター養成講座」を主催。
山王地域活動協議会にご協力いただいた。西成区オレンジリングの会による認知症について

の話と寸劇の2部構成で認知症の方への接し方や理解などを寸劇で分かりやすく表現され、
参加者にも好評であった。百歳体操参加者はもとより、地域住民、認知症の方を介護されて

いるご家族や介護事業所の職員まで幅広く来場され、関心の高さが伺えた。43 名の参加が
あり、38 名の認知症サポーターが誕生。終了後にはアンケートを実施した。このことを機
会に、今後地域全体の取り組みとして住民の皆さんとも協同で見守りをしていける関係性を

築いていきたいとブランチより説明。任意でご協力いただけるとの了承を得た方には見守り

サポーターとしてご署名をお願いした。 
また、独居高齢者への安否確認や地域行事・清掃活動など、社会とのつながりとなる場への

参加声かけや訪問をおこなっている 
成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 

・認知症についての疑問点、地域での気になる高齢者への意識づけとして総合相談につなが

ったケースがみられた 
・他人ごととしてではなく、自身の問題としても認知症予防の関心につながった 

今後の課題 ・マンネリ化や、かつ負担にならないような＋αのつながりの場として活用していけるよう

な取り組みを協働で考えていきながら後方支援に努める 
・見守りサポーターと地域、ブランチと顔の見える関係性の構築を図り、関係機関へのスム

ーズな連携を視野に入れていく 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 平成29年7月26日 ） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  ■専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

いきいき百歳体操の場を「地域の交流・ふれあいの場」と位置づけたり、体操終了後に「認

知症サポーター養成講座」を開催する等、体操の場を軸として新たな展開につなげている。

地域を巻き込んだ取組みは浸透性・専門性の点に優れている。見守りサポーターの育成等、

独自の見守り体制の構築に期待したい。 



 
平成28年度  成南地域 総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成 ２９年 ５月 ２２日 
 

活動テーマ 誰でも活動できる場作り(千本めぐみの会) 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 

要介護認定の有無に関わらず活動できる場所がない。 

対象 
 

千本地域に住むすべての高齢者。（めぐみ喫茶は高齢者とその家族、支援者であれば誰でも

参加可能） 

地域特性 独居の高齢者が多い。老人会に入っておらず同世代の方が集まる場に参加する機会のない方

が多い。 

活動目標 介護予防。生きがいづくり。高齢者同士のつながりを増やす。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

【めぐみ喫茶】 

日時：毎月第3金曜日13：00～14：30 

場所：めぐみ3階会議室 

内容：飲み物(100円)とおやつ(50円)の提供 

目的：憩いの場の提供、総合相談窓口の宣伝 

 

【いきいき100歳体操～千本の 仲間と一緒に 筋力アップ～】 

日時： 月2回13：30～14：30（11月まで） 

第1、２、４月曜日 13：30～14：30（12月から） 

場所：めぐみ3階会議室 

内容：DVDを観ながらの100歳体操。 

目的：閉じこもり予防、住民の交流の場の提供、介護予防 

・11月28日外部の理学療法士を招いての体操教室を行う。 

 

【工作会～工作で 脳も心も 若返り～】 

日時：6月29日(水)、7月20日(水)、9月14日（水） 

10月２７日(木)、１２月１４日(水)  いずれも１３：３０～１４：３０ 

場所：めぐみ3階会議室 

内容：1時間で完成できる簡単な工作(折り紙、大人の塗り絵など)。 

目的：閉じこもり予防、生きがいづくりの場の提供、認知症予防 
成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 

入院による筋力・体力低下により、介護保険サービス利用が望ましいと思われる方がおら

れたが、１００歳体操の継続参加により介護保険サービス利用をされることなく生活を続け

られることが出来た。 
 地域との関わりが希薄であった方が１００歳体操への継続参加により顔見知りが増え地

域のイベントにも参加されるようになった。また、もともとの参加者が友人を連れてこられ

る場合もあり、参加者の輪が広がっている。 

今後の課題  100 歳体操の参加者が増加し体操のスペースが十分に取れなくなってしまったことによ
り参加を控える方が出てしまった。老人会主催で行われている100歳体操に参加して頂くな
ど人数のバランス調整が必要である。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 平成29年7月26日 ） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   ■浸透性（拡張性）  □専門性  □独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

高齢者の生きがいづくり、高齢者同士のつながりづくりを目標とし、喫茶や体操・工作など

ニーズに応じた集いの場を提供している。参加者の意欲を引き出し、高齢者同士をつなぐ働

きかけによって参加者の輪が広がっている。継続参加につながるよう誘い出しや声かけ等の

丁寧な対応が成果につながっている。 



 
平成28年度  あいりん地域 総合相談窓口（ブランチ）課題対応取組み報告書 

報告書作成日：平成  29 年 5 月 31 日 
 

活動テーマ 

 
 

あいりん地域では孤立死が増加している。孤立死を少しでも防ぐため、人間関係の希薄な

高齢者が繋がりをもてるよう支援する。 

地域ケア会議から 
見えてきた課題 
 

あいりん地域の高齢者は、地域とのつながりや親族関係が極めて希薄で、閉じこもりがち

になり病院にも行かず、自室で亡くなるケースが多い。家賃の集金で発見されるケースもよ

くあり、その後の清掃や葬儀等で家主が困るケースもみられた。 

対象 
 

あいりん地域住民 

 

地域特性 あいりん地域は、単身男性高齢者の生活保護受給者や、低年金受給者が多い。その住まい

は簡易宿泊所転用型が多く、管理や支援、住環境が整っていない。また家族とのつながりや

地域での人間関係は希薄で、アルコールやギャンブルに依存し、孤独な生活を送る人が多い。 

活動目標 セルフネグレクトや、福祉サービスを受けていない、孤立死のリスクのある高齢者に対し、

様々な関係機関と連携し、閉じこもり予防・生きがいづくり・つながりづくりを支援する。 

活動内容 
(具体的取り組み) 
 
 
 
 
 

介護予防・健康づくり・閉じこもり予防の為、週 1回のラジオ体操・月１回のらぶりん

体操・忘れん坊茶屋の開催。受診や治療に繋がるよう隔月 1回愛染橋病院の協力のもとあ

いりん健康相談会、また誰でも参加できる居場所つくりとして週 4回くつした輪っかボラ

ンティアを開催した。それぞれ参加者名簿を作成し、不参加が続くようであれば訪問し安否

確認を行った。ブランチの行事に、参加しないリスクのある高齢者には、最低月 1回は配

布物を持って訪問し状況確認を行う。 

しかし医療や入院に繋がっても、すぐに自己退院や治療を中断する高齢者が多く、あいり

ん地区にある支援団体や、西成区の見守り相談室や民生委員、住居の管理人と連携を図り、

見守り対応にあたっている。 

また自分の死後の心配をする高齢者には、釜ヶ崎見送りの会など当事者同士で支え合う会

を紹介し、社会から孤立しないよう多方面からバックアップをしている。 

 

成果 
(根拠となる資料等があれば
添付すること) 
 
 
 

 28年度の開催回数・参加人数はラジオ体操42回延べ 1128人 らぶりん体操12回

延べ 264人 忘れん坊茶屋10回延べ 315人 あいりん健康相談会5回延べ97人 

くつした輪っかボランティア136回延べ 1094人その他講座など10回延べ 358人。

合計 3256人参加された。 

あいりんブランチ主催の催しが増えたことにより、西成市民館に定期的に通う利用者が増

えた。日常の会話の中から、日々の困り事、ニーズが把握でき、大事に至る前に解決できた

ケースが多々あった。 

今後の課題 孤立死のリスクの高い高齢者の把握として、地域の病院との連携が急務である。 

29年度は、各病院の医療連携室と顔の見える関係を持ち、連携を図る。 

またあいりん地域の管理人や大家とも、些細なことでも相談してくれる関係作りの構築が

よりいっそう必要である。 

区地域包括支援センター運営協議会開催日（ 平成29年7月26日 ） 

専門性等の該当 ■地域性  ■継続性   □浸透性（拡張性）  □専門性  ■独自性 

今後の取組み継続に向

けてのコメント（区地

域包括支援センター運

営協議会からの意見） 

地域特性をふまえ、趣向を凝らして参加しやすい場を提供している。日々の会話の中から困

りごとやニーズを把握し、不参加者には安否確認を行う等、早期対応につなげている点は評

価できる。今後は、地域や関係機関から相談が入る仕組みを充実させ、これらの場が相談の

受け皿となるような展開に期待したい。 


