
取組の方向性

取組の方向性

【基本目標１】
ともに支え合い、助け合う
地域共生社会の実現

【基本目標２】
丸ごと、寄り添いの支援ができる
地域包括支援体制の構築

（１）医療・介護等の連携による地域包括ケアシステムの充実
（２）認知症の人を支える取組の推進
（３）障がい者の相談支援体制の充実
（４）子育て・児童虐待の相談支援体制の強化
（５）複合的な課題を抱える人への総合的な相談支援体制の充実
（６）権利擁護支援体制の充実

（１）地域での人のつながり、絆づくりの推進
（２）支援を必要とする人の把握、見守り活動の充実
（３）地域ぐるみの子育て支援
（４）介護予防・認知症予防の推進
（５）多様な主体の連携・協働による地域福祉活動の促進
（６）災害時に備えた体制づくり

基本理念： だれもが自分らしく安心して暮らし続けられる地域づくり

×
増進型の地域福祉をめざす

幸せな暮らしを実現するという目的を追求し、この地域で住み続けたいという意欲とその条件を積極的に生み出せるよう、
地域のみんなで話し合い、ともに実践していく地域福祉
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基本目標１ ともに支え合い、助け合う地域共生社会の実現

（１）地域での人のつながり、絆づくりの推進

基本的方向 主な取組

地域福祉にとって必要不可欠である地域での人のつながり、絆づくりを推進する
ため、マンションの住民や若い世代、団塊の世代など、あらゆる世代の住民に対
し、地域での支え合い、助け合いの意識づくりを進めます。

①区広報紙、ホームページ等を活用した区民に周知・広報活動

各地域が実施するふれあい・交流事業等地域福祉活動や担い手づくりを支援しま
す。

②地域活動協議会の活動支援

だれもが気軽に参加できる活動の場の情報を発信し、地域福祉活動等への参加の
きっかけをつくり、新たな住民の参加を促進します。

③区の広報媒体を活用した地域福祉活動の紹介や情報提供、地域福祉活動を実施して
いる活動主体同士のつながる場づくりを検討

④団塊の世代を地域福祉活動に呼び込む仕掛けづくりを検討
多様な活動主体や相談支援機関等との連携により、地域住民の障がい者に対する
理解を深めるとともに、障がいのある方も地域の行事等に参加し活動できるよう
にしていくなど、相互の交流を図っていきます。

⑤「ＨＡＮＤＳちゅうおう」や中央区障がい者自立支援協議会等と連携した取組障が
いのある方も地域の行事等に参加し活動できる取組や「あいサポート運動」の展開

⑥学校園において、障がい者理解を深める福祉学習の促進
認知症の人を理解し、地域として支えていく取組を促進するとともに、認知症の
人や、その家族、地域住民が交流でき、認知症の人もいきいきと活動できる場づ
くりを進めます。

⑦認知症を知ってもらう取組や認知症サポーターの養成、若い世代における認知症
理解の取組

⑧認知症カフェ等の取組を区の広報媒体で紹介し活動を支援

R2年度 主な取組状況（12月末時点）

① 地域活動等に関する情報の広報紙への掲載 9回
③④ Twitterによる地域情報などの発信
⑤ ＨＡＮＤＳちゅうおうセミナー「発達障がい者の理解」

の開催（3月予定）
⑦ キャラバンメイト（認知症サポーター養成講座の講

師）連絡会の開催 4回
認知症サポーター養成講座の開催 2回（4回中止）

⑧ 認知症カフェ早期再開に向けた感染症対策の検討
及び開催場所の調整

対応策および今後の方向性

①～④ ＨＰやチラシ等で地域デビューの機会の情報
提供やボランティア講座の実施

⑤ オンラインで、各地域会館に参集した参加者に対し、
障がい者についての理解、啓発のためのセミナー
等の実施

⑦ オンライン開催へのシフト及びオンライン環境整備
⑧ 認知症カフェの再開に向けた感染症予防対策の実

施及び、認知症高齢者やその家族の居場所提供
区ＨＰで認知症カフェの紹介

課題・問題点

①～④ コロナ禍により地域活動が大幅に減少して
おり、コロナ禍でも実施可能な取組が必要

⑤ ＨＡＮＤＳちゅうおうが開催する各種イベントの多
くが中止になり、コロナ禍でも実施できる取組の
工夫が必要

⑦ 認知症サポーター養成講座をオンラインで実施
するにあたり、操作方法の支援や、オンライン
環境の整備が必要

⑧ 認知症等疾患を抱える参加者に対する十分な感
染症対策が必要
一方で認知症の進行や、家族の介護負担が増
加しているとの相談が増えており、対策が必要 2



基本目標１ ともに支え合い、助け合う地域共生社会の実現

（２）支援を必要とする人の把握、見守り活動の充実

基本的方向 主な取組

要援護者に対する気づき、発見につながる地域でのさまざまな福祉活動の展
開を図ります。

①高齢者がさまざまな地域福祉活動を通じ、援護が必要な方の状態を気にかける取組を展開

見守りネットワーク強化事業を通じて要援護者の把握を促し、その情報を民
生委員・児童委員や、地域福祉コーディネーター等の地域の見守り活動者に
提供し、地域主体のセーフティネット機能を強化します。

②民生委員・児童委員や地域福祉コーディネーター等による要援護者への訪問活動を展開
③「見守り相談室」において要援護者を把握し、孤立世帯等への見守り、専門的支援

「見守り相談室」が見守り活動を行う人たちの「見守り連絡会」などを開催
し、活動の担い手が課題や悩みを持ち寄れる場をつくり、負担軽減や事例の
共有などを行い、見守り活動の強化を図ります。

④「見守り相談室」を中心に「見守り連絡会」を開催し、見守り活動の人たちの連携強化

R2年度 主な取組状況（12月末時点）

① ふれあい食事会（13地域）、ふれあい喫茶（16地域）
② 地域福祉コーディネーターによる見守り対象者数

1,203名（うち新規 224名）
地域福祉コーディネーターによる相談
7,474件（前年同月比 +177件）

③ 地域福祉コーディネーターに対し、コロナ禍の見守り
活動についての注意点の周知 2回
地域福祉コーディネーター研修会の開催 4回
（うち2回リモート開催）

④ 見守り連絡会の開催 8回
民生委員・児童委員と地域福祉コーディネータの連
携強化に向けた会議の開催 1回

対応策および今後の方向性

①～③ 地域と地域福祉コーディネーターが連携するこ
とで、地域活動の負担を少しでも軽減出来るよ
うなしくみを検討
電話による見守り活動の更なる強化に取組む
2,551件（前年同月比 +1,388件）
要援護者のケアに向け、医師会やオレンジ
チームとの更なる連携を図る
コロナ禍における見守り活動時の感染症対策
などの専門的知識習得に向けた研修の開催

④ リモートによる見守り連絡会・研修会の実施に向け
て検討

課題・問題点

①～③ コロナ禍により、ふれあい食事会の縮小によ
り、配食サービスが増加したため、地域の負

担軽減が課題
要援護者の来館による見守り活動が減少した
め、新たな取組が必要
1,480件（前年同月比 ▲1,234件）
要援護者の外出控えによる孤立化や、体力・
精神面の低下に対するケアが必要
コロナ禍における見守り活動は、対面での活
動や訪問時における感染症対策が課題

④ 「見守り連絡会」（月１回）について、リモートでの開
催など開催方法の見直しが必要
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基本目標１ ともに支え合い、助け合う地域共生社会の実現

（３）地域ぐるみの子育て支援

基本的方向 主な取組

区内の子育て支援情報を積極的に発信・提供していくとともに、区内13
地域で実施されている「子育て応援団」の活動への参加を呼びかけるな
ど、その活動の支援を行っていきます。

①各種子育て支援情報を区の広報紙やホームページ、子育て応援Facebook等を活用し、積極的
に発信・提供

②母子手帳の交付、出生届、乳幼児健診等の機会に子育てに役立つ情報をまとめて提供
③子育て支援機関を地図で示した子育て情報マップ「てくてくナビ」の作成・提供
④各地域の「子育て応援団」の活動を子育て世帯に紹介し地域で子育てを応援する活動を支援
⑤「ファミリー・サポート・センター事業」の広報・周知、利用促進
⑥中央区子ども・子育てプラザの広報・周知、利用促進

地域との関係が薄いマンションの子育て世帯に対する支援として、マン
ションに出向き、子育てに不安や悩みを持つ保護者に対して、気軽に参
加することができる子育て世帯の交流の機会を提供するなど、アウト
リーチでの事業を展開し、地域の子育て支援活動につなげていきます。

⑦マンションに出向き、子育て世帯同士の交流を図り、各地域における子育て応援団等の活動
への参加を促進

地域住民に、児童虐待ホットライン等の通報窓口の情報・周知を積極的
に行っていきます。

⑧児童虐待ホットラインや子育て相談窓口等の情報を区民に広報・周知

R2年度 主な取組状況（12月末時点）

① 子育て情報の広報周知 （広報紙4回・FB22回、
母子手帳発行や乳幼児健診の機会等）

③ 「てくてくナビ」の作成・提供 （日本語版6,500部、
英語版600部）

④ 各地域（子育て応援団活動）の支援 13地域
⑤ 「ファミリー・サポート・センター」通信 年3回648部
⑥ つどいの広場だより 月1回1,740部、児童だより

年4回10,984部、わいわいねっと新聞 月1回
13,235部

⑦ マンションへ出向く、アウトリーチによる子育て支援
事業 １箇所

⑧ 広報紙毎号、児童扶養手当受給者への送付 1回

対応策および今後の方向性

①～⑧ 子育て支援室の相談窓口などの子育て支援情報
を広報紙やリーフレット、SNSなどにより積極的に
発信し、保護者の相談のきっかけづくりを進める

④ 子育て応援団活動にかかる感染防止ガイドラインの提
示、活動の周知、また活動充実のための支援者研修
などの実施

⑤⑥ 屋外での出前講座の開催及び広報周知活動を実施
⑦ 世帯交流型から個別相談会に変更する、マンション集

会所だけでなく近隣の地域集会所も活用するなど、状
況に応じて実施手法を見直しながら実施

課題・問題点

①～⑧ 子育て世帯の不安や悩みを軽減し、虐待を
未然に防止していくため、保護者が気軽に
相談できる機会やきっかけづくりが不可欠
であり、コロナ禍でも実施できる取組の工夫
が必要

④ 活動を休止している地域があり、活動再開に向
けた感染症防止ガイドライン等が必要

⑤⑥ 出前講座の活動縮小や、人数制限により、多
くの方に利用促進が出来なかったことが課題

⑦ マンションへ出向くアウトリーチによる子育て支
援事業もコロナ禍のもとマンション集会所での交
流会開催等の手法の見直しが必要 4



基本目標１ ともに支え合い、助け合う地域共生社会の実現

（４）介護予防・認知症予防の推進

基本的方向 主な取組

関係団体と連携し、健康づくり・介護予防、認知症予防の広報・啓発を積極的
に進めていきます。

①医師会等関係機関と連携した健康展をはじめ健康づくり講座、認知症予防講座の開催
②区民が主体的に健康づくり、認知症予防に取り組めるよう積極的な広報・啓発

「いきいき百歳体操」等、住民主体の通いの場を支援し、区民の参加を促しま
す。

③「いきいき百歳体操」「かみかみ百歳体操」等の介護予防、認知症予防への効用を周知
し、多くの区民の参加を支援

区内で実施されている健康づくり、仲間づくり、生きがいづくりの活動の紹介、
情報発信を行い、区民の参加を促します。

④区内の老人クラブや生涯学習サークル等における活動を紹介し、参加の働きかけを実施

R2年度 主な取組状況（12月末時点）

① 健康展（中止） 健康づくり講座（6回）
認知症予防講座（1回）

③ 「いきいき百歳体操」（22グループ開催）
「かみかみ百歳体操」（10地域開催）

④ 区役所ロビーにて生涯学習サークル等の活動紹介
パネル展開催（8～9月）
広報紙に特集記事掲載（7月）

対応策および今後の方向性

① 健康展の開催に関しては、新型コロナウイルスの状
況を考慮した開催方法を模索しつつ、場合によって
は代替となる啓発事業を検討
健康講座、認知症予防講座についても引き続き開催
するが、より多くの参加が可能となるよう、開催方法・
場所等について検討

③④ 体操等については、十分な感染症対策を講じ、安
心して参加できる開催をめざすとともに、体操が未
開催地域への開催を呼びかける

課題・問題点

① コロナ禍で、健康展が中止となったため、関係
団体と連携して区民の健康を考える機会を提
供するの場がなくなり、また、健康づくり講座、
認知症予防講座についても、例年同様に開催
したが、募集人数減員となった
コロナ禍でも実施でき、健康づくりの啓発につ
ながる取組の工夫が必要

③④ 十分な感染症対策を講じ、安心して参加で
きる取組が引き続き必要
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基本目標１ ともに支え合い、助け合う地域共生社会の実現

（５）多様な主体の連携・協働による地域福祉活動の促進

基本的方向 主な取組

地域の福祉活動に関心を持っている企業、商店会、ＮＰＯ法人、学校法人、社会福
祉法人等各種団体と、地域福祉活動の主体との連携・協働を促進します。

①中央区フィランソロピー懇談会（ＣＦＫ）の活動と連携し、地域福祉活動への企
業・団体の参画促進

必要に応じ、地域福祉活動でのボランティア活動の活用を図ります。
②区社会福祉協議会のボランティア・市民活動センターを中心に、地域福祉ボラン
ティア活動の展開

R2年度 主な取組状況（12月末時点）

① CFK定例会の開催 5回（うち3回リモート開催）
地域会館に出向いての定例会の開催（２回）
拡大定例会「SDGｓ実践報告会」の開催（１回）

② 夏のボランティア体験(エコキャップ分別)実施
災害ボランティアちょこっと体験実施
小中学生対象の車いす体験等の福祉教育（3回）
新規ボランティア登録 個人49件、グループ2件

（R3年１月時点）
区内の専門学校へボランティア活動の説明・周知
企業と連携した清掃活動
ボランティアに関する相談を受けて、実際にマッチ
ングし新たに展開した件数（13件）

対応策および今後の方向性

① 大阪府中小企業家同友会等、各種団体との連携に
よる参加を呼びかける
リモートでの出前講座実施を検討
企業等と連携し、地域住民がSNS等の活用につな
がる取組の検討

② 安心安全にボランティア活動できる環境づくり及び
主に施設での活動をしていたパフォーマンスボラン
ティア向けに、リモートを活用したボランティア活動
の検討
ボランティア同士の横のつながりづくり
生活支援ニーズに対応したお片付けボランティア
の組織づくり

課題・問題点

① CFK参加団体の減少に伴い参加に向けた呼
びかけが必要
出前講座の申込件数の減少に対する新たな
取組が必要
イベント等の中止により、ボランティア活動の
場が減少しており、コロナ禍でも実施可能な活
動の場の提供が必要

② 福祉教育の依頼件数が減少した
リモート講座を実施したいが、講座を受ける対
象者が高齢者が多く、実施手法の検討が必要
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基本目標１ ともに支え合い、助け合う地域共生社会の実現

（６）災害時に備えた体制づくり

基本的方向 主な取組

地域においても、平時から高齢者や障がい者などの避
難行動要支援者を把握しておけるよう支援します。

①「大阪市避難行動要支援者名簿」と地域が保有する要援護者情報を集約し、同意された方の名簿を、民生委
員・児童委員や地域福祉コーディネーターに提供し、見守り活動に活用

②「大阪市避難行動要支援者名簿」情報について、個人情報の取扱いルールに従い、避難行動要支援者支援の基
盤が整った地域の自主防災組織に提供

災害時の自助について啓発を行うとともに、地域の防
災訓練等でも、避難行動要支援者の安否確認、避難誘
導支援などの対応を想定し、災害時に迅速かつ的確に
行えるよう共助の取組を進めます。

③避難行動要支援者自身も日頃から災害時の情報入手手段の確保や地域とのつながりに心がけてもらうなど、災
害時の備え、自助の取組を啓発

④災害時に、地域で避難行動要支援者の安否確認、避難誘導支援が円滑に実施できるよう、訓練の実施を支援
⑤災害や急病に備え、持病や血液型、緊急連絡先等の情報を保管する「命のカプセル」の普及を促進

R2年度 主な取組状況（12月末時点）

① 要援護者名簿の地域福祉コーディネーター、民生委
員・児童委員への提供（11月・3月（予定））
見守り活動にかかる要援護者情報の提供について
地域と協定を締結 (1地域)

③ コロナ禍での災害発生時におけるマニュアルの作成
④ 地域自主防災組織向けにコロナ禍の避難所開設冊

子を配布
避難所開設運営訓練の実施 4地域（前年度23地
域）

⑤ 中央消防署「救急ICタグ」試験的導入（5地域）

対応策および今後の方向性

① 要援護者情報の見守り活動での活用に向け、個人
情報の取扱いルールづくり、見守り活動実施団体
間の連携・情報共有の機会づくりを引き続き進
める

③ 広報紙による自宅避難の更なる啓発や 地域自主
防災組織への更なる情報発信、周知の実施

④ 全地域におけるコロナ対策を行った避難所開設運
営訓練の実施
地域が関係機関と連携して、要援護者とつながる
ための体制づくりの検討

課題・問題点

① 地域との協定を広げ、要援護者情報の見守り
活動での活用を進めていくことが必要

③コロナ禍の避難方法について地域への浸透を
図ること、とくにコロナ禍における避難所では
収容人数が3分の1となるため、自宅避難の強
化が必要

④ コロナ対策を行った避難所訓練の実施が必要
要援護者の訓練参加など、地域と要援護者の
日頃からのつながりが必要
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（１）医療・介護等の連携による地域包括ケアシステムの充実

基本目標２ 丸ごと、寄り添いの支援ができる地域包括支援体制の構築

基本的方向 主な取組

高齢者とその家族にとって身近な総合相談窓口である地域包括支援センター
について、認知度の向上を図るとともに、専門的な支援機能を果たします。

①地域包括支援センターの存在、役割について積極的に広報・周知
②中央区地域包括支援センター運営協議会を通じ、課題の共有、検討を図り、さらなる
運営の改善

高齢者の在宅生活を支える必要な医療・介護サービスが、切れ目なく一体的
に提供されるよう、在宅医療・介護連携の取組を推進します。

③在宅医療・介護連携の有用性や具体的な効果事例等を紹介し、在宅医療・介護サービ
スの普及促進

④在宅医療・介護サービス情報の入手のため「中央区在宅あんしんマップ」システムの
利便性の向上

⑤在宅医療・介護にかかる多職種の関係者の研修により、顔の見えるネットワークづく
り

対応策および今後の方向性

① 地域包括支援センターの存在・役割について広報
紙で毎月コーナー化するなどの周知方法を検討

② リモート会議開催に向けた環境整備
③ 在宅医療・介護連携協議会メンバーの協力を得て

HPに掲載可能な情報を収集し、適宜発信
④ 調査時期と更新時期の間隔の短縮

健康展等各種事業の機会を活用した「中央区在
宅あんしんマップ」及び同システムの周知

⑤ 会場参加やweb参加等、参加方法の選択による更
なる参加促進策の検討

課題・問題点

① コロナ禍でイベント等の中止による、広報周知
機会の減少に対する対策が必要

② 書面での開催となったため、リモート会議等の
実施に向けた検討が必要

③ HP掲載情報を適宜充実していくことが必要。
④ 「中央区在宅あんしんマップ」システムは、随

時、情報更新ができないため、更新時期に合
わせた速やかな情報更新の事務処理が必要。
「中央区在宅あんしんマップ」の活用に向けた
更なる広報・啓発が必要（区民アンケートでの
認知度45％）

⑤ 「地域ケアweb研修会」は、webだからこそ参加
できる人がいた一方で、webだと意見を出しに
くいという声に対する対応が必要

R2年度 主な取組状況（12月末時点）

① 地域包括支援センターの広報周知
（広報紙1回、HP掲載中）

② 地域包括支援センター運営協議会の開催（3回
うち1回は書面開催1回中止）

③ HPで在宅療養の有用性の具体事例を掲載中
④ 「中央区在宅あんしんマップ」システムの更新（1回）

「中央区在宅あんしんマップ」の全戸配布及び関係
団体への配付（1回）

⑤・在宅医療・介護連携協議会の開催（2回）(1回中止）
上記協議会の中止に代わり、協議会委員を中心と
した、新型コロナウイルス感染対策にかかる意見
交換会を実施

・地域ケアweb研修会開催（12月）
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基本目標２ 丸ごと、寄り添いの支援ができる地域包括支援体制の構築

中央区地域福祉ビジョン＜改訂＞ 概要版 15

（２）認知症の人を支える取組の推進

基本的方向 主な取組

「中央区 認知症のことならなんでも案内サイト」等を活用・充実し、
認知症施策についての広報、周知を積極的に進めます。

①区HP「中央区 認知症のことならなんでも案内サイト」等を活用・充実し、認知症施策をわ
かりやすく情報提供

「中央区オレンジチーム」をはじめ、実施されている施策の充実・利
用拡大を図ります。

②自分や家族が認知症ではないかと思った際に、認知症初期集中支援チーム「中央区オレンジ
チーム」を積極的に広報・周知し、利用促進

③区内の認知症相談医の情報提供や地域包括支援センターにおいて介護相談に対応
④見守りネットワーク強化事業の徘徊による行方不明時の捜索支援サービスの情報提供や協力
事業所の拡大、成年後見制度の情報提供を行い利用促進

⑤介護する家族同士の交流会を開催し家族のサポートの実施

対応策および今後の方向性

①～③ 「認知症のことならなんでも案内サイト」の充実、
関係機関の連携による広報機会の充実

④ 事業について関係機関の連携による広報機会の充
実、新たな協力者獲得に向けた働きかけの実施

⑤ 認知症に関する周知や啓発の機会が減ったため、
それに代わる情報提供として、認知症が疑われ る
場合、どのような医療やサービスを受ければよいか
が理解できる「認知症ケアパス」（※）を作成し、広く
周知及び介護する家族に対して配付

※認知症と疑われる症状が発生した時、いつ、どこで、どのような
医療や介護サービスを受ければよいか理解できるガイドブック

課題・問題点

① 認知症講演会中止による、認知症に関する周
知や啓発の機会減少に対する対策が必要

②③ 「認知症のことならなんでも案内サイト」等も
活用し、広報を充実していくことが必要

④ 事業の広報周知を図り、協力者をさらに増やし
ていくことが必要

⑤ 交流会の回数も減り、介護する家族のサポー
トを行う機会の減少及び、実際に介護をして
いる家族の中には、交流会への参加自体が難
しい場合もあり、支援が必要

R2年度 主な取組状況（12月末時点）

① 区HP「認知症のことならなんでも案内サイト」の更
新 （1回・3月にも更新予定）
認知症講演会 中止

②「中央区オレンジチーム」の広報周知
（広報紙1回、HP掲載中）

③ 認知症相談医の冊子作成配付
④ 行方不明捜索支援要請メール 協力者188名（事業

所含む）、事前登録者64名、協力者連絡会（1回）
⑤ 介護家族交流会 4回（R1年度11回）

冊子「認知症のある家族を介護されている方へ」の
作成
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基本目標２ 丸ごと、寄り添いの支援ができる地域包括支援体制の構築

基本的方向 主な取組

障がい者基幹相談支援センター、区自立支援協議会、「ＨＡＮＤＳちゅうおう」を
はじめ、関係相談支援機関、団体、事業所の連携により、情報や課題の共有を促進
し、相談支援体制を充実していきます。

①障がい者基幹相談支援センターが、総合的な相談受付、福祉サービスの利用援助
等必要な支援を提供

②障がい者基幹相談支援センター、区自立支援協議会、「ＨＡＮＤＳちゅうおう」
など関係相談支援機関、団体、事業所の連携により相談支援体制を充実

（３）障がい者の相談支援体制の充実

対応策および今後の方向性

① 障がい者基幹相談支援センターに、主任相談支援
専門員等を増員し、相談対応や福祉サービス利用
援助等の障がい者に対する支援体制の充実を図
る

② 自立支援協議会や各部会について、障がい者基幹
相談支援センターと連携しながら開催方法や情報
共有方法について検討

課題・問題点

① 障がい者の相談窓口である障がい者基幹相
談支援センターは、障がい者手帳の所持者や
福祉サービス利用者の増加とともに相談内容
が複雑・多様化しており、障がい者に対するき
めの細かい相談対応等を実施していくことが
困難であり体制の充実が必要

② コロナ禍で、自立支援協議会と各部会の開催
が中止となり、 関係団体間の情報共有や連携
を十分できなかったため対策が必要

R2年度 主な取組状況（12月末時点）

① 障がい者基幹相談支援センター相談件数 564件
（昨年同月 558件）

② 自立支援協議会 未開催（R１年度 3回）
相談支援部会 未開催（（R１年度 7回）
児童部会 未開催（（R１年度 3回）
日中活動系部会 未開催（（R１年度 2回）
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基本目標２ 丸ごと、寄り添いの支援ができる地域包括支援体制の構築

（４）子育て・児童虐待の相談支援体制の強化

基本的方向 主な取組

マンションの子育て世帯へのアウトリーチでの相談など、子育て支援室の相
談支援体制を充実・強化します。

①子育て支援室について、市こども相談センター等関係機関・団体と連携し迅速に対応で
きるよう体制を強化

②区役所に出向かなくとも相談を受けられるよう、メールやLINE等ＩＣＴを活用した相談
の実施について検討

③子育て世帯同士の交流やアウトリーチでの相談対応等を行う中央区子育て応援「パン
ジーひろば」事業を実施

保健師による顔の見える相談支援をより効果的に実施します。
④妊娠届出や出生届出、乳幼児健診等の機会を活用し、地区担当保健師が子育て家族と顔
の見える関係で継続的に相談支援を実施

重大な児童虐待「ゼロ」をめざし、ネグレクト等児童虐待のリスクを抱える
子どもたちと関わっている可能性が高い、こども食堂等の運営団体や、預か
り事業等の実施機関、地域との連携を図るなど、ネットワークを強化・拡大
し、支援が必要な世帯の発見、状況把握を行うとともに、発見した子どもや
世帯に対しアウトリーチで寄り添いながら適切に支援を行います。

⑤通報のあった世帯等の状況を迅速に確認し、要保護児童対策地域協議会のもと、ケース
に応じ適切な支援

⑥従来の関係機関に加え、こども食堂等の運営団体や、預かり事業等の実施機関、地域と
の連携を強化・拡大し、支援が必要な世帯の発見、状況把握・発見した子どもや世帯に
対し、関係機関・団体等と連携し、アウトリーチで寄り添いながら支援

小中学校との連携によるこどもサポートネットを構築し、学校の気づきを活
かし、子どもや世帯に必要な支援を検討し、区や地域等の支援につないでい
きます。

⑦小中学校での児童・生徒各人の状態を把握し、子どもや世帯に課題があり福祉的な対応
が必要なケースを見出し、学校と区が連携して必要な支援を検討・実施

対応策および今後の方向性.

① 引き続き子育て支援室の情報発信・相談体制を強化
② 他区の事例等も参考に効果的な手法を検討
③ 様々な状況に応じた相談方法の検討

相談のきっかけづくりのため、支援室の相談窓口など
の情報を広報紙やリーフレット、SNSなどにより積極的
に発信

④ 妊娠届出や健診等の機会を活用した、安心して子育て
ができる関係性の構築や、地区担当保健師による訪
問・面接・電話等の継続的支援、子育て家族と関係性
の構築

⑥ 民間団体等との更なる連携を進め、支援が必要な世帯
を早期に発見するためのネットワークを拡充

課題・問題点

① 情報発信の充実と多様化・複雑化する相談
への対応体制の強化が必要

② 他区等事例も参考に検討を進めることが必要
③ コロナ禍でマンション集会所での実施が困難な

状況にあり、相談手法の検討が必要
④ ・核家族化や地域のつながりの希薄化等で身

近に相談相手がいない状況への対応が必要
・電話・訪問を実施しても不在が続くなど、関係
を築くことが難しいケースへの支援が必要

⑥ 支援が必要な世帯を早期に発見し、重大な児
童虐待を未然に防止するため、子ども食堂等
の運営団体や地域とのさらなる連携が必要

R2年度 主な取組状況（12月末時点）

① 相談につながるよう子育て情報の発信を強化（広報紙

4回・FB22回、乳幼児健診等機会の活用等）
②区子育て支援室でのメール相談窓口の開設について

検討中（⑥事業で委託事業者がLINE相談を実施）
③ 個別相談会に変更して実施（1か所）
④ 母子手帳交付時面接 874件、出生数 565名

保健師訪問実績 484件
保健師電話実績 1050件 面接実績 172件

⑤ 要保護児童対策協議会のもとでの支援（119件）
⑥ 子ども食堂等運営団体等との連携拡大、支援が必要

な子どもや世帯への寄り 添い支援（6団体との連携、
22件への継続的なフォロー）

⑦ 学校と区が連携して必要な支援を検討・実施（スクリー
ニング会議Ⅱ実施37回、支援対象児童41名） 11



基本目標２ 丸ごと、寄り添いの支援ができる地域包括支援体制の構築

基本的方向 主な取組

抱える悩みや求める支援の内容に応じて、どこの窓口に行けばよい
か、相談窓口情報の総合的な案内、提供を行います。

①区役所保健福祉課窓口において、総合的な案内や対応する相談窓口へのつなぎ、区役所職員
が適切に案内、情報提供できるよう、研修や関係機関との意見交換等を実施

②区役所内での各種サービス・制度の利用・申請手続きが、ワンストップでできるような仕組みを
検討、区役所、関係相談支援機関間の連絡・連携を密に行い、相談や手続きをスムーズに実施

複合的な課題を有する人や世帯に的確に対応するため、関係する相
談支援窓口の連携を強化するとともに、総合的な支援会議の仕組み
等を活用し、適切な支援につなげていきます。

③生活困窮者の相談窓口において、相談者の状況に応じ自立に向けた包括的・継続的に支援
④複合的な課題を抱えている場合、関係する相談支援窓口が連携した支援会議を開催し、総合的か
つ適切な支援を実施

相談支援窓口において、必要に応じアウトリーチの手法による寄り
添い型の支援を実施していきます。

⑤各相談支援窓口において、自らＳＯＳを発信せず相談にも赴かない人が把握できた場合、必要に
応じ出向いて相談にのり、寄り添いながら適切な支援

⑥ひきこもりの人に対しては、大阪市こころの健康センターや若者サポートステーション等関係機
関と連携し、生活困窮者自立支援就労準備事業、地域就労支援事業等の活用し粘り強く、寄り添
いでの自立支援を実施

（５）複合的な課題を抱える人への総合的な相談支援体制の充実

対応策および今後の方向性

① 適切な案内、情報提供ができるよう、感染状況等を
見ながら研修や関係機関との意見交換会を実施

② リアルタイムに適切な案内が出来るよう、チラシの内
容精査及び各窓口・機関によるスムーズな相談手
続きに向けた研修等の実施

③ 様々な社会資源や、地域等との定期的な連携によ
り継続的・効果的な支援を検討・実施

④ 各機関が連携し、速やかに総合的な支援につなが
るような会議開催方法を検討

⑤⑥ 地域や各機関と連携した支援の継続実施
各相談窓口との連携強化及び案内チラシの補
充・設置箇所の増加により広く周知を図る

課題・問題点

① 研修、意見交換の場は、各機関の窓口業務対
応状況や感染状況等を見ながら検討が必要

② 新規事業・制度改正が多いため、スムーズな
連携に向けた各窓口・機関等による研修等が
必要

③ 雇用状況の悪化により、自立支援が困難な
ケースが生じており対応が必要

④ 感染症対策等により集合型の会議の開催が
難しい時に、速やかに各機関が連携できる会
議開催方法の検討が必要

⑤⑥ 外出自粛等により、アウ トリーチによる支援
（把握）が困難な状況であったが、コロナ禍で
実施しうる方法の検討が必要

R2年度 主な取組状況（12月末時点）

① 繁忙となった各機関の窓口業務対応等が優先され
たため、 関係各機関との研修会・意見交換会は未
実施

② 「主な手続き窓口のご案内」チラシの配付による各
窓口への誘導

③ 支援プラン作成 93件
④ 支援会議（１回）

総合的な支援充実事業（ＳＶ相談）（１回）
⑤ コンビニ・薬局・ネットカフェ・地下鉄駅等へ「自立支

援相談窓口」案内チラシの配架 338件
主任ケアマネージャー研修にて事業周知とチラシ配
架依頼 1回

⑥ 生活困窮者自立支援就労準備事業 1件 12



（６）権利擁護支援体制の充実

基本目標２ 丸ごと、寄り添いの支援ができる地域包括支援体制の構築
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基本的方向 主な取組

高齢者、障がい者等への虐待防止の啓発を行うとともに、虐待が発見された場合に
は、関係機関と連携し迅速に対応していきます。

①高齢者、障がい者等への虐待防止に向け区の広報媒体等を活用し啓発。
②虐待が発見・通報された場合には、関係機関と連携し迅速に対応

区民への成年後見制度や日常生活自立支援事業の広報・周知を行い、利用促進・拡
大を図ります。

③成年後見制度や日常生活自立支援（あんしんサポート）事業の利用促進に向け、
制度をていねいに説明・広報

④制度を活用して、判断能力が十分でない人に対し福祉サービスの利用や、財産、
日常的な金銭の管理を支援

対応策および今後の方向性

② ＨＰ・広報紙等を通じた虐待相談窓口の更なる広
報・周知
居宅支援事業者向けに引き続き研修や更なる連携
強化に取り組み迅速に対応できる体制の検討

③ 成年後見制度、日常生活自立支援事業をわかりや
すく誰もが理解できる広報の検討

④ 民生委員・児童委員協議会等へ、司法書士による
制度説明の研修会開催について働きかけ

課題・問題点

② 虐待相談・通報件数の増加（コロナ禍でステイ
ホームが続くことも原因の一つと考えられる）
により、相談窓口等の周知が必要。

③ 成年後見制度や日常生活自立支援事業の広
報・周知が必要。

④ 成年後見制度について、身近でわかりやすく
説明できる人が不足しており、対応が必要。

R2年度 主な取組状況（12月末時点）

① 虐待防止啓発カレンダーの配布
② 虐待相談・通報件数(高齢 33件・障がい 11件）

（R元年度 高齢 19件・障がい 8件）
居宅支援事業者向け虐待防止研修会（1月）

③ 成年後見制度周知チラシの常設
成年後見制度相談件数12件（R1年度12件）

④ 日常生活自立支援（あんしんサポート）事業
利用者 31名（R2年度の新規利用者3名）（R元年度
新規は4名）
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