
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

「中央区地域福祉ビジョン」【基本目標１】【基本目標２】の取組の方向性にかかる
令和３年度 主な取組状況 → 改善点および課題・問題点 → 対応策および今後の方向性
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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
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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区民に、区広報紙、ホームページ等を活用した周知・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、
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



R3年度 主な取組状況（12月末時点）

①②･地域活動等に関する情報の区広報紙への
掲載（9回）

③･地域の課題や情報を共有するための地域座
談会を開催（1地域2回）

③④･区HP・SNS等による地域情報などの発信
④･定年退職された方・される予定の方にアン

ケートを実施（6～8月）
･退職者向けボランティア講座の開催
（4回）

⑤･HANDSちゅうおうセミナー「普通ってな
に？～ハッタツのおはなし～」の開催(9月)

･障がい者週間に障がいへの理解に向けた啓
発を実施（区庁舎前のぼり掲出・啓発物品
配布）(12月）

⑥･区内小中学校で、手話や聴導犬・盲導犬の
理解を深める学習会を実施（9回）

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（5回）

･認知症サポーター養成講座の開催
（19回 オンライン含む）

⑧･認知症カフェ（ももカフェ 3回）
･区HP「認知症のことならなんでも案内サイ
ト」内で認知症カフェについて広報周知

･区HPで「認知症家族の語りの会」の広報
周知（3回)

対応策および今後の方向性

②･コロナ禍における他地域の活動好事例を
共有し、地域活動の実施手法の変更や工
夫をまちづくりセンターとともに検討し、
支援につなげる

③･地域の課題等を多方面から収集し、さら
なる情報の共有を図るため、座談会への
参加を広く呼びかける

･感染症対策を実施し、安心して集える工
夫を示し、未開催地域へ開催を呼びかけ
る

⑤･10月の区民まつりにおいて、障がい者ス
ポーツパネル展や競技器具の展示等、障
がいに対する理解に向けた啓発の実施

･12月の障がい者週間にパラリンピアンに
よる障が い者スポーツ講演会・体験会を
開催し、障がいに対する理解を促進する

⑤⑦･オンラインを活用したセミナーや講座
が定着したことにより、オンラインと
会場参加を併用した開催に取 組む

⑧ ･感染症対策を実施し、安心して集える仕
組みを検討する

改善点および課題・問題点

②･コロナ禍により地域活動が停滞している

③･地域座談会は、メンバーが固定化してき
ており、新たな課題の掘り起しや情報の
共有が不足しつつある

･コロナ禍により、座談会未開催の地域に
開催を呼びかけるも、開催に至らない

⑤･コロナ禍により、障がいに対する理解に
向けた啓発活動の多くは中止となり、コ
ロナ禍でも実施できるよう工夫が必要

･障がいに対する理解が進まないため、障
がい者が地域行事等に参加しにくくなっ
ている

⑦･認知症サポーター養成講座をオンライン
を活用して開催

⑧･認知症カフェは、感染症対策を行い開催
出来たが、基礎疾患を抱える方等は、感
染の不安から参加等出来ず、参加者数が
減少 3

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

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高齢者の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

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
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R3年度 主な取組状況（12月末時点）

① ･ふれあい食事会の開催（13地域）
･ふれあい喫茶の開催 （16地域）
･スマホを活用した見守り「スマホサポー
ター」の養成及び見守り活動（1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 （1,376名うち新規 151名）

･地域福祉コーディネーターによる活動件数
（8,625件 11月末時点）

③･地域福祉コーディネーターに、コロナ禍に
おける見守り活動の注意点周知（4回）

･地域福祉コーディネーター研修会の開催
（4回）

④･見守り連絡会の開催（6回 うち1回はオンラ
イン開催）

･民生委員・児童委員と地域福祉コーディネー
ター等の連携強化に向けた「見守り協力者
連絡会」の開催（11月）

対応策および今後の方向性

①･地域福祉コーディネーターが見守り活動を
兼ねて配食を行う等、地域の人的負担を少
しでも軽減出来るよう取組む
･スマホサポーターがふれあい喫茶等でのス
マホ操作相談会をきっかけとして、地域福
祉活動に参加できる仕組みを検討

･ふれあい食事会やふれあい喫茶等で要援護
者が興味を持っていただけるよう、出前講
座等を活用し学びの機会を提供

①～③･要援護者の支援に向け、見守り相談室
が医師会やオレンジチームとの更なる
連携を図る

･地域（町会等）と連携し、地域におけ
る「気にかける」しくみを検討し、早
期の気づきにつなげるとともに、対面
と非対面を使い分け効果的な見守り活
動を行う

改善点および課題・問題点

①･コロナ禍により、ふれあい食事会を配食
サービスに変更して実施

・配食サービスの増加により、地域の人的
負担が増加

･スマホサポーター養成講座に参加した人
の、地域福祉活動への参加が少ない
(14人中5人が活動)

①～③･地域行事が少しずつ再開してはいるが、
コロナが不安で要援護者が外出を控え
ており、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
面での活動が制限されるため、早期
の気づきにつながる新たな取組が必
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
（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

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

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
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R3年度 主な取組状況（12月末時点）

①･子育て情報の広報周知（区広報紙4回・区
FB8回）

②･母子手帳交付時や乳幼児健診時等に情報提供

③･「てくてくナビ」の作成・提供
(保育所・子育て応援団等への提供、区窓口
等での配布)(日本語版6,500部、英語版600
部）

④･「子育て応援団」活動の支援（13地域）

⑤･ファミリー・サポート・センター通信の配布
（年3回752部）

⑥･つどいの広場だよりの配布（月1回1,805部）
･児童だよりの配布（年3回11,603部）
･わいわいねっと新聞の配布(月1回14,000部）

⑦ ･「パンジー広場」の開催（マンション・区役
所 各2回）

⑧･区広報紙に児童虐待防止啓発記事を掲載
(9回 、特集2回）

･保育園や民生委員児童委員等へ児童虐待防止
啓発物品を配布（11月）

･児童扶養手当受給者へ子育て支援室窓口案
内チラシの送付（約800件 8月）

対応策および今後の方向性

④・より多くの子育て世帯に活動に参加しても
らえるよう、SNS等を活用した効果的な広
報を検討

⑤⑥･生活に困窮しているひとり親世帯等に対
しても、フードパントリー等の機会を通
じて事業の利用促進に向けた、周知を行
う

⑦･より多くの子育て世帯に参加してもらえる
よう、マンション集会所・区役所だけでな
く、近隣の地域集会所や大型商業施設等で
実施

改善点および課題・問題点

④･コロナ禍により休止していた「子育て応
援団」活動を、再開している地域もある
が、参加人数が少ない地域がある

⑤⑥・新たにLINEを活用した、事業や活動
の情報発信を実施

・生活に困窮しているひとり親世帯等と
のつながりが少なく、事業の利用に
向けた周知が不足している

⑦･「パンジー広場」の開催については、マ
ンション集会所以外での相談希望の声を
受け、区役所でも開催

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

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

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
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R3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）

③･「いきいき百歳体操」（24グループ開催）
･「かみかみ百歳体操」（10グループ開催）
･区広報紙に「自宅でチャレンジかんたん体
操」を掲載

④･区役所ロビーにて生涯学習サークル等の活
動を紹介するパネル展開催（8～9月）

･生涯学習に関する体験教室を開催
（9～10月）
･各小学校に設置されている生涯学習ルームに
おける地域の方々の活動等を紹介する「中央
区生涯学習ギャラリー展」を開催(2月予定)

･区広報紙に生涯学習に関する特集記事掲載
（7・9月）

対応策および今後の方向性

①･健康展については、感染症対策を実施した開
催方法や、代替となる啓発事業等を検討

･健康講座等については、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

③･「いきいき百歳体操」については、引き続き
十分な感染症対策を実施し開催するとともに、
より多くの区民が参加できるよう支援

･「かみかみ百歳体操」については、DVDを積
極的に貸出す等、自宅で行える仕組みを構築
する

改善点および課題・問題点

①･コロナ禍で、健康展が中止となったため、
区民の健康を考える機会を提供する場が
なくなった

･健康づくり講座は感染症対策として、募
集人数を減員しての実施となった

③④･ 「いきいき百歳体操」や「生涯学習
ルーム」については、十分な感染症対
策を講じ再開

･「かみかみ百歳体操」についてはマ
スク着用での実施が困難
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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
（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

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

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

10



R3年度 主な取組状況（12月末時点）

①･CFK定例会の開催 (9回)（オンラインと会
場参加を併用開催）

②･夏のボランティア体験(エコキャップ分別)
の実施(8月）

･災害ボランティアちょこっと体験の実施
（10月）
･小中学生対象の車いす体験等の福祉教育の
実施（5回）

･新規ボランティア登録者数（個人12件）
･企業と連携した清掃活動 (11月)
･ボランティアに関する相談(20件)を受けて、

マッチングし、新たに展開した件数（8件）

対応策および今後の方向性

①･企業等に向け、大阪府中小企業家同友会や、
各種団体等を通じてCFKと連携した社会福
祉活動への参画を呼びかける

②･感染症対策を実施したボランティア活動が
できる環境づくりに取組む

･主に施設等を中心に活動していた演奏や
ダンス等のパフォーマンスボランティアに
対し、WEBを活用したボランティア活動の
場を提供

･ボランティア同士の連携に向けた交流会の
実施

改善点および課題・問題点

①･CFKとの連携などにより、企業が独自
で地域福祉活動に参加する取組が増加

②･WEBを使った取組により、少しずつ新
たな活動の場が 増えてきている

･イベント等の中止により、ボランティ
ア活動の場が減少

･ボランティア同士の交流の場が少なく、
ボランティア同士が連携した取組に繋
がりにくくなっている

11

（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

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
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（６）災害時に備えた体制づくり



R3年度 主な取組状況（12月末時点）

①･要援護者名簿を地域福祉コーディネーター、
民生委員・児童委員へ提供（10月・3月(予
定)）

･見守り活動にかかる要援護者名簿情報の提供
について、地域と協定を締結（2地域)

③④ ･地域防災訓練の実施（4地域）

⑤ ･中央消防署「救急ICタグ」利用登録の促進
（5地域）

対応策および今後の方向性

①②･要援護者情報を活用した見守り活動に取
組む地域の増加に向け、既に取組んで
いる地域の好事例や体制を共有する等、
新たに取組む地域に対し、見守り相談室
とともに支援する

･災害時の名簿活用について、地域防災訓
練や防災講座等で、引き続き説明を行う
とともに、平時と災害時等を一体的に見
守る体制づくりを検討

③④･災害時等における介護・看護等のサービ
スを受けている要援護者の安否確認につ
いては、サービス事業者等の協力を得る
など、福祉関係事業者等を含めた支援体
制の構築を図る

･地域防災訓練時に、避難行動要支援者の
安否確認や避難誘導支援が円滑に行える
よう訓練を支援

改善点および課題・問題点

①②･要援護者情報を活用した見守り活動
に向けた地域への呼びかけが不足し
ており、取組んでいる地域が少ない

･平時から、災害時等における要援護
者名簿を活用した、避難行動要支援
者の把握が必要

③④･平日昼間時は地域のマンパワーが不
足している

･地域で安否確認訓練に取組む地域が
不足している

･災害時等に、地域で要支援者等の安
否確認や避難誘導支援等を円滑に出
来る体制が、十分に整っていない
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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



（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

14

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活動・役割につい
て、区広報紙で毎月コーナー化するなど広
く周知を検討

･感染症対策を実施した広報周知活動を検討

③･在宅医療・介護連携協議会メンバーの協力
を得て具体的な好事例等を収集し、区HPに
掲載することで在宅医療・介護サービスの
有用性の普及を図る

④･事業所・施設等情報の調査時期からシステ
ム更新までの期間の短縮に取組む

･区HPや区広報紙、各種事業の機会を通じた
「中央区在宅あんしんマップ」システムの
活用に向けた広報周知に取組む

改善点および課題・問題点

①･コロナ禍により、地域行事等の機会を
通じた地域包括支援センターの活動・
役割等についての広報周知活動の多く
が中止となった

③･区HPで紹介できる具体的な好事例の収
集が進んでいない

④･「中央区在宅あんしんマップ」システ
ムの、事業所等の開設・廃止情報の速
やかな更新が求められている

･「中央区在宅あんしんマップ」の活用
に向けた更なる広報・周知が必要（区
民アンケートでの認知度41％）

R3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（区広報
紙 1回、区HP掲載中、区役所･コロナワク
チン集団接種会場に案内チラシを配架）

②･地域包括支援センター運営協議会の開催
（3回うち1回はオンライン開催）

③･区HPで「在宅療養を選択された方の体験
談」を掲載中

④･「中央区在宅あんしんマップ」システムの
情報更新

･区広報紙で「中央区在宅あんしんマップ」
システムの操作・活用方法を掲載予定

（2月）
･「中央区在宅あんしんマップ」を医師会や

地域包括支援センターなどへ配付（1回）

⑤･在宅医療・介護連携協議会の開催（2回）
･地域ケア研究集会の開催（12月 オンライ
ン）
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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



（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
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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



対応策および今後の方向性

①･「認知症のことならなんでも案内サイト」
の情報充実

・オンラインで参加できない高齢者等への情
報発信方法の検討

② ･区広報紙や区HP、各種事業の機会を通じて、
「中央区オレンジチーム」の活動や取組に
ついて分かりやすく広報周知を行う

④ ･見守りメールへの登録について、新たな登
録者や協力者の獲得に向け、引き続き区広
報紙等により広報周知を行うとともに、地
域等へも協力を呼びかける

⑤･認知症カフェと同時開催する等、介護して
いる人も参加しやすい開催方法の検討

･居宅介護支援事業者連絡会等を通じて、会
への参加を呼びかける

改善点および課題・問題点

①･コロナ禍により集合型の講演会等が中
止となる中、映画上映会や講演会はオ
ンラインで開催をすることが出来た

・オンラインでの参加が難しい高齢者へ
情報が届きにくい

②･認知症に対して不安をお持ちの方に対
し、「中央区オレンジチーム」の活動
や認知症施策等が十分に浸透していな
い

④ ･見守りメールへの事前登録者や協力者
の登録者数が増えない

⑤･新たに「認知症の人を介護する家族の
語りの会」を立ち上げた

･実際に介護をしている家族は、会へ参
加することが難しい

･認知症の人を介護している家族に対し
て、会の参加に向けた呼びかけが不足
している

R3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」の情報更新（4回・全6回予定）

・認知症映画上映会「毎日がアルツハイ
マー」の開催（8月 オンライン開催）

･認知症講演会「認知症との向き合い方」の
開催（9月 オンライン開催)

②･「中央区オレンジチーム」の広報周知
（区広報紙1回、区HP掲載中、区内商業施

設へポスター掲示 4ヶ所）
・地域包括支援センターにおける認知症疑い

相談件数（312件）

④･区広報紙で見守りメール登録の呼びかけ
(12月)  

･行方不明捜索支援要請メール
(事前登録者 69名)
(協力者183名 事業所含む）

･見守り協力者連絡会の開催（11月）

⑤･「認知症の人を介護する家族の語りの会」
の開催(5回)

･冊子「認知症のある家族を介護されている
方へ」の配布（1,500部）

･認知症ケアパス「わたしのまちの認知症ガ
イド」の配布（2月予定）
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（２）認知症の人を支える取組の推進

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

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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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が、相談
支援従事者研修や、課題に対する適切な助
言を行うなど、地域の計画相談支援を担う
人材の育成に取組む

①② ･障がい者基幹相談支援センター等と連携
し、10月の区民まつりで障がいへの理解
に向けた啓発活動や、12月の障がい者
週間にパラリンピアン講演会等を実施
し、これらの機会を通じて、地域や関
係相談支援機関等との連携に取組む

②･障がい者基幹相談支援センターと連携し、
書面やオンラインを活用した会議開催や情
報共有方法について検討

改善点および課題・問題点

①･障がい者基幹相談支援センター相談件
数の増加に伴い、相談支援専門員を増
員

･相談内容の複雑・多様化に対応できる
区内相談支援事業所の相談支援従事者
育成等の取組が不足している

①② ･広く障がい者の福祉について関心や
理解を深めるための、地域や関係相
談支援機関等と連携した取組の不足

②･ 自立支援協議会について、運営会議は
開催できたが、コロナ禍で自立支援協
議会や各部会が中止となり、各相談支
援機関等と情報共有・連携等が不足し
ている

R3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
（853件）

②･「HANDSちゅうおう」幹事会・定例会
（オンライン開催 毎月）

･自立支援協議会（未開催）
･自立支援協議会運営会議の開催（11月）
･相談支援事業所部会（未開催）
･児童部会（未開催）
･日中活動系部会（未開催）
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（３）障がい者の相談支援体制の充実

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



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

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

20

（４）子育て・児童虐待の相談支援体制の強化
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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
R3年度 主な取組状況（12月末時点）

①･子育て支援室にヤングケアラー相談窓口を設
置（10月)

･北御堂フードパンドリーにおいて、ひとり親
家庭やヤングケアラーの相談窓口の設置(12月)

②･他区の実施状況や課題を把握・検証するため
の情報収集を実施

③ ･「パンジー広場」の開催
（マンション・区役所 各２回）
･子育て個別相談会の開催
（大型商業施設 ２回）

④･保健師による母子保健（子育て）相談支援
(面接 1,173件)  (訪問 474件)  (電話 1,940件)

⑤･通報のあった世帯等について、要保護児童対
策協議会にて支援策の検討及び支援（145件）

⑥･支援が必要な世帯等の早期発見のため、子ど
も食堂等運営団体等との連携（14団体）

･支援が必要な子どもや世帯への寄り 添い支援
（33件への継続的なフォロー）

⑦･小中学校と連携し、貧困等福祉的な課題や対
応が必要な子どもや世帯に対して、必要な支
援を検討・実施（支援方針等検討会議 25回、
支援対象児童 45名）

改善点および課題・問題点

①･複雑化・多様化する相談内容に対して、
子育て支援室が適切な対応等を行えるス
キルの向上や知識の習得が求められている

③･「パンジーひろば」については、マンショ
ン集会所以外での開催希望の声を受け、区
役所でも開催

･コロナ禍により、大型商業施設での「パン
ジー広場」を個別相談会に変更して開催

④･核家族化や外国籍の世帯など地域とのつな
がりの希薄化等で、保健師以外に相談出来
ない世帯が増加

･電話や訪問時に不在が続くなど、関係を築
くことが難しいケースへの支援が困難

⑥ ･未就学児等、重大な児童虐待に陥るリス
クが高い低年齢層の児童を育てている支
援が必要な世帯を早期に発見することが難
しい

対応策および今後の方向性

①･相談内容に応じた適切な対応、情報提
供ができるよう、研修や関係機関との
意見交換会により対応スキルを強化

② ･他区の実施状況や、課題等を参考に効
果的な実施方法を検討

③･より多くの子育て世帯に参加してもら
えるよう、マンション集会所・区役所
に加えて大型商業施設・近隣の地域集
会所等身近な場所で実施

④･地区担当保健師が、子育て世帯と顔の
見える相談支援をより効果的に実施す
るとともに、各相談支援窓口の情報提供
を行う

⑥ ･未就学児童と関わる民間保育団体等と
の連携強化により重大な児童虐待に陥
るリスクが高い低年齢層の児童を育て
ている支援が必要な世帯へのアウト
リーチ強化を検討
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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、相談や手続きがスムーズに実施

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

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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（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 ･支援内容・相談内容に応じた適切な案
内や情報提供ができるよう、研修や関
係機関との意見交換会を実施

③･様々な社会資源を活用した効果的な支
援を検討・実施

④ 各機関が連携し、速やかに総合的な支援
につながるようなオンライン会議開催方
法を検討

⑤⑥･「自立支援相談窓口」案内チラシ設置
箇所を増加し、より広く周知を図る

･近隣区や企業と連携し、各地域でフー
ドパントリー等の機会を活用して生活
相談窓口等を設置

改善点および課題・問題点

①･社会的なつながりが希薄な世帯等に対する
区職員の見逃しのない感度の高い相談支援
が求められている

･区窓口における複雑化・多様化する相談内
容に対し、職員が適切な案内等を行えるス
キルの向上が求められている

③ ･コロナ禍による雇用状況悪化に伴い、自
立支援が困難なケースが増加

④ ･感染症対策等により集合型会議開催が難
しい時に、速やかに各機関が連携できるし
くみが求められている

⑤⑥･「自立支援相談窓口」を知らない人に対
する支援が求められている

･より身近な場所で相談できる機会が不
足している

R3年度 主な取組状況（12月末時点）

① ･区職員と相談支援機関を対象とした「社会
的なつながりが希薄な世帯への支援」研修
会の開催（１月予定）

③ ･生活困窮者相談支援窓口における相談者
支援プランの作成 (160件)

④ ･支援会議(つながる場)の開催（1月予定）

⑤⑥･相談者等への家庭訪問・同行支援（19件）
･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（283件）

･北御堂フードパントリーにおいて生活相談
窓口や就労支援に関する窓口を設置

（12月）

⑥･関係機関や支援事業についての情報提供
（2件）
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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

（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



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

（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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対応策および今後の方向性

②･区HP・区広報紙等を通じた虐待相談・通報
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を実施
し、更なる連携強化に取組み迅速に対応で
きる体制の検討

③ ･成年後見制度、日常生活自立支援事業につ
いて、分かりやすく誰もが理解できる広報
の検討

④ ･居宅介護支援連絡会等を通じて、支援者へ
周知し、利用促進について働きかける

改善点および課題・問題点

② ･高齢者の増加に伴い、虐待件数も増加
が見込まれることから、引き続き虐待
相談・通報窓口の周知が必要

③ ･成年後見制度や日常生活自立支援事業
の区民への周知や理解が進まない

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いる

･自立支援相談員の増員に伴い、申込か
ら初回訪問までの期間が短縮

R3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
（高齢者 22件・障がい者 14件）

･居宅支援事業者向け虐待防止研修会の開催
（7月）

③･区窓口に成年後見制度周知チラシの設置
･成年後見制度相談件数 （13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 うち新規4名）
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（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


