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大阪市 健康福祉局 高齢福祉担当

平成23年度地域包括支援センターの設置方針について



平成23年度における地域包括支援センターの設置方針について 

 
 
１ 基本的な考え方 

○ 地域包括支援センターの増設については、昨年 7月の市運営協議会において、「平成 24年当
初の完了を目指して高齢者人口の多い区・圏域から段階的に増設していく」との方針が確認

されており、今後もこの方針に沿って段階的に増設していくこととする。 
 
 
２ 平成23年度の設置方針 

○ 平成 21年 4月には、高齢者人口が 4万人を超える平野区・西成区で 3箇所増設し、平成 22
年 4月には、高齢者人口が 3万人を超える淀川区ほか 8区で 11箇所増設している。 

○ これまでの増設経過を踏まえ、平成23年4月の増設にあたっては、高齢者人口が概ね2万

人を超える区・圏域を対象に新たに地域包括支援センターを設置していくことを基本とする。 
（高齢者人口が概ね 2万人を超える区・圏域･･･H23推計人口で 16区） 

○ 一方、平成 24 年度当初に増設が完了することを前提とすると、今後 2 年間で約 30 箇所程
度の増設が必要となる。 

○ このため、円滑な移行を図る観点から、平成23・24年度における増設箇所数を平準化する。 
例えば平成 22年度に一度に 2箇所増設した区については、残る圏域が概ね 2万人を超えて
いる場合であっても、包括間の連携や区保健福祉センターと各包括との連携をはじめ、区内

の関係機関等との連携・協力関係を強化していくことに注力するため、平成 23 年度は増設
を行わない等により、平準化を図っていくこととする。 

○ 具体的な圏域設定については、今後関係区と調整を図り、次回の運営協議会でご審議願う予

定 
 

 



（参 考） 

地域包括支援センターの増設経過（概略） 

 
平成20年11月 第3回大阪市地域包括支援センター運営協議会 

今後の地域包括支援センターのあり方について 

【今後のあり方と具体的な進め方】 

（略）平成 21 年度においては、高齢者人口の多い区において、地域包括支援センターを
複数設置する。 
平成 22 年度以降、複数設置した効果や課題の検証を踏まえて、地域包括支援センターを
段階的に整備する。 

 
 
 
平成21年3月 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成21年度～23年度）策定 

Ⅱ 重点的な課題と取組み 

 ２ 高齢者の地域支援体制の構築 

  エ 地域包括支援センターによる地域包括ケア体制の充実 

（略）今後の高齢者人口の増加を見据えて、地域包括支援センター・総合相談窓口（ブ

ランチ）のあり方について設置か所数を含めた検討が必要となってきています。現行の

行政区に 1か所の地域包括支援センターでは、区によってはその役割・機能を十分果た

すことが困難な状況も生じており、高齢者人口に応じた設置か所数とするなど、より身

近な圏域において専門職による支援や関係機関が連携・協働するネットワークづくりが

可能となるよう、「評価部会」等において、地域包括支援センター・総合相談窓口（ブラ

ンチ）の取組み状況の検証を行いながら、地域特性も踏まえて段階的な整備を進めます。 
 
 
 
平成21年4月 高齢者人口が4万人を超える平野区で2箇所、西成区で1箇所、先行的に

地域包括支援センターを増設（計27箇所） 

 



平成21年7月 第1回大阪市地域包括支援センター運営協議会 

今後の地域包括支援センターの設置方針について 

３ 今後の進め方について 

（略）高齢者人口の多い区・圏域から段階的に複数設置を進めながら、その効果や課題等

についても並行して検証を進めていくこととし、平成 24 年度当初に複数化が完了すること
を目指して、平成 23年度中には市全域の圏域設定を確定していく。 
４ 平成22年度の設置方針 

（略）高齢者人口が概ね 3万人を超える区・圏域において複数設置を進める。 
（略）隣接する中学校区 2箇所から 3箇所をまとめて、高齢者人口が概ね 1万人前後とな
るよう圏域を設定する。 
６ ブランチについて 

当面、既存のブランチについては、新たに導入した評価の仕組みも活用して身近な総合相

談窓口としてその役割を果たしていくこととし、順次設置されていくこととなる新しい地域

包括支援センターの取り組み状況を平成 21・22 年度で検証しながら、平成 23 年度を目途
にあり方を決定していく。 

 
 

平成21年9月 第2回大阪市地域包括支援センター運営協議会 

新設された地域包括支援センターに関する効果や課題等の検証について 

４ アンケート調査のまとめ 

（略）開設から 4ヶ月余りの段階での調査ではあったが、包括の複数体制は概ね受け入れ
られているものと判断できる。 
今回の調査で明らかとなった課題等については、今後複数化を進めていく中で整理を図っ

ていく。 
 

新たな地域包括支援センターの設置について 

１ 設置区及び圏域について 

（略）平成 22年度については、淀川区、東淀川区、生野区、城東区、住之江区、住吉区、
東住吉区及び西成区の 8区において別添のとおり新しい圏域を設定し、新たな地域包括支援
センターを設置する。 

 
 

平成21年12月 第3回大阪市地域包括支援センター運営協議会 

11箇所の新設圏域を担当する地域包括支援センター運営受託候補者を選定 

 
 
平成22年4月 淀川区ほか8区で計11箇所地域包括支援センター増設（計38箇所） 



地域包括支援センター　一覧
平成22年4月1日～

高齢者人口

センター名 住所 （H23推計）

北区 北区 北区神山町15-11 北区全域 20,937 人 (福)大阪市北区社会福祉協議会

都島区 都島区 都島区都島本通3-12-31 都島区全域 22,196 人 (福)大阪市都島区社会福祉協議会

福島区 福島区 福島区海老江6-2-22 福島区全域 13,780 人 (福)大阪市福島区社会福祉協議会

此花区 此花区 此花区伝法3-2-27 此花区全域 17,138 人 (福)大阪市此花区社会福祉協議会

中央区 中央区 中央区上本町西2-5-25 中央区全域 14,396 人 (福)大阪市中央区社会福祉協議会

西区 西区 西区新町4-5-14（西区役所合同庁舎６階） 西区全域 13,119 人 (福)大阪市西区社会福祉協議会

港区 港区 港区弁天2-15-1 港区全域 21,537 人 (福)大阪市港区社会福祉協議会

大正区 大正区 大正区小林西1-14-3 大正区全域 19,119 人 (福)大阪市大正区社会福祉協議会

天王寺区 天王寺区 天王寺区六万体町5-26 天王寺区全域 13,412 人 (福)大阪市天王寺区社会福祉協議会

浪速区 浪速区 浪速区難波中3-8-8（難波スポーツセンター１階） 浪速区全域 11,636 人 (福)大阪市浪速区社会福祉協議会

西淀川区 西淀川区 西淀川区千舟2-7-7 西淀川区全域 22,157 人 (福)大阪市西淀川区区社会福祉協議会

淀川区 淀川区三国本町2-14-3 東部包括管轄外の地域 27,277 人 (福)大阪市淀川区社会福祉協議会

淀川区東部 淀川区西宮原１－６－４５
西中島、木川、木川南、北中島、宮
原地域

9,639 人 (福)キリスト教ミード社会舘 H22

東淀川区 東淀川区菅原4-4-37 北部包括管轄外の地域 27,278 人 (福)大阪市東淀川区社会福祉協議会

東淀川区北部 東淀川区井高野2-1-57
東井高野、井高野、大隅西、大隅
東、小松地域

11,046 人 (福)井高野福祉会 H22

東成区 東成区 東成区大今里南3-11-2 東成区全域 20,007 人 (福)大阪市東成区社会福祉協議会

生野区 生野区勝山北3-13-20 東生野包括・鶴橋包括管轄外の地域 22,138 人 (福)大阪市生野区社会福祉協議会

東生野 生野区小路３－１７－１０ 東中川、小路、東小路地域 8,002 人 (福)慶生会 H22

鶴橋 生野区鶴橋３－８－１３　メゾン南陽１０１号 御幸森、中川、北鶴橋、鶴橋地域 8,045 人 (NPO)ぱだ H22

旭区 旭区 旭区高殿6-16-1 旭区全域 26,503 人 (福)大阪市旭区社会福祉協議会

城東区 城東区中央2-11-16 城東・放出包括管轄外の地域 29,565 人 (福)大阪市城東区社会福祉協議会

城東・放出 城東区諏訪４－１２－２８ 今福、放出、東中浜、諏訪地域 9,966 人 (福)至善会 H22

鶴見区 鶴見区 鶴見区諸口5-浜6-12 鶴見区全域 23,145 人 (福)大阪市鶴見区社会福祉協議会

阿倍野区 阿倍野区 阿倍野区帝塚山1-3-8 阿倍野区全域 27,366 人 (福)大阪市阿倍野区社会福祉協議会

住之江区 住之江区御崎4-6-10 さきしま包括管轄外の地域 25,907 人 (福)大阪市住之江区社会福祉協議会

さきしま 住之江区南港中３－３－４３
南港光、南港桜、南港緑、南港渚地
域

5,212 人 (福)健成会 H22

住吉区 住吉区浅香1-8-47 北包括・東包括管轄外の地域 20,861 人 (福)大阪市住吉区社会福祉協議会

住吉区北 住吉区帝塚山５－１０－１５ 東粉浜、住吉、大領地域 9,697 人 (福)ライフサポート協会 H22

住吉区東 住吉区苅田４－３－１５ 長居、苅田、苅田北地域 9,170 人 (福)四恩学園 H22

東住吉区 東住吉区田辺2-10-18 矢田包括・中野包括管轄外の地域 19,273 人 (福)大阪市東住吉区社会福祉協議会

矢田 東住吉区矢田６－８－７ 矢田、矢田東、矢田北、矢田西地域 8,350 人 (福)ふれあい共生会 H22

中野 東住吉区湯里１－１－３０ 東田辺、南百済、鷹合、湯里地域 8,964 人 (福)隆生福祉会 H22

平野区 平野区平野東2-1-30 加美包括・長吉包括管轄外の地域 29,172 人 (福)大阪市平野区社会福祉協議会

加美 平野区加美北7-1-2
加美、加美南部、加美北、加美東地
域

9,638 人 (福)和悦会 H21

長吉 平野区長吉出戸6-8-21
長吉東部、長吉長原東、長吉六反、
長吉六反東、長吉西部、長吉出戸地
域

13,181 人 (福)永寿福祉会 H21

西成区 西成区岸里 1-5-20（西成区役所合同庁舎８階） 玉出包括・北西部包括管轄外の地域 25,720 人 (福)大阪市西成区社会福祉協議会

玉出 西成区南津守7-12-32 玉出、千本、南津守地域 8,959 人 (福)白寿会 H21

西成区北西部 西成区長橋２-5-33（市民交流センター内）
長橋、北津守、松之宮、梅南、津守
地域

7,799 人 (福)ヒューマンライツ福祉協会 H22
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担当圏域
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平野区
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