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平成23年度における地域包括支援センターの増設について（案）



平成23年度における地域包括支援センターの増設について（案） 

 
１ 設置区及び圏域について 

 ・ 第１回運営協議会でご審議いただいた「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」に基づき、平成 23年度については高齢者人口が概ね 2万人を超える区・圏
域について複数設置を進めることとし、関係区と具体的な圏域設定について調整を行った。 

 ・ その結果、平成 23年度については、北区、都島区、港区、西淀川区、淀川区、東淀川区、
旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、平野区及び西成区の 13 区において、別添の
とおり新しい圏域（17圏域）を設定し、新たな地域包括支援センターを設置する。 

 
２ 新設する地域包括支援センターの運営について 

 ・ 新設する地域包括支援センターの運営法人は、圏域ごとに公募し、公平中立で適切な運営
が確保される法人を選考により決定する。 
 応募対象は、社会福祉法人、医療法人、財団法人、社団法人及び特定非営利活動法人とす

る。 

 ・ 委託期間は平成 23年 4月から 3年間とする。 

 
３ 選考の基準・方法・スケジュールについて 

 ・ 法人の選考については、運営協議会設置要綱第７条の規定により設置される「選定部会」
において選定を行う。 

 ・ 募集要項、選定基準、選定スケジュール等の詳細については、選定部会において決定する
こととするが、十分な引継ぎ等の準備期間を確保し円滑に移行を進めていくため、年内中に

は受託予定法人を決定することを目指して手続きを進める。 

  

   選定スケジュールの概要 

    9月 8日  第１回選定部会 
            ・募集要項、選定基準、選定スケジュールについて 

         9月下旬～10月にかけて 
              募集要項公表、説明会、応募受付 

      11月上旬  選定部会（2～5回） 
～12月上旬   ・応募法人の審査、審議結果取りまとめ 

12月中旬  第 3回運営協議会 
            ・受託予定法人の決定 



平成23年4月に新しく設定する圏域（案）

圏域内高齢者数 圏域の範囲 高齢者数

(H23推計) （圏域に含まれる小・中学校区等） （H22.3）

大淀中校区 3,695

豊崎中校区 3,075

新豊崎中校区 3,384

高倉中校区 4,078

淀川中校区 4,067

友渕中校区 2,414

港南中校区の一部(三先小校区) 1,643

港中校区 3,841

築港中校区 2,925

淀中校区 4,576

西淀中校区 4,597

西部 5,459 美津島中校区 5,148

十三中校区の一部(十三小・野中小校区) 2,594

新北野中校区 6,810

柴島中校区 3,256

淡路中校区 5,061

中島中校区 1,751

西部 6,256 大宮中校区 5,900

旭東中校区 6,099

今市中校区の一部（古市・太子橋小校区） 4,311

城東 城陽 8,676 中浜連合・森之宮連合・城東連合・鴫野連合振興町会区域 8,182

緑中校区（緑4丁目を含む） 3,943

茨田中校区の一部(茨田西小校区) 1,570

横堤中校区 1,970

阿倍野 北部 8,561 高松連合、常盤連合、金塚連合、文の里連合振興町会区域 8,074

南東部 6,479 住之江中校区(浜口東2丁目5番の一部を除く) 6,110

住吉第一中校区(浜口東2丁目5番の一部を含む) 4,161

加賀屋中校区 4,323

※圏域内高齢者数は22年8月時点の推計値
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圏域内高齢者数 圏域の範囲 高齢者数

(H23推計) （圏域に含まれる小・中学校区等） （H22.3）

瓜破中校区 4,304

瓜破西中校区 3,546

摂陽中校区の一部(喜連西小校区) 2,921

喜連中校区 6,218

天下茶屋中校区の一部(天下茶屋小校区) 3,209

今宮中校区の一部(今宮小校区)(山王1～3丁目を含む) 5,047

※圏域内高齢者数は22年8月時点の推計値
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　新しく設定する圏域を除く区域（21年4月、22年4月に新設した圏域を除く）については、○
○区地域と称し、現在の区社協包括が引き続き担当するものとする。

　法人選考の結果、適当な受託法人がなかった場合については、当該新圏域は設定せ
ず、現在の区社協包括が引き続き担当するものとする。



増設予定区の状況（平成23年4月）

圏域内高齢者数 圏域の範囲

(H23推計) （圏域に含まれる小・中学校区等）

北区 9,659 天満中、北稜中校区 1

北部 10,767 大淀中、豊崎中、新豊崎中校区 2

都島区 10,458 桜宮中、都島中校区 1

北部 11,196 高倉中、淀川中、友渕中校区 2

港区 12,095 市岡中、市岡東中、港南中校区の一部(市岡・田中小校区) 2

南西部 8,917 港南中校区の一部(三先小校区)、港中、築港中校区 1

西淀川区 11,889 佃中、歌島中校区 1

南西部 9,727 淀中、西淀中校区 1

淀川区 11,181 三国中、東三国中校区 2

東部 9,404 宮原中、十三中校区の一部（西中島小・木川小・木川南小校区） 1

西部 5,459 美津島中校区 0

南部 9,971 十三中校区の一部（十三小・野中小校区）、新北野中校区 0

大桐中、東淀中校区

新東淀中校区

北部 10,777 井高野中、瑞光中校区 1

南西部 10,676 柴島中、淡路中、中島中校区 3

旭区 8,562 旭陽中校区、今市中校区の一部（大宮小校区） 1

西部 6,256 大宮中校区 1

東部 11,038 旭東中、今市中校区の一部（古市・太子橋小校区） 1

鯰江連合、鯰江東連合、関目連合、関目東連合、
菫連合振興町会区域

聖賢連合、榎並連合、成育連合振興町会区域

城東・放出 9,723 諏訪連合、今福連合、放出連合振興町会区域 0

城陽 8,676 中浜連合・森之宮連合・城東連合・鴫野連合振興町会区域 0

今津中、茨田中校区の一部(茨田南・茨田小校区)

茨田北中校区

西部 7,935
緑中校区（緑4丁目を含む）、
茨田中校区の一部(茨田西小校区)、横堤中校区 0

王子連合、丸山連合、長池連合振興町会区域

阿倍野連合、晴明丘連合、阪南連合振興町会区域

北部 8,561 高松連合、常盤連合、金塚連合、文の里連合振興町会区域 1
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圏域内高齢者数 圏域の範囲

(H23推計) （圏域に含まれる小・中学校区等）

住之江区 9,800 真住中、新北島中校区 1

さきしま 5,085 南港北、南港南中校区 1

南東部 6,479 住之江中校区(浜口東2丁目5番の一部を除く) 0

北東部 8,996 住吉第一中校区(浜口東2丁目5番の一部を含む)、加賀屋中校区 1

平野区 10,448 摂陽中校区の一部(平野南小校区)、平野中、平野北中校区 1

加美 9,402 加美中、加美南中校区 1

長吉 12,858 長吉西中、長吉中、長吉六反中校区 2

瓜破 8,324 瓜破中、瓜破西中校区 1

喜連 9,691 摂陽中校区の一部(喜連西小校区)、喜連中校区 2

天下茶屋中校区の一部(橘小校区)、
今宮中校区の一部(弘治小・萩之茶屋小校区)

成南中校区の一部（岸里小校区）(天神ノ森2丁目を含む)

玉出 8,741 成南中校区の一部（千本小校区）、玉出中校区 2

北西部 7,608 鶴見橋中、梅南中校区 1

東部 8,754
天下茶屋中校区の一部(天下茶屋小校区)、
今宮中校区の一部(今宮小校区)(山王1～3丁目を含む) 2

…今回新設圏域
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