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大阪市 健康福祉局 高齢福祉課

平成24年度地域包括支援センターの設置方針について



平成24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、平成 21 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、24年 4月の一定の増設完了に向けて、増設を進めていくこととする。

 
 
２ 平成24年度の設置方針 

○ これまで、増設については、高齢者人口の多い区・圏域から段階的に進めることとし、平成

21年 4月に 3箇所、平成 22年 4月に 11箇所、平成 23年 4月に 16箇所の増設を行った。

○ 平成24年4月に向けては、高齢者人口が2万人を超える圏域については全て新たな圏域を

設定し増設を図ることとし、2万人未満の圏域についても、それぞれの実情を踏まえ、一部

新たな圏域を設定し、地域包括支援センターを増設することとする。 

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

予定であるが、現在 11区 12箇所程度を想定している。 

 

○ 平成 24 年度以降については、今後の高齢者人口の増加も見据え、各圏域の実態や状況を十
分把握し、必要に応じ新たな圏域の設定についても検討を行いたい。  

○ なお、西成区のあいりん地域を含む圏域の取扱いについては、地域特性や地域事情を考慮し、

平成 24 年度においては現状のままとするが、今後も関係機関と十分連携、調整を行い、圏
域の設定について検討を行い、運営協議会でのご審議をお願いしたい。 



（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） 



平成22年7月 第1回大阪市地域包括支援センター運営協議会 

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 

２ 平成23年度の設置方針 

（略）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。 

 
地域包括支援センター複数化の効果と課題等の検証について 

１（４）アンケート調査のまとめ 

新包括の積極的な取組みもあり、包括の複数体制については地域に受け入れられていると

判断できる。 
今後もサービスの質を担保しながら段階的な増設を進めていく。 
 
 
 

平成22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 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
おり新しい圏域を設定し、新たな地域包括支援センターを設置する。 

 
 

平成22年12月 第3回大阪市地域包括支援センター運営協議会 

16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 

  （※阿倍野区 1圏域は事業者から応募がなく、増設を見送ることとなった。） 
 
 
平成23年4月 北区ほか12区で計16箇所地域包括支援センター増設（計54箇所） 



地域包括支援センター　一覧 平成23年4月1日～

高齢者人口

センター名 住所 （H23推計）

北区 大阪市北区神山町15-11 西天満、扇町、菅北、滝川、堀川地域 9,552人 社会福祉法人大阪市北区社会福祉協議会

大淀 大阪市北区本庄西2-6-15 中津、大淀、豊崎本庄、豊崎、豊崎東、豊仁地域 10,645人 社会福祉法人幸聖福祉会 Ｈ２３

都島区 大阪市都島区都島本通3-12-31 桜宮、東都島、都島、中野地域 10,341人 社会福祉法人大阪市都島区社会福祉協議会

都島区北部 大阪市都島区大東町2-2-18 高倉、内代、淀川、大東、友渕地域 11,071人 社会福祉法人隆生福祉会 Ｈ２３

福島区 福島区 大阪市福島区海老江6-2-22 福島区全域 13,293人 社会福祉法人大阪市福島区社会福祉協議会

此花区 此花区 大阪市此花区伝法3-2-27 此花区全域 16,532人 社会福祉法人大阪市此花区社会福祉協議会

中央区 中央区 大阪市中央区上本町西2-5-25 中央区全域 13,888人 社会福祉法人大阪市中央区社会福祉協議会

西区 西区 大阪市西区新町4-5-14（西区役所合同庁舎６階） 西区全域 12,657人 社会福祉法人大阪市西区社会福祉協議会

港区 大阪市港区弁天2-15-1 市岡、磯路、弁天、波除、南市岡、田中地域 11,960人 社会福祉法人大阪市港区社会福祉協議会

港区南部 大阪市港区八幡屋2-15-21 三先、池島、八幡屋、港晴、築港地域 8,816人 社会福祉法人みなと寮 Ｈ２３

大正区 大正区 大阪市大正区小林西1-14-3 大正区全域 18,443人 社会福祉法人大阪市大正区社会福祉協議会

天王寺区 天王寺区 大阪市天王寺区六万体町5-26 天王寺区全域 12,938人 社会福祉法人大阪市天王寺区社会福祉協議会

浪速区 浪速区 大阪市浪速区難波中3-8-8（浪速スポーツセンター１階） 浪速区全域 11,225人 社会福祉法人大阪市浪速区社会福祉協議会

西淀川区 大阪市西淀川区千舟2-7-7 柏里、野里、歌島、香簑、竹島、佃、千舟地域 11,757人 社会福祉法人大阪市西淀川区区社会福祉協議会

西淀川区南西部 大阪市西淀川区福町2-4-16 大和田、姫里、姫島、福、大野百島、川北、出来島地域 9,617人 社会福祉法人博陽会 Ｈ２３

淀川区 大阪市淀川区三国本町2-14-3 新高、三国、西三国、東三国、新東三国地域 11,058人 社会福祉法人大阪市淀川区社会福祉協議会

淀川区東部 大阪市淀川区西宮原1-6-45 西中島、木川、木川南、北中島、宮原地域 9,297人 社会福祉法人キリスト教ミード社会舘 Ｈ２２

淀川区西部 大阪市淀川区加島1-34-8 三津屋、加島地域 5,397人 社会福祉法人加島友愛会 Ｈ２３

淀川区南部 大阪市淀川区十三元今里1-1-52 十三、野中、神津、新北野、田川、塚本地域 9,860人 社会福祉法人キリスト教ミード社会舘 Ｈ２３

東淀川区 大阪市東淀川区菅原4-4-37 大桐、大道南、豊里、豊里南、豊新、新庄、下新庄、菅原地域 15,759人 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会

東淀川区北部 大阪市東淀川区井高野2-1-59 東井高野、井高野、大隅西、大隅東、小松地域 10,656人 社会福祉法人井高野福祉会 Ｈ２２

東淀川区南西部 大阪市東淀川区東中島3-14-24 東淡路、淡路、西淡路、啓発地域 10,556人 社会福祉法人ともしび福祉会 Ｈ２３

東成区 東成区 大阪市東成区大今里南3-11-2 東成区全域 19,300人 社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協議会

生野区 大阪市生野区勝山北3-13-20
舎利寺、勝山、東桃谷、生野、西生野、林寺、
生野南、田島、巽、北巽、南巽、巽東地域

21,065人 社会福祉法人大阪市生野区社会福祉協議会

東生野 大阪市生野区小路3-17-10　セレブ北巽1F 東中川、小路、東小路地域 8,009人 社会福祉法人慶生会 Ｈ２２

鶴橋 大阪市生野区鶴橋3-8-13　メゾン南陽101号 御幸森、中川、北鶴橋、鶴橋地域 7,762人 特定非営利活動法人ぱだ Ｈ２２

旭区 大阪市旭区高殿6-16-1 大宮、高殿、高殿南地域 8,467人 社会福祉法人大阪市旭区社会福祉協議会

旭区西部 大阪市旭区中宮2-15-8 中宮、生江、城北地域 6,185人 社会福祉法人邦寿会 Ｈ２３

旭区東部 大阪市旭区新森4-27-13 清水、新森、古市、太子橋地域 10,914人 医療法人清翠会 Ｈ２３

城東区 大阪市城東区中央2-11-16 榎並、成育、聖賢、関目、菫、関目東、鯰江、鯰江東地域 19,942人 社会福祉法人大阪市城東区社会福祉協議会

城東・放出 大阪市城東区諏訪4-12-28 今福、放出、東中浜、諏訪地域 9,614人 社会福祉法人至善会 Ｈ２２

城陽 大阪市城東区鴫野東2-26-12 鴫野、中浜、森之宮、城東地域 8,579人 社会福祉法人松輪会 Ｈ２３

鶴見区 大阪市鶴見区諸口5-浜6-12 榎本、今津、茨田南、茨田、茨田東、茨田北、焼野地域 14,482人 社会福祉法人大阪市鶴見区社会福祉協議会

鶴見区西部 大阪市鶴見区諸口6-1-13　クレセントハイツ鶴見店舗100-３ 緑、鶴見北、鶴見、茨田西、横堤地域 7,846人 社会福祉法人晋栄福祉会 Ｈ２３

阿倍野区 阿倍野区 大阪市阿倍野区帝塚山1-3-8 阿倍野区全域 26,400人 社会福祉法人大阪市阿倍野区社会福祉協議会

住之江区 大阪市住之江区御崎4-6-10 新北島、平林、住吉川、住之江、清江地域 9,689人 社会福祉法人大阪市住之江区社会福祉協議会

さきしま 大阪市住之江区南港中3-3-43 南港光、南港桜、南港緑、南港渚地域 5,029人 社会福祉法人健成会 Ｈ２２

安立・敷津浦 大阪市住之江区南加賀屋3-9-2 安立、敷津浦地域 6,407人 社会福祉法人いわき学園 Ｈ２３

加賀屋・粉浜 大阪市住之江区浜口東2-5-14 粉浜、北粉浜、加賀屋、加賀屋東地域 8,895人 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 Ｈ２３

住吉区 大阪市住吉区浅香1-8-47
墨江、清水丘、南住吉大空、南住吉、遠里小
野、山之内、依羅、苅田南地域

20,125人 社会福祉法人大阪市住吉区社会福祉協議会

住吉区北 大阪市住吉区帝塚山東5-10-15 東粉浜、住吉、大領地域 9,355人 社会福祉法人ライフサポート協会 Ｈ２２

住吉区東 大阪市住吉区苅田4-3-15 長居、苅田、苅田北地域 8,844人 社会福祉法人四恩学園 Ｈ２２

東住吉区 大阪市東住吉区田辺2-10-18 桑津、北田辺、田辺、南田辺、育和、今川地域 18,592人 社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会

矢田 大阪市東住吉区矢田6-8-7 矢田、矢田東、矢田北、矢田西地域 8,055人 社会福祉法人ふれあい共生会 Ｈ２２

中野 大阪市東住吉区湯里1-1-30 東田辺、南百済、鷹合、湯里地域 8,647人 社会福祉法人隆生福祉会 Ｈ２２

平野区 大阪市平野区平野東2-1-30 平野南、平野西、新平野西、平野地域 10,332人 社会福祉法人大阪市平野区社会福祉協議会

加美 大阪市平野区加美北7-1-2 加美北、加美、加美南部、加美東地域 9,296人 社会福祉法人和悦会 Ｈ２１

長吉 大阪市平野区長吉出戸6-8-21 長吉出戸、長吉、川辺、長原、長吉南、長吉六反、長吉東地域 12,714人 社会福祉法人永寿福祉会 Ｈ２１

瓜破 大阪市平野区瓜破2-1-65 ピアン平野1階 瓜破、瓜破東、瓜破北、瓜破西地域 8,232人 社会福祉法人永寿福祉会 Ｈ２３

喜連 大阪市平野区喜連西3-15-23 喜連西、喜連、喜連北、喜連東地域 9,581人 社会福祉法人ユタカ福祉会 Ｈ２３

西成区 大阪市西成区岸里 1-5-20（西成区役所合同庁舎８階） 弘治、萩之茶屋、橘、岸里地域 16,156人 社会福祉法人大阪市西成区社会福祉協議会

玉出 大阪市西成区南津守7-12-32 玉出、千本、南津守地域 8,643人 社会福祉法人白寿会 Ｈ２１

西成区北西部 大阪市西成区長橋2-5-33（市民交流センター内） 長橋、松之宮、梅南、津守、北津守地域 7,523人 社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会 Ｈ２２

西成区東部 大阪市西成区天下茶屋1-4-14 今宮、山王、飛田、天下茶屋地域 8,656人 社会福祉法人大阪自彊館 Ｈ２３

東住吉区

平野区

西成区

城東区

鶴見区

住之江区

住吉区

淀川区

東淀川区

生野区

旭区

北区

都島区

港区

西淀川区

区名
地域包括支援センター

担当圏域 運営法人


