
【様式２】

・

・

【高齢化の現状と今後の推計】
　・高齢者人口の推移 　・　認知症高齢者数の推移

　・高齢者がいる世帯のうち、単身高齢者世帯の割合（平成27年国勢調査結果）　・要介護・要支援認定率

大阪市

政令指定都市

全国平均

（福祉局調 平成31年3月末）

・

・

・

・

・

・

・

・

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

特別養護老人ホーム等への入所の必要性・緊急性が高い高齢者が、引き続き、概ね１年以内に入所できるよう整備を促進する必要がある。

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題１ 【高齢者が身近なところで相談・支援を受けられ、いきいきと生活を送ることができる仕組みづくり】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

42.4%

32.0%

27.3%

認定率 うち要支援 うち要介護

大阪市 24.6% 9.0% 15.6%

全国平均 18.2% 5.0% 13.1%

75歳以上高齢者数の増加に伴い、特別養護老人ホーム等への入所の必要性・緊急性が高い高齢者も増加することが見込まれる。

介護・支援を必要とする認知症高齢者数⋆は、高齢者人口よりも高い増加率で推移しており、今後さらに増加すると想定される。

（⋆：要介護認定において「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上）

【高齢化の現状と今後の推計】

大阪市の総人口は今後減少に転じるが、介護の必要性が高い75歳以上高齢者数は増加していくことから、相談体制の確保や、複雑かつ多様化した相談ニーズへ

の専門的な対応が求められる。

高齢化がますます進展する中、介護が必要な状態になることをできる限り予防し、地域でいきいきとした自分らしい生活を送ることができる。

地域包括ケアシステムの深化・推進により、団塊の世代が75歳以上となる令和7（2025）年を見据え、高齢者が身近なところで気軽に相談や支援が受けられ、介

護や援護が必要になっても可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができる。

（相談支援体制の充実）

増加する相談に高齢者の身近な場所で対応するため、高齢者人口に応じて地域包括支援センターの体制を整備するとともに、専門職が協働して地域におけるネット

ワークを構築し、複雑かつ多様化した地域課題の解決に取り組む必要がある。

（介護予防）

身近な地域で介護予防に効果がある体操・運動を実施している通いの場が住民主体で開催されるとともに、元気な高齢者だけではなく要支援者等を含むすべての

高齢者が、介護予防に取組めるような地域づくりを進める必要がある。

（施設整備）

（認知症高齢者）

認知症の人やその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らし続ける社会の実現に向け、認知症に関する正しい知識や理解を深め、早期に認知症に気づき、地域の

つながりで認知症の人をささえるまちづくりを進めるとともに、認知症の人の生きがいづくりを支援していく必要がある。

要支援認定率が全国平均よりもひときわ高くなっており、介護予防の取組みをいっそう進める必要がある。
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【様式２】

・

・

・

ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に対
する有効性

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略（中期的な取組の方向性）

　国の動向や社会経済状況の変化、平成28年度に実施した高齢者とその家族等

のニーズ把握のための高齢者実態調査の結果を踏まえ、平成30年3月に策定した

第７期「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成30年度～令

和2年度）」に基づき、次の各取組を推進する。

【地域包括ケアの推進】

（相談・支援体制の充実）

　地域包括支援センターが地域包括ケアシステムにおける中核的役割を担う機関と

して、地域ケア会議の開催をはじめ、他機関と連携を図りながら地域におけるネット

ワークの強化を図る。

（介護予防）

　各区保健福祉センターをはじめ関係部局と連携しながら、百歳体操等の介護予

防に効果がある体操・運動を実施している住民主体の通いの場の立ち上げ・継続

支援に取り組む。

（施設整備）

　特別養護老人ホーム設置法人に対する整備補助により、整備を促進する。

【認知症高齢者への支援】

　地域におけるネットワークづくりに取組むとともに、市民の認知症に関する正しい知

識と理解の普及啓発に努め、認知症サポーターの養成や、さらなるステップアップ研

修を受講した認知症サポーター（オレンジサポーター）による地域活動を促進するこ

と等により、認知症の人を地域で支えるまちづくりを推進する。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）

【地域包括ケアの推進】

（相談・支援体制の充実）

　地域包括支援センターにおける、高齢者人口に対する年間相談実人数割合が、

直近の実績以上（9.5％）

（介護予防）

　介護予防に効果がある体操・運動を実施している住民主体の通いの場の創出

　令和3年度末までに高齢者人口1万人につき10か所（市内700か所）

（施設整備）

　特別養護老人ホーム整備目標定員数：14,500人分（令和２年度末）

【認知症高齢者への支援】

　認知症サポーターの養成人数：令和２年度末までに24万人（累計）

　認知症サポーター（オレンジサポーター）による支援チーム数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：令和5年度末までに300チーム

平成30年2月の「認知症の人をささえるまち大阪宣言」に基づく認知症の人にや

さしいまちづくりが推進され、市民が認知症に関する正しい知識と理解を持つとと

もに、認知症サポーターによる認知症の人や家族を支援する互助の取組みや地

域における見守りのネットワーク構築の取組みが行われている。

（介護予防）

身近な地域で介護予防に効果がある体操・運動を実施している通いの場が住

民主体で開催されるとともに、要介護・要支援状態となることや、状態の悪化の

予防のための取組みが充実している。

・

（施設整備）
必要性・緊急性が高い入所申込者が、引き続き、概ね１年以内に特別養護

老人ホーム等へ入所できるよう施設が整備されている。

【認知症高齢者への支援】

めざす成果及び戦略　１－１ 【高齢者施策の充実】

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

【地域包括ケアの推進】

（相談・支援体制の充実）
困りごとを気軽に相談でき、適切に課題が解決されるとともに、要支援者等の自

立支援・介護予防の取組みが効果的に行われている。
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○経営課題１【高齢者が身近なところで相談・支援を受けられ、いきいきと生活を送ることができる仕組みづくり】

・

・

凡例

プロセス指標の

達成状況

（※見込み）

①目標達成

②目標未達成

③撤退・再構築基準未達成

（ⅰ）予定どおり進捗

（ⅱ）予定どおり進捗していない

めざす成果及び戦略１－１　【高齢者施策の充実】 戦略に対する

取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進

イ：有効でないため、取組を見直す

－：プロセス指標未設定（未測定）

　具体的取組１－１－１　【相談・支援体制の充実】 ・・・（令和２年度予算額 3,301百万円）

アウトカム（成果）指標

（めざすべき状態を数値化）
地域包括支援センターにおける年間相談実人数割合　→　高齢者人口の9.5％以上

アウトカム指標の

達成状況

A：順調

B：順調でない
前年度

取組内容 プロセス指標
プロセス指標の

達成状況

戦略に対する

取組の有効性

○平成30年度 改善策　※有効性が「イ」の場合は必須

地域包括支援センター：66か所

ブランチ（総合相談窓口）68か所

地域包括支援センター年間相談実人数

                                           ：65,105人

撤退・再構築基準

　地域包括支援センターにおける、高齢者人口に対する

年間相談実人数割合が9.0％を下回る場合は、委託方

針や評価項目について再構築を図る。

戦略に対する取組の有効性

課題　※有効性が「イ」の場合は必須

前年度までの実績

計　　　画 中間振り返り 自己評価

当年度の取組実績

　　高齢者が住みなれた地域で、尊厳あるその人

らしい生活を継続することができるよう、必要な

ニーズを把握し、地域における適切なサービスが提

供されるよう、体制強化を行い、他機関と連携を

図りながら相談対応に取組む。

　地域包括支援センターにおける、高齢者人口に対する

年間相談実人数割合：直近の実績以上（9.5％）

課題と改善策

プロセス指標の達成状況
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○経営課題１【高齢者が身近なところで相談・支援を受けられ、いきいきと生活を送ることができる仕組みづくり】

凡例

プロセス指標の

達成状況

（※見込み）

①目標達成

②目標未達成

③撤退・再構築基準未達成

（ⅰ）予定どおり進捗

（ⅱ）予定どおり進捗していない

めざす成果及び戦略１－１　【高齢者施策の充実】 戦略に対する

取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進

イ：有効でないため、取組を見直す

－：プロセス指標未設定（未測定）

・

・

・

　具体的取組１－１－２　【介護予防の推進】 ・・・（令和２年度予算額 209百万円）

前年度

計　　　画 中間振り返り 自己評価

取組内容 プロセス指標

アウトカム（成果）指標

（めざすべき状態を数値化）

介護予防に効果がある体操・運動を実施している住民主体の通いの場の創出　→　高齢者人口１万人につき10か所（市内700か所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （令和３年度末）

アウトカム指標の

達成状況

A：順調

B：順調でない

プロセス指標の

達成状況

戦略に対する

取組の有効性
当年度の取組実績

　高齢者自らが介護予防に取組める地域づくりを

進められるよう、百歳体操等の介護予防に効果

がある体操・運動を実施している住民主体の通い

の場の立ち上げや継続支援のため、おもりやDVD

の貸出、リハビリテーション専門職等による助言・

指導等を随時実施。

　介護予防に効果がある体操・運動を実施している住民

主体の通いの場の創出：700か所

課題と改善策

前年度までの実績

○平成30年度 改善策　※有効性が「イ」の場合は必須

住民主体の介護予防に効果がある体操・運動等の

通いの場：105か所

DVD/おもり等の貸出の実施：138回

専門職等による助言・指導の実施：299グループ

プロセス指標の達成状況

撤退・再構築基準

　介護予防に効果がある体操・運動を実施している住民

主体の通いの場の創出700か所を達成できない場合は、

事業手法の再構築を図る。

戦略に対する取組の有効性

課題　※有効性が「イ」の場合は必須
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○経営課題１【高齢者が身近なところで相談・支援を受けられ、いきいきと生活を送ることができる仕組みづくり】

凡例

プロセス指標の

達成状況

（※見込み）

①目標達成

②目標未達成

③撤退・再構築基準未達成

（ⅰ）予定どおり進捗

（ⅱ）予定どおり進捗していない

めざす成果及び戦略１－１　【高齢者施策の充実】 戦略に対する

取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進

イ：有効でないため、取組を見直す

－：プロセス指標未設定（未測定）

　具体的取組１－１－３　【特別養護老人ホームの整備促進】 ・・・（令和２年度予算額 2,555百万円）

アウトカム（成果）指標

（めざすべき状態を数値化）
特別養護老人ホームの整備目標定員数　→　14,500人分（令和２年度末）

アウトカム指標の

達成状況

A：順調

B：順調でない
前年度

取組内容 プロセス指標
プロセス指標の

達成状況

戦略に対する

取組の有効性

撤退・再構築基準

　応募数が募集数の半数を下回った場合は、公募方法

等を見直す。

戦略に対する取組の有効性

課題　※有効性が「イ」の場合は必須

前年度までの実績

○平成30年度 改善策　※有効性が「イ」の場合は必須

　特別養護老人ホーム定員数

　平成31年4月1日現在：13,539人分

計　　　画 中間振り返り 自己評価

当年度の取組実績

　特別養護老人ホーム設置法人を公募により選

定し、設置法人に対する補助により整備を促進

する。

　特別養護老人ホーム整備数：14,500人

課題と改善策

プロセス指標の達成状況
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○経営課題１【高齢者が身近なところで相談・支援を受けられ、いきいきと生活を送ることができる仕組みづくり】

凡例

プロセス指標の

達成状況

（※見込み）

①目標達成

②目標未達成

③撤退・再構築基準未達成

（ⅰ）予定どおり進捗

（ⅱ）予定どおり進捗していない

めざす成果及び戦略１－１　【高齢者施策の充実】 戦略に対する

取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進

イ：有効でないため、取組を見直す

－：プロセス指標未設定（未測定）

　具体的取組１－１－４　【認知症高齢者への支援】 ・・・（令和２年度予算額 100百万円）

アウトカム（成果）指標

（めざすべき状態を数値化）

認知症サポーター養成人数　→　累計24万人（令和２年度末）

認知症サポーター（オレンジサポーター）による支援チーム数　→　300チーム（令和5年度末）

アウトカム指標の

達成状況

A：順調

B：順調でない
前年度

計　　　画 中間振り返り 自己評価

取組内容 プロセス指標

　認知症に関する正しい知識と理解の普及啓発

を進めるため、認知症サポーターの養成に加え、

認知症サポーターに対するさらなるステップアップの

ための研修を実施するとともに、各区の認知症強

化型地域包括支援センターにコーディネーターを

配置し、ステップアップ研修を受講した認知症サ

ポーター（オレンジサポーター）で構成されるチー

ムの立ち上げや地域活動を支援することにより、

認知症の人をささえるまちづくりを推進する。

・ 認知症サポーター養成数：20,000人以上/年

・ ステップアップ研修受講者数：1,600人以上/年

　認知症サポーター養成数：20,041人/年

　　　　　　　　　　　　　　　　（累計：200,145人）

課題　※有効性が「イ」の場合は必須

前年度までの実績

○平成30年度 改善策　※有効性が「イ」の場合は必須

課題と改善策

プロセス指標の達成状況

撤退・再構築基準

　認知症サポーター養成数が18,000人（目標の

90％）を下回る場合又はステップアップ研修受講者数が

800人（目標の50％）を下回る場合には、事業手法の

再構築を図る。

戦略に対する取組の有効性

中

間

振

り

返

り

プロセス指標の

達成状況

戦略に対する

取組の有効性
当年度の取組実績
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【様式２】

【障がい者をとりまく状況】
　・障がい福祉サービス利用者の増加・重要度 ・　施設入所者にかかる地域生活への意向の現状

　区分：障害者総合支援法に基づく障がい支援区分

　・平成28年度大阪市障がい者等基礎調査結果

　　障がいによって困っていること（障がい者本人調査） ・・・・・・・・・「障がい者に対するまわりの人や社会の理解がない」

　　発達障がい者が困っていること  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「周りの理解がない」

　　障がい者施策に望むこと（障がい者本人調査） ・・・・・・・・・・・・「相談支援体制の充実」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「障がいに対する理解を深めるための啓発・広報の充実」

　　地域移行をしたいと思うか（施設入所者調査） ・・・・・・・・・・・・「親・きょうだいと暮らしたい、グループホームで暮らしたい」

　　地域移行を進めうえでの課題（入所施設管理者調査）・・・・・・「グループホームなどの充実」

・

・

・

・

・

・

・

・

・

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

施設入所者の地域移行ニーズがあるものの、移行者数が減少しており、入所期間が長期化している状況がある。

サービス利用者の増加に伴う相談件数の増加に対応した支援体制が十分でなく、地域で生活するための受け皿となるグループホームなどの社会資源が不足して

いる。

【障がい者をとりまく状況】

重症心身障がい児（者）は、医療的ケアを必要とすることが多いが、支援に専門的な知識を要することから、対応できる福祉サービス事業所が少ない。

障がい特性に応じたきめ細かな専門性の高い相談支援を確実に提供できる体制強化が必要である。

障がい者の地域移行促進のため、グループホーム新規開設の促進に取り組む必要がある。

発達障がいについて社会全体の理解促進を図るとともに、障がい特性に応じた専門的な支援ニーズにも適切に対応する必要がある。

ニーズの高い医療型ショートステイの受入れ先の更なる確保や、医療的ケアに対応できる福祉サービス事業所を増やしていく必要がある。

様々な障がい特性や困っていること、必要な配慮などを理解し、手助けや配慮ができる市民・企業を増やしていくことが必要である。

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題２ 【障がい者等が身近なところで相談・支援を受けられ、いきいきと生活を送ることができる仕組みづくり】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

13.3%

44.4%

17.2%

12.1%

39.5%

57.8%

「障がいの特性の理解や、障がいのある方への必要な配慮が不足している」との調査結果を踏まえ、市民・企業への啓発を進める必要がある。

障がい者が、身近なところで気軽に相談や支援が受けられるとともに、障がい特性を踏まえた適切な相談・支援を受けることで、地域で自立した生活を送ることが

できる。
・

【障がい福祉サービスの利用者数】

H27.4 H29.4

利用者数 19,247人 22,589人

うち区分５・６ 5,564人 6,620人

（割合） (28.9%) (29.3%) 301
232 221

126

0
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350

H18～H20

の合計

H21～H23

の合計

H24～H26

の合計

H27～H29

の合計（見込）

▲２３％

○平成18年度以降の地域移行者数の推移

▲５％

▲４３％
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【様式２】

・

・

・

・

・

・

・

・

・

あいサポーター数

「障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな

がら共生する社会の実現」に向けて、次の計画に基づく各取組を推進する。

・

グループホーム利用人数

障がいについての正しい理解がさらに広がるよう、あいサポーターの養成を進め

る。

・ 施設入所者への地域生活等の情報を提供するなどの働きかけを行うことで、

地域生活への移行を希望する者に対して、地域移行支援事業者へつなげる

ための支援を行う。

「大阪市障がい者支援計画」（平成30～令和5年度）

「大阪市障がい者福祉計画」（平成30～令和2年度）

「大阪市障がい児福祉計画」（平成30～令和2年度）

グループホームの新設時及び既設の改修時における事業者負担の軽減や、

法令上必要なスプリンクラー設置にかかる経費の助成により設置促進を図り、

住居数を確保する。

「発達障がい者支援室」を中心に、関係部局との横断的連携により、ライフス

テージに応じた発達障がい者支援体制を構築し、療育などの専門的な支援

ニーズに適切に対応する。

重症心身障がい児（者）の支援について、医療的ケアに対応できる医療機

関の病床を確保し、家族の急病時等の一時的受け入れを実施するとともに、

医療的ケアに対応可能な福祉サービス事業所の充実を図るため、事業者研

修等を実施して地域生活支援の基盤づくりを行う。

・

多くの待機等が生じている状況が改善され、重症心身障がい児（者）等か

らの医療型ショートステイの利用申込みに対応できるとともに、身近な地域で

医療的ケアに対応できる福祉サービス事業所が増加している。

重症心身障がい児（者）の医療型ショートステイの利用とならなかった割合

が20％以下。（令和2年度）

ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略（中期的な取組の方向性）

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）

令和２年度末　３万人（大阪市人口の１％以上）

施設入所者のうち、地域生活へ移行する方の人数が123人以上。

（平成30年度から令和2年度の3年間）

発達障がい者支援における、専門療育機関での療養内容が家庭での取組み

に役立っているとの評価が毎年度70％以上。

・

・

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

令和２年度末　3,183人以上

障がい者が、身近なところで気軽に相談や支援を受けられることで、地域で安

心した生活を送ることができるとともに、施設入所者が減少している。

身近な地域で障がいについての正しい理解が進み、障がい特性に応じた適切

な相談や支援ができている。

区域における困難ケース等にかかる対応力を強化するため、各区障がい者基

幹相談支援センターの支援力を高める。

めざす成果及び戦略　２－１ 【障がい者への相談・支援体制の充実】
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○経営課題２【障がい者等が身近なところで相談・支援を受けられ、いきいきと生活を送ることができる仕組みづくり】

・

・

・

・

・

凡例

プロセス指標の

達成状況

（※見込み）

①目標達成

②目標未達成

③撤退・再構築基準未達成

（ⅰ）予定どおり進捗

（ⅱ）予定どおり進捗していない

めざす成果及び戦略２－１　【障がい者への相談・支援体制の充実】 戦略に対する

取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進

イ：有効でないため、取組を見直す

－：プロセス指標未設定（未測定）

　具体的取組２－１－１　【相談体制の機能充実】 ・・・（令和２年度予算額 396百万円）

アウトカム（成果）指標

（めざすべき状態を数値化）
施設入所者の地域移行者数　→　123人以上（平成30年度～令和２年度）

アウトカム指標の

達成状況

A：順調

B：順調でない
前年度

当年度の取組実績

施設入所者の地域移行数：年48人以上

取組内容 プロセス指標
プロセス指標の

達成状況

戦略に対する

取組の有効性

課題と改善策

・ 施設入所者の地域生活への移行推進のた

め、各区障がい者基幹相談支援センターが

地域移行支援にかかるコーディネートを実施。

相談支援専門職員等の研修の参加者

：年間延べ300人以上

地域移行者数が年20人を下回る場合は、地域移行

の進め方を再検討する。

プロセス指標の達成状況

撤退・再構築基準障がいの重度化にも対応した相談支援体制

を構築するため、相談支援専門員等を対象

とした研修を実施。　　　　　　：年４回以上

○平成30年度 改善策　※有効性が「イ」の場合は必須

研修の年間延べ参加者数が200人を下回る場合

は、研修の内容や実施方法も含めあり方を検討す

る。

・

入所施設からの地域移行者数：27人

障がい者相談支援研修センターによる研修会

　　　　　　　　　　　　　：６回（延べ233人参加）

うち、事例検討会：１回（18人参加）

計　　　画 中間振り返り 自己評価

前年度までの実績

戦略に対する取組の有効性
（令和２年予算額のうち区CM経費　376百万円）

課題　※有効性が「イ」の場合は必須

（令和元年予算額のうち区CM経費　376百万円）

・
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○経営課題２【障がい者等が身近なところで相談・支援を受けられ、いきいきと生活を送ることができる仕組みづくり】

凡例

プロセス指標の

達成状況

（※見込み）

①目標達成

②目標未達成

③撤退・再構築基準未達成

（ⅰ）予定どおり進捗

（ⅱ）予定どおり進捗していない

めざす成果及び戦略２－１　【障がい者への相談・支援体制の充実】 戦略に対する

取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進

イ：有効でないため、取組を見直す

－：プロセス指標未設定（未測定）

・ ・

・

前年度

　具体的取組２－１－２　【グループホームの設置促進】 ・・・（令和２年度予算額 305百万円）

アウトカム（成果）指標

（めざすべき状態を数値化）
障がい者グループホーム利用人数　→　3,183人以上（令和２年度）

アウトカム指標の

達成状況

A：順調

B：順調でない

プロセス指標の

達成状況

戦略に対する

取組の有効性
当年度の取組実績

課題と改善策

戦略に対する取組の有効性

課題　※有効性が「イ」の場合は必須

計　　　画

撤退・再構築基準

○グループホームの設置促進

　・設置費助成

改善策　※有効性が「イ」の場合は必須

住宅改造助成　12か所

設備整備助成　20か所

スプリンクラー設置助成

障がい者グループホーム利用人数：2,457人

　　　新規開所

前年度までの実績
　　　既存住居

○平成30年度

グループホーム設置補助

　　　新築・購入

　　　賃貸

　・住宅改造助成

　・設備整備助成

設置費助成　21か所

16か所

　グループホーム利用人数が目標の90％を下回った場合

は、事業手法の再構築を図る。

　障がい者グループホーム利用人数：3,183人以上

中間振り返り 自己評価

取組内容 プロセス指標

　・スプリンクラー設置助

プロセス指標の達成状況
42か所

強度行動障がいのある方を、グループホーム

で受け入れる法人に対して、移行促進を図る

ための支援を実施。 （新築・購入：4か所、賃貸：17か所）

（既存住居：9か所、新規開所：2か所）○行動障がいの特性に対応した住宅改造費

を助成（17か所）

8か所

34か所

25か所

33か所

30か所

・

○受け入れのための人材確保に向けた経費

を助成

本市共同生活援助事業者指定を受ける法

人に対して、次の経費の一部助成を実施し、

事業者負担を軽減することで設置促進を図

る。
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○経営課題２【障がい者等が身近なところで相談・支援を受けられ、いきいきと生活を送ることができる仕組みづくり】

凡例

プロセス指標の

達成状況

（※見込み）

①目標達成

②目標未達成

③撤退・再構築基準未達成

（ⅰ）予定どおり進捗

（ⅱ）予定どおり進捗していない

めざす成果及び戦略２－１　【障がい者への相談・支援体制の充実】 戦略に対する

取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進

イ：有効でないため、取組を見直す

－：プロセス指標未設定（未測定）

　具体的取組２－１－３　【発達障がい者への支援】 ・・・（令和２年度予算額 139百万円）

アウトカム（成果）指標

（めざすべき状態を数値化）
発達障がい者支援における、専門療育機関での療育内容が家庭での取組に役立っているとの評価　→　毎年度70％以上

アウトカム指標の

達成状況

A：順調

B：順調でない
前年度

撤退・再構築基準

　上記割合が50％以下となる場合は、事業手法の再構

築を図る。

戦略に対する取組の有効性

課題　※有効性が「イ」の場合は必須

前年度までの実績

○平成30年度 改善策　※有効性が「イ」の場合は必須

　こどもの療育及び保護者研修を受けることで、こどもの特

性が理解できる保護者：99.3％

計　　　画 中間振り返り 自己評価

当年度の取組実績

　身近な地域で障がい特性に応じた適切な相談

支援を受けることができるよう、発達障がい者支援

センターにより地域の関係機関・事業所等への研

修・機関支援等を実施するとともに、専門療育機

関において１年間を通して発達障がいのあるこど

もの個別的専門療育（保護者は同伴し、療育

場面を通じてこどもの特性を理解）及び保護者

研修を実施し、家庭での継続した支援につながる

よう取り組む。

・発達障がい児専門療育機関における個別的専

門療育の実施：６か所受入定員280人

　こどもの療育及び保護者研修を受けることで、こどもの特

性が理解できる保護者：89.3％以上

課題と改善策

プロセス指標の達成状況

取組内容 プロセス指標
プロセス指標の

達成状況

戦略に対する

取組の有効性
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○経営課題２【障がい者等が身近なところで相談・支援を受けられ、いきいきと生活を送ることができる仕組みづくり】

凡例

プロセス指標の

達成状況

（※見込み）

①目標達成

②目標未達成

③撤退・再構築基準未達成

（ⅰ）予定どおり進捗

（ⅱ）予定どおり進捗していない

めざす成果及び戦略２－１　【障がい者への相談・支援体制の充実】 戦略に対する

取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進

イ：有効でないため、取組を見直す

－：プロセス指標未設定（未測定）

前年度までの実績

○平成30年度 改善策　※有効性が「イ」の場合は必須

課題と改善策

プロセス指標の達成状況

　具体的取組２－１－４　【重症心身障がい児（者）への支援】 ・・・（令和２年度予算額 59百万円）

アウトカム（成果）指標

（めざすべき状態を数値化）
重症心身障がい児（者）の医療型ショートステイの利用とならなかった割合　→　20％以下（令和２年度）

アウトカム指標の

達成状況

A：順調

B：順調でない
前年度

　医療的ケアを必要とする重症心身障がい児

（者）が、地域で安心して生活できるよう、引き

続き各医療機関が柔軟にショートステイを実施で

きるよう要件を緩和し、医療型ショートステイの拡

充を図る。

・病床確保条件を撤廃（平成30年度～）

・５床としてきた事業の実施床数を廃止（平成

30年度～）

撤退・再構築基準

　医療型ショートステイの利用実績が目標の80％以下と

なる場合は、事業手法の再構築を図る。

戦略に対する取組の有効性

プロセス指標の

達成状況

戦略に対する

取組の有効性
当年度の取組実績

　医療型ショートステイの利用実績：2,600日以上

　医療型ショートステイの委託条件の緩和、利用実績

                                    　　　　　　　　：2,327日

計　　　画 中間振り返り 自己評価

取組内容 プロセス指標

課題　※有効性が「イ」の場合は必須
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○経営課題２【障がい者等が身近なところで相談・支援を受けられ、いきいきと生活を送ることができる仕組みづくり】

凡例

プロセス指標の

達成状況

（※見込み）

①目標達成

②目標未達成

③撤退・再構築基準未達成

（ⅰ）予定どおり進捗

（ⅱ）予定どおり進捗していない

めざす成果及び戦略２－１　【障がい者への相談・支援体制の充実】 戦略に対する

取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進

イ：有効でないため、取組を見直す

－：プロセス指標未設定（未測定）

アウトカム（成果）指標

（めざすべき状態を数値化）
あいサポーター数　→　３万人（大阪市人口の１％以上）（令和２年度末）

アウトカム指標の

達成状況

A：順調

B：順調でない
前年度

計　　　画 中間振り返り 自己評価

取組内容 プロセス指標
プロセス指標の

達成状況

戦略に対する

取組の有効性
当年度の取組実績

　障がい特性や必要な配慮などを正しく理解し、

障がいのある方への手助けや配慮ができる「あいサ

ポーター」を養成する研修を実施。

　あいサポーター研修：100回開催

　あいサポーター数：15,000人

課題と改善策

前年度までの実績

○平成30年度 改善策　※有効性が「イ」の場合は必須

　研修開催：44回

　あいサポーター数：1,372人

プロセス指標の達成状況

撤退・再構築基準

　あいサポーター数が目標の半数以下の場合は、事業手

法の再構築を図る。

戦略に対する取組の有効性

課題　※有効性が「イ」の場合は必須

　具体的取組２－１－５　【さらなる啓発の取組】 ・・・（令和２年度予算額 6百万円）
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【様式２】

・

・

・

【生活困窮者】

　・「生活困窮者自立支援制度」に基づく相談支援（平成27年度開始　24区で実施）

　　　新規相談件数 8,385件（平成30年度）

　　　相談支援を受けて就労した方の数 707件（平成30年度）

　　　市内の就労訓練事業所認定数 76事業所（令和元年9月末現在）

相談内容内訳（重複あり）

【ホームレス・あいりん地域の日雇労働者】

　・市内のホームレス数 1,002人（平成31年1月　概数調査）

　　市外からの流入状況 （平成30年度　自立支援センター入所者の最終住所登録地）

市内40.2％、市内を除く府内7.7％、府外52.1％

　・巡回相談の全相談者内訳及び生活実態調査結果 ・あいりん地域の日雇労働者の高齢化・長期化（越年対策利用者内訳）

あいりんで生活している期間が５年未満 約15.4％（平成30年）

【生活保護】

　・総合就職サポート事業における支援者・就職者・就職率・6か月定着

支援者 ⇒

就職者 ⇒

就職率 ⇒

6か月定着 ⇒

　・生活保護法第78条（不正受給）による徴収金の決定件数・金額

⇒ （336件減）

⇒ （159,929千円減）

　・生活保護受給者医科レセプト１件当たり単価

⇒

⇒

（厚生労働省医療扶助実態調査結果より）

＊稼働年齢層世帯は、総数から高齢者世帯を差し引いたもの

・

・

・

・

・

・

47,942円

46,162円

47,887円

47,724円

【生活困窮者】

【ホームレス・あいりん地域の日雇労働者】

市内のホームレスは、これまでの本市の取組みもあり減少してきているが、依然として約1,000人存在し、市外からの流入者が過半数を占めている。また、比

較的若年のホームレスの割合が増加傾向にあることや、本人が野宿生活の継続を望んで長期化する傾向にある。

【生活保護】

生活保護受給者等の就労支援について、対象者の就職により支援者数は減少傾向にある。一方、支援が長期化するケースが増加しており、これは、就職

活動を行ったことがない者や、長期にわたる生活保護受給により就労意欲が低下している者は、早期に就労に結びつきにくいためである。また、就職率は高

水準で推移しているものの、職場への定着は進みにくい状況である。

本市の生活保護の適正化に積極的に取り組んできた成果として、不正受給はここ数年減少傾向にある。

本市の生活保護受給者のレセプト1件あたりの単価は、政令市平均を上回っている。

本市においては、新規相談受付件数が政令市の中で最も高く、複合的な課題を抱えている相談者が多い。

あいりん地域の日雇労働者については、高齢化や長期化の進展等により、就労による自立が一層困難になっている。

ホームレスやあいりん地域の日雇労働者が自立でき、市内のホームレス数がさらに減少する。

生活困窮者の早期把握や他制度の活用のほか、見守りをはじめとする地域ネットワークと連携した包括的な支援策により、生活困窮者が本人の自己選択

や自己決定を基本に、経済的自立のみならず日常生活自立や社会生活自立など本人の状態に応じて自立できる。

生活に困窮したときなどに必要な支援を受け日々を安心して送れるよう、生活の基盤を支える最後のセーフティネットである生活保護制度を適正かつ円滑に

運営する。

平成29年度 平成30年度

2,337件 2,001件

4,476人

2,940人

65.7%

4,155人

2,754人

66.3%

47.6% 48.6%

平成30年度平成29年度

84.3%

大阪市

825,778千円

野宿生活が10年以上

野宿生活が１年未満

うち40歳未満

平成20年 平成30年

34.7% 41.7%

26.8% 36.0%

14.7% 37.7%

984,707千円

平成29年度 平成30年度

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題３ 【生活の安心を支えるセーフティネットの確立】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

経済的困窮 就職活動困難 病気 その他メンタルヘルスの課題 複数課題を抱える相談者

67.6% 40.2% 22.6% 21.0% 83.1%

55歳以上の者の占める割合

平成22年 平成30年

77.0%

政令市平均

60,424 
67,152 

57,204 46,019 

0

50,000

100,000

150,000

H26 H27 H28 H29 H30 H31(R1)

被保護世帯数と内訳の動向

高齢者世帯数 稼働年齢層世帯数

117,628 113,171

＋11.1%

▲19.6%

▲3.8%
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【様式２】

・

・

・

・

・

・

・

・ ・

・

・

・

・

・ ・

・

・

・

あいりん地域の日雇労働者に対する緊急・一時的な宿泊場所の提供、衛

生状態の改善と併せて、生活相談・健康相談等を通して必要な施策につ

なげる等により、自立を支援する。

【ホームレス・あいりん対策】

あいりん地域において必要とされる医療を提供していくため、老朽化した社

会医療センターの建替え整備を進める。

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

ａ：順調
ｂ：順調でない

一般就労を目標としている継続支援者のうち、毎年度55％以上が一般就

労達成

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

・

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

めざす成果及び戦略　３－１ 【生活困窮者の自立支援策の推進】

複合的な課題を抱えた方がいわゆる「制度の狭間」に陥らないよう、引き続き、幅広い対応を行っていく必要がある。

ホームレスや日雇労働者への支援を効果的・効率的に進めるには、個々の対象者の状況に応じた、よりきめ細かい施策を行う必要がある。

【生活困窮者】

本市は、他都市に比べ低所得者が多いことなどから、生活困窮者自立支援事業へのニーズが高いため、本制度が本市の実情に対応した実効性のあるもの

となるよう努めつつ、令和2年度以降も安定して事業展開ができるように24区に相談支援窓口を設置する必要がある。

【ホームレス・あいりん地域の日雇労働者】

ホームレス問題やあいりん問題は、さまざまな社会的、経済的要因が複合しているため、自立支援施策、雇用施策をはじめ広範な対策を継続的に実施す

る必要がある。

【生活保護】

就労支援については、支援が長期化している傾向に対応するため、面接支援やカウンセリングなどきめ細かな支援を実施し、就職に結びつけるとともに、就職

後の面談や希望業務とのマッチングなどにより定着率の向上に取り組む必要がある。

この間の適正化対策の厳正な取組みにより、不正受給（件数・金額）は減少してきたところであるが、継続的な取組みにより不正受給の早期発見や発生

抑止に努めていく必要がある。

入院外医療費にかかるレセプト1件当たりの診療日数が多いことが平均単価を押し上げる要因となっており、診療日数の適正化に取り組む必要がある。

「大阪市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」等に基づき、自立

支援センターにおいて個々の対象者の状況に応じた、きめ細かな相談支援

を行い、自立を推進する。

アウトリーチの実施状況　　　　　　　毎年度5,000回以上

計
　
画

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略（中期的な取組の方向性）

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）

【ホームレス・あいりん地域の日雇労働者】

「大阪市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」等に基づき、就労

を通じた自立、また、あいりん地域の日雇労働者の自立が進んでいる。

自立支援相談件数　　　　　　　　　毎年度9,000件以上

年間就労者数（一般就労者）

日雇労働者の年間相談件数　　　毎年度6,000件以上

【生活困窮者】

【生活困窮者の自立支援】

法に基づくすべての支援メニューを実施しながら、生活困窮者の早期自立に

向けた総合的な相談支援を行う。

複合的な課題を抱えた方や社会参加に向けてより丁寧な支援が必要な方

へのアウトリーチ支援の充実を図る。

【ホームレス・あいりん対策】

【生活困窮者】

生活困窮者が身近なところできめ細かな相談支援を受けられ、複合的な

課題にも対応できる支援体制が確立されている。

就職氷河期世代をはじめとした、社会参加に向けてより丁寧な支援が必要

な方への支援体制が確立している。

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況
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【様式２】

個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略（中期的な取組の方向性）

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）

・生活保護法に基づき、より適正な制度運営ができている。

・生活保護受給者等がそれぞれ働く能力を最大限に活用できる。

・適正化施策が効率、効果的に実施できている。

・生活保護受給者が、より適切に医療機関を受診している。

・就労支援による就職率について、毎年度60％以上

・適正化に伴う効果：754百万円（令和２年度）

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

・

・

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

生活保護制度を運営していく中で明らかになる課題や問題点については、

副市長をトップとした生活保護適正化連絡会議で議論し、必要に応じて国

へ要望するなど、適切な措置を講じる。

就労支援、不正受給の調査及び頻回受診・重複受診等に対する調査・

指導等を、局と区が連携して効率的に実施することで、適正化に向けた取

組みを推進する。

戦略の進捗状況
ａ：順調
ｂ：順調でない

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカム指標の達成状況 前年度

めざす成果及び戦略　３－２ 【生活保護制度の適正な運営】
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○経営課題３【生活の安心を支えるセーフティネットの確立】

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・ ・

凡例

プロセス指標の

達成状況

（※見込み）

①目標達成

②目標未達成

③撤退・再構築基準未達成

（ⅰ）予定どおり進捗

（ⅱ）予定どおり進捗していない

めざす成果及び戦略３－１　【生活困窮者の自立支援策の推進】 戦略に対する

取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進

イ：有効でないため、取組を見直す

－：プロセス指標未設定（未測定）

　具体的取組３－１－１　【生活困窮者の自立支援】 ・・・（令和２年度予算額 597百万円）

アウトカム（成果）指標

（めざすべき状態を数値化）

・自立支援相談件数　→　毎年度9,000件以上

・年間就労者（一般就労者）　→　一般就労を目標としている継続支援者のうち、毎年度55％以上を一般就労達成

・アウトリーチの実施状況　→　毎年度5,000回以上

アウトカム指標の

達成状況

A：順調

B：順調でない 前年度

計　　　画 中間振り返り 自己評価

取組内容 プロセス指標
プロセス指標の

達成状況

戦略に対する

取組の有効性
当年度の取組実績

自立相談支援事業（24区）
　各区の相談支援窓口で、課題を抱える生活困窮者に

対し幅広く対応し、必要に応じて他の支援機関につなぐこ

とを含め、すべての制度利用者に対して適切に支援する。

各区に総合的な自立相談窓口を設け、相談

支援を実施。

就職氷河期世代をはじめとした社会参加に

向けてより丁寧な支援が必要な方へのアウト

リーチ支援にも対応。

課題と改善策

自立支援相談件数：9,000件以上

一般就労を目標としている継続支援対象者のうち、

55％以上が一般就労達成住居確保給付金の支給

離職により住居を喪失した者等に対して、求

職活動支援のための給付金を支給。
プロセス指標の達成状況

就労チャレンジ事業
前年度までの実績

一般就労が難しい方に、生活リズムの改善等

の就労準備支援や就労訓練を行う法人等の

開拓及び訓練事業所と対象者のマッチングを

行い、対象者を支援。

○平成30年度

24区に相談支援窓口を設置し、生活困窮者の早期

自立に向けた個々の状況に応じた支援メニューとして、

就労支援、住居確保、就労チャレンジ事業、家計改

善、学習支援等の事業を実施。

就労支援

就労に関して不安や困難を抱えている方に対

し、カウンセリング、ビジネススキルやコミュニケー

ション能力向上の支援等を行う総合就職サ

ポート事業を生活保護施策と一体的に実

撤退・再構築基準

　上記目標の50％を下回った場合、事業手法の再構築

を図る。

子ども自立アシスト事業

・自立支援相談件数：8,385件

・就労者数（一般就労総数）：707人

・アウトリーチ支援件数：4,344件

改善策　※有効性が「イ」の場合は必須

戦略に対する取組の有効性

課題　※有効性が「イ」の場合は必須

家計改善支援事業 区の相談支援の状況把握や分析等を行うとともに、有

識者からの意見を聴取する場を設け、明らかになった

制度上の課題や問題点について、国の施策・予算に

関する提案等を効果的に実施。

中学生及び高校生世代のいる家族の抱える

課題に対し、カウンセリング等の個別面談によ

り、親と子双方の進学意欲や将来の就労意

欲を高める事業を生活保護施策と一体的に

実施。

家計に課題のある方について、家計の見える

化など収支状況の改善に向けた専門的支援

を実施。

アウトリーチ支援件数（相談者等への家庭訪問・同

行訪問、相談者等が同行しない関係機関等訪問、

出張相談会における相談件数の合計）：5,000件

以上
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○経営課題３【生活の安心を支えるセーフティネットの確立】

凡例

プロセス指標の

達成状況

（※見込み）

①目標達成

②目標未達成

③撤退・再構築基準未達成

（ⅰ）予定どおり進捗

（ⅱ）予定どおり進捗していない

めざす成果及び戦略３－１　【生活困窮者の自立支援策の推進】 戦略に対する

取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進

イ：有効でないため、取組を見直す

－：プロセス指標未設定（未測定）

・

・

A：順調

B：順調でない
前年度

アウトカム（成果）指標

（めざすべき状態を数値化）
日雇労働者の年間相談件数　→　毎年度6,000件以上

アウトカム指標の

達成状況

計　　　画 中間振り返り 自己評価

取組内容 プロセス指標

中

間

振

り

返

り

プロセス指標の

達成状況

戦略に対する

取組の有効性

（野宿生活者への支援）

　野宿生活地を巡回して面接相談を行い、自立

支援センターへの入所等につなげる。また、自立支

援センターにおいては、個々の状況に応じて就労

自立に向けたきめ細かな支援を行う。

（日雇労働者への支援）

　あいりん地域の日雇労働者に対して、あいりん

シェルターで随時、安定的な生活及び衛生状態

の改善の必要性に対する意識が浸透するよう、面

接相談によるアセスメントを実施。

（野宿生活者への支援）

　巡回相談事業により自立支援センターへの入所等につな

げ、アパート等を借りて就労自立できる方の割合：60％

以上

（日雇労働者への支援）

　日雇労働者の相談件数：延べ6,000件以上

課題と改善策

プロセス指標の達成状況

改善策　※有効性が「イ」の場合は必須

野宿生活者の就労自立率：62.4％

日雇労働者の相談件数：延べ11,553件

撤退・再構築基準

（野宿生活者への支援）

　上記目標が40％を下回った場合、事業手法の再構築

を図る。

（日雇労働者への支援）

　上記目標が2,000件を下回った場合、事業手法の再構

築を図る。

戦略に対する取組の有効性

課題　※有効性が「イ」の場合は必須

前年度までの実績

○平成30年度

当年度の取組実績

　具体的取組３－１－２　【ホームレス・あいりん対策】 ・・・（令和２年度予算額 1,197百万円）
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○経営課題３【生活の安心を支えるセーフティネットの確立】

凡例

プロセス指標の

達成状況

（※見込み）

①目標達成

②目標未達成

③撤退・再構築基準未達成

（ⅰ）予定どおり進捗

（ⅱ）予定どおり進捗していない

めざす成果及び戦略３－２　【生活保護制度の適正な運営】 戦略に対する

取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進

イ：有効でないため、取組を見直す

－：プロセス指標未設定（未測定）

　具体的取組３－２－１　【生活保護受給者の自立支援】 ・・・（令和２年度予算額 566百万円）

アウトカム（成果）指標

（めざすべき状態を数値化）
就労支援による就職率　→　毎年度60％以上

アウトカム指標の

達成状況

A：順調

B：順調でない
前年度

取組内容 プロセス指標

中

間

振

り

返

り

プロセス指標の

達成状況

戦略に対する

取組の有効性

撤退・再構築基準

　就職率が50％（経済財政再生計画の進捗管理の指

標）を下回る場合は、事業手法の再構築を図る。

戦略に対する取組の有効性

課題　※有効性が「イ」の場合は必須

前年度までの実績

○平成30年度 改善策　※有効性が「イ」の場合は必須

　総合就職サポート事業　就職率：66.3％

計　　　画 中間振り返り 自己評価

当年度の取組実績

　対象者と面談により、個々の状況と就労に際し

ての課題を把握し、必要に応じて、就労意欲の醸

成、履歴書の書き方や面接の受け方に関する助

言、適性にあった求人情報の提供、臨床心理士

等の専門職によるカウンセリング、ビジネススキル・

コミュニケーション能力等の向上を目的としたグルー

プワークやセミナー、また職場体験等を実施するほ

か、対象者に応じた求人案件の開拓、ハローワー

クや企業面接等への求職活動同行支援、就労

後の職場定着支援等を組み合わせた総合的な

就労支援を行う。

　　　　　　　　　　　支援予定者数：4,292人

　総合就職サポート事業　就職率：60％以上

課題と改善策

プロセス指標の達成状況
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○経営課題３【生活の安心を支えるセーフティネットの確立】

凡例

プロセス指標の

達成状況

（※見込み）

①目標達成

②目標未達成

③撤退・再構築基準未達成

（ⅰ）予定どおり進捗

（ⅱ）予定どおり進捗していない

めざす成果及び戦略３－２　【生活保護制度の適正な運営】 戦略に対する

取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進

イ：有効でないため、取組を見直す

－：プロセス指標未設定（未測定）

・

・

・

・

・

・

・

・

　具体的取組３－２－２　【生活保護の適正化の取組（不正受給調査・適正受診支援）】 ・・・（令和２年度予算額 351百万円）

アウトカム（成果）指標

（めざすべき状態を数値化）
適正化に伴う効果　→　754百万円（令和２年度）

アウトカム指標の

達成状況

A：順調

B：順調でない
前年度

計　　　画 中間振り返り 自己評価

取組内容 プロセス指標

（不正受給調査）

各区の「不正受給調査専任チーム」におい

て、不正受給の未然防止、早期発見に向け

た調査を実施。

課題と改善策

不正受給への重点的調査の実施：900件

保健師などの専門職によるケースワーク業務

の後方支援
前年度までの実績

①頻回受診者・重複受診者に対する適正受診

中

間

振

り

返

り

プロセス指標の

達成状況

戦略に対する

取組の有効性

（不正受給調査）

　適正化に伴う効果額：302百万円

　　　　　　　　（保護廃止後、１年間の効果で積算）

（適正受診支援事業）

　適正化に伴う効果額：452百万円

　　　　　　（改善効果が１年間継続するとして積算）

課題　※有効性が「イ」の場合は必須

プロセス指標の達成状況

撤退・再構築基準
（適正受診支援事業）

福祉局「適正化推進チーム」による指定医療

機関等への個別指導の実施：32件
　適正化に伴う効果額が当初予算を下回る場合は、事

業手法の再構築を図る。
自

己

評

価

当年度の取組実績

専門職による適正受診支援にかかるレセプト調査件

数：50,240件（24区）

適正化に伴う効果額：477百万円

適正化に伴う効果額：283百万円

（適正受診支援事業）

局「適正化推進チーム」による指定医療機関等への

個別指導：28件 改善策　※有効性が「イ」の場合は必須

戦略に対する取組の有効性
○平成30年度

（不正受給調査）

各区「不正受給調査専任チーム」による調査

専門職による適正受診支援にかかるレセプト

調査件数：51,000件（24区）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：921件

③重複処方等の調剤医療費の適正化に向けた

   取組

②生活習慣病患者に対する適切な健康管理

　 指導
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【様式２】

【総合的な相談支援体制の整備】

　　　◆平成30（2018）年7月　相談支援機関の実態把握に向けた調査結果

【福祉・介護人材の確保】

◆国の統計「2025に向けた介護人材にかかる需給推計」による介護人材の不足数

【成年後見制度の担い手の養成】

　　　◆成年後見人等と本人との関係

　　　◆大阪市の認知症高齢者、精神・知的障がい者数の推移

・

・

・

・

・

・

・

・

・

2025年度

約33万7千人

約3万4千人

成年後見制度の利用が見込まれる認知症高齢者、精神・知的障がい者が増加している。

【総合的な相談支援体制の整備】

高齢者や障がい者等、各施策分野ごとの相談支援体制は充実してきているが、総合的な課題を抱えた要援護者等に対しては、施策分野を越えて連携する仕組みが

無く、十分に対応できないケースも増加している。

【福祉・介護人材の確保】

少子高齢化の進展に伴い、今後ますます介護を必要とする人が増加することが見込まれるなか、福祉・介護の仕事に関するマイナスイメージが先行していることもあり、

将来大幅な福祉・介護を担う人材の不足が予測されている。

【成年後見制度の担い手の養成】

現在の成年後見制度が始まった平成12（2000）年と平成30（2018）年の成年後見人等の状況をみると、親族後見人が全体の9割から3割以下に減少し、か

わって、専門職後見人（弁護士、社会福祉士、司法書士等）をはじめとする第三者後見人が全体の7割以上を占めるようになった。

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

約1万1千人

平成30（2018）年

親族 専門職後見人 その他 市民後見人

90.9% 4.6% 4.5% 0.0%

23.8% 66.7% 7.7% 1.8%

平成12（2000）年

平成30年4月に施行された改正社会福祉法に基づき、各区の実情に応じた包括的な支援体制の整備に努める必要がある。

地域で埋もれがちな要援護者や複合的な課題を抱えた要援護者等に対し、地域・行政・相談支援機関が一体となって連携する仕組みが必要である。

【総合的な相談支援体制の整備】

【福祉・介護人材の確保】

福祉に関する理解促進やイメージアップ、将来の職業の選択肢としての理解などに向けて、学校教育等を活用するなど将来的には福祉人材を確保できるような施策が

必要である。

【成年後見制度の担い手の養成】

平成28年5月に施行された成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、一層の制度普及・利用促進に取り組む必要がある。

制度利用を必要とする方の増加が見込まれることや、今後の制度利用の促進の取組みも踏まえて、後見の担い手（市民後見人）を確保する必要がある。

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題４ 【区や地域の実情に応じた地域福祉の推進】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

　区や地域の実情に応じた地域福祉の推進により、誰もが自分らしく安心して暮らし続けることができる地域社会を実現する。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

 相談者のニーズが複雑化・多様化し、自機関だけでは対応できない相談者が増えている

 他の相談支援機関の機能・役割が複雑でわからない

 他の相談支援機関との連絡・調整が難しく、スムーズに連携できない

 連携して支援を行うにあたって、各相談支援機関等の明確な役割分担ができていない

 時間の制約等があり、地域への働きかけを行うことが難しい

88.1%

50.4%

31.5%

47.5%

55.9%

全国

大阪府

2020年度

約12万6千人
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【様式２】

・

・

・

・

・

個別 全体

【成年後見制度の担い手の養成】

前年度アウトカム指標の達成状況

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

【福祉・介護人材の確保】

各区・各地域の実情に応じた施策横断的な連携の仕組みの構築に向けて各区

の取組みを支援する。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況
ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略（中期的な取組の方向性）

　地域福祉基本計画に基づき、相談支援機関・地域・行政が一体となって連携する

相談支援の仕組みが構築されるとともに、中長期的視点から福祉への理解・イメージ

アップのための取組みが進み、将来の福祉人材の育成・確保が図られている。

　また、判断能力の低下した方が適切に成年後見制度を利用しながら、地域で安

心安全な生活を送ることができている。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）

　福祉に関する理解促進やイメージアップに向けた福祉教育・表彰等も取組みによ

り、福祉・介護の仕事の魅力を伝え、将来の職業選択へつなげる。

　市民後見人の活動に関する広報により新たな人材を発掘し、また養成方法を工夫

するなどして市民後見人バンク登録者の増加に努める。

地域・相談支援機関・行政の連携により、支援が必要な要援護者を適切な支

援につなげ、解決を図る仕組みを全24区で構築（令和元年度）

小学生向け教材を活用した福祉教育の実施により、福祉に対する小学生の理

解が深まったと感じる小学校教員が80％以上（令和2年度）

成年後見制度の担い手を確保するために、「市民後見人」バンク登録者数合計

300人以上（概ね小学校区に1人）（令和2年度）

　平成30年3月に策定した「大阪市地域福祉基本計画（平成30～令和2年

度）」に基づき、次の各取組を推進する。

【総合的な相談支援体制の整備】

各区社会福祉協議会に設置した「見守り相談室」において、地域との協働により

要援護者を適切な支援につなげるため「地域における要援護者の見守りネット

ワーク強化事業」を推進する。

めざす成果及び戦略　４－１ 【地域福祉推進体制の充実】
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○経営課題４【区や地域の実情に応じた地域福祉の推進】

・

・

・

・

・

・

計　　　画 中間振り返り 自己評価

取組内容 プロセス指標

凡例

プロセス指標の

達成状況

（※見込み）

①目標達成

②目標未達成

③撤退・再構築基準未達成

（ⅰ）予定どおり進捗

（ⅱ）予定どおり進捗していない

めざす成果及び戦略４－１　【地域福祉推進体制の充実】 戦略に対する

取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進

イ：有効でないため、取組を見直す

－：プロセス指標未設定（未測定）

　具体的取組４－１－１　【総合的な相談体制の整備】 ・・・（令和２年度予算額 580百万円）

アウトカム（成果）指標

（めざすべき状態を数値化）

地域・相談支援機関・行政の連携により、支援が必要な要援護者を適切な支援につなげ解決を図る仕組みを全24区で構築

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和元年度）

アウトカム指標の

達成状況

A：順調

B：順調でない
前年度

（全地域数：333地域）

アンケート調査において、「事業実施により、一定の効

果があった」と感じる相談支援機関の割合が80％
プロセス指標の達成状況

撤退・再構築基準

・ 要援護者名簿を活用した見守り活動が全地域で実

施されていない場合は、実施されていない地域に対す

る取組内容を再検討する。

中

間

振

り

返

り

プロセス指標の

達成状況

戦略に対する

取組の有効性
当年度の取組実績

要援護者名簿を活用した見守りを市内全地域で実

施。

孤立死の防止など、地域で埋もれがちな要援

護者を支援するため、要援護者名簿を活用

した見守り活動が市全域で実施されるよう、

「見守り相談室」が中心となり、説明会や連

絡会等を開催するなど、地域への働きかけを

強化する。

・ 複合的な課題を抱えた要援護者に対し、区

保健福祉センターが中心となり、分野横断的

に解決する仕組みが全区において適切に機

能するよう、各区の事業進捗状況を把握し、

取組内容を共有するとともに、各区の担当者

や相談支援機関等を対象とした研修会を開

催するなど、各区の取組みの支援を行う。

戦略に対する取組の有効性

アンケート調査において、「事業実施により一定の効果

があった」と感じる相談支援機関の割合が50％に満た

ない場合は、事業手法の再構築を図る。

課題　※有効性が「イ」の場合は必須

前年度までの実績

改善策　※有効性が「イ」の場合は必須

要援護者名簿提供地域数

：332地域（平成31年3月末現在）

全区において事業を実施。

課題と改善策
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○経営課題４【区や地域の実情に応じた地域福祉の推進】

凡例

プロセス指標の

達成状況

（※見込み）

①目標達成

②目標未達成

③撤退・再構築基準未達成

（ⅰ）予定どおり進捗

（ⅱ）予定どおり進捗していない

めざす成果及び戦略４－１　【地域福祉推進体制の充実】 戦略に対する

取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進

イ：有効でないため、取組を見直す

－：プロセス指標未設定（未測定）

・

・

・

　具体的取組４－１－２　【福祉・介護人材の確】 ・・・（令和２年度予算額 13百万円）

アウトカム（成果）指標

（めざすべき状態を数値化）

小学生向け教材を活用した福祉教育の実施により、福祉に対する小学生の理解が深まったと感じる小学校教員が80％以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和２年度）

アウトカム指標の

達成状況

A：順調

B：順調でない
前年度

当年度の取組実績

　福祉教材を活用した小学校教員へのアンケート調査に

おいて、「小学生の福祉の理解促進につながった」と回答

する割合が80％以上。

子どもの頃から福祉に親しみ、関心を持つこと

ができるよう、小学生向けの福祉教材を配付

し、福祉教育を実施。

課題と改善策

取組内容 プロセス指標

中

間

振

り

返

り

プロセス指標の

達成状況

戦略に対する

取組の有効性

小学校教員には指導用副教材を配付し、福

祉教育に関する授業において福祉教材の活

用を促進。
プロセス指標の達成状況

令和２年度（見込）
撤退・再構築基準

　配付対象：市立小学校（第３学年）

　配付内容：小学校向け福祉教材「福祉

（配付数：約700冊）
戦略に対する取組の有効性

課題　※有効性が「イ」の場合は必須

人材のすそ野を広げることを目的として、軽作

業のみに従事する「介護助手等」の参入促

進に向けた取組を施行実施。

前年度までの実績

配付内容：小学校向け福祉教材「福祉読本」

　　　　　　　（配付数：約21,000冊）

　　　　　　 　教員向け指導用副教材

（配付数：約700冊）

計　　　画 中間振り返り 自己評価

　上記割合が50％未満となる場合は、事業手法の再構

築を図る。

（配付数：約21,000冊）

○平成30年度～令和元年度実績

配付対象：市立小学校（第３学年） 改善策　※有効性が「イ」の場合は必須

　　　　　　　　　教員向け指導用副教材
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○経営課題４【区や地域の実情に応じた地域福祉の推進】

凡例

プロセス指標の

達成状況

（※見込み）

①目標達成

②目標未達成

③撤退・再構築基準未達成

（ⅰ）予定どおり進捗

（ⅱ）予定どおり進捗していない

めざす成果及び戦略４－１　【地域福祉推進体制の充実】 戦略に対する

取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進

イ：有効でないため、取組を見直す

－：プロセス指標未設定（未測定）

・

・

　具体的取組４－１－３　【成年後見制度の担い手の養成】 ・・・（令和２年度予算額 58百万円）

アウトカム（成果）指標

（めざすべき状態を数値化）

成年後見制度の担い手を確保するために、「市民後見人バンク」登録者数　→　合計300人以上（概ね小学校区に１人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （令和２年度）

アウトカム指標の

達成状況

A：順調

B：順調でない
前年度

計　　　画 中間振り返り 自己評価

取組内容 プロセス指標

中

間

振

り

返

り

プロセス指標の

達成状況

戦略に対する

取組の有効性

・

プロセス指標の達成状況

撤退・再構築基準

　市民後見人バンク登録者数が、平成30年度末登録者

数（登録者数240人）を下回った場合、事業手法の再

構築を図る。
戦略に対する取組の有効性

当年度の取組実績

成年後見支援センターにおいて、一般市民や

相談支援機関職員等を対象に「市民後見

人」の趣旨・活動内容を広く周知し、参画を

促すためのオリエンテーションを開催。

　開催回数：年３回（１回70名程度）

　令和２年度末「市民後見人」のバンク登録者数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：300人

課題と改善策

　新規登録者数　　　　　　　　　　　　　：20人

　自然減人数（70歳定年等）　　 　：17人

・ オリエンテーションにおいて、「市民後見人」の

趣旨に賛同し、受講希望された方に対して養

成講座を開催。

　開催回数：北会場・南会場の２コース、

並行して実施する。（１コースにつき10講座

受講、１コースは40名程度）

前年度までの実績
課題　※有効性が「イ」の場合は必須

○平成30年度

平成30年度中における「市民後見人」のバンク登録

者数の増減数

改善策　※有効性が「イ」の場合は必須

平成30年度末「市民後見人」のバンク登録者数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：240人
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