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４ こども・子育て世帯をみんなで支えあえる平野区をめざして。 

 

●現状と課題 

○保育所（園）入所状況、待機児童 

   大阪市では、平成30年４月までに待機児童を含む保育を必要とする全ての児童に対応

する入所枠確保をめざしています。 

   平野区においては、保育所（園）入所児童数はわずかに減少しており、待機児童数に

ついては平成20年度以降０人となっています。 

○母子・父子世帯、子育ての相談・虐待・ＤＶ相談 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   児童扶養手当の受給者数は直近３年間ではわずかに減少する傾向にありますが、平成

27年度の平野区の世帯数に占める受給割合は3.8％（市平均2.2％）であり、市内受給件

数の内の11.0％を占めていることから、ひとり親世帯が多いと言えます。 

また、子育て総合相談件数は増加し、平成27年には３年前の約1.8倍の1,037件とな

っており、その内、就学前年齢の相談が半数以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：平野区保健福祉センター調べ 



39 
  

そして、児童虐待の相談や要保護児童数はともに急増し、平成 24年と平成 27年を比

較すると約６倍となっています。ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）の相談も増加の傾

向にありましたが、平成27年度は前年度に比べ、わずかに減少しています。 

○「大阪市こどもの生活実態基本調査」（平成28年７月実施）平野区では、 

 経済的な理由により食費を切り詰めたことのある世帯43％ 

 経済的な理由でこどもを習い事に通わせることができなかった小中学生の保護者15％ 

 １日あたり勉強を全くしない小中学生14％ 

 自分に自信がない小中学生50％ 

となっており、経済的な面を含めて、学習習慣の定着やこどもの社会性や自立性におい

てさまざまな課題が浮き彫りになっており、こどもたちが経済的な理由や家庭環境に左

右されることなく、地域において住みやすく健やかに育まれるために、こどもの「生き

る力」と平野区全体でこどもを育む地域・家庭の教育力の向上をめざしていく必要があ

ります。 

 

 

●取組の方向性 

 「平野区のこどもたちを元気にする宣言」にもとづき、引き続き、さまざまなこどもの課

題に取り組んでいくと同時に、行政のみならず家庭や地域社会、学校園、企業、区民一人

ひとりが共に力を合わせて、未来を担うこどもたちの健やかな成長を育む環境づくりを推

進していきましょう。 

「平野区のこどもたちを元気にする宣言」（平成26年５月５日付） 

 こどもも親も たくさんの人と関わりをもちな

がら ともに育ち・育てる 

 多様な体験や学習から こどもの未来の可能性

を広げる 

 すべての大人や社会がつながり こどもの育ち

を支援する 

 こどもや子育て世代が孤立しないように、区役所、子育て支援の関係機関、地域団体、教

育機関などとともに、こどもを見守り、子育てに悩む親を支援するネットワークの充実

を図りつつ、次世代を担うこどもたちが社会で自立していけるように支援する取組や福

祉の心を育む取組などと連携していきましょう。 

 こどもたちの個性や魅力を伸ばしていくための取組や、困難な状況にあるこどもや家族

が抱える課題解決への支援を通じて、次世代を担うこどもたちが経済的な理由や環境に
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左右されることなく、住んでいる地域社会で健やかに育まれ、こどもの「生きる力」を養

えるような平野区をみんなでめざしていきましょう。 

 

 

 

 

●悩みを抱え込まず「手伝って」を言える人を増やしましょう。 

●笑顔であいさつし、孤立を防ぎましょう。 

●子育ての不安や悩みがあるとき、こどもとの関わり方が分からないときは、一人で抱え

込まず、周囲に相談しましょう。周囲に相談する人がいない場合、子育て情報誌などを読

み、区役所などに必ず相談しましょう。（相談先は巻末の「相談先リスト」を参照してく

ださい。） 

●こどもが命や将来を託せる第一の存在は親です。こどもと上手に接することができない

とき、こどもの笑顔を思い出し、区役所などへ相談してください。こどもの虐待や、子育

て、親子関係について、悩みを話したいなど、助けや情報が必要なときは・・・ 

 

 

 

 

 

●こどもが深夜に家から追い出されている、こどもが毎晩泣き続けている、こどもが汚れ

た服を着続けている、暴力による痣がある（疑われる）、食事を摂っていないと見えるな

ど、こどもへの虐待を発見した場合や、「虐待ではないかな？」と気になるこどもを発見

された場合、もし、ご自身が「虐待をしているかも・・・」と思ったら、地域の民生委員・

児童委員や主任児童委員、区役所、学校園、警察などにも相談しましょう。 

※ 大阪市こども相談センターに24時間365日体制で児童虐待の通告・相談に
対応する児童虐待専用電話『児童虐待ホットライン』を設置しています。 

 

 

 

 

 

  

0120－01－7285（まずは一報、なにわっ子） 
※ 匿名でもかまいません。ご連絡いただいた⽅のプライバシーは
守られます。 

06－6762－0088 子どもの虐待ホットライン 
へ遠慮なくご連絡ください。 

そんなときは・・・ 
一人で悩まず・・・ 

そんなときは・・・ 
一人で悩まず・・・ 

●具体的取組 

自分や家族ができる（考えてほしい）ことの【例】 ～ 自助 ～  



41 
  

乳幼児健診の様子 
 こどもの健やかな成⻑と親の育児不安を軽減
するため、乳幼児健診の場を通じてさまざまな情
報提供や相談支援を⾏っています。 
 また、乳幼児健診に来診しなかった場合につい
ても、乳幼児の状況把握に努め、児童虐待の防止
に向けて取り組んでいます。 

【３か月乳幼児健診における保健師などによる集団指導】 

 

 

〇こどもや子育て世代が集い、交流できる場やグループをつくりましょう。 

〇世代を超えて顔見知りになり、こどもの成長・安全を支える“見守りの輪”を広げましょ

う。 

○こども会や学校・ＰＴＡとつながり、こどもの安心・安全について話し合いましょう。 

○こども・障がい・防災などについて小・中学生や関係機関と一緒に話し合いましょう。 

〇子育て世帯や、外国の方が集える”居場所づくり”について考えてみましょう。 

 

 

 

 

 出産前からの子育ての相談や支援につながる区役所内の連携・体制強化 

妊娠期から子育て期にわたり、切れ目のない支援体制を強化するため、子育て支援室

と保健師との連絡会を毎月１回開催し、特定妊婦などの情報や援助方針の共有を引き続

き取り組んでいきます。 

また、乳幼児健診への臨床心理士による相談対応など、養育者の相談ニーズに応じて、

区役所内の関係者が連携し、子育て世帯の不安軽減や支援のつなぎに取り組んでいきま

す。 

さらに、平成27年４月に配置された「子育て支援相談員」による情報提供や相談支援

などの活動を行い、子育て世帯のニーズに合わせて、幼稚園・保育所などの施設や、地域

団体などの子育て支援から必要な支援を選択し利用できるように取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

隣近所や地域のみんなでできる支えあいの【例】 ～ 共助 ～ 

関係機関や多職種、区社協、区役所などが連携した取組 
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ひらの子育てフェスタ 
平成28年11月に第9回を迎えた「ひらの子育て

フェスタ」では、キッズひらちゃん子育て応援団の企
業や子育てに関わる多くの団体が一同に集まり、こど
もや大人が参加し、絵本やものづくり体験を楽しみま
した。発達障がいや児童虐待に関わる意識啓発のブー
スもあり、子育てに関わる情報発信の場としても賑わ
いました。 

 子育て支援関係者による連携と情報発信などの取組 

平野区内の子育て支援の関係機関・施設により構成される「平野区子育て支援関係者

連絡会」において、子育て支援の情報共有の場を定期的に設けるとともに、平野区の子育

て情報誌「ひらの子育てのＷＡ！情報」を年１回発行し、乳幼児健診時や施設などに配布

し、子育て情報を広く発信し続けていきます。 

また、区社協や区内公民保育所、幼稚園、子育て支援センター、企業などが連携して

「ひらの子育てフェスタ」を開催し、あそびや手づくりコーナーなどの体験をしてもら

うとともに、子育て支援情報の発信や子育て世帯同士の交流を促進し、子育て支援者の

ネットワークを充実していくよう関係者と協働しながら取り組んでいきます。 

さらに、子育て支援情報の発信ツールとして、平野区Ｆａｃｅｂｏｏｋ「子育て情報ペ

ージ」も活用し効果的な情報発信をしていきます。 

情報の発信 内容 活用の工夫 
ひらの⼦育てのＷＡ︕情
報 

 保育園・幼稚園・子育てサロ
ンや相談窓口の案内など、平野
区の子育て情報を一冊にまとめ
た情報誌の発⾏（7,000部） 

３か月健診や１歳半健診での配
布や区内の主要な子育て施設に
配布し、身近な相談場所や遊び
場の情報として活用されている 

平野区ＦａｃｅＢｏｏｋ
「子育て情報ページ」 

スマートフォンの普及にとも
ない、Ｆａｃｅｂｏｏｋを通じ
た平野区の子育て情報（イベン
トの開催など）を発信 

 

子育て支援相談員による
相談・情報提供 

子育て家庭ニーズに合わせて
必要な⽀援を選択し利⽤できる
ように、情報提供や簡易な⼦育
て相談・援助を⾏う⼈員を配置
（利⽤者⽀援事業） 

 
Ｆａｃｅｂｏｏｋの「子育て情
報ページ」の発信についても、
積極的にサポートしている 

 

 団体・企業などとの子育て支援の協働 

子育て支援活動について区役所と協働する団体・企業などが「キッズひらちゃん子育

て応援団」に登録していただき、乳幼児健診や子育てフェスタなどに協力を得ることに

より、子育て世帯へのさまざまな情報を発信し、また、個人ボランティアの募集も続ける

ことにより、平野区の子育て力を向上させることができるよう取り組んでいきます。 
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 子育て支援団体と連携した取組 

区役所と子育て支援団体との協働による「子育て子育ち応援事業」において、子育て支

援団体の専門性を活かしながら、子育て世代のニーズに合った企画を実施していきます。 

同時に、区役所と協働して事業を行うことで、子育て支援団体の企画運営力を高め、ま

た、地域における子育て支援団体の認知度を向上させることにより、子育て支援団体に

よる、より充実した子育て支援が実現できるようにめざしていきます。 

 

 こどもや子育て世帯への福祉活動の拡充 

こども・子育て世帯に対する福祉活動を行うさまざまな地域団体や担い手のみなさん

が、つながりやふれあいの場の「子育てサロン」の開催や、こどもの見守り活動に取り組

んでいます。区役所もさまざまな子育て支援機関や団体と連携しつつ、地域団体の取組

と協働を続け、平野区の子育て力が充実するよう取り組んでいきます。 

 

 発達障がいのある人への支援 

発達障がいのある人については、周りの人から障がいであることが気づかれにくいこ

とから、うまくコミュニケーションがとれずに誤解を招くことなどがあり、正しく理解

されないために、適切な支援を受けることができないなどの困難さがあります。 

まずは、社会の理解促進がさらに広がっていくことが大切であることから、エルムお

おさか（大阪市発達障がい者支援センター）と連携し、区民や企業を対象に講演会を実施

するなど、発達障がいの理解促進を図っていきます。 

また、市立小中学校において、発達障がいがあり行動面での支援が必要な児童・生徒に

対して、「発達障がいサポート事業」により「発達障がいサポーター」を派遣し、学校生

活上の支援を行っていきます。そして、こどもの発達が気になる保護者を対象にグルー

プトレーニングを連続講座で実施していきます。 

また、発達障がいについては、早期発見と適切な療育機関による支援が重要であるこ

とから、乳幼児健診と家庭児童の福祉に関する相談・指導業務を担う臨床心理士などの

家庭児童相談員との連携による相談から支援へのつなぎを続けていきます。 

 

 臨床心理士などの家庭児童相談員の相談支援 

心身の発達・性格行動・しつけ・親子関係など家庭児童福祉に関する専門的な相談を行

うことにより、子育ての不安感の軽減を図っていきます。また、児童虐待防止に関する業

務、要保護児童などの調査・評価（アセスメント）を行っていきます。 
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 児童虐待相談・防止への取組や子育てに悩む親への支援 

増加している児童虐待相談に対して、大阪市南部こども相談センターなどの行政機関

や専門職、学校園、児童福祉関係団体などと区役所で構成する「要保護児童対策地域協議

会」の実務者レベルにおいては、虐待を受けたこどもをはじめとする要保護児童などに

関する情報や、児童の適切な保護を図るために必要な情報を共有しつつ、支援の連携に

関する協議を行うとともに、子育て支援者向け研修会に取り組んでいきます。 

また、児童虐待防止に向けて、多様な親の特徴や状況を踏まえた、育児スキル向上のた

めの保護者向けの支援により養育環境のサポートを行います。そして、乳幼児健診の未

受診者の状況把握と必要な支援へのつなぎを続けていくとともに、児童虐待防止の普及

啓発を大阪市全体で今後も取り組んでいきます。 

また、子育て支援機関や団体などの日常業務や活動の中で、児童虐待の予兆やサイン

に気づいた場合、大阪市南部こども相談センターや関係機関、区役所などが積極的な連

携を図り、児童虐待の防止や早期発見につながるように取り組んでいきます。 

 

 こどもの居場所づくりの運営支援と多世代交流を広げる取組 

こどもたちが経済的な理由や家庭環境に左右されず、地域において住みやすく健やか

に育まれるよう、区内で新たに活動を始める「こども食堂」などの「こどもの居場所」の

開設・運営などの相談支援を行います。 

また、こどもの居場所づくりの活動団体同士のネットワーク構築により、団体相互の

情報交換などの連携を促すとともに、地域団体や学校園などとの連携により、こどもの

居場所活動が地域に定着するよう支援を行っていきます。 

そして、多世代交流の観点を踏まえて、こどもを中心に世代を超えた多様なつながり

の場となり、こどもへの関わり方が分からないなどの子育ての課題や悩みがありながら

も孤立しつつある親への地域社会とのつながりや担い手による支援により、こどもへの

集団の社会生活を通じた社会教育の側面を含めて、地域住民同士が気軽に集う交流の場

を広げていくことができるように取り組んでいきます。 

※ 平野区では「みんな食堂」という名称で取り組んでいきます。 

 

 若年層の将来への相談支援の取組 

若年層の将来への安定した自立に向け、さまざまな理由で不登校に陥るおそれのある

中学生とその保護者に対しては、「こどもの生きる力育成支援事業」において、専門相談

員による面談・訪問などにより、個々の生徒の状況に応じた中学校生活の定着に向けて

学校などと連携しながら支援を継続していきます。 
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また、同様に不登校に陥るおそれのある高校生に対しては、「ひらの青春生活応援事

業」において、専門支援員のアウトリーチにより、個々の生徒の状況に応じた高校生活の

定着に向けた個別支援を引き続き行っていきます。 

さらに、高等学校と連携しながら、福祉・教育・企業のネットワークにより、若者が地

域に根差した社会生活を送れるよう支援体制の構築をめざしていきます。 

 

 ひとり親家庭などへの自立支援 

就業支援の専門的な知識を有する「ひとり親家庭サポーター」による、ひとり親家庭の

方や寡婦の方に対し、自立支援に関する制度などの情報を提供するとともに、きめ細や

かな就業相談を行っていきます。 

また、離婚前の相談や就業相談、ひとり親家庭自立支援給付金事業について相談など

を行っていきます。さらに弁護士による離婚・養育費の相談も継続し、今後もひとり親家

庭などに支援していきます。 

 

 平野区こどもたちの「生きる力」育成プロジェクト＋10（プラステン）の取組 

こどもたちの社会性や規範意識などを高め、それぞれの個性や魅力を伸ばし、困難な

状況にあるこどもや家族が抱える課題解決への支援に取り組むため、平成29年４月に策

定した「平野区こどもたちの『生きる力』育成プロジェクト＋10（プラステン）」に基づ

き、次世代を担うこどもたちのために取り組んでいきます。 

 

 

  
Pick Up 地域の取組 

喜連⻄地域「あずきちゃん食堂」 
「こどもも大人も、安⼼して交流できる場」とし

て、（一社）豆とあずきが平成28年7月に開設し
た「あずきちゃん食堂」では、週２回、こどもも大
人も集まって皆で夕食の食卓を囲みます。 
こどもの孤食を防ぎ、食卓を通じた交流ができ

る「こどもの居場所」の活動は、平野区にも芽生え
つつあります。 
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５ 平野区の地域におけるセーフティネットの構築。 

 

●現状と課題 

 人と人とのつながりが希薄化するなか、一人ひとりの生活に必要な情報が届きにくくな

っています。 

 ライフスタイルが多様化し、住民の困りごとも複雑かつ重層的になっています。 

 公営住宅が集中している地域では、高齢化率が 40％を超えている地域もあり、身近な日

常生活のニーズであっても、その家庭や隣近所、地域内では解決できない深刻な状況も

あることから、今後の地域全体の課題をみんなで考え共有するの組織的な活動などにつ

いて区役所や区社協との協働が必要です。 

 団塊世代の高齢化が進行するなか、医療や介護（生活支援）を住んでいる地域で安心して

受けられるよう「地域包括ケアシステム」の構築に向けた取組が必要です。 

 高齢者・こども・障がいのある人が市内でもっとも多く暮らす平野区では、住んでいる地

域で住民みんながいきいきと活躍でき、安心して暮らすことができるよう、すべての人

がともに生きていくために、みんながつながり、お互いを支えあう大切さについて、住民

一人ひとりが理解を深める必要があります。 

 

●取組の方向性 

 身近に支援が必要な人がいたときに、安心して福祉サービスにつなげることができるよ

う、普段から「見守り」、異変が「発見」された時に安心して「相談」ができ、必要な

「支援」につながる体制について、区役所、区社協、地域団体や医療・介護の専門職な

どの連携により構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平野区のめざす地域のセーフティネット 

見守り

発見

地域の相談窓口専門相談窓口

支援

こども食堂・いきいき百歳体操・ふれあい喫茶・ 

地域の見守り活動・ご近所づきあい など 

見守り相談室・地域包括支援センター・ 

くらしサポートセンター平野 など 

民生委員・児童委員、 

地域福祉活動コーディネーターなど 

【再掲】 



47 
  

 住民みんなが活躍し、地域の担い手のみなさんによる見守り体制を広めるため、多世代

が交流できる居場所づくり・担い手づくりを進めます。 

 住民同士が互いに理解しあえる平野区をめざし、平野区に関わるみんなで福祉の心を育

んでいく啓発活動を続けます。 

 困難な事例にも対応できる専門力を高められるよう、専門職員同士が連携し、地域課題

の解決に取り組みます。 

 地域包括ケアシステムの考え方が、高齢者だけでなく、すべての方の生活に根付くよう

に、区役所、区社協、医療・介護などの専門職や関係機関などと連携していきます。 

 こどもや支援を受けている方々が安心した自立生活を送れるよう、住民・行政・企業な

どが一体となって働きやすく暮らしやすい平野区をめざして取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

●悩みを抱え込まず「手伝って」を言える人を増やしましょう。 

●笑顔であいさつし、孤立を防ぎましょう。 

●困ったときに、お互いが助け合える関係づくりのため、日頃から、あいさつを心がけま

しょう。 

●日頃から、どんな相談窓口があるのか調べておきましょう。そして、困ったとき、個人や

家庭で抱え込まず、気軽に相談しましょう。（相談先は巻末の「相談先リスト」を参照し

てください。） 

●お住まいの地域の将来を少し想像してみましょう。そして、「自分で何ができるか」につ

いて、いろいろと考えてみましょう。考えてみて、自分や家族にとって、つながりや支え

あいになることを少しやってみましょう。うまくいかなくても、身近な人やさまざまな

窓口に相談しながら、少しずつ続けていきましょう。（相談先は巻末の「相談先リスト」

を参照してください。） 

 

 

 

 

●具体的取組 

自分や家族ができる（考えてほしい）ことの【例】 ～ 自助 ～  
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○地域でのふれあいサロン活動などに、お友達を誘って一緒に参加し仲間づくりをしまし

ょう。 

〇災害時に備えて自身の避難場所や近所に孤立するおそれのある人がいないか把握しまし

ょう。 

〇男の料理教室や親子防災教室など独創的な活動で地域活動を盛り上げていきましょう。 

〇活動を通じてマンションに住んでいる方とつながりましょう。 

○地域の福祉課題について、地域・関係機関と一緒に地域一体となって話し合いましょう。 

○研修会を実施し、見守り訪問活動や、地域のささえあいネットワークづくりについて理

解を深めましょう。 

 

 

 

【地域福祉の支援体制の構築】 

【相談しやすいしくみづくり、連携した対応ができる体制づくり】 

 平野区社会福祉協議会との連携 

地域福祉の推進を団体理念とする区社協と連携し、こどもの居場所づくりや高齢者の

健康づくりの促進、障がいのある人などの見守り体制の強化、地域包括ケアシステムの

構築に向けて、互いに役割を確認しながら平野区の地域福祉を推進します。 

 

 地域の特性に応じた支援体制の推進 【再掲】 

支援の必要な人を早期に「発見」「見守り」「支える」ために構築してきた概ね小学校

区を単位としたセーフティネットの活動が、住民同士の日頃の見守りや相談を受ける福

祉活動の担い手などと、地域包括支援センターなどの関係機関や専門職、区役所などに

つながるように推進していきます。 

 

 地域における見守りネットワーク体制の構築に向けて 【再掲】 

防災の観点を踏まえて、概ね小学校区を単位とした要援護者情報の取りまとめと、支

援が必要な人への見守りなどの支えあい活動について、区社協と地域団体とともに推進

していきます。 

経済困窮やごみ屋敷問題など、支援を要する人が孤立しないように見守りやアウトリ

ーチ（訪問支援）による専門的対応により、複雑化する課題に対応していきます。 

隣近所や地域のみんなでできる支えあいの【例】 ～ 共助 ～ 

関係機関や多職種、区社協、区役所などが連携した取組 
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平野区セーフティネット連絡会議 
平野区では、複合的な課題を抱える人や

家庭を、各分野の専門職が連携して支える
ことができる地域支援⼒の向上をめざし、
平野区社会福祉協議会を中心に 40名以上
の支援者が会して、各業務の理解促進と平
野区の課題の情報交換を⾏っています。 
生活困窮世帯の早期発⾒や、こどもたち

が環境に左右されずに健やかに育つ平野区
をめざしています。 

認知症の方の徘徊が発生した時に、早期に発見されるよう、地域団体の見守り協力を

得つつ、今後も協力団体を増やしていくことにより、平野区の見守りネットワークの構

築に向けて区社協などとともに引き続き取り組んでいきます。 

≪徘徊発生時の見守り協力団体（平成29年３月時点）≫ 

平野区民生委員児童委員協議会、平野区青少年福祉委員連絡協議会 

孤立死※を防止するため、大阪市とライフライン事業者との連携協定による見守り体制

や、区社協と区役所における、休日・夜間のライフライン緊急連絡体制を今後も継続して

いきます。 

※ 孤立死とは、社会とのつながりがなく、孤立した単身生活者が、独居死後、長い期間、誰からも

発見されない死亡事例 

 

 低所得者層、不就労者への支援 

就労や負債など、くらしの悩みについて総合的な相談支援を行う「くらしサポートセ

ンター平野」を窓口とし、伴走型の個別支援を行います。 

支援後の自立生活を支える平野区をめざし、支援機関や企業などと連携して平野区内

の支援体制の構築を推進していきます。 

生活困窮を発見・予防するためには、福祉分野の関係機関が顔の見える関係の中で連

携することが重要であることから、「平野区セーフティネット連絡会議」において、平野

区の貧困問題や自立支援のあり方などについて、検討を続けていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こどもたちの「生きる力」や福祉の心を育む取組の連携と推進 【再掲】 

幼少期から、支援を必要とする人を理解し支える、お互いを支えあう気持ちを育むこ

とが大切であることから、若い世代を対象に「福祉の心の育み」や次世代を担うこども

たちが社会で自立していけるよう、「生きる力」を養っていくための地域団体や教育機

関などの取組と連携していきます。 
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 若年層の将来への相談支援の取組 【再掲】 

若年層の将来への安定した自立に向け、さまざまな理由で不登校に陥るおそれのある

中学生とその保護者に対しては、「こどもの生きる力育成支援事業」において、専門相談

員による面談・訪問などにより、個々の生徒の状況に応じた中学校生活の定着に向けて

学校などと連携しながら支援を継続していきます。 

また、同様に不登校に陥るおそれのある高校生に対しては、「ひらの青春生活応援事

業」において、専門支援員のアウトリーチにより、個々の生徒の状況に応じた高校生活の

定着に向けた個別支援を引き続き行っていきます。 

さらに、高等学校と連携しながら、福祉・教育・企業のネットワークにより、若者が地

域に根差した社会生活を送れるよう支援体制の構築をめざしていきます。 

 

 団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けた取組 【再掲】 

超高齢社会となるこれからの未来は、複雑化していくことが予想され、新たな生活支

援ニーズに対応するため、既存のネットワークを活用し、「平野区ささえ愛支援員」によ

る、地域住民や多様な主体とのネットワーク構築、地域住民の生活支援・介護予防に促す

集いの場の開発などに取り組んでいきます。 

また、みなさんの多様なニーズや支えあいをバックアップしていくために、地域福祉

の多様な主体による連携を強化しつつ、さまざまなネットワークの活動について、効率

的で有機的な連携を図っていきます。 

そして、高齢者などが疾病を抱え、医療と介護の両方を必要とする状態になっても、住

んでいる地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、「平野区

在宅医療ケアネットワーク委員会」において、医療・介護の多職種により在宅医療・介護

連携における課題や対応策を検討するなど、医療関係者・介護関係者の連携を推進し、在

宅医療と介護を一体的に提供できる体制づくりを進めていきます。 

【多様な主体の例】  

医師会・歯科医師会・薬剤師会（三師会） 

地域包括支援センター・ブランチ（総合相談窓口）、 

介護保険事業者連絡会、老人クラブ連合会、老人福祉センター、 

グループホーム連絡会、有料サ高住連絡会、病院（地域連携室）、 

区社協、区役所など 

住まいの身近にあるさまざまな地域資源が、高齢者だけではなくすべての人の暮らし

を支えるネットワークとして機能するよう、官民が連携して暮らしの課題解決に取り組

みます。 
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※ 厚生労働省が示している、2025年に向けた取組を推進していく将来におけるお住

まいの地域のイメージは次の通りです。 

≪参考：地域包括ケアシステムの姿（厚生労働省ＨＰより）≫ 

 

 

 認知症や精神疾患などの複合課題のある家庭への支援について 【再掲】 

区役所や地域包括支援センター、ブランチなどの関係機関や専門機関との連携強化を引

き続き図っていきます。また、既存の相談支援のしくみでは解決できない支援困難な複

合課題の事例があることから、区役所が中心となり、専門的な分野の垣根を越えて関係

機関が参画し、それぞれが情報を共有し課題解決の方向性を検討する連携の場を開催し

ていくよう進めていきます。 

 

 今後の平野区を支える力「民助」となる新しい担い手と仲間づくり 

平野区では、既に地域にお住まいの方々や企業やＮＰＯなどの多様な担い手がそれぞ

れの分野の地域福祉活動で活躍されていますが、特に今後、予想される超高齢社会を見

据えて、平野区を支える力となる新しい担い手などの社会資源が必要となっています。 

そのために、区役所や区社協、老人福祉センター、平野区ボランティア・市民活動セ

ンター、平野区ささえ愛支援員、各関係機関、施設などが連携し、平野区地域福祉計画

（第２期）の周知を通じ、地域福祉の推進の重要性について、平野区の個人や企業、ＮＰ

Ｏなど多くのみなさんに幅広く語りかけていきます。また、すでに活躍されている担い

手と新しく芽吹く担い手とが有機的につながるようなしくみづくりに取り組んでいきま

す。 


