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平野区地域福祉計画（第２期）中間振り返り 

 

令和２年４月１日 

大阪市平野区役所 

１ はじめに 

 平成29年７月に平野区地域福祉計画（第２期）（以下、「第２期計画」という。）を策定し、地域

住民を主人公（中心）として、関係機関などとの連携を強化しつつ、支える人も支えられる人も

お互いが支えあえるまちづくりをめざし、理念や基本的な考え方、日常生活における行動例など

について取りまとめました。第２期計画では、平野区のみなさまに身近な内容で、分かりやすく

お伝えすることができるよう表現するとともに、一人でも多くの方に知っていただけるよう周知

活動を進めてまいりました。 

このたび、この計画の取組と成果についての中間振り返りを行い、３つの基本目標ごとに設定

した数値目標により進捗を測りながら、課題解決の方向性を整理しました。 

 

２ 目標に対する達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：ひらの区民モニターアンケート 

 

 達成状況を見ますと、現時点で基本目標３は達成しつつも、基本目標１と２については目標達

成には至っていません。今後の取組の方向性や方法などについて再検討が必要と考えており、４

ページの「４ 行動計画に基づく主な取組と成果」のとおりまとめました。 

  

基本目標１：お住いの地域の方と「つながっている」と感じる区民の割合 70％ 

基本目標２：あなたの隣近所で助けあい活動が行われていると感じる区民の割合 60％ 

基本目標３：子育てや家事・介護、仕事など生活の困りごとや悩みがあるとき、相談できる 

区民の割合 60％ 
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【第２期計画における数値目標】 
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３ 未達成の要因分析 

（１） 基本目標１について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「つながりたいが、忙しくて時間がない」という方が多数ですが、「どうすればよいかわから

ない」という方も多いことから、より一層の取組の周知や誰もがつながれるよう、様々な具体的

な取組と関連づけた検討が必要です。 

（２） 基本目標２について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「助け合い活動が行われているのを知らない」という方が多数であることから、さらなる取組

の周知に向けて、様々な具体的な取組と関連づけるなどの、より効果的な手法の検討が必要で

す。 

（３） 基本目標３について 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

現時点で目標数値は達成していますが、３年間継続的に減少傾向にあり、また、「相談できる

人や場所を知らない」という方が多数であることから、さまざまな広報ツールを活用するなど、

さらなる取組の周知が必要です。 
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<参考> 令和１年度 年代別 
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４ 行動計画に基づく主な取組と成果 

（１）高齢者が暮らしやすい平野区をめざして 

【取組の成果】 

 高齢者が、今住んでいる地域で元気でいきいきと暮らすことができるよう、地域の身近な場所

での「いきいき百歳体操」の開催を推進しています。平成30年度末には43か所で継続実施してお

り、継続のための支援として、各会場における健康教育や代表者連絡会、サポーター交流会も実

施しています。また、サポーターの養成も行っており、現在335名のサポーターを養成し、実施の

推進役として活躍いただいています。 

また、各地域の特性に応じた地域福祉支援体制の充実に向けて、22全地域に「地域福祉活動コ

ーディネーター」を配置し、各地域における「地区社会福祉協議会」（以下「地区社協」とい

う。）等が中心となり、高齢者食事サービスやふれあい喫茶等の場における地域福祉活動が展開さ

れており、平野区においても「平野区社会福祉協議会」（以下「区社協」という。）との連携によ

り、各地域における地域別福祉活動目標の周知や実現に向けた支援などを行っています。 

地域における見守りのネットワークを強化するために区社協に設置された「見守り相談室」に

おいては、支援が必要な要援護者に対して、個人情報の地域への提供にかかる同意確認を実施

し、同意を得た方を地域の見守り活動につなぐとともに、福祉専門職のワーカー（ＣＳＷ）が孤

立世帯等へ専門的な対応を行い、必要なサービス等につなげています。また、認知症高齢者等が

行方不明になった際に協力者にメール等により情報を配信し、早期発見に努めています。 

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継続しています。 

大阪市においては、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて「生活支援体制整備事業」を

推進しており、平野区では、事業を受託する区社協に「平野区ささえ愛支援員（生活支援コーデ

ィネーター）」が配置され、生活支援・介護予防につながる地域資源・サービスの開発等を推進し

ており、区役所も地域における有償活動や居場所づくり活動の取組と連携しています。 

高齢者（障がい高齢者を含む）・障がい者への虐待が複雑化する要因や対応については、区役所

や医療などの関係機関、民生委員・児童委員などの支援者が参加する「平野区障がい者・高齢者

虐待防止連絡会議」の開催を通じ、日常的な情報共有において連携・協力できるよう関係づくり

に取り組んでいます。 

また、高齢者への虐待に対する関係機関との連携した対応として、区役所及び関係施設職員か

らなる「高齢者虐待防止活動評価検討会」を開催し、虐待状況の早期終結を目的に処遇検討を行

っています。 

  

【取組から明らかとなった課題】 

「いきいき百歳体操」の継続実施地域やグループは増えていますが、実施地域に偏りがあり、

小学校区単位では22校区中２校区の未実施地域があります。継続者が増加する一方で、会場確保

の問題や代表者・参加者の事情で休止や廃止となる地域やグループもあり、新規開設への支援と

ともに、継続への支援が重要となっています。 

また、高齢者虐待の要因は多岐にわたっており、支援困難な事例や虐待状況が長期化する事例

も少なくありません。また、虐待レベルも平成30年度は中度から重度の事例が54％を占めるな
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ど、的確かつ確実な処遇対応力が区役所や地域包括支援センターに求められており、知識やスキ

ルの向上が必要です。 

 

【今後の取組】 

 介護予防に効果のある「いきいき百歳体操」の展開により、高齢者の健康づくりに対する関心

を深め、引き続き介護予防に努めます。また、高齢者を含む地域住民が「いきいき百歳体操」を

行うことにより、地域包括ケアシステムのより一層の推進に向けて、ボランティア意識の醸成や

地域づくりに取り組んでいきます。 

 具体的には、新たな連携先との協力体制の検討をしてまいります。また、活動の担い手となる

サポーターの養成と養成後のサポーター支援のためにサポーター交流会、活動グループへの支援

（健康教育、体力測定など）を充実させていきます。 

 区役所と地域包括支援センターなどの関係機関が「虐待防止活動評価検討会」において虐待事

例対応の情報共有と進捗管理の連携を今後も進めてまいります。また、複合課題を抱える高齢者

虐待の困難事例に対応するためには、高度な支援のスキルアップが必要であるため、地域包括支

援センターなどにおける事例の検討の場において、必要な専門的助言を受けることができるよう

支援していくとともに、保健・医療・福祉などを担う多職種との連携強化も引き続き図っていき

ます。 

 また、区社協と連携し、高齢者をはじめとした支援が必要な方への見守り、お互いが支えあえ

るまちづくりに取り組んでいきます。 

 

 

（２）認知症になっても安心して暮らし続けることができる平野区をめざして 

【取組の成果】 

平野区認知症支援者ネットワーク会議「るんるんネット」により支援機関のネットワーク構築

が進んでいるとともに、キャラバン・メイトの取組によりサポーター養成講座が継続的に実施さ

れています。 

一方、区においては、平成29年度に「平野区いきいき脳活サポートマニュアル」を作成し、一

部の地域において認知症予防のモデル実施を行いました。現在、サポートマニュアルを活用し、

小地域単位で認知症予防の取組を行っているグループは、平成30年度末現在46か所であり、「いき

いき百歳体操」の取組とも連携しつつ、さらに活動できる小グループを増やす取組を進めていま

す。 

 平成29年度から認知症や発達障がいなど、地域において何かしらの生きづらさを感じている人

たちへの理解を深めるため、毎年、区民や民生委員・児童委員をはじめとした区内関係者等を対

象に講演会を実施するとともに、区社協による発達障がい当事者の方やご家族の方を対象にした

同じ課題を抱える人同士のつながりづくり、また、地域住民を主人公（中心）として、関係機関

との連携を強化しつつ、支える人も支えられる人もお互いが支えあえるまちづくりをめざし、地

域の代表者が一堂に会した「地域福祉を考えるラウンドテーブル（以下「ラウンドテーブル」と

いう。）」を実施し、地域における福祉課題の解決に向けて取り組んでいます。 

 



 

6 

 

【取組から明らかとなった課題】 

 平成29年版高齢社会白書によると、2012年における65歳以上の高齢者の認知症の有病率は15％

であり、2025年には20％になるという推計がされています。当区の高齢者人口約53,000人（平成

27年国勢調査）に対して換算すると認知症高齢者数は約8,000人となります。一方、平成31年４月

１日現在、当区における介護保険認定による在宅で認知症と判断されている方は3,607人で、本市

全体の41,226人の8.7％にあたり、65歳以上の在宅認知症高齢者数の増加は、平成21年から平成31

年では1.8倍となっています。これらの状況から認知症高齢者の急増に対応するため、認知症予防

に積極的に取り組む必要があります。 

 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住んでいる地域で暮らし続けることがで

きるよう、認知症サポート医と医療・介護福祉の専門職で構成する「ひらのオレンジチーム（認

知症初期集中支援チーム）」を地域包括支援センターに設置しています。認知症により支援の必要

がある対象者とその家族を訪問し、それぞれの状況に合わせて支援の方向性を検討し、自立した

生活のサポートを他の支援機関や包括支援センターと連携しながら集中的に行ってきました。相

談件数は増加傾向ですが（平成30年度：122件）、認知症の方の人権や生命、健康を脅かす事態が

生じて、事後的な対応を余儀なくすることもあることから、「ひらのオレンジチーム」の認知症の

方への早期支援機能について、さらなる周知啓発が必要です。 

 また、働き盛りの世代に発症する若年性認知症は、本人だけではなく家族の生活にも大きな影

響を与えることから、平野区では、平野区若年性認知症総合相談センター（ウィルサポ＠ひら

の）を開設し、専門的相談対応（法律・医療・介護・福祉）や支援者を対象とした若年性認知症

の研修、関係機関との連携体制の構築を図っています。 

また、地域で暮らしている認知症の方やご家族について生活の困りごとや支えていくための考

え方などの理解を、住民や区内関係者等へさらに広めていく必要があります。 

 

【今後の取組】 

 区民が認知症への理解を深め、区内の関係者とともに認知症発症を遅らせるための行動をとる

ことができるよう、医師会をはじめとした区内専門職等の参加による検討会を実施し、サポート

マニュアルや取組内容について効果的に啓発していきます。 

 認知症は、早めに診断を受け治療することによって、病気を理解し穏やかに過ごせることにつ

ながるため、地域で本人や家族並びに支援者の専門相談窓口としての「ひらのオレンジチーム」

や「ウィルサポ＠ひらの」の若年性認知症の相談窓口を周知啓発していきます。 

 さらに、認知症や若年性認知症の方々を支援する多様な関係機関とのネットワークを強化する

とともに、専門職を対象とした研修を行うことにより支援体制の強化をめざします。 

そして、認知症の方やご家族への理解を広めていくために、住民や支援関係者などに向けた講

演会も継続して開催していきます。 

また、当事者が行方不明になったときに、警察などを介して発見協力を依頼するしくみへの協

力者を増やしていくとともに、ご家族が速やかに協力依頼できるように、民間事業者が開発した

ＩＴ技術を活用したしくみの普及啓発にも取り組んでいきます。 
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（３）障がいのある人もない人も支えあえる平野区をめざして 

【取組の成果】 

 平成29年度から、認知症や発達障がいなど、地域において何かしらの生きづらさを感じている

人たちへの理解を深め、住んでいる地域において、自分らしく暮らし続けることができるよう、

区民や民生委員・児童委員をはじめとした区内関係者等を対象にした講演会を毎年実施してまい

りました。また、区社協による発達障がい当事者の方やご家族の方を対象にした同じ課題を抱え

る人同士のつながりづくりを行うとともに、地域住民を主人公（中心）として、関係機関との連

携を強化しつつ、支える人も支えられる人もお互いが支えあえるまちづくりをめざし、地域の代

表者が一堂に会した「ラウンドテーブル」を実施し、地域における福祉課題の解決に向けて取り

組んでいます。（再掲） 

また、一つの相談支援機関だけでは解決できない、複合的な課題を抱えた人を支援するため

に、施策分野を超えて支援を行うしくみを構築する必要があり、施策横断的に相談支援機関が連

携するしくみづくりのために「総合的な相談支援体制の充実事業」を平成29年度から福祉局事業

としてモデル実施し、平野区の実情に応じた相談支援体制の充実を図っています。 

加えて、「生活困窮者自立支援事業」及び「ひらの青春生活応援事業」では、平成29年度より

「障がいのある人もない人も働きやすい平野区へ」を総合テーマとし、ハローワークや障がい者

就労・生活支援センターなど平野区の就労と生活を支援する制度の担当者が一堂に会し、相互の

業務内容や課題の共有に取り組んできました。令和元年度には、障がい福祉サービス実務担当者

や連携６高校（平野高校、長吉高校、東住吉総合高校、東住吉高校、勝山高校、生野工業高校）

の教員も加わり、相互に実践事例を共有することにより、さまざまな困難を有する若者の生活・

就労を支える体制づくりを強化してきました。 

  

【取組から明らかとなった課題】 

 平野区区政会議におけるご意見では、「障がいのある方が、一般の方々とどうつながっていいか

分からない」、「こどもの頃から福祉に関することや障がいのある方や高齢者などとふれあうこと

で、障がいのある方への理解が深まる」などがあり、支えを必要とされる方とのふれあいが、支

えあいの精神の醸成へとつながることから、そのような場づくりが必要です。一方、地域で見守

り活動などをされている方々から、「障がいのある方との接し方が分からない」などの意見もあ

り、障がいのある方への理解促進が必要であることが明らかになってきました。 

 また、地域には疾病やひきこもり、家族との関係不和など、障がい者手帳の有無に関わらず、

何かしらの生きづらさを抱えた方々がおり、画一的にならず、一人ひとりの置かれている状況に

合わせて支援者同士がつながることで、あらゆる角度から生活を支えあえるよう、分野を超えた

支援者の連携が必要です。 

 また、発達障がいや目に見えない障がいに対する理解を一層進めるため、啓発活動を行う必要

があります。 

 

【今後の取組】 

発達障がいや認知症など何かしらの生きづらさを感じている人たちの気持ちに気づき、住んで

いる地域で暮らし続けることができるよう、引き続き、家族や周囲の方々を含めた地域ぐるみで
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理解促進を図ることができるよう、講演会などの効果的な開催・集客などを検討していきます。

また、さまざまな機会を捉えて、地域福祉計画に基づいた啓発に取り組んでいくとともに、より

効果的に区民に浸透させることができるよう新たな手法も検討していきます。 

 また、複合的な課題を抱えた世帯に対し、専門家等（スーパーバイザー）の助言を活用しなが

ら、各相談支援機関や地域住民、行政等が分野を超えて連携し、支援することができる総合的な

相談支援体制の充実に向けて、引き続き「総合的な支援調整の場（つながる場）」を開催していき

ます。 

 

 

（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 

【取組の成果】 

 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や体制強化、子育て支援関係者に

よる連携と情報発信など、子育て支援関係者のネットワークの充実に取り組んできました。ボラ

ンティア養成講座による子育て支援者の育成や資質向上のためのスキルアップ講座も参加者（参

加者平均20名）が増えつつあり支援者同士のつながりも生まれています。 

 子育て支援活動について、区役所と協働する団体や企業などに登録していただく「キッズひら

ちゃん子育て応援団」の登録企業は18団体（令和２年１月現在）となっています。また、個人の

登録者も増加傾向にあり、子育て情報や子育て世代同士の交流を促進するための「ひらの子育て

フェスタ」や、区役所でのボランティア養成講座の実施を通じて、積極的な子育て支援サービス

の提供ができています。 

また、区役所において、親子やこども同士の交流、子育て情報・相談の場としてボランティア

運営されている「親子ひろば」とともに、発達障がいなどの支援として、特別支援教育士を配置

し、子育て不安の解消や情報提供を促進するための「親子ひろばパート２」の利用者は88組186名

（平成30年度実績）であり、発達・養育に不安を抱えた保護者の相談につながっています。ま

た、乳幼児健診から「親子ひろばパート２」や子育て支援室へつながる体制も構築されており、

継続相談や次年度の就園や専門の療育機関紹介への連携もスムーズになっています。 

 一方、児童虐待防止に向けて、養育者の養育能力を高める啓発事業を行うことにより、虐待を

未然に防止することに取り組んでおり、また、「要保護児童対策地域協議会（以下「要対協」とい

う。）」については、その運営を通して、地域の子育て支援関係機関との連携や協力を推進してい

ます。 

 こどもの居場所づくりの運営支援として、平野区内でこどもの居場所づくりに取り組む団体等

のネットワークを構築する「みんな食堂ネットワーク拠点事業」において、さまざまな団体等が

行うこどもの居場所づくり活動が地域に定着するとともに、区内に拡がるよう支援し、こどもの

居場所活動の安定運営に向けた相談支援や情報提供、ボランティアコーディネート活動の運営を

サポートしています。 

 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接や訪

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

支援をしています。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
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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行っています。 

 また、こどもたちが通う小学校や中学校での、担任をはじめとした先生方の気づきを通して、

こどもや子育て家庭の困りごとを発見し、区役所や地域、学校が連携して、相談や支援につな

ぎ、社会全体で子育て家庭を支える新たなしくみ「こどもサポートネット事業」に取り組んでい

ます。令和２年度からは、大阪市内全区において当事業を実施することになっています。 

 

【取組から明らかとなった課題】 

 ライフスタイルの多様化などにより、孤立感や不安を抱える保護者が増加しないよう、それぞ

れの子育て家庭のニーズに合った適切な支援と必要な情報が保護者に届く工夫が必要です。 

虐待を未然に防ぎ、深刻化させないためには、早期発見し、対応していくことが重要です。多

様な相談に応じ、こどもの実情と問題の把握ができる地域の子育て支援者の資質向上が求められ

ています。要対協個別ケースにおいても、多くの親、特に母親の養育能力の低下が顕在化してお

り、養育能力向上に向けた育児支援の強化が急務です。 

 平野区内でこどもの居場所づくりに取り組む団体等は、事業内容の広報に苦慮しており、活動

内容が地縁団体等に十分周知されておりません。また、これまでに構築してきた団体等のネット

ワークが持続していくよう、区社協と連携して支援する必要があります。 

小中学校をプラットフォームとして家庭・地域・区役所等がつながることができるよう、市の

動向を踏まえ、教育と福祉の連携を進める必要があります。こどもサポートネット事業におい

て、多くのこどもや子育て家庭に対して、福祉サービスをはじめとした必要な支援につなぐこと

ができているものの、課題の発見には至っているが保護者との面談ができていないケースや長期

にわたる不登校など、対応に苦慮するケースも多く見えてきています。 

 支援の必要なこどもや世帯については、複合的な課題を抱えていることが多く、教育分野・福

祉分野の各種支援・施策を十分に活用していく必要があるため、事例研究を行い課題や対応策の

検討、効果検証が必要です。 

障がい・若年妊娠・経済的困窮・ひきこもりなど、高校生をとりまく環境は多くの課題が山積

しており、中退を防止するために、一人ひとりの生きづらさが深刻化する前から丁寧に支援する

ネットワークの強化が必要です。 

 

【今後の取組】 

子育ての不安を軽減するため、親子ひろばの開催（ボランティア運営を含む）や地域の子育て

支援活動を担う子育て支援者の育成及び資質向上をめざします。 

平野区内の子育て支援に関する情報を集め、より活用しやすいよう工夫した情報誌を子育て支

援関係者とともに作成し共有してまいります。 

「平野区のこどもたちを元気にする宣言」（平成26年５月５日付け）にある、平野区のみんなで

こどもたちを育てるため、平野区において、子育て支援にご協力いただける企業や店舗等の

方々、子育て支援ボランティアに働きかけて、「キッズひらちゃん子育て応援団」への登録を促進

していきます。 

児童虐待防止対策については、養育者の養育能力を高める啓発事業を行うとともに、虐待を未
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然に防止するため、要対協の運営を通して、地域との連携をより密にし、虐待の早期対応や見守

り体制づくりに取り組みます。また、こどもの実情と問題の把握ができるよう、支援者としての

資質向上や地域ぐるみでの虐待防止意識の向上をめざすため、地域の子育て支援関係機関との連

携・協力を推進していきます。 

こどもの居場所づくり活動については、団体等が相互に情報交換等を行えるよう、これまでの

取組から築かれてきたみんな食堂ネットワークを中心とした団体等の連携を促すとともに、活動

の地域定着に向けた支援や、学生ボランティアグループ（みんな食堂パイオニア）の活動支援、

区内のフードドライブ活動※が継続的に実施できるように取り組んでいきます。 

※ フードドライブ活動とは、ご家庭で使い切れない食品などを持ち寄り、それを必要としている区内

でこどもの居場所活動をされている方々（みんな食堂）や区社協（善意銀行）、福祉施設、団体など

に無償で提供する活動 

 「ひらの青春生活応援事業」においては、引き続き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行い、関係諸機関とのネットワークづく

りを行っていきます。加えて、高校卒業後の自立に向けた生活を支援するため、本事業を利用し

た生徒が事業終了後もＯＢ・ＯＧとして集える場を用意することにより、若者分野におけるセー

フティネットの構築をより一層推進していきます。 

 「こどもサポートネット事業」においては、支援を必要とするこどもや子育て家庭が抱える課

題に向き合い、適切な支援につなぐしくみとして、教育と福祉双方の分野をつなぐ機能を確保

し、引き続き、こどもと子育て家庭を引き続き総合的に支援してまいります。 

 

 

（５）平野区の地域におけるセーフティネットの構築 

【取組の成果】 

各地域の特性に応じた地域福祉支援体制の充実に向けて、22全地域に地域福祉活動コーディネ

ーターを配置し、各地域における地区社協等を中心とした、高齢者食事サービスやふれあい喫茶

等の場における地域福祉活動を展開し、区役所としても区社協との連携により、各地域における

地域別福祉活動の推進に向けた支援などを行っています。 

地域における見守りのネットワークを強化するために設置された「見守り相談室」において

は、支援が必要な要援護者に対して、個人情報の地域への提供にかかる同意確認を実施し、同意

のあった方を地域の見守り活動につなぐとともに、福祉専門職のワーカー（ＣＳＷ）が孤立世帯

等へ専門的な対応を行い、必要なサービス等につなげています。また、認知症高齢者等が行方不

明になった際に協力者にメール等により情報を配信し、早期発見に努めています。 

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継続しています。 

低所得者層、不就労者への支援としては、就労や負債など、暮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（以下「くらサポ」という。）」を窓口とし、伴走型

の個別支援を行っています。「セーフティネット連絡会議」や「生活困窮者事例共有会議」を

通じて、支援機関が連携し、教育機関や協力企業などとも連携を図りつつ、平野区内の支援

体制の構築を推進しています。 
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一つの相談支援機関だけでは解決できない、複合的な課題を抱えた人を支援するために施策分

野を横断的かつ包括的につなぎ相談・支援を行う「総合的な相談支援体制の充実事業」について

平成29年度からモデル実施し、平野区の実情に応じた相談支援体制の充実を図っています。 

大阪市においては、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて「生活支援体制整備事業」を

推進しており、平野区では事業を受託する区社協に「平野区ささえ愛支援員（生活支援コーディ

ネーター）」が配置され、生活支援・介護予防につながる地域資源・サービスの開発等を推進して

おり、区役所も地域における有償活動や居場所づくり活動と連携しています。 

高齢者などが要介護状態になり、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ます。本ネットワークにおいては、「平野区在宅医療介護マップ」「在宅

医療はじめてブック」「ひらの連携マニュアル」を作成し、医療と介護の連携をより一層深めると

ともに、区民のみなさんに理解を深める取組も進めています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組から明らかとなった課題】 

今後も増加する支援が必要な人をサポートするため、国における地域包括ケアシステムや本市

の動向を見極めつつ、地域包括支援センターや医療機関、関係事業所等並びに地域住民との連携

を強化していくことが必要です。 

地域における見守り活動については、担い手の高齢化や不足をはじめ、住民同士のつながりや

地域活動への認識の希薄化などの課題が山積しており、活動の継続や活性化に向けたＣＳＷによ

る専門的な支援の提供が必須です。また、孤立死リスクの高い同意確認の未回答者への対応や、

支援が必要な状況にあるにも関わらず支援を拒否する世帯等へのアウトリーチなど、複雑・多様

化する福祉的ニーズに対応することが必要です。 

また、「くらサポ」では、障がいや病気がある方の求職活動や日本語が不自由な外国籍の方々の

相談を受けるとこともあり、医療機関や民間支援団体など、さまざまな方々との出会いと連携を

通じてひとつひとつの事例に丁寧に関わっていく必要があります。 

在宅医療支援体制においては、医療と介護の連携不足や情報共有不足の解消に向けた検討や、

多職種の相互理解の促進に加えて、在宅医療に取り組む医師等を増やす必要があるとともに、病
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院との連携強化も重要です。今後も引き続き、在宅医療について、住民の理解促進や知識の獲得

のための手法などの検討が必要です。 

 

【今後の取組】 

 今後も高齢者や障がいのある人などの要援護者への地域における見守り体制の強化や、高齢者

の健康づくりを促進していくとともに、地域包括ケアシステムの構築に向けて、医療・介護の多

職種のみならず、地域住民も互いに役割を確認しあいながら平野区の地域福祉を推進していきま

す。 

 持続可能な地域福祉支援体制の充実に向けて、引き続き地域福祉活動コーディネーターを中心

とした、お互いがつながり支えあうしくみについて区民とともに検討していきます。 

 また、つながりづくりや支えあい活動の好事例について積極的に他の地域に情報発信を行いま

す。 

 「見守り相談室」においては、地域の見守り活動への支援に向けた活動の担い手の負担軽減に

向けた取組や、支援困難事例に対する個別支援を継続します。 

 生活困窮の課題を包括的に解決するためには、福祉分野に関わらず、多様な関係機関が顔の見

える関係の中で連携することが重要であることから、「生活困窮者自立支援法」の改正により平成

31年度から新設された「支援会議」を活用し、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。 

複合的な課題を抱えた世帯等に対し、専門家等（スーパーバイザー）の助言を活用しながら、

各相談支援機関や地域住民、行政等が分野を超えて連携し、支援することができる総合的な相談

支援体制の充実に向け、引き続き「総合的な支援調整の場（つながる場）」を開催していきます。 

 在宅医療支援体制においては、「平野区在宅医療ケアネットワーク委員会」を定期的に開催し、

多職種同士の連携を推進していきながら、在宅医療の重要性について区民への普及啓発を進めて

いくために、各包括圏域での区民啓発講座などを引き続き開催してまいります。 

 

 

５ おわりに 

  平成30年度から令和元年度において、平野区では地域住民をはじめとした方々と、地域福祉をよ

り広げることができるよう、意見交換や情報共有の場として「平野区の地域福祉を考えるラウンド

テーブル」を４回開催しました。ラウンドテーブルでは、参加者同士で地域における課題の認識や

考え方の共有をしつつ、今後の地域福祉活動の展望や希望、情報発信や連携する先の検討や可能性

などについて検討などを重ね、「人材・社会資源と地域活動をつなぐネットワークづくり」、「住民

同士のつながりづくり」、「地域の中での見守りの充実」の３つのテーマが重要と整理され、「平野

区の地域福祉を考えるラウンドテーブルからの提言（以下「提言」という。）」をまとめました。 

今後については、この「提言」をもとに、地域福祉に活動や参加される方々と、まだ接触してい

ない方々が、つながり支えあうため、また、新しい参加者が少しでも増えることができるよう、地

域住民を中心に、各地域単位のみなさんでできる取組の検討や、継続的な活動などの情報発信や周

知、啓発を行い、その実績を平野区地域福祉計画（第３期）に継承していくよう推進していく予定

です。 


