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平野区地域福祉計画 

～こどもから高齢者まで、すべての人と人がつながり、支えあうまちづくり～ 

 
 
 平野区地域福祉計画は、平野区で生活するすべての区民を対象として、平野区のそれぞれの地域

の実情に応じた地域福祉の取組みを推進するために、新たに策定するものです。 
 また、これまでの「大阪市における地域支援システム」を基盤とした、「平野区における地域支援

システム」を構築し、地域住民をはじめ、地域活動協議会などの地域組織、地域包括支援センター

や医療・福祉関係などの専門支援機関や区社会福祉協議会とともに、地域の実情に応じた取組みを

行いながら、平野区における地域福祉の取組みを進めてまいります。 
 
（１）計画の対象はすべての区民で、特に周囲のサポートが必要と思われる、子育て世代、高齢者、

障がい者の支援に重点を置きます。 

（２）地域福祉の担い手は、すべての地域住民、地域組織、区内企業・従事者、医療・福祉関係事

業者及び行政機関です。 

（３）地域においては、支援を必要とする人々を「発見」し、「見守り」「支え」ます。 

（４）行政においては、地域ニーズに応じた福祉施策を実施するほか、ふれあい員など地域福祉の

担い手の育成支援を行うとともに、医療・福祉関係など専門支援機関等との調整役を担いま

す。 

（５）地域に地域福祉活動コーディネーター（仮称）を設置し、ボランティア需給調整活動や行政、

医療・福祉関係の専門支援機関などの活動と日常的につなげていきます。 

 
新たに取組む主な施策（平成25年度から先行実施するものを含む） 
○「キッズひらちゃん応援団」の創設〈（１）（２）関連〉 

   こどもたちがいきいきと自立して生きる社会と、こどもを産み育てることに安心と喜びを感

じることができる社会をめざすため、地域貢献活動を行う企業・店舗等の方々と協働して子

育て支援活動を行います。 
○「キッズサポーター」、「ほっと安心サポーター」の育成〈（１）（２）（３）関連〉 

   「キッズサポーター」は小学校高学年を対象に高齢者の擬似体験学習等を通じ高齢者等への

支援の理解を深め、また「ほっと安心サポーター」はキッズサポーターのPTAや地域住民を

対象に認知症や発達障がいへの理解を深めてもらい、要援護者を地域で支援できるための知

識を習得した地域住民の育成をめざします。 
 

 

 

 

 

○「ほっと安心ネットワーク」の構築〈（１）（２）（３）関連〉 
   ほっと安心サポーターの所属する職場、店舗にステッカーを配布・掲示することにより、高 
  齢者等が安心して外出できるよう地域の見守りネットワークを構築します。 
○「発達障がいサポート事業」の実施〈（１）（２）（４）関連〉 

   小中学校に在籍する発達障がいのある児童生徒の学校生活において、地域の人材を活用した

きめ細かな支援により適切なサポートを行います。 
○「虐待防止活動評価検討会」の設置〈（１）（４）関連〉 

外部専門家による事例評価を行い、要因を明確化し虐待事案の早期終結を図ります。 
○「乳幼児発達相談体制強化事業」の実施〈（１）（４）関連〉 

   育児教室、1 歳 6 か月児・3 歳児健診・発達相談、４・５歳児発達障がい相談において臨床

心理士等が従事することで、発達障がいの早期の発見と診断を行います。 
○「親支援プログラム」の実施〈（１）（４）関連〉 

   親の養育機能が低下する傾向にあり、親の状況を踏まえたこどもの養育全般に対する育児支

援の強化策として、親の養育力を高めるための支援を行います。 
○「障がいのある養護者への支援」〈（１）（４）関連〉 

   精神疾患や発達障がいなどにより困難を抱える養護者に対して、必要に応じて専門職の直接

的な支援を行い、虐待防止、虐待終結をめざします。 
○「救急カプセルを活用した地域での見守りネットワーク体制」の構築〈（１）（５）関連〉 

   救急カプセルを活用して、地域の見守りネットワーク体制の構築をめざします。 
○「地域福祉活動コーディネーター（仮称）」の設置〈（１）（５）関連〉 

   地域での相談活動、見守り活動、ふれあい員などボランティアの育成、需給調整活動や専門

支援機関等との調整役など、地域の福祉活動の中心的な役割を担う、地域福祉活動コーディ

ネーター（仮称）を設置します。 



取　組　み　の　方　向　性

計画の理念：こどもから高齢者まで、すべての人と人とがつながり、支えあうまちづくり

基本目標 基本方針

平 野 区 地 域 福 祉 計 画

　こどもから高齢者まで、さまざまな人たちが、お互いを尊重しつつ、つながり、交流できるきっかけづくりを進めることにより、お互いを支えあう関係づくりを促
進し、 誰もが自分らしい生き方ができるまちづくりを進めていく。

1-1 
こどもから
高齢者まで
さまざまな
人たちが
交流し、
支えあい、
コミュニティ
の輪を広げる
ための
きっかけ
づくり

・防災や防犯の観点もふまえ、地域活動協議会など地域で福祉活動を行う団体を

中心に、こども、高齢者や障がいのある人、支援が必要な人への見守りやつなが

りづくりとお互いにささえあう仕組みづくり

・こどもから高齢者まで誰もが集まれ、多世代やライフスタイル等の異なる人々との

交流が推進できるような場の提供

取組みの視点

◎地域福祉活動コーディネーター（仮称）が中心となった見守りや相談の実施など《協働》

◎防災や防犯の観点もふまえた地域の見守りネットワーク体制の構築

・「救急カプセル」などを活用した地域での見守りネットワーク体制の構築《協働》など

○誰もが集まれるふれあいの場の提供

・「地域共生サロン」、「ふれあい喫茶」などの実施《地域》

○多世代交流やライフスタイル等の異なる人々との交流が推進できる場の提供

・「和っしょい！ひらの推進事業」の実施など《協働》

主な具体取組み

各事業末尾≪≫内に主体者を記載

◎新規事業・H25年度先行事業含む

　数多くの区民や活動団体による地域福祉活動を、さらに有益で効果的なものにするために、地域福祉に関わる区民・活動団体・民間事業者・区社会福祉協
議会・行政の連携を強化する。

１

みんなで

つながり

支えあう

豊かな

コミュニティ

づくり

1-2.
支えあいの
ネットワーク
を地域に
広げるために
区民・地域の
活動団体・

・「和っしょい！ひらの推進事業」の実施など《協働》

○夏祭りなど地域コミュニティーを高める取組みの実施《地域》

～～成果目標（平成27年度）～～

住んでいる地域で、日頃から話をする相手が増えたと感じている区民の割合（60％以上）

取組みの視点 主な具体取組み

・地域活動協議会など、地域で福祉活動を行う団体と連携し、メンタル・バリアフリー

なまちづくりの推進

・支援が必要な人々を地域で支える活動を充実させるため、支援が必要な人々への

各事業末尾≪≫内に主体者を記載

◎新規事業・H25年度先行事業含む

◎地域福祉活動コーディネーター（仮称）が中心となったボランティアの発掘・育成《協働》

○学習会により地域における障がいへの理解を深め、誰もが安心して地域で生活できる

ようにする活動団体・
民間事業者・
区社会福祉
協議会・行政
の連携を強
化

・支援が必要な人々を地域で支える活動を充実させるため、支援が必要な人々への

知識を深めるとともに、関係機関とも連携し、支援が必要な方々に寄り添うサポーター

の養成

・思いやりのあるやさしい心を持つ人となるよう、学校園等と連携した取組みの展開

・区社会福祉協議会との密接な連携

・災害時に援護が必要な人(高齢者・障がいのある人など）を支援するための取組み

・いわゆる「ごみ屋敷」問題など新たな課題への対応

・孤立化を防ぐため民間事業者・区社会福祉協議会などと連携した取組み

～～成果目標（平成27年度）～～

区民・活動団体・行政がともに地域福祉活動に取組んでいると感じている区民の割合（60％以上）

ようにする

・ハートステッカー事業など《協働》

◎高齢者や障がいのある人に寄り添うサポーターの養成等

・認知症等に対するサポータの養成と「ほっと安心ネットワーク」の構築《区役所》

◎小学校高学年を対象とした高齢者の擬似体験講習による高齢者等への理解を深める

・キッズサポーターの育成《区役所》

○多職種(包括・医師会・区役所）による高齢者を支える仕組み

・るんるんネット（平野区認知症高齢者支援ネットワーク連絡会）《協働》

○区社会福祉協議会の活動と密接に連携した取組み《区役所》

◎ライフライン等の協力事業者と連携した見守り体制の構築《区役所》

◎地域の民間事業者との連携《区役所》
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こども・高齢者・障がいのある人などの福祉相談の窓口の拡充や支援体制の充実に取組むとともに、情報を区広報などを通じて広く発信するほか、地域担当
制などを効果的に活用して地域に積極的に情報提供し、必要な人が必要なときに必要な制度を利用できるよう地域や関係機関と連携して取組む。

取　組　み　の　方　向　性基本目標 基本方針

各事業末尾≪≫内に主体者を記載

2.

地域福祉
２

必要な人に

（必要な情報を届ける取組み）

・子育てなど福祉全般にかかる情報を、平野区の広報紙やホームページなどあらゆる

媒体を活用した周知や啓発

・地域における効果的な取組みの各地域への周知

・区役所の地域担当制を活用し、さまざまな情報の受発信

・必要な情報や相談場所など、利用される立場の人に配慮した周知と情報提供

・地域活動協議会と連携した効果的な情報発信

取組みの視点

（必要な情報を届ける取組み）

○子育て情報誌発行による情報発信

・「子育てのＷＡ！情報」《区役所》

○子育て世代が親子で集まり交流を持てる場の提供

・「親子ひろば」《区役所》

◎こどもを遊ばせながら発達について相談できる場の提供

・「親子ひろばパート２」（特別支援教育士配置）《区役所》

○子育て世代が地域で集まり交流を持てる場の提供

・「子育てサロン」《地域》

◎発達障がい者支援のための、家族教室や関係者学習会の開催《区役所》

主な具体取組み

各事業末尾≪≫内に主体者を記載

◎新規事業・H25年度先行事業含む

地域福祉

に関する

情報提供と

相談窓口の

拡充による

支援体制の

充実

必要な人に

必要な情報が

届き、

相談できる

しくみづくり

（相談支援体制の充実）

・身近なところで、地域における相談できる人材の確保

・子育て支援室の機能強化ともに、保育所や幼稚園、学校などとも連携した専門家

による相談

・関係機関と連携し、高齢者や障がいのある人を中心とした相談体制の整備

・こども・高齢者・障がいのある人への虐待の未然防止、また、虐待の早期発見に

向けた取組み

・虐待事案に対する関係機関と連携した迅速な対応

・保健福祉センターにおける相談体制の充実

・関係機関と連携した相談案件への対応

（相談支援体制の充実）

◎地域福祉活動コーディネーター（仮称）が中心となった見守りや相談の実施など《協働》

○保育所、幼稚園、小中学校と連携

・家庭児童相談員（臨床心理士等）による相談体制の充実《区役所》

○家庭児童相談員による出張相談と保健師の派遣による健康相談≪区役所≫

◎児童虐待を防止するための育児支援の強化策の実施

・親支援プログラム《区役所》

◎精神保健福祉士等の専門職による対応。虐待の解決と防止への支援

・障がいのある養護者への支援《区役所》

◎こども、高齢者及び障がいのある人に関する虐待事案対策状況の把握及び関係機関へ

の助言

・要保護児童対策協議会実務者会議・虐待防止活動評価検討会の設置《区役所》

◎発達障がいなどのある児童・生徒への学校生活におけるサポート

・発達障がいサポート事業の実施《区役所》

◎臨床心理士等による主に乳幼児を対象とした発達障がいに係る相談体制の充実

・乳幼児発達相談体制強化事業の実施《区役所》

○障がい福祉サービス事業所に関する情報提供による自立支援

・地域資源マップの活用《協働》

○各種関係会議の開催
・高齢者やこども、障がいのある人などを支援するための関係機関との連絡調整会議の開催≪協働≫

◎乳幼児健康健診未受診者会議の開催≪区役所≫

～～成果目標（平成27年度）～～

高齢者や子育てなど福祉に関する行政や地域の情報が入手できていると感じている区民の割合（60％以上）

高齢者や子育てなど福祉に関して相談できる窓口を知っている区民の割合（80％以上）
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福祉活動に積極的にかかわるなど、あらゆる世代の人々が地域福祉を推進する主人公となり、身近な人どうしがお互いを支えあう仕組みを構築していく。ま
た、学校のみならず地域においても学習の場を提供し、こどもが福祉活動にふれる機会を広げていく。

取　組　み　の　方　向　性基本方針基本目標

3-1.

地域福祉

活動の

担い手の

層を

厚くする

取組みを

強化

・民生委員・児童委員をはじめ、地域における支援者が、利用者からの多様な相談に

応じられるような体制整備

・地域での福祉活動の実態や活動状況の把握を行い、関係機関との連絡など円滑な

調整が行える人材の確保と養成

・あらゆる世代の住民が福祉活動に参加・参画できるような取組み

・今後、中心的な担い手となる次世代の担い手を育成する取組み

・福祉分野の活動だけでなく、地域防災や生涯学習など他分野の活動との連携

・普及啓発やスキルアップのための講座などの開催

・取組みを行うにあたり、地域活動協議会との連携強化

◎地域福祉活動コーディネーター（仮称）が中心となった見守りや相談の実施など≪協働≫

○地域の子育て支援機関・支援者の資質向上、子育てサロン活用

・講習会等の実施《区役所》

○いきいき百歳体操の普及啓発のため、講座等の開催≪区役所≫

○地域学習会、各種ボランティア養成講座等など

・「和っしょい！ひらの」推進事業《協働》

○団塊・シニア世代の地域活動参加

・「和っしょい！ひらの」推進事業《協働》

○地域で核となる役割を果たす人材の継続的な確保≪協働≫

○市民協働による子育て子育ち応援事業の実施≪協働≫

取組みの視点 主な具体取組み

各事業末尾≪≫内に主体者を記載

◎新規事業・H25年度先行事業含む

地域福祉活動団体やボランティア等の地域福祉の担い手の活発な相互交流を支援する。

３

地域福祉活動

の

担い手づくり

3-2.

地域の

活動団体

の

相互交流を

○市民協働による子育て子育ち応援事業の実施≪協働≫

・担い手どうしが交流し、情報交換でき、刺激しあえる場づくり

・地域活動協議会や関係機関と連携し、誰もが気軽に参加・交流できる場の提供

・こどもから高齢者まで誰もが集まれ、多世代やライフスタイル等の異なる人々との

◎地域福祉活動コーディネーター（仮称）が中心となったボランティアの発掘・育成《協働》

◎子育てサロン連絡会の開催

～～成果目標（平成27年度）～～

地域での福祉活動に関心を持っている区民の割合（60％以上）

取組みの視点 主な具体取組み
各事業末尾≪≫内に主体者を記載

◎新規事業・H25年度先行事業含む

相互交流を

支援

・こどもから高齢者まで誰もが集まれ、多世代やライフスタイル等の異なる人々との

交流が推進できるような場の提供
・各種連絡会の実施《区社協・地域》

○子育て支援関係者連絡会の開催

・各種連絡会の実施《区役所》

○認知症を専門とする講師の連絡会（キャラバンメイト連絡会）の開催

・各種連絡会の実施《区役所・区社協》

○多世代交流の場の実施

・「区民まつり」・「秋のフェスタ」・「和っしょい！縁日」など《協働》

～～成果目標（平成27年度）～～

福祉に関するイベントがさまざまな団体の協力で行われていると感じている人の割合（60％以上）
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核家族化が進み、地域のつながりが希薄になる中で、子育て世代が子育てに不安を感じつつ孤立化することもあるなど、親子関係の希薄化や児童虐待が増
加している。
また、こども自身も家庭・学校といった限られた社会体験の中で成長するため、社会へ出て行く過程において、社会になじめず挫折するケースが顕著になっ
ている。こうしたことから、子育てとこどもの成長を地域ぐるみで支え見守る環境が必要である。

取　組　み　の　方　向　性

4-1.                                                     

基本方針基本目標

ている。こうしたことから、子育てとこどもの成長を地域ぐるみで支え見守る環境が必要である。

４

4-1.                                                     

地域

ぐるみで

こどもを

健やかに

育む

環境の

整備

・地域住民・地域団体による福祉活動の充実とともに、ボランティアや福祉サービス

事業者、企業、商店会など多様な活動主体と地域や行政が連携した取組みを推進

するとともに、より効果的な取組みとなるようネットワークを構築

・多様な活動主体が地域で出会い、これまでできなかった支援やよりきめ細かい

サービスの提供・これらの仕組みを活用し、こどもたちを取巻く環境の改善に向け

た取組み

◎地域福祉活動コーディネーター（仮称）が中心となった見守りや相談の実施など《協働》

◎地域福祉活動コーディネーター（仮称）が中心となったボランティアの発掘・育成《協働》

◎区と協働して子育て支援活動を行う団体、企業等の参加登録により、社会全体で子育

てを支援

・キッズひらちゃん応援団の創設《協働》

○こどもに関する諸課題の解決、子育て環境の充実を図る

・平野区のこどもたちを元気にする会議の開催《区役所》

○区内の子育て支援機関・団体などの連携・協力により、子育て情報の提供と子育て

ネットワークを構築

・ひらの子育てフェスタの開催《協働》

取組みの視点 主な具体取組み
各事業末尾≪≫内に主体者を記載

◎新規事業・H25年度先行事業含む

高齢化が進展する中、高齢単身世帯や高齢夫婦のみの世帯の割合も増加しており、地域の中で孤立しているケースも見受けられ、高齢者虐待が顕在化し
てきている。これらの状況を改善するため、「地域包括支援センター」や民間事業者などとも密接に連携し、日常的な支援活動の取組みを行っていく。また、
高齢者や障がいのある人への理解を深めることも重要である。

多様な

協働による

サービスの

創出と

地域づくり 4-2.                                                

高齢者や

障がいの

ある人が

・ひらの子育てフェスタの開催《協働》

・こどもから高齢者や障がいのある人まで誰もが集まれ、多世代やライフスタイル等 ◎地域福祉活動コーディネーター（仮称）が中心となったボランティアの発掘・育成《協働》

○多世代交流の場の実施

～～成果目標（平成27年度）～～

子育てについて相談できる人がいると考えている子育て世代の人の割合（95％以上）

取組みの視点 主な具体取組み
各事業末尾≪≫内に主体者を記載

◎新規事業・H25年度先行事業含む

いきいきと

生活する

ことが

できる

まちづくり

の異なる人々との交流が推進できるような場の提供

・地域包括支援センターにおける専門職等によるきめ細かい相談支援

・さまざまな関係機関と連携し、高齢者や障がいのある人を中心とした相談支援

・普及啓発やスキルアップのための講座などの開催

○多世代交流の場の実施

・「区民まつり」・「秋のフェスタ」・「和っしょい！縁日」など《協働》

○各地域包括支援センターなどとの連携強化と、区民への周知《協働》

○いきいき百歳体操の普及啓発《区役所》

◎精神保健福祉士等の専門職による対応。虐待の解決と防止への支援

・障がいのある養護者への支援《区役所》

○専門支援機関と連携した相談体制の整備《協働》

～～成果目標（平成27年度）～～

高齢者や子育てなど福祉に関して相談できる窓口を知っている区民の割合（80％以上）
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地域と専門支援機関、保健福祉センター、区役所が相互に連携し、それぞれの役割を果たしながら、地域福祉の推進を図る。

取　組　み　の　方　向　性

＜地域福祉を推進するうえでの、それぞれの「役割と機能」＞
①地域（住民・地域活動協議会・地域福祉団体など）

基本方針基本目標

　 　それぞれの地域の実情に応じた、自律的な地域福祉活動の推進
　　　　互いに支えあうコミュニティづくり、健康づくり事業などへの取組み
　　 地域の福祉課題の発掘
　　 必要に応じて、保健福祉センター・区役所や専門支援機関などと連携・協力しながら、福祉課題の解決に向けた取組み
　　　　連携した事業実施、専門支援機関への相談、関係行政機関への連絡調整など
②専門支援機関（区社会福祉協議会、地域包括支援センター、民間福祉事業者など）
　 　事業やサービスを通じて、支援が必要な人々の自立生活への支援や福祉課題の解決に向けて、地域や他の機関、民間福祉事業者と協力した取組み
  　  専門支援機関として、地域が主体的に行う地域福祉活動への支援や、地域や住民からの相談への対応、保健福祉センターとの連携
　　 区社会福祉協議会は、多くの区民、団体、事業者などが地域福祉活動に参加するよう促進するとともに、それぞれの活動や連携を支援
③保健福祉センター・区役所
　　 福祉サービスを必要とする人々との連絡調整
　　 地域が自律的に福祉活動が行えるような協力
　　 地域福祉活動の核となる人材の確保及び育成
　　 地域福祉活動を円滑に推進していくために、専門支援機関と連携した迅速な対応
　　 福祉に関連する情報発信

平野区における新たな地域福祉の推進体制として、

地域の役割と専門支援機関、区役所との関係性を

５

平野区に

おける

新たな

地域福祉の

5.

地域の

実情に

応じた

区民が

主体の

地域支援

システムの

構築及び 　　 福祉に関連する情報発信
　　 地域の福祉課題の把握及び解決に向けた施策展開
　　 専門支援機関や関係機関との連絡調整会議の開催
　　 必要に応じて、大阪市や大阪府、国など関係先へ意見を提出
④大阪市
　　 保健福祉センター・区役所から提出された意見に対する対応

＜計画の推進管理と評価＞
　区政会議において点検と評価を行い、本計画の進捗状況や成果、課題を明らかにし、必要に応じて見直しを行う。

地域の役割と専門支援機関、区役所との関係性を

簡潔にまとめたイメージは、別紙の“平野区におけ

る地域支援システム(体系図）”参照”

推進体制の

構築

構築及び

円滑な運営

～～成果目標（平成27年度）～～

高齢者や子育てなど福祉に関して相談できる窓口を知っている区民の割合（80％以上）

※この計画において、地域福祉活動を行う中心的な団体としては、「地域活動協議会」を基本としているが、地域活動協議会が形成されていない地域などにおいては、
既存の社会福祉協議会などが地域活動協議会と同様の役割を担うこととする。

「平野区将来ビジョン」や「市政改革プラン」の取組みとあわせて、区民のみなさんとともに地域福祉の向上をめざしていきます。

計画の取組み期間は、平成25年度から平成27年度としています。

お互いを尊重し、すべての人の笑顔が輝くまち ひらの の実現に向けてよろしくお願いいたします。

平 野 区 地 域 福 祉 計 画 は

大阪市平野区役所

2013（平成25）年9月
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