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はじめに 

 

●第１期平野区地域福祉計画の振返から第２期に向けて 

 平野区で生活するすべての区民を対象として、それぞれの地域の実情に応じた地

域福祉の取組を推進するために、平成25年９月に第１期平野区地域福祉計画を

策定しました。 

 第２期計画を策定するにあたり、取組期間（平成25年９月～平成27年度）に

おける計画の推進に向けた主な具体的取組の成果や見えてきた課題について、

「第１期 平野区地域福祉計画の振返り（平成25年９月～平成 27年度）」を

作成しました。 

 この振返りでは、第１期の基本目標ごとに総括を行い、第１期計画の課題を浮き

彫りにし、第２期計画の骨子へつなげていくための基本資料としました。 

 

●地域福祉とは 

 地域福祉を考えるには、地域住民のみなさん誰もが住み慣れた地域の中で、安心

して暮らせるために、福祉サービスを利用するだけでなく、地域における人と人

とのつながりを大切にし、お互いに支えあう助けあう関係やその仕組みを醸成し

ていくことが大切です。 

 そして、さまざまな生活の課題を解決していくためには、一人ひとりの努力（自

助）、住民同士の支えあい助けあい（共助・互助）、公的な制度によるサービス（公

助）が互いに力を出し合い協力する「助け合いによる福祉」が必要です。 

 

●地域福祉計画とは 

 ｢地域福祉計画｣は、社会福祉法第107条の規定に基づき、｢地域の助けあいによ

る福祉｣を推進するため、地域住民一人ひとりがお互いを尊重しながら、人と人と

のつながりを地域福祉の基本として､困った時に助けあう｢顔の見える関係づく

り｣、お互いを認めあい支えあう｢共に生きる社会づくり｣をめざすための｢理念｣

と「仕組み」をつくるものです。 

 平野区の地域福祉計画の「視点」としては、地域住民、地域団体、医療や介護の

関係機関、福祉施設関係者や行政などが、それぞれの役割の中で、お互いに力を

合わせる関係をつくり、「自助｣｢共助・互助｣｢公助｣を組み合わせて、「地域住民が

地域福祉活動の主人公」となり「支える人（担い手）も支えられる人（受け手）

も支えあう」精神を大切にしつつ、「多様な主体のつながりを拡げ」つつ、｢地域

ぐるみの福祉｣の実現をめざし推進することであると考えています。 
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～地域福祉活動コーディネーター事業（各地域の特性に応じた地域福祉支援体制の構築） 
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７ 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 
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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ます。また、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・行政の連携を強化します。 
 

 

 

 

 

 

（主な具体的取組と成果） 

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

～地域福祉活動コーディネーター事業（各地域の特性に応じた地域福祉支援体制の構築）～ 

●平成26年度（新規事業） 

 地域の見守り・支えあいの要である地域福祉活動コーディネーター（以下、「コーディネーター」

という。）を 22地域中 22地域に配置し、地域のセーフティネットの基盤整備を行った。 
●平成27年度の取組内容及び成果 

 全 22地域に配置されたコーディネーターにより、支援が必要な方の発見や必要なサービスにつ
なぐことができた実例が出るなど、地域のセーフティネットの役割を担っている。 
各地域の課題抽出や分析を行い各地域活動協議会で作成する地域別福祉活動目標の設定に

向けた支援・指導 全22地域 
 コーディネーターが、日頃の活動を通じて地域のボランティアの発掘や連携を行いつつ、区社

会福祉協議会の平野区ボランティア・市民活動センターと連携を図っている。 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 平成26年度に事業を開始し、見守り・支援を要する方の発見や必要なサービスへのつなぎ役と

して、地域福祉活動の担い手として地道な活動を続けつつ、情報共有やスキルアップを図る研

修の報告などを行う月１回の連絡会においても着実に努力を続けている。 

 しかしながら、まだ、コーディネーターの活動が地域の方に十分には理解されていないことか

ら、広報紙でのＰＲを行いつつ、あらゆる機会をとらえ、役割・効果をさらにＰＲする。 
 地域福祉のネットワークづくりを行い、地域福祉活動の中核を担うコーディネーターの育成と

地域での見守りに関するノウハウを蓄積するため、区社会福祉協議会との連携をより強化する。 
 コーディネーターを中心としたボランティアの発掘から育成する状態への途上にあることから、

基本方針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 

基本目標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 
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地域の支援を要する方とボランティアのつなぎ役として、より効果的に活動できるよう研修等

に取り組む必要がある。 

 平成27年度に各地域におけるグループワークを経て作成された地域別福祉活動目標について分

析することにより、第２期平野区地域福祉計画の策定に向けて反映すべき、平野区の各地域に

おける共通の福祉課題や方向性を見出すことが出来た。 

≪分析から見た共通課題と方向性≫ 

 人と人とのつながり・ふれあい・支え合いが重要 

 多世代交流・子育て等の場づくりが必要 

 地域（福祉）活動の参加・参画が大切 

 防災防犯や高齢者やこどもへの見守り等の「安心安全」の推進 

 高齢化が進む担い手への対応（発掘や育成）・ボランティアを呼び込む必要性 

 医療・介護サービス機関や施設等との連携 

●平成28年度の目標  【28運営方針 具体的取組２－１】 

 各地域の課題抽出や分析を行い各地域活動協議会で作成した地域別福祉活動目標の実現に向け

た支援・指導 全22地域 

＜成果目標＞ 

 地域福祉活動コーディネーターを中心とした各地域の実情に応じた見守りや相談の体制が構築

されていると感じる区民の割合80％以上 
 
 
２ 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 【関連№11】 

～「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～ 

●平成25年度 

 主に高齢者がいる家庭への救急カプセルの配付により、各地域における要援護者の把握に向け

た取組を進めた。  ５地域 約1,500件 

●平成26年度 

 主に高齢者がいる家庭への救急カプセルの配付またはマグネット等の取組により、地域におけ

る見守り活動を支援した。 18地域 

●平成27年度の取組内容及び成果 

 主に高齢者がいる家庭への見守り活動の手法の１つとして救急カプセルの配布やマグネット等

の取組を支援してきたが、より効果的な手法を検討し、平成27年度から区社会福祉協議会が受

託している本市の事業である「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」におい

て「見守り支援ネットワーカー」を配置し、孤立世帯等への専門的対応等をより活発に行うこと

で、見守り活動の効果が出ている。 
 救急カプセルの配布やマグネットなどについては、見守り活動のツールとして使ってもらうた

め、ノウハウを区社会福祉協議会へ引き継いだ。 

 日頃の見守りを希望する要援護者の情報を、身近な地域に提供するための事業を開始した。平

成27年度は要介護３以上等の高齢者を対象とし、要援護者情報の整理を進めた。今後、要援護

者への見守りについて、地域との連携の在り方を検討する。 
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 また、地域から孤立した支援を要する方への見守りや専門的対応について、区社会福祉協議会

の独自事業として実施してきたが、本市からの受託事業として、改めて取り組んできた。 

 認知症高齢者等の行方不明時の早期発見に向けた取組について、徘徊発覚時における地域の見

守りネットワークの構築に向けて進めてきた。また、認知症に関しては、平野区キャラバンメイ

ト連絡会による認知症サポーター養成講座などを開催し、理解促進と支援する担い手の育成を

継続してきた。 

 
 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 支援を要する方々の見守りを行うために、区として救急カプセルなどを１つのツールとして推

進し、より効果的な「見守り支援ネットワーカー」の配置などに変遷してきた。その活動は効果

を出してきているところであるが、整理した要援護者情報の地域との連携や、「認知症高齢者等

見守りネットワーク事業」の協力者及び当事者の登録を増やしていく必要があり、今後、地域と

連携した見守り活動のネットワーク構築に向けて、コーディネーターとの連携強化を含め、区

社会福祉協議会と連携を深め対応していく必要がある。 

 平成28年度の要援護者情報のとりまとめについて、身体障がい者を対象に準備を進めているが、

周知が行き届きやすいよう配慮した対応を検討する必要があり、また、障がい者を支援する事

業所などとの見守りについて、関係構築と連携を図る必要がある。 

 孤立した支援を要する方への見守りや専門的対応について、コーディネーターなどと連携し、

地域住民や関係機関との包括的な連携強化が必要である。 

 認知症高齢者等の行方不明時の見守りメール配信の登録を通じた、地域の見守りネットワーク

の強化に向けて、地域における認知症高齢者への理解が必要である。また、認知症理解の啓発の

ための講座や平野区るんるんネット等の関係機関の活動と連携していく必要がある。 

 また、同時に「平野区認知症予防推進事業」の実施において、平野区医師会や介護事業所などの

関係機関と十分に意見交換しつつ、取り組んでいく必要がある。 

●平成28年度の目標 

 整理した要援護者情報及び「認知症高齢者等見守りネットワーク事業」への協力について、地域

へ説明を行いつつ、各地域の実情に応じた見守り活動の有効活用をめざす。 

＜成果目標＞ 

 地域福祉活動コーディネーターを中心とした各地域の実情に応じた見守りや相談の体制が構築

されていると感じる区民の割合80％以上  ※ １ 地域福祉活動コーディネーター事業より 

 
 
３ 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（子育てサロン）の実施《地域》～ 

●平成25～27年度 

 地域共生サロン：25～26年度 ２か所、27年度 ３か所 

 ふれあい喫茶 ：25～26年度 22か所、27年度 22か所 

 子育てサロン ：25年度 14か所、26年度 13か所、27年度 12か所 
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 26年度は、地域の身近な子育て支援スペースとして子育て情報の提供等を行った。 

 27年度は、区内のあらゆる場所で子育て情報の提供を行い、地域の身近な子育て支援ス

ペースとしての役割を担った。 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 地域共生サロン及びふれあい喫茶については、地域活動協議会などが自律的・継続的に運営・事

業実施されるため主体は地域であり、地域の課題に応じて実施していることから、今後も、中間

支援組織を通じて支援を行っていく。 

 子育てサロンについて、地域の身近な子育てスペースとして、在宅親子のニーズに合った、より

細やかな子育て情報の提供等を行う事ができた。しかし、支援者不足で回数が減少し、休止して

いるサロンもあり、ボランティア養成講座等を利用した支援者の育成やボランティア募集の情

報発信の方法などを考える必要がある。【関連№28】 

●平成28年度の目標 

 新たな支援者の増加のためボランティア養成講座やスキルアップ講座などを行う。 

子育てサロン：12か所継続 

 
 
４ 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》～ 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 和っしょい！ひらのは、「安心して誰もが暮らせる・住み続けたいまち平野区」の実現に向け、

運営委員会や参加団体等とともに５つの目標に取り組んできた。 

・必要な人に必要な情報が届くしくみをつくる 

・つながりの輪を広げよう・みんなで支え合う 

・美しいまち・暮らしやすいまちにする 

・地域ぐるみで子どもを育む 

・安心・安全のまちにする 

 平成24年度に平野区将来ビジョン及び平成25年度に平野区地域福祉計画が策定され、平成27

年４月より住民主体の市民活動と協働による福祉関係活動へと転換することとなったため、会

議体として和っしょい！ひらのは解消したが、参画していた団体はそれぞれで活動を継続して

いる。  【参考】６ ハートステッカー事業 

 和っしょい！ひらのにおいて、各団体がこれまで培ってきた地域福祉活動やボランティアのノ

ウハウを、様々な場面で発揮するよう区社会福祉協議会などと連携しながら推進していく必要

がある。 

 また、発達障がいに関してハートステッカー事業を含め、活動を継続しているＮＰＯや個人の

ボランティアや地域福祉活動の認知度が不十分であることから、区社会福祉協議会と協働して

事業を継続しつつ、更なる周知に取り組んでいく必要がある。 

 ボランティア活動の支援や調整について、ボランティア市民活動センター（区社会福祉協議会）
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と連携しつつ、今後も取り組んでいく必要がある。 

 少子高齢化が進行しており、地域の住民のつながりが希薄するなか、地域住民が支えるために

は、多世代交流などの交流の場が必要である。 

●平成 28年度の目標（６ ハートステッカー事業 発達障がい）【28運営方針 具体的取組２-３】 

＜成果目標＞ 

 住民講演会の参加者アンケートにおいて、発達障がいへの理解が深まったと感じた割合80％ 

 ペアレントトレーニングにおいて、こどもとの良好な関係構築に役立ったと感じた割合80％ 

 

 

５ 夏祭りなど地域コミュニティを高める取組の実施《地域》 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 地域活動協議会などが自律的・継続的に運営・事業実施されるため主体は地域であり、地域の課

題に応じて実施していることから、今後も、中間支援組織を通じて支援を行っていく。 

 地域においては、夏祭りを復活させた地域もあり、コミュニティ醸成の観点で効果が表れてい

る。 

 また、地域コミュニティを高めるために、子どもから高齢者まで多世代の交流をテーマとして、

地域活動協議会などの地域団体が主体で開催した地域独自の取組も出てきている。 

 平成 27年度において、「地域を活性化」及び「新たな人材の確保と育成」という２つの視点か

ら、今までに参加していなかった若い世代等の地域住民を対象に、地域活動への参加及び企画

段階からの参画を促し、新たな担い手の発掘・育成をするため、「若い世代によるチャレンジを

支援する事業」を実施した。 

 しかしながら、「つながり」のあるまちづくりを目的として、引き続き、新たな担い手の発掘・

育成の取組を継続する必要がある。 

 地域コミュニティを高める１つの要素として、支援が必要な方を「発見」「見守り」「支える」た

め、コーディネーターが中心となって、今後も地域の特性に応じた支援体制とネットワークを

構築していく必要がある。 

●平成28年度の目標   【28運営方針 具体的取組３-１】 

＜成果目標＞ 

 地域活動協議会の活動に参加したことのある区民の割合 30％ 

 

 

 

 

 

  

＜成果目標＞ 

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 

23.8％（27年度目標：60％以上） 
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（主な具体的取組と成果） 

１再掲 地域福祉活動コーディネーターが中心となったボランティアの発掘・育成《協働》 

 

６ 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 

～ハートステッカー事業など《協働》～ 【関連№７】 

●平成25～26年度 

 発達障がいに関する学習会「ハートステッカー学習会」を開催し、理解促進を図った。 

25年度：５回開催、参加者200人  26年度：２回開催、参加者243人 

●平成27年度の取組内容及び成果 

 区社会福祉協議会の平野区「認知症等に対するサポーターの養成とほっと安心ネットワークの

構築」事業における、ハートステッカー学習会の実施 

１回 参加者120人（常磐会学園で開催） 

 当事者や親がお互いの状況について話し合い、情報共有やつながりを持てるよう「発達障がい

について話し合う会」を実施    26年度開始 ３回、27年度 11回 

 平野区社会福祉協議会だよりにおいて「発達障がいについて話し合う会」の記事を掲載しＰＲ。

１回 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 「認知症等に対するサポーターの養成とほっと安心ネットワークの構築」事業において、発達

障がいに関する取組を継続し、当事者や親がお互いの状況について話し合い、情報共有やつな

がりを持てるように、事業を実施してきた。 

 今後も、発達障がいの理解について、さらに普及啓発するとともに、様々な支援に向けて関係

部局や機関と連携し、取り組む必要がある。 

●平成28年度の目標   【28運営方針 具体的取組２-３】 

＜成果目標＞（発達障がい）    

 住民講演会の参加者アンケートにおいて、発達障がいへの理解が深まったと感じた割合80％ 

 ペアレントトレーニングにおいて、こどもとの良好な関係構築に役立ったと感じた割合80％ 

 

 
 

基本方針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・民間事業者・区

社会福祉協議会・行政の連携を強化 
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７ 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ーの養成と「ほっと安心ネットワーク」の構築《区役所》～ 

８ 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》～ 

●平成25～27年度 

 認知症関係団体、発達障がい関係団体、地域包括支援センターと連携のもと、子どもや地域住民

に啓発講習を行い、地域において高齢者や障がい者に寄り添い支援できる人材の育成を行った。 

 また、平野区キャラバン・メイト連絡会【関連№32】と連携し、認知症啓発の取組を実施してき

た。 

認知症サポーター（ほっと安心サポーター）：25年度 1,154人、26年度 298人  

27年度 104人（目標300人） 

キッズサポーター養成数：25年度 803人、26年度 334人  

27年度 385人（目標250人） 

認知症サポーター（ほっと安心サポーター）養成講座５回 

小学生高学年・中学生（キッズ・ジュニアサポーター）の養成講座６回 

認知症サポーター交流会 ３回 40名 

 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 参加者及び地域において支援できる人材が着実に増加しており、キッズ・ジュニアサポーター

養成については、学校単位で参加する場合もあり、支援の担い手が広がっている。 

 高齢者人口の多い平野区では、認知症に対する関心が高まっている。ほっと安心ネットワーク

については、自立した活動が出来つつあり、今後も更なるネットワークの拡がりをめざす必要

がある。また、区民が認知症の正しい理解と支援の担い手が拡がっていくことをめざし、引き続

き、認知症サポーター養成に取り組んでいく。 

●平成28年度の目標  【28運営方針 具体的取組２－２】 

＜成果目標＞ 

 認知症についての情報を得て、自ら認知症予防等の取組に参加したいと感じた区民の割合 

70％以上 

 

 

９ 多職種による高齢者を支える仕組み 

～平野区るんるんネット（平野区認知症高齢者支援ネットワーク連絡会）《協働》～ 

●平成25～27年度 

 平成 24年度に平野区医師会が受託した「認知症等高齢者支援地域連携事業（市）」が母体とな

り、区内の医療や介護など専門職や地域の団体で構成される「平野区るんるんネット」（平野区

認知症高齢者支援ネットワーク連絡会）において認知症等高齢者を支える取組を推進されてお

り、平野区医師会及び平野区るんるんネット主催による認知症の正しい理解を広めるための専
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門職向け講習や、市民向けシンポジウムを開催してきた。 

連絡会：25～27年度 各６回 

専門職対象の研修会：25～27年度 各１回  参加者203人→76人→78人 

区民向けシンポジウム：25～27年度 各１回 参加者420人→500人→275人 

各地域包括支援センター主催の交流会（るんるん交流会）：25～27年度 各５回 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 認知症になっても安心して暮らせるまちをめざして、認知症高齢者を支える人のつながりづく

りに力を入れており、研修会開催においては、関係者が役割分担したうえで主体的に関わり、連

携が図られている。 

 また、各地域包括支援センター主催の「るんるん交流会」においては、地域課題を区民と関係機

関が共有する機会となっている。 

 高齢者人口が多い平野区では、地域における独自の認知症の声掛け見守り訓練を実施するなど、

認知症に対する関心が高まっており、今後も、平野区医師会と平野区るんるんネットが連携し

つつ研修会等を実施することで、区民と関係機関が主体となってネットワークづくりを強化し

つつ、認知症理解に向けて情報発信を続けていく必要がある。 

●平成28年度の目標  【28運営方針 具体的取組２－２】 

＜成果目標＞ 

 認知症についての情報を得て、自ら認知症予防等の取組に参加したいと感じた区民の割合 

70％以上 

 

 

～平野区地域包括支援センター運営協議会～ 

●平成25～27年度  

 平野区における地域包括支援センターの適切な運営を図るため、センターの運営や地域におけ

る介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発

やその他地域包括ケアに関する事項について、医療分野と介護事業所や地域など関係機関を中

心として協議してきた。 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 各包括支援センターの取組内容、成果や課題について、相互に共有していくことが重要である。

今後も、各地域包括支援センター及び総合相談窓口（ブランチ）の運営の適正化及び平野区にお

ける「地域包括ケアシステム」の構築に向け、協議会に参加する各関係機関と協働して取り組む

ことができるよう内容の拡充を図っていく必要がある。 

●平成28年度の目標 

 平野区地域包括支援センター運営協議会 年４回 
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～平野区認知症予防推進事業《協働》～ （Ｈ28年度新規） 

●平成27年度の検証・総括・課題 

 高齢化が進行する中、高齢者の認知症予防対策においては医療や介護分野との連携が重要であ

るため、区内関係者と協働して、区民の認知症の理解を深める啓発を重ね、その発症を遅らせる

ための行動をとることができるよう、区内にその活動の輪を広げていくことを目的とする。 

 平成 28年度は初年度のモデル実施であり、平成 29年度の本格実施に向けた「認知症予防プロ

グラム」の検討及び作成について、医療関係者などの協力を得つつ、十分な意見交換を行いなが

ら進めていく必要がある。 

●平成28年度の目標  【28運営方針 具体的取組２－２】 

＜成果目標＞ 

 認知症についての情報を得て、自ら認知症予防等の取組に参加したいと感じた区民の割合 

70％以上 

 

 

～在宅医療・介護連携推進事業の実施～ （Ｈ27年度 介護保険法の地域支援事業に位置付け） 

●平成25～27年度 

 地域の医療や介護分野との連携を含めた課題について、平成 24～26年度においては、「大阪府

在宅医療連携拠点支援事業（元大阪府地域医療再生基金事業）」として、平野区医師会が中心と

なり関係機関や区役所が参画し、委員会や研修会を実施されてきた。 

 平成 27年度から介護保険法の地域支援事業に位置付けられ、平成 24年度からの従来の取組を

継続しつつ、平野区医師会など医療・介護事業所等関係機関の協力を得て、在宅医療ケアネット

ワーク委員会の運営や多職種研修等を実施した。 

 

 

●平成27年度の検証・総括・課題 

 国において定められた事業項目を、平成24年度からの経過を踏まえつつ、平野区医師会や介護

事業所等の関係機関の協力を得て、平成30年４月までに全て実施する必要がある。 

 平成29年度からの「在宅医療・介護連携相談支援コーディネーターの本格実施」に向け、平野

区医師会や介護事業所等の関係機関との十分な意見交換を行う必要がある。 

●平成28年度の目標 

 在宅医療ケアネットワーク委員会の定期的な開催（月１回） 

 医療・介護関係者対象の多職種研修会（年２回）、住民講演会（年１回） 

 

 

～平野区における地域包括ケアシステムの構築《協働》～ （Ｈ28年度新規） 

●平成27年度の検証・総括・課題 

 団塊世代が 75歳以上となる 2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域に

おいて、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・生
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活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を実現する必要がある。 

 高齢者が安心して暮らすことができるような平野区における「地域包括ケアシステム」の構築

に向けて、医療や介護などの重要性は高いことから、医療などの専門職や関係機関の協力を得

つつ、十分に意見交換を行いながら、認知症や介護予防などの福祉課題への対策を検討し、地域

で展開できるよう取り組んでいく。 

●平成28年度の目標 

 「地域包括ケアシステム」の考え方を整理しつつ、第２期の平野区地域福祉計画の策定に反映

させていく。 

 

 

10 区社会福祉協議会との活動と密接に連携した取組【区】 

●平成25年度 

 本市と区社会福祉協議会の役割分担を明確にする市政改革の方針のもと、平成26年３月に区役

所と区社会福祉協議会と協定書を締結し、連携・協働して事業実施することを明確に位置づけ

た。 

●平成26年度 

 区役所と区社会福祉協議会との協定のもと、事業進捗や課題整理の打ち合わせを開始し、その

時点での課題について整理を行い、解決を図ってきた。 

●平成27年度の取組内容及び成果 

 事業進捗や課題整理の打ち合わせを年間通じて実施し、その時点での課題について整理を行い、

解決を図ってきた。 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 区社会福祉協議会との連携・協働して事業を進めるため、事業進捗や課題整理の打ち合わせを

年間通じて実施し、さらに連携を強化する必要がある。 

 今後、定例の打ち合わせも含め、「地域の特性に応じた地域福祉支援体制の構築（地域福祉活動

コーディネーター事業）【関連№１】」や「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業

【関連№２】」などの地域福祉の事業ごとに担当者レベルの打ち合わせをより密にしつつ、課題

整理を行い、改善を積み重ねていく。このような流れの中、地域の実情を踏まえて対応するため

に、区役所内においても連携を深めるよう取り組んでいく必要がある。 

 地域を含めて地域福祉を推進する主体として区社会福祉協議会の活動や事業について、積極的

にＰＲしていくことについて検討が必要である。 

●平成28年度の目標 

＜成果目標＞ 

 地域福祉活動コーディネーターを中心とした各地域の実情に応じた見守りや相談の体制が構築

されていると感じる区民の割合80％以上  ※ １ 地域福祉活動コーディネーター事業より 
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11 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》 

【関連】２ 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 

●平成25～26年度 
 市とライフライン事業者（新聞・水道・電気・ガス・郵便）との連携協定により、孤立死防止に

向けた見守り体制を整備。 
 ガス、電気、水道、新聞販売店、郵便局と大阪市との協定を締結。（通報実績は０件） 

●平成27年度の取組内容及び成果 
 市とライフライン事業者（新聞・水道・電気・ガス・郵便）との連携協定により、孤立死防止に

向けた見守り体制を整備し、平成27年度からは、区社会福祉協議会への委託事業「地域におけ

る要援護者の見守りネットワーク強化事業【関連№２】」における「見守り相談室」で実施。 

 区社会福祉協議会と区役所における、休日・夜間におけるライフライン緊急連絡について連絡

体制を整備し、また、行方不明（徘徊）の発生時には、大阪ガスセキュリティサービスから、協

力者へメール配信を行っている。 （通報実績は１件） 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 平成27年度から事業実施方法を変更し、区社会福祉協議会や地域が連携して見守り体制を構築

してきた。地域では先進的に「声掛け見守り訓練」を実施するなど、見守り体制構築の必要性を

再認識されてきた。 

 今後も、見守りの取組事例などの普及啓発について、区社会福祉協議会と連携しつつＰＲして

いく必要がある。 

●平成28年度の目標 

＜成果目標＞ 

 地域福祉活動コーディネーターを中心とした各地域の実情に応じた見守りや相談の体制が構築

されていると感じる区民の割合80％以上  ※ １ 地域福祉活動コーディネーター事業より 

 

 

12 地域の民間事業者との連携《区役所》 

～キッズひらちゃん子育て応援団の創設【協働】～ 

●平成25～27年度 

 区役所と協働して子育て支援活動を行う団体・企業等を「キッズひらちゃん子育て応援団」とし

て登録し、乳幼児健康診断、子育てフェスタでの試供品提供、食育講座への講師派遣等で協力を

得た。 
25年度：企業の発掘件数 10件、登録件数：７件 

26年度：協力企業・団体の登録件数 10件 

27年度：協力企業・団体の登録件数 13件 

キッズひらちゃん子育て応援団 個人ボランティア 60人 

※ 子育てフェスタにおいて、ミニ講演会の開催や牛乳を使ったレシピの紹

介、職域教室の開催また、ボランティアで当日スタッフとして参加。 
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●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 「キッズひらちゃん子育て応援団」については、平成25年１月の創設以来、登録企業及び登録

支援者が毎年増加している。 

 背景には、子育てに関する企業の製品を提供するだけなく、講演会の開催やイベントにおける

スタッフとして参画するなど、企業側の意識が変化してきたことが考えられる。 

 今後も、ＰＲを続け、多くの企業に参画してもらうことにより、地域の子育て力の強化に繋がる

ため、取組を継続し、参画者を拡げていく必要がある。 

●平成28年度の目標   【28運営方針 具体的取組３－４】 

＜成果目標＞ 

子育てについて必要な情報を入手できていると感じる、子育て世代の保護者の割合60% 

 
 
 
 
 
 
 

  

＜成果目標＞ 

区民・活動団体・行政がともに地域福祉活動に取り組んでいると感じている区民の割合 

30.4％（27年度目標：60％以上） 
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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り組むとと

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

て取り組みます。 
 
 

 
 
 
 
【 必 要 な 情 報 を 届 け る 取 組 】 

 
（主な具体的取組と成果） 

13 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》～ 

●平成25～27年度 

 保育園・幼稚園・子育てサロン・行政関連情報などの、子育てに関する情報誌「子育てのＷＡ！

情報」を7,000部発行。 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 情報誌「子育てのWA!情報」について、３か月健診や１歳半健診時での配布や区内の主要な子育

て施設に配布することにより、身近な相談場所や遊び場の情報提供を行い、子育て世帯に認識

されてきた。今後、内容の更新や、子育て世帯のニーズに合った内容などを検討するとともに、

あらゆる機会を捉えＰＲする必要がある。 

●平成28年度の目標   【28運営方針 具体的取組３－４】 

＜成果目標＞ 

子育てについて必要な情報を入手できていると感じる、子育て世代の保護者の割合60% 

 
 
～平野区Ｆａｃｅｂｏｏｋ「子育て情報ページ」（子育て支援情報の発信ツール）・子育て支援相談員～ 

●平成27年度 

 子育て支援情報の発信ツールの１つとして、平野区Ｆａｃｅｂｏｏｋ「子育て情報ページ」を立

ち上げた。 

 子育て家庭のニーズに合わせて、必要な支援を選択し利用できるように情報提供や相談・援助

を行うため、子育て支援相談員を区役所内に配置。 

基本目標２ 必要な人に必要な情報が届き、相談できるしくみづくり 

基本方針2 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 
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●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 平野区Ｆａｃｅｂｏｏｋ「子育て情報ページ」により子育て支援情報発信ツールの１つが整備

されたが、新しい情報を整理し配信することにより、子育て世代の交流や子育て相談、子育て情

報を広く提供する場として十分に活用する必要がある。 

 子育て家庭の支援を強化するため、子育て支援相談員のより効果的な活動を工夫する必要があ

る。例えば、乳幼児健診や地域子育て支援拠点等の場所に子育て支援相談員を派遣する。また、

子育て支援員の認知度がまだ低いと思われるため、効果的な広報を検討する必要がある。 

●平成28年度の目標   【28運営方針 具体的取組３－４】 

＜成果目標＞ 

子育てについて必要な情報を入手できていると感じる、子育て世代の保護者の割合60% 

 

 
14 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》～ 

15 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》～ 

●平成25～27年度 

 親子やこども同士の交流、子育て情報・相談の場として区役所で「親子ひろば」を 66回開催。 

述べ参加人数 25年度：1,602人 26年度：1,689人 27年度：1,874人 

 特別支援教育士を配置し、子育て不安の解消、情報提供の促進するため「親子ひろばパート２」

を12回開催。   延べ参加人数 25年度：250人 26年度：203人 27年度250人 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 親子、子ども同士の交流や子育て情報提供や相談の場として定着し、年々参加人数が増加しリ

ピーターも多くなっている。 

 特に「親子ひろばパート２」では、終了後にカンファレンスを行い、個々に合った支援機関につ

なげることができた。 

 ボランティア運営の「親子ひろば」について、ボランティアが少ないため子育て支援室が実質上

運営を行っていることが多いことから、ボランティア養成や支援者同士のつながりの強化が必

要である。 

 今後も子育て不安を軽減し児童虐待未然防止、早期発見を行い、発達が気がかりな子どもの相

談窓口となり子育ての不安感の軽減を図る必要がある。 

●平成28年度の目標 

親子ひろば     年66回・・・年30回（区主体）年36回（ボランティア運営） 

親子ひろばパート２ 年12回 
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3再掲 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》 

 

 

16 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》 

●平成25～27年度 

・ 成人期以降の発達障がい者の家族に対する家族教室   

25年度 ３回、 26年度 ４回、 27年度 ４回 

・ 発達障がいへの理解促進のため、ＰＴＡ等のこどもに関わる地域の関係者に対する学習会     

25年度 １回、 26年度 ２回、 27年度 ５回 

※ 家族教室及び学習会の参加者アンケートにおいて、発達障がいへの理解が深まっ

たと感じた割合 88.1％（27年度） 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 家族や周囲の理解促進を図るための講演会や学習会を開催したが、まだ理解促進していく必要

があるため、今後においても、より効果的な開催方法を検討しつつ、地域住民を対象に講演会を

実施していく。 

●平成28年度の目標 【28運営方針 具体的取組２－３】 

＜成果目標＞ 

 住民講演会の参加者アンケートにおいて、発達障がいへの理解が深まったと感じた割合80% 

 ペアレントトレーニングにおいて、こどもとの良好な関係構築に役立ったと感じた割合80% 
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【 相 談 支 援 体 制 の 充 実 】 

 

（主な具体的取組と成果） 

１再掲 地域福祉活動コーディネーターが中心となった見守りや相談の実施など 

17 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》～ 

●平成25～27年度 

 家庭児童相談員（臨床心理士等）を増員（２人→４人）、相談指導体制の充実を図った。 

 継続的な相談が多く、日々、電話相談や面談を行い、保護者の子育て不安の軽減につながってい

る。 

相談件数：25年度 549件、26年度 1,146件、27年度 461件 

（参考：専門の療育機関につなげた件数 27年度144件） 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 児童の発達が気がかりで、不安を抱えた多くの保護者の相談活動を行い、専門の療育機関につ

なげ、継続相談を行ってきた。引き続き、各関係機関と連携し、各機関が行っている講座などの

情報共有し、利用者に適切な支援を行っていく必要がある。 

 ４人体制になり相談体制は充実したが、相談件数自体は減少しているものの、ほとんどが継続

相談であり、相談に要する時間は増加している。 

 保護者の児童の発達に関する悩みは続いていることから、今後においても状況に応じた適切な

相談を行い、子育ての不安感の軽減を図る必要がある。 

●平成28年度の目標 

 状況に応じた適切な相談を行い、子育ての不安感の軽減を図る。 相談件数550件 

 
 
18 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≫ 

～家庭児童相談員による出張相談《区役所》～ 

●平成25～27年度 

 長吉幼稚園において、月１～２回の出張相談を開催し、ほとんどが区での相談に継続。 

開催回数：25年度 20回、 26年度 20回、 27年度 17回 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 家庭児童相談員の増員（２→４人）により、定期的な出張相談が可能になり、相談体制が強化さ

れた。幼稚園での相談であるため、保護者も参加しやすいと考えられることから、相談窓口の一

つとして、今後も出張相談を継続する必要がある。 

●平成28年度の目標 

 出張相談 月１～２回実施 
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～保健師派遣による健康相談（子育てサロン等）《区役所》～ 【関連№３、28】 

●平成25～27年度 

 12名の地域担当保健師が、各地域に出向し健康相談に応じている。７か所のすくすく教室を廃

止し、27年度においては、子育てサロンに保健師を派遣した。 

 地域と調整を行い、子育てサロン13か所中６か所において、母子に対する講座の健康教育を実

施。 

 27年度においては、地域子育て支援センター実施分などを含めて、46回、357名の養育者へ健

康教育及び健康相談を実施。 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 平成14年から、子育て支援事業の一環として、地域の会館等へ保健師が出向いてすくすく教室

を実施してきた（平成 26年度は７会場で毎月１回実施）。当初は多くの利用者があったが、最

近は利用者が０人の会場もあるため整理してきた。 

 すくすく教室の開始当初と比べ、現在は地域の子育て支援に関わる機関や事業も多く存在する

ため、同様の支援を実施している機関と連携することにより、さらに効果的な支援を提供する

必要がある。 

●平成28年度の目標 

 子育てサロン・地域子育て支援センター・つどいの広場・保育所の地域交流事業（所庭解放）・

産後のつどいにおける健康相談並びに健康教育の実施。 

 
 
13【再掲】 子育て情報誌発行による情報発信 ～子育て支援相談員～ 

●平成25～27年度 

 子育て家庭のニーズに合わせて、必要な支援を選択し利用できるように情報提供や相談・援助

を行うため、子育て支援相談員を区役所内に配置。 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 子育て家庭の支援を強化するため、子育て支援相談員のより効果的な活動を工夫する必要があ

る。例えば、乳幼児健診や地域子育て支援拠点等の場所に子育て支援相談員を派遣する。また、

子育て支援相談員の認知度がまだ低いと思われるため、効果的な広報を検討する必要がある。 

●平成28年度の目標 

 子育て支援相談員の認知度向上をめざし、区ホームページや平野区Ｆａｃｅｂｏｏｋ「子育て

情報ページ」等を活用し効果的な広報を検討し実施する。 

関連する目標 【28運営方針 具体的取組３－４】 

＜成果目標＞ 

子育てについて必要な情報を入手できていると感じる、子育て世代の保護者の割合60% 
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19 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》～ 

●平成25～27年度 

 児童虐待防止のため、多様な親の特徴や状況を踏まえて、育児スキルを向上させるための講習

会「親支援プログラム」を開催 

25年度 ８回、 26年度 15回、 27年度 15回、セミナー２回 

養育力の向上を感じた保護者の割合 27年度 92％ 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 親支援プログラムのうち、グループプログラムについては、高い満足度を得られており効果が

確認できた。平成27年度からプロポーザル方式による業務委託を実施し、別にセミナーを２回

開催したが、参加者数は目標を大幅に下回っており、開催日や場所などについて検討が必要で

ある。 

●平成28年度の目標   【28運営方針 具体的取組３－５】 

＜成果目標＞ 

 養育力が向上したと感じた親支援プログラム参加者の割合90%以上 

 

 

20 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》～ 

●平成25～27年度 

 精神保健福祉士の専門的助言などを医療機関から受けていたが、平成27年度は啓発事業を行う

ために調整を行ってきたが、委託事業実施に至らなかったため、認知症支援のための情報マッ

プ「るんるんマップ」20,000冊を作成。 

 配布先は、医療機関・区内介護事業所・地域包括支援センター・区社会福祉協議会・地区社会福

祉協議会・老人福祉センター。 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 平成27年度に作成した認知症支援のための情報マップ「るんるんマップ」について、平成28年

度は配布・研修資料として普及啓発に活用していく必要がある。 

●平成28年度の目標 

 認知症支援のための情報マップ「るんるんマップ」20,000冊を関係機関や医療機関などに配布 
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21 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 

～要保護児童対策地域協議会実務者会議の設置《区役所》～ 

●平成25～27年度 

 行政等の関連機関を中心として年12回（月１回）実施。 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 要保護児童対策協議会実務者会議の定例開催（月１回）を行い、機能強化を図るとともに、地域

支援者の資質向上のため講演会（研修会）や地域との連携会議などを開催してきた。 

 要保護児童対策地域協議会の運営を通して、地域の子育て支援関係機関の連携・協力の推進、ま

た、子どもの実情と問題の把握ができるような支援者としての資質向上、地域ぐるみで虐待防

止意識の向上をめざす必要がある。 

●平成28年度の目標 

 要保護児童対策地域協議会（代表者会議年１回、実務者会議月１回、個別ケース会議随時） 

 子育て支援者向け研修会（２月） 

 

 

～平野区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議～ 

●平成25～27年度  

 平野区における障がい者・高齢者虐待防止等の適切な実施を図るため、行政、医療などの関係機

関及び障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者・高齢者虐待を取り巻

く状況や考え方を共有し、有機的に連携・協力できる体制を強化した。 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事する当事者が、虐待に至る要因や対応について協

議することにより、虐待防止や早期発見についての連携や認識が深まっている。しかしながら、

虐待事案の件数は年々増加しており、その要因が多岐にわたり複雑化してきていることから、

今後も連携・協力体制を継続していく必要がある。 

●平成28年度の目標 

 平野区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議の実施 年１回 

 

 

～虐待防止活動評価検討会の設置《区役所》～ 

●平成25～27年度 

 虐待防止活動評価検討会の定例開催 年12回（月１回） 
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●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 地域包括支援センターなどの関係機関と虐待事例対応の情報共有と対応の進捗管理を行ってき

た。虐待防止に向けて、関係機関との連携と対応の進捗管理について、今後も継続していく必要

がある。 

●平成28年度の目標 

 虐待防止活動評価検討会の定例開催 年12回（月１回） 

 

 

～虐待事例検証会の開催（Ｈ28年度～高齢者等の支援にかかる専門的相談）～ 

●平成25～27年度  

 高齢者虐待に関する困難事例へのスキルアップを図るため、精神医療の専門的な視点によるス

ーパーバイズを受け、問題の早期解決のため、医療と福祉の連携を図り、個別事例を通じて支援

方法を多角的に探るなどを行う。 

 事例検討会６回 

 事例検討会等で検討した内容が、業務に役立つと感じた地域包括支援センターの職員

の割合 85％ 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 多くの職種で対応困難事例について検討することにより、事例対応力が向上し、課題整理が図

れた。しかし、事例課題が複雑化しており、特に認知症や統合失調症等の精神疾患を有する事例

への関わり方について、専門的な助言が必要である。 

 精神疾患等の複合課題を抱える対応困難事例への支援について、精神科医師等から助言指導を

得ることにより、課題整理を図り、今後の支援につながるよう、事例検証を行う。 

●平成28年度の目標 

＜成果目標＞ 

 精神疾患への対応方法を理解し、事例の課題整理が図れた割合80％以上 

 

 

 

22 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》～ 

●平成25～27年度 

 市立の小中学校の在籍者でＡＤＨＤなどの障がいにより、行動面に課題がある児童・生徒に対

して、学校生活上の行動面における適切なサポートを行うことにより、児童生徒の健全な育成

をめざした。 

サポーター養成人数：25年度 50人、 26年度 54人、 27年度 63人 
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●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 市立の小中学校の在籍者でＡＤＨＤなどの障がいにより行動面に課題がある児童・生徒に対し

て、学校生活上の行動面における適切なサポートを行うことで、よりきめ細やかな指導ができ

ると学校から報告を受けている。しかし、各学校がサポーターのスムーズな確保について苦慮

していることから、対応案を検討する必要がある。 

●平成28年度の目標 
 サポーター登録人数： 70人（28年度末） 
 学校生活上の支援の充実につながったと感じる割合 70％以上（29年度末の目標） 

 
 
23 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》～ 

●平成25～27年度 

 発達障がいを早期発見し、適切な療育機関、保育や教育等につなげるために、乳幼児健診時など

に臨床心理士等の専門職や、常時開設している子育て支援室における家庭児童相談員（関連№

17）の相談支援を実施。 

相談件数 25年度：臨床心理士等 423件、家庭児童相談員 549件 

     26年度：臨床心理士等 977件、家庭児童相談員 1,145件 

     27年度：臨床心理士等 807件、家庭児童相談員 461件 

療育支援機関など関係機関の支援につなげることができた件数  

26年度：751件（内訳）臨床心理士等：356件  家庭児童相談室：395件 

27年度：422件（内訳）臨床心理士等：278件  家庭児童相談室：144件 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 乳幼児健診等において、平成 25年度から週４日非常勤職員を配置し、定例の健診日以外にも、

相談を継続的に受けられるようにしたが、今後も、療育支援機関など関係機関の支援につなげ

る必要がある。 

 乳幼児健診等や子育て支援室の相談等で入手した情報を会議等で共有し、発達障がいを早期発

見し、療育支援機関につなげてきた。今後も区役所内での連携をさらに深めていく必要がある。 

●平成28年度の目標 

 療育支援機関など関係機関の支援につなげることができた件数 500件 

 

 

24 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》～ 

●平成25～27年度 

 障がいのある方たちの事業所・作業所マップを配布していたが、大阪市で同様の資料を作成し、

市ホームページに最新版を掲載している。 
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●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 当初、区の窓口に事業所・作業所マップを設置していたが、情報が古く新規参入業者も増えたた

め、より効果的で最新情報を掲載している大阪市ホームページの掲載情報の案内に変更した。 

 障害者差別解消法が平成28年４月１日に施行されたことにより、「不当な差別的取扱いの禁止」

や「合理的配慮の提供」についての基本的な考え方を、平野区においても地域福祉へ反映するよ

う取り組んでいく。 

 

 

９、21再掲 各種関係会議の開催 

９～多職種による高齢者を支える仕組み～ 【再掲】 

21～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～ 

要保護児童対策地域協議会実務者会議・虐待防止活動評価検討会の設置など《区役所》 【再掲】 

 

 

 

25 乳幼児健康診査未受診者会議の開催≪区役所≫ 

～乳幼児健診未受診者の状況把握の徹底【区】～ 

●平成25～27年度 

 大きな社会問題となっている児童虐待を未然に防ぐため、乳幼児健診未受診者の状況把握を徹

底した。 

乳幼児健診未受診者の状況把握率100% 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 この間、乳幼児健診未受診者においての状況不明者はない。未受診者連絡会へ上がってくる事

例の多くは中国、韓国への出入国を繰り返しているケースであった。また、ＤＶのために住民票

の異動ができないケースも含まれていた。 

 また、当区は転出入が激しく、状況把握においては民生委員児童委員、保育所や幼稚園との連携

のみならず、所内連携が不可欠であることから、連携を徹底するよう取り組む必要がある。 

●平成28年度の目標  【28運営方針 具体的取組３－５】 

乳幼児健診未受診者の状況把握率100% 

 

 

26 くらしサポートセンター平野（生活困窮者自立支援）【区・区社祉会】（Ｈ27年度新規） 

●平成27年度 

 生活困窮に陥るおそれのある方に総合的な相談支援を行う窓口「くらしサポートセンター平野」

を創設。相談支援・就労支援など各種の制度につなぎ、将来の安定した生活基盤の整備を支援。 
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新規相談件数559件 

男女内訳：男285人、女274人  

年齢内訳：～10代8人 、20代52人、30代76人 、40代102人、50代79人、 

60～64歳38人、65歳以上150人、不明54人 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 平成27年度の相談内容では、経済的困窮が全体の２割近く（18.9％）と最も多く、次いで就職

活動困難、家族の問題、病気等が主な相談となっている。課題として、高齢や障がいなどで就労

が困難な対象者への支援があることから、総合就職サポートやハローワークとの連携を進めて

いく。 

 また、支援が必要であるにも関わらず、本事業につながらない対象者へのアウトリーチを進め

るため、区内の福祉、医療等各関係機関の支援者等を中心とした認知度を向上しつつ、区の他事

業や福祉機関等とともに包括的支援が行える体制をさらに進める必要がある。 

●平成28年度の目標 

 法に基づく必須事業であり、相談業務・就労支援業務について福祉局と事業者との委託契約に

よるものであるため、具体目標値は設定していない。 

 区役所内の各事業連携や区内の福祉機関への連携を密にするため、「平野区セーフティネット連

絡会議」への区福祉事業担当者の参加を促進する。 

 

 

27 ひらの青春生活応援事業【区・区社協】（Ｈ28年度新規） 

●平成27年度 

 平野区内に居住する高校在学生を対象に専門相談員を配置し、個別相談支援等を行うことによ

り高校中退を防止し、若年層の就職に向けた「将来への安定した自立」を支援するため、平成28

年度事業開始するために準備した。 

●平成28年度の目標  【28運営方針 具体的取組３－２】 

 不登校や引きこもりなどの問題をもつ生徒で、相談員との面談を行った者のうち、登校に向け

て変化のあったものの割合50％以上を目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜成果目標＞ 

 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  45.2％（27年度目標：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 

96.1％（27年度目標：80％以上） 



 

   30  

 

 
 
 
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とともに、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きます。また、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します。 
 
 
 
 
 
 

（主な具体的取組と成果） 

１再掲 地域福祉活動コーディネーターが中心となった見守りや相談の実施など≪協働≫ 

 

 

５再掲 夏祭りなど地域コミュニティを高める取組の実施《地域》 

 

 

28 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》～ 

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） 

●平成25～27年度 

 子育てサロンの運営者や関係機関の資質向上のために講習会を実施。 

25年度：２回、220人  26年度：２回、319人  27年度：２回、320人 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 身近な子育ての担い手である、子育てサロンの運営者や関係機関の資質向上のため年２回講習

会を行ってきた。地域支援者の意見を聞き、いま必要とする内容などを共に考えながら行って

きた。 

 しかし、スタッフ不足でサロン自体が開催できないことがあることから、より魅力的な内容を

考え、あらゆる世代の人々が地域活動に参加できるように工夫していく必要がある。 

●平成28年度の目標 

 先駆的事例や課題について共有化し、関係者資質向上をめざすために、市民地域子育てサロン

連絡会 年２回 

 

 

基本目標３ 地域福祉活動の担い手づくり 

基本方針3－1 地域福祉活動の担い手の層を厚くする取組を強化 
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29 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≫ 

●平成25～27年度 

 介護予防を目的とし、筋力づくりを中心とした「いきいき百歳体操」を地域主体で取り組むため

の講座を開催。 

回数、参加者（25年度：９回、287人 26年度：10回、298人 27年度：５回、309人） 

 継続実施箇所が増加。  26年度：27か所  27年度：30か所 

 継続の担い手となるサポーター養成数が増加。 

26年度：41人  27年度：35人（総数144名がサポーター登録 養成総数は195人） 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 平成25年からの３年間において、新たに14か所で取組が始まり、30か所で継続されている。

しかし、地域的には区の南部に多く、北部での実施が少ないため、未実施地域の現状を把握した

アプローチが必要である。 

 合わせて、関係者連絡会、サポーター交流会、全体交流会、体力測定の実施などにより情報交換

や継続者のモチベーション維持にも努めているが、継続実施グループに対しては、それぞれの

特色に見合った支援が必要である。 

●平成28年度の目標  

 継続実施者数：900人  継続実施箇所数：３か所増加  新規の体験者数：200人 

 

 

４再掲 地域学習会、各種ボランティア養成講座等など  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》～  【再掲】 

 

 

１再掲 地域で核となる役割を果たす人材の継続的な確保≪協働≫ 

～地域福祉活動コーディネーターが中心となった見守りや相談の実施など≪協働≫～ 【再掲】 

 

 

30 市民協働による子育て子育ち応援事業の実施≪協働≫ 

●平成25～27年度 

 市民活動団体と協働し、親子での体験や学びを通して子育て世代の交流の機会を増やした。 

25年度：30事業の実施。「とてもよかった」と感じる参加者 72％ 

26年度：34事業の実施。「とてもよかった」と感じる参加者 75％ 

 平成 26年度までの区役所協働型に加えて、平成 27年度より新たに地域の子育てサロンと連携

した事業も展開し、４地域（４サロン）において、４つの市民活動団体による７企画の講座を実

施し、地域と市民活動団体６組のつながりをつくることができた。 
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●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 区役所と市民活動団体が協働して事業を行うことにより、市民活動団体と共に子育て世代のニ

ーズに合った事業を実施してきている。 

 平成27年度には、新たに地域の子育てサロンと市民活動団体をつなぐことにより、子育て層が

参加しやすい地域の身近な場である「子育てサロン」でも実施した。 

 参加者へのアンケートの結果、「とてもよかった」と感じる参加者は７割を超えている。 

 市民活動団体が活動の場を広げることで、地域における子育て支援を充実させることも事業趣

旨の一つであることから、今後もより一層、地域と市民活動団体をつなげていく必要がある。 

●平成28年度の目標 

＜成果目標＞ 

 区役所協働型については、受講者アンケートの満足度４段階評価において、「とてもよかった」

「よかった」を合わせて75％以上 

 地域連携型については、10企画以上の実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

＜成果目標＞ 地域での福祉活動に関心を持っている区民の割合 

76.9％（27年度目標：60％以上） 
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（主な具体的取組と成果） 

１再掲 地域福祉活動コーディネーターが中心となった見守りや相談の実施など≪協働≫ 

 

５再掲 夏祭りなど地域コミュニティを高める取組の実施《地域》 

 

31 子育てサロン連絡会の開催【区社協・地域】  子育て支援関係者連絡会の開催【区】  

～各種連絡会の実施《区社会福祉協議会・地域》～ 

●平成25～27年度 

 先駆的事例や課題について共有化し、関係者資質向上をめざすために、市民地域子育てサロン

連絡会を開催した。 

 区内の関係機関の連携を深め、区内の子育て支援ネットワークづくりを図るために、子育て支

援関係者連絡会を開催した。 

 関係者の意見交換会を通じて相互交流を促進した。 

市民地域子育てサロン連絡会 25～27年度 各２回 

子育て支援関係者連絡会 

（25～27年度：９回、参加団体：25年度 21団体、26～27年度 19団体） 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 地域ぐるみの子育てを推進するため区内の子育て支援関係機関の連携を深めてきた。地域全体

で子どもたちを支えていく気持ちはより高まっており、連絡会の中で情報提供や課題解決など

活発な意見が出てきている。連絡会のさらなる充実のため、意見交換を行いつつ連携をさらに

深めていく必要がある。 

●平成28年度の目標 

 市民地域子育てサロン連絡会の開催 年２回 

 子育て支援関係者連絡会の開催   年９回 

 
 
32 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 

●平成25～27年度 

 平野区キャラバンメイト連絡会を毎月開催し、認知症に関する情報共有等を行ってきた。 

 認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者である「認知症サポーター」を

養成するため、キャラバンメイト連絡協議会で養成されたキャラバンメイトが講師役となり養

成講座を開催。（関連№７、８） 

連絡会参加者：25年度 204人、26年度 238人、27年度 244人 （各年12回） 

基本方針3－2 地域の活動団体の相互交流を支援 
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●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 「みんなが住み慣れた平野区で楽しく安心して暮らしていく」ことを目標に、認知症があって

も地域住民みんなで支えることができるまちづくりを推進するため、認知症への正しい理解促

進の活動として認知症サポーター養成を続けてきた。 

 認知症サポーター養成講座を開催するだけでなく、認知症に関する関係機関との連携も図った。 

 認知症サポーター養成講座の受講者は小学生高学年（キッズサポーター）から、認知症の家族や

高齢者まで幅広く及んでおり、また、地域の病院職員や一般の会社の従業員が受講するなど、地

域へ浸透してきているが、今後も認知症への理解促進と支援する方々を増やしていく必要があ

ることから、これらの取組を継続していく。 

●平成28年度の目標  【関連する28運営方針 具体的取組２－２】 

＜成果目標＞ 

 認知症についての情報を得て、自ら認知症予防等の取組に参加したいと感じた区民の割合 

70％以上 

 
 
33 多世代交流の場の実施 

～「区民まつり」など《協働》～ 【関連№４】 

●平成25～27年度 

 秋のフェスタ 参加人数 25年度：約3,000人  ※25年度で終了 

 区民まつり  参加人数 25年度：約8,000人 26年度：約10,000人 27年度：約10,000人 

参加者アンケート 27年度 満足度68％ 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 実行委員会を地域団体や各種団体で構成し、企画内容から検討することで、当事者が作る「まつ

り」との意識が高まってきている。 

 中学生やボランティアスタッフとして若い世代の参画を積極的に呼び掛けており、若い世代の

地域コミュニティへの参画の契機となっていることから、新しい担い手の発掘・育成の取組を

継続していく必要がある。 

●平成28年度の目標 

＜成果目標＞ 

 参加者満足度80％以上  

 
 
 
 
 

＜成果目標＞ 

 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 

44.6％（27年度目標：60％以上） 
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地域のつながりが希薄になるなかで、親子関係の希薄化や児童虐待が増加しています。また、こ

ども自身も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ます。

そのため、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す。 
高齢単身世帯や高齢夫婦のみの世帯の割合が増加しており、地域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ため、地域包括支援センターや民間事業者などと密接に連

携し、日常的な支援活動に取り組むとともに、高齢者や障がいのある人への理解を深めることが重

要です。 
 
 
 

 

 

 

（主な具体的取組と成果） 

１再掲 地域福祉活動コーディネーターが中心となった見守りや相談の実施及びボランティ

アの発掘・育成など《協働》 

 

 

12再掲 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（地域の民間事業者との連携） 

 

 

34 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・外遊び（Ｈ27年度新規）【協働】～  

●平成25年～26年 

 こどもたちや保護者への支援に携わっている方々とともに「平野区こどもを元気にする会議」

を立ち上げ、今後の対策や展開の方向性等について検討してきた。そして、検討した内容を平野

区役所への提言としてとりまとめ、平成26年５月５日に「平野区のこどもたちを元気にする宣

言」として宣言した。 

【宣言文】 

・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 

親の孤立化を防ぎ、こどもの仲間づくりのために、こどもや大人、地域の人、専門家など、

さまざまな人との関わりの場・つながりの場をつくっていきましょう。 

・多様な体験や学習から こどもの未来の可能性を広げる 

こどもが多様な体験や学習をし、生きる力を身につけることができるように支援していき

ましょう。 

基本目標4 多様な協働によるサービスの創出と地域づくり 

基本方針4－1 地域ぐるみでこどもを健やかに育む環境の整備 
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・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 

すべての大人がそれぞれの立場や分野で積極的にこどもの育ちに関わりましょう。  
地域・企業など、すべてがこどもの育ちを支援する視点をもちましょう。 
乳幼児期から連続的な教育・支援を受けることができるように取り組んでいきましょう。 

●平成27年度の取組内容及び成果 

 「平野区のこどもたちを元気にする宣言」の理念である平野区のすべてのこどもたちが元気に

育つことができるよう、「こどもたちが外で元気に遊べる環境づくり」をテーマとして、外遊び

体験と異年齢のこどもたちが交流できる取組を検討しマニュアル化する「外遊びを通して子ど

もたちを元気にするまちづくり推進事業」を実施した。 

３回実施（２回） 

子育て支援活動に参加したいと思ったと回答した参加者の割合 91.8％（70％） 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 事業内容の検証や、アンケートなどから事業の分析をおこない、「こども外遊びマニュアル」等

を作成した。 

 こどもたちが自分の責任で自分たちのアイデアとスタイルで楽しみ、発見や創造する喜びを味

わえる取組を地域とともに実施することにより、地域と行政が協働して「こどもたちが外で元

気に遊べる環境・きっかけづくり」を通じて、こどもたちの生きる力の向上を図る。 

 事業の成果物である「こども外遊びマニュアル」および「のぼり」の活用について課題があるた

め、地域などに説明していく必要がある。 

●平成28年度の目標 

 本マニュアルは、地域で実践しやすく、より多くの対象者が参加できるよう提案していること

から、今後、地域で活躍されている方々へのツールとして活用について説明する。 

 

 

35 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》～ 

●平成25～27年度 

 子育て情報や、子育て世代同士の交流を促進するためのイベントとして「ひらの子育てフェス

タ」を開催 

25年度：参加者数：850人、参加団体数：35団体、参加者の満足度97% 

26年度：参加者数：1,016人、参加団体数：38団体、参加者の満足度99% 

27年度：参加者数：958人、参加団体数：38団体、参加者の満足度97％ 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 区内の子育て支援関係機関と地域の子育て支援団体等が連携しつつ、区民に子育て情報を広く
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提供するとともに「地域子育てネットワーク」の連携強化を促進してきた。実際に運営にあたる

支援者数は年々増加し、地域ぐるみにおける子育てへの意識は徐々に広がりつつある。フェス

タ当日の取組内容を考え、ボランティア養成講座等で地域の子育て支援活動の担い手を増やし

ていく必要がある。 

●平成28年度の目標 

・ 参加者数：1,000人、参加団体数：40団体 

 

 

～病児や障がい児などの保育需要の対応～ 

●平成25～27年度 

 平野区は現時点で保育所入所待機児童が０件であるものの、障がい児の入所は公立保育所に多

く対応される傾向にあり、私立保育園の受入体制が整備されていないことから、健全な保育体

制が構築できない状況が発生し、対応を検討している。 

 子育て世帯が多い平野区において、病児保育１か所（26：251件 27：475件）、病後児保育１か

所（26：350件 27：219件）で実施されている。 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 障がい児保育について、私立保育園は積極的に受け入れる体制が整備されておらず、保育経験

も少ないため、公立保育所での受入になることが多く、本市としても、公立保育所、私立保育園

に保育スキル向上の研修参加を積極的に求めるなど取り組んでいるが、参加状況に偏りが見受

けられることから、さらに対応を検討する必要がある。 

 障がい児の私立保育園の受け入れについて、実際に必要な医療行為の可能な看護師などの登用

を本市で行うなど、人材確保に向けて関係局と調整していく必要がある。 

 平野区内の病児保育の病後児保育の実施施設はそれぞれ１か所である。特に病児保育の件数が

27年度において前年度比1.9倍となり、病児に専門的対応の保育需要の伸びが顕著であるもの

の、新規施設がないことから、関係局と今後の対応を調整していく必要がある。 

●平成28年度の目標 

 病児保育・病後児保育の需要に対応する方策を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜成果目標＞ 

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 

96.3％（27年度目標：95％以上） 
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（主な具体的取組と成果） 

１ 再掲 地域福祉活動コーディネーターが中心となったボランティアの発掘・育成など 

 

５再掲 夏祭りなど地域コミュニティを高める取組の実施《地域》 

 

３３再掲 多世代交流の場の実施～「区民まつり」など《協働》～ 
 

３６ 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》 

●平成25～27年度 

 各地域包括支援センター（以下、センター）間と区役所との連携強化に取り組んだ。 

・ 連絡会の開催：25～27年度 各６回 

・ センターの認知度をあげるためのセンター職員による広報件数 

25年度 471件、 26年度 416件、 27年度 504件 

・ センター全体の相談実人数：4,512人→5,007人→4,609人 

 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 各センターとの連絡会を定期的に実施しており、区とセンターの連携及びセンター相互の連携

が図れている。また、今後もセンターの認知度を向上させつつ、より広く地域に浸透するよう取

組を継続する必要がある。 

●平成28年度の目標 

 連絡会の開催：６回 

 センターの認知度をあげるためのセンター職員による広報件数：500件 

 

29再掲 いきいき百歳体操の普及啓発《区役所》 

 

 

20・21再掲 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》～ 

 

 

37 専門支援機関と連携した相談体制の整備《協働》 

●平成25～27年度 

 区社会福祉協議会、障がい者相談支援センター、地域包括支援センター、医療機関、民間福祉事

基本方針4－2 高齢者や障がいのある人がいきいきと生活することができるまちづくり 



 

   39  

 

業者等と連携し、相談体制を整備し、日々の個別のケース対応だけでなく、関係会議も定期的に

行ってきた。 
 

 

●平成25～27年度の検証・総括・課題 

 各関係機関の役割を相互理解し、連携体制は取れているが、各関係機関や事業所の人事異動や、

民間福祉事業所の新規参入が続いているため、今後も連携を深めていく必要がある。 

 子どもの発達等で子育て支援室に相談に来られた方や、乳幼児健診等において発達が気になる

子どもを、療育支援機関につなげてきた。引き続き、各関係機関と連携・情報共有し、適切な支

援を行っていく必要がある。 

●平成28年度の目標 

 個別のケース対応や研修会開催により、各関係機関の連携をさらに深めていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平野区の地域福祉を推進するため、基本方針１－１から４－２までの主な具体的取組の全般を通

じて、地域・専門支援機関、保健福祉センター・区役所・大阪市が相互に連携し取り組み、それぞ

れの「役割と機能」を果たしてきた。 
しかし、少子高齢化の進行に伴い課題が顕著に現われるようになり、地域住民の「つながり」が

ますます希薄化するなか、「住民同士が支えあう」という基本的な理念を再確認することが重要に

なると考えられることから、今後、第２期平野区地域福祉計画の策定において、「平野区の地域福

祉」の定義を明確にしつつ、「地域福祉の主役は地域住民である」という趣旨を改めて盛り込み、

その考え方を地域住民と共有することができるよう示していく必要がある。 
同時に、地域福祉の体系図については「地域住民」の視点を改めて意識しつつ中心において検討し

ていく必要がある。 
 
 
 
 
  

基本目標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円滑な運営 

＜成果目標＞【再掲】 

 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 

96.1％（27年度目標：80％以上） 

＜成果目標＞【再掲】 

 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 

96.1％（27年度目標：80％以上） 
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振返りからの総括 
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 地域福祉の基本的な考え方として、地域住民のみなさん誰もが住み慣れた地域の中で、安

心して暮らせるために、福祉サービスを利用するだけでなく、地域における人と人とのつ

ながりを大切にし、さまざまな生活の課題について、一人ひとりの努力（自助）、住民同士

の支えあい助けあい（共助・互助）、公的な制度によるサービス（公助）により解決をめざ

すことです。 

 そのためには、「地域住民が主役」という認識のもと、「支える人（担い手）も支えられる

人（受け手）も支えあう」精神を持ちつつ、「地域ぐるみの福祉」をめざしお互いを尊重し

つつ、支援が必要な方々を地域ぐるみで「発見」し、「見守り」「支える」ことが必要です。 

 平野区では、地域福祉活動コーディネーター（以下、「コーディネーター」という。）を中

心とした地域特性に応じた支援体制と地域福祉のネットワークを構築するとともに、支援

が必要な方の早期発見や早期支援へつなぎ役など地域の見守り・支えあいの要として、地

域のセーフティネットの基盤整備を行ってきました。 

 そして、地域における防災や防犯の観点を踏まえて、支援を要する方への見守りネットワ

ーク体制の構築を進めており、地域住民の皆さんが「つながり、ふれあう」ための交流の

場づくり等の地域コミュニティに関する取組も懸命に続けられています。 

 また、地域における要援護者の発見や見守り活動を進めている平野区社会福祉協議会と区

役所が業務連携の協定を結び、より効果的な見守りなどの地域福祉活動を促進し実現する

ために取り組んできました。 

 しかし、少子高齢化の進行に伴いさまざまな問題が顕著に現われ、地域における「人と人

とのつながり、ふれあい、支えあい」が希薄である中において、再度、地域の住民同士が

「つながり、ふれあい、支えあう」ということが平野区の地域福祉には重要であると考え

ます。 

 平成27年度において、各地域でのグループワークを経て作成された地域の福祉課題にお

いては、 

「人と人とのつながり・ふれあい・支えあい」 

「多世代交流や子育てなど等の場づくり」 

「地域福祉活動への参加・参画」 

「防災防犯や高齢者やこどもへの見守り等の安心安全」 

「高齢化が進む担い手の対応や発掘・育成」「ボランティアを呼び込む」 

「医療・介護サービス機関や施設等との連携」 

などの共通した課題がありました。 

 これらの結果から、地域福祉課題を解決するためには、まず「人と人とがつながり助けあ

い、支援が必要な人を地域で支える体制を構築」することが必要な要素であり、加えて「多

基本方針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 

基本目標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 
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世代やライフスタイルの異なる人々の交流」「地域の見守りや支えあいのためのネットワ

ークづくり」「居場所づくり」が必要であり、それらの「担い手」の発掘と育成が今後も重

要になっています。 

 区役所は、現在も「つながり」や「支えあい」を大切にしながら福祉活動を懸命に努力さ

れている地域の方々を支援する立場として、福祉活動団体・会議体・相談支援機関や区社

会福祉協議会と連携をさらに深めつつ、地域の見守り・支えあいの要であるコーディネー

ターについて広く周知し認知度を向上するとともに、地域のセーフティネットの基盤整備

を続け、防災や防犯にもつながる地域の見守り等の支えあいのネットワーク体制の充実が

必要です。 

 平野区の地域福祉の向上をめざして、これまでの「みんなでつながり支えあう豊かなコミ

ュニティづくり」を更に推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 地域において、人と人とのつながりが希薄になっている中、お互いを支えあうネットワー

クや環境づくりが課題であるため、地域団体、民間事業者、医療機関、介護機関、平野区

社会福祉協議会、区役所などとの連携を強化してきました。 

 また、各関係団体等と連携し地域福祉活動を支える新しい担い手の発掘・育成や、支える

方々や関係団体の連携を図ってきました。特に平野区の地域福祉の推進については、地域

の皆さん、民間事業者、平野区社会福祉協議会と平野区役所が連携しつつ取り組んできま

した。その取組はまだ途上にあるため、今後も平野区の地域福祉を推進するためにより連

携をしっかりと行う必要があります。 

 そして、認知症や発達障がいなどの支援を必要とする方々の理解促進等について、医療や

介護の関係機関等の主体的な活動と協力を得ながら取り組んできました。 

 しかし、少子高齢化がさらに進行し、認知症などで支援を要する方々が多くなっています。

認知症の理解促進から予防、治療等や介護予防推進の取組は喫緊の課題であるため、医療

や介護の専門的な機能がより一層重要となっています。今後についても、支援を要する方

に対し、関係機関等と連携しつつ、支援する方々のネットワークを更に強化していくこと

をめざし、引き続き、各関係機関との連携をさらに深めるように取り組んでいく必要があ

ります。そのためには、多様な主体のつながりを拡げるような視点を持って、課題に対し

方向性を検討していくことが大切です。 

 また、団塊世代が 75歳以上となる 2025年を目途に、厚生労働省が示している重度の

要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで送り続けることがで

きるよう、住まい・医療サービス・介護サービス・介護予防サービス・生活支援などが一

体的に提供される平野区における「地域包括ケアシステム」の構築を進める必要がありま

す。そのためには、保健・福祉・医療の連携が図られ、身近な相談を受け支援する地域の

基本方針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・民間事業者・区社会福祉協議会・行政の連携を強化 
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方々や専門的な相談窓口・支援するネットワークともつながり、地域全体がつながり支え

あうことが必要です。 

 一方、「地域包括ケアシステム」などの地域福祉における大阪市独自の方向性や取組を踏

まえつつ、こどもや高齢者や障がいのある方々を支えていくために、支援する多様な方々

とともに地域全体でさまざまな取組を今後も継続・発展していく必要があります。 

 

 

 

 
 
 

 
 
 地域において人と人とのつながりや助け合いが希薄になっている中で、支援が必要な方

（受け手）を支える地域の方々や団体（担い手）が存在しています。支えられる方（受け

手）と支える方（担い手）がつながり、必要な支援につながっていく必要があり、そのた

めにはさまざまな媒体を通じた積極的な情報発信が大切です。 

 広報紙や平野区ホームページ等でさまざまな情報を発信する中において、携帯端末やＳＮ

Ｓの普及が進んでいる状況を踏まえ、子育て情報の新しい情報発信として「平野区役所Ｆ

ａｃｅｂｏｏｋ 子育て情報ページ」を整備しました。 

 また、子育て相談の場の提供や、乳幼児健診等において発達障がいの早期発見や相談支援

等を継続し、高齢者の相談窓口として地域に身近な地域包括支援センターや、高齢者だけ

でなく地域の様々な支援を要する方の相談窓口として、区社会福祉協議会やコーディネー

ターや障がい者相談支援センターが重要な役割を担ってきました。このように、今後も、

必要な相談や支援につながるように、情報を届ける取組や工夫を継続していく必要があり

ます。 

 そして、支援を要する方々の多様な相談に応じるために、地域の見守りや支えあいの要で

あるコーディネーターの研修等のスキルアップや、子育てや発達に関する相談や保健師の

出張相談などに取り組んできました。児童虐待防止の観点から育児スキル向上のための取

組や要保護児童対策地域協議会の運営、高齢者虐待に関する事例検証による支援者のスキ

ルアップや連携強化、医療の専門的助言を受ける取組、認知症支援のための情報マップの

作成、市立の小中学校における発達障がいの対応をサポートする取組などを実施し、さま

ざまな情報発信や相談体制を充実し、関係機関と連携を図ってきました。 

 さらに、生活困窮者自立支援制度による窓口を開設し、多様な相談を受け付け、さまざま

な支援につなげる一方、区内の高校生を対象に、高校中退を防止し、将来への自立に向け

て支援する取組も開始し、より一層、充実を図っています。 

 しかし、今後も、支援を要する方々が地域で安心して暮らせるように、多様な福祉ニーズ

に対応できる体制を引き続き充実していくことが重要であるため、それぞれの相談対応に

基本目標２ 必要な人に必要な情報が届き、相談できるしくみづくり 

基本方針２ 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 
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ついて、より良い相談対応やスムーズな支援への移行をめざし、専門的な観点を含めた検

証を行うことにより、相談できるしくみを強化し、支援事業者などと連携し支援体制の充

実をめざすよう取組を継続する必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 地域において、人と人とのつながりを大切にし、お互いに支えあう環境をめざし、支援を

要する方々を発見・見守りを行うためには、「地域福祉を推進する主人公は地域住民の皆

さん」という再認識のもと、その地域福祉の担い手づくりとして、あらゆる世代の人々が

地域福祉活動に参加・参画することにより、「人と人がつながり・ふれあう・支えあい」に

つながっていくことから、新しい担い手づくりの取組が重要かつ必要です。 

 これまで、子育て、認知症や介護予防などに関する地域の担い手の方々への支援や、担い

手となるきっかけづくりや、担い手同士の連携・協働を支援する取組を進めてきました。 

 また、地域福祉を推進する団体やボランティア等の担い手が相互交流することで、支援の

ネットワークが広がり、支援の連携体制が強化を図ってきましたが、支える担い手の層も

厚くなるように取り組んできました。 

 しかし、地域の見守り・支えあいの要であるコーディネーターの配置により地域福祉活動

の基盤を整備し、支えあいのネットワークを拡げ、さまざまな団体などの連携強化を行っ

てきたものの、今後も進行する少子高齢化や多様な福祉ニーズに対応するために、地域の

見守り・支えあいの継続が大切であり、現在も必死に活動されている地域の皆さんを支え

その意思を受け継ぐ地域福祉活動を推進する担い手づくりは依然として喫緊の課題です。 

 加えて、新しい担い手を含めた支える人である地域住民が、地域福祉活動に参加・参画し、

地域福祉を推進し続けていけるような環境づくりとともに、地域の活動団体の相互交流を

続けつつ、担い手同士のつながりが充実するように取り組んでいく必要があります。 

 また、地域や介護現場などの担い手が不足しているため、小中学校の若い世代を対象に、

認知症・高齢者・障がい等で支援を要する方を理解し支える、お互いを支えあう意識を醸

成するような福祉の心を育む取組が必要ではないかという平野区区政会議でのご意見も

あり、今後も地域福祉の基本的な考えについて、あらゆる場面を通じて、区民の皆さんへ

広く浸透していく取組も必要です。 

 
  

基本目標３ 地域福祉活動の担い手づくり 

基本方針３－１ 地域福祉活動の担い手の層を厚くする取組を強化 

基本方針３－２ 地域の活動団体の相互交流を支援 
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 こどもの健やかな成長のため、「平野区のこどもたちを元気にする会議」において、平成

26年度に「平野区のこどもたちを元気にする宣言」を策定し、その理念の１つである「こ

どもたちが外で元気に遊べる環境づくり」をテーマとした取組や、子育て支援機関・団体

のなどの連携・協力により、支援する方々の地域子育てネットワークを強化する等の取組

を実施してきました。 

 また、病児保育のニーズの増加や障がい児等の保育対応がある現状においては、地域の支

える・見守る人や団体の役割は依然として重要です。 

 引き続き、地域ぐるみでこどもを育む体制の強化をめざし、関係機関・団体と連携し、対

応していく必要があります。 

 また、さらに少子高齢化が進む中において、地域における見守り体制の構築や、介護予防

の取組の普及啓発や、厚生労働省が示している「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、

在宅医療サービス・介護サービスとの連携がより一層重要になります。 

 地域の支援する担い手の専門相談先との連携強化及び周知などに取り組んできましたが、

今後も専門相談先のみならず、医療機関や介護機関との連携をより一層重要になります。 

 そして、地域においては、支援を要する方々への「地域福祉の主役である地域住民」の理

解のもと、地域住民の見守り体制の構築や地域活動への参加・参画が実現できるよう、「支

える人（担い手）も支えられる人（受け手）もお互いに支えあう」安心していきいきと生

活できるまちづくりに引き続き取り組んでいくことが必要です。 

 このように、地域において、支援を要する方々への「つながり」「支える」「見守り」のた

め、さまざまな地域福祉を推進する主体と連携しつつ、これまでの取組を継続していくこ

とが平野区の地域福祉のめざす姿と言えます。 

 

  

基本目標４ 多様な協働によるサービスの創出と地域づくり 

基本方針４－１ 地域ぐるみでこどもを健やかに育む環境の整備 

基本方針４－２ 高齢者や障がいのある人がいきいきと生活することができる

まちづくり 
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 平野区の地域福祉を推進するため、基本方針１－１から４－２までの主な具体的取組の全

般を通じて、地域・専門支援機関、保健福祉センター・区役所・大阪市が相互に連携した

取組の実施により、それぞれの「役割と機能」を果たしてきました。 

 しかし、少子高齢化の進行、多様なニーズや事案の複雑化が顕著に現われるようになり、

地域住民の「つながり」がますます希薄化するなか、「住民同士が支えあう」という基本的

な理念を再確認することが重要になると考えられることから、今後、第２期平野区地域福

祉計画の策定に向けて、「平野区の地域福祉」の定義を明確にしつつ、「地域福祉活動の主

人公は地域住民のみなさんである」という趣旨を改めて盛り込み、その考え方を地域住民

のみなさんと共有することができるよう示していく必要があります。 

 同時に、平野区の地域福祉の体系図については「地域住民」の視点を改めて意識しつつ検

討していく必要があります。 

 

基本目標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円

滑な運営 


