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第３章 平野区の地域福祉の具体的な取組  
 

●平野区の特性を踏まえた地域福祉の具体的な取組について 

 平野区は市内最多の人口と、地域数を有し、高齢化率、障がい者手帳の保有者、出生数も

多く、多様な福祉ニーズがあります。 

 みなさんが住んでおられる地域ごとに違いもあり、住んでいるみなさんにも多様性があ

るなか、支える人（担い手）と支えられる人（受け手）が、日々、地域福祉の活動に取り

組んでいます。 

 さまざまな課題がありますが、平野区のみんなでお互いを尊重しつつ、つながり、支えあ

いながら、平野区の地域福祉の具体的な取組を進めていくことが大切です。 

 第２章において、みなさんにお示しした、第２期計画の理念と、地域福祉に取り組んでい

く方向性を示した３つの基本目標「日常生活」「地域社会」「地域資源」の考え方に基づ

き、平野区にはさまざまな課題がありますが、次のような平野区の特性を踏まえた地域

福祉を推進していきましょう。 

 

 

●平野区における具体的取組 

 

１ 高齢者が暮らしやすい平野区をめざして 

２ 認知症になっても安心して暮らし続ける平野区をめざして 

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 

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 

５ 平野区の地域におけるセーフティネットの構築 
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出典：国勢調査 出典：国勢調査 

出典：福祉局統計資料 出典：平野区保健福祉課調べ 
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１ 高齢者が暮らしやすい平野区をめざして 

 

●現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65歳以上の人口割合は27.6%（市全体25.3%）であり、市内他区よりも高齢化が進行 

 高齢者虐待通報は毎年100件程度（Ｈ27年度は23件が虐待に関する内容） 

 高齢化の進行と人と人とのつながりの希薄化に伴い、社会的な孤立の拡がりや、高齢者

が高齢者を支えるという状態も顕在化するなどの課題がある。 

 福祉活動の担い手も高齢化などのさまざまな事情により不足している。 

 

●取組の方向性 

 住民一人ひとりが孤立しないように、また、困ったときに家庭で抱え込まず、気軽に身近

で相談できるように、日頃から隣近所のみんなでつながり支えあえる関係づくりを心掛

けましょう。 
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 支援が必要な人が孤立しないように、隣近所同士のあいさつ・声かけや日常の緩やかな

見守り活動による支えあいが拡がるよう、みんなで取り組んでいきましょう。 

 また、お住まいの地域におけるつながりやいきがいの場づくり、見守り等の支えあいを

継続していくために、不足している福祉活動の担い手が見つかるような住民みんなで課

題共有の場を通じた環境づくりに、みんなで取り組んでいきましょう。 

 支援が必要な人が相談から支援につながるよう、また、相談や支援を拒む人への見守り

について、区役所や関係機関などと民生委員・児童委員などの地域のみなさんと連携し

ていきましょう。 

 団塊世代が 75歳以上となる 2025年に向けて、医療・介護・福祉などの多職種連携を更

に推進し、さまざまな課題に取り組んでいきましょう。 

 

 

 

 

 

 

●悩みを抱え込まず「手伝って」を言える人を増やそう。 

●笑顔であいさつし、孤立を防ごう。 

●困ったときに、お互いが助けあ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。（相談先は巻末を参照してください） 

●病気や怪我は突然訪れてくるものなので、かかりつけ医を決めておきましょう。 

●規則正しい生活やバランスの取れた食事、運動習慣を持つなどにより健康維持、生活習

慣病の予防に努めましょう。 

●お住まいの地域のみなさんが頑張って続けておられるふれあい喫茶などに参加し、つな

がりづくりをしましょう。ボランティアに興味のある人もふれあい喫茶などやボランテ

ィア活動を見学してみましょう。今後のつながりやいきがいが見つかるかもしれません。 

 

 

 

○“ちょっとしたお手伝い”を頼める関係を隣近所でつくろう。 

〇隣近所の暮らしを気にかけ、ごみ出しなど“ちょっとしたお手伝い”をしてみよう。 

～ 自助 ～ 自分や家族ができること 

～ 共助 ～ 隣近所や地域のみんなでできる支えあい 

●具体的取組 
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〇暮らしに役立つ情報を“井戸端会議”を通じ、隣近所で伝えあおう。 

○ふれあい喫茶やいきいき百歳体操など地域の福祉活動に隣近所の方を誘って参加してみ

よう。 

〇喫茶やカラオケなど、ご近所同士で声をかけあいながら参加し、孤立や孤独にならない

ようにしよう。 

○企業や学生などのボランティアなどさまざまな人とつながり、継続して活動に取り組も

う。 

○見守り訪問活動のために研修会を開催し、新たな気づきを得よう。

○専門機関と協力しながら、家族の介護負担を軽減しよう。 

 

 

 

【つながりづくり・介護予防・見守り活動】 

 地域の特性に応じた支援体制の推進 

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、行政などに

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むけて 

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等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。 

関係機関や多職種、区社協、区役所などが連携した取組 

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100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 

地域福祉活動コーディネーター、 

民生委員・児童委員など 
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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

ーチによる専門的対応により、複雑化する福祉ニーズに対応していきます。 

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、地域団体の見守りの協力

を得つつ、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（新聞・水道・電気・ガス・

郵便）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 

 

 つながりやふれあいづくりの福祉活動との協働と拡がり 

つながりやふれあいづくりのために、担い手のみなさんが頑張って続けておられる、

ふれあい喫茶や食事サービスなどの福祉活動と協働し、高齢者のいきがいづくりも含め

た世代を超えた多様なつながりを生む多世代交流の場を拡げていくことができるよう、

地域住民のみなさんとともに取り組んでいきます。 

 

 いきいき百歳体操などを通じた介護・認知症予防・つながりづくり 

介護予防のための筋力づくりを中心とした「いきいき百歳体操」や認知症を予防する

ための「いきいき脳活」の地域主体の運営へ支援を行い、地域住民のみなさんが参加・

参画することを通じて、地域のつながりづくりや高齢者の居場所づくり、健康づくりと

なるように地域との協働を続けていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきいき百歳体操 
平野区では「高齢者の方々が地域で元気

にいきいきと暮らせるよう」介護予防に効
果がある「いきいき百歳体操」に取り組ん
でいます。 
 運動機能の低下を防ぐ効果があり、仲間
づくりもでき、閉じこもりや認知症予防の
効果もあります。 
※平成28年末時点 区内33か所で実施 
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平野区地域包括支援センター運営協議会 
 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、センターの運営や課題
について、年４回にわたり、報告と協議を⾏
っています。 
平成 28年は、そのうち１回は区⺠向けに

も一般公開され、⺠⽣委員など188名もの方
が参加され、高齢者を取り巻く課題やセンタ
ーの取組について共有しました。 

【高齢者の生活支援体制の充実】 

 高齢者の生活支援体制の充実 

高齢者の生活支援の基盤の１つである地域包括支援センターの運営の適正化や、医療

機関、介護事業所、関係機関や民生委員・児童委員などとの連携強化のために、「平野

区地域包括支援センター運営協議会」において、各地域包括支援センターと総合相談窓

口（ブランチ）による取組や、成果・課題について情報共有し課題解決に取り組んでい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けた取組 

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の活用を視野に入れつつ「平野区ささえ

愛支援員（生活支援コーディネーター）」による、地域住民や多様な主体とのネットワ

ーク構築や、地域住民の生活支援・介護予防を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、

住み慣れた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等を検討するなど、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。 

医師会、歯科医師会、薬剤師会、 

地域包括支援センター・総合相談窓口（ブランチ）、 

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 
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Pick Up 地域の取組 

⻑吉六反東地域の「⼥⼦会」 
高齢化率の特に⾼い⻑吉六反東地域で

は、高齢の方々だけではなく子育て世代の
⼥性も集まれるよう、「⼥⼦会」と称して定
期的に集まり、世代を超えたつながり・ふれ
あいの交流の場となっています。 
また、区社協や平野区子ども・子育てプラ

ザなどの専門スタッフも協⼒しています。 

 

 高齢者への虐待に対する関係機関との連携した対応 

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、今後も進めていきます。 

 

 高齢者虐待の困難事例などの支援に係る専門的相談 

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等の事例検討の場において、必要な専門

的な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・福祉などの多

職種や区役所などとの連携強化を図っていきます。 

 

 高齢者・障がい者への相談体制の充実 

障がい者・高齢者（障がい高齢者を含む）への虐待が複雑化にいたる要因や対応の共

有について、区役所、医療等の関係機関や民生委員・児童委員などの支援者が「平野区

障がい者・高齢者虐待防止連絡会議」や日常的な情報共有において連携、協力できるよ

う支援していきます。 
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２ 認知症になっても安心して暮らし続ける平野区をめざして 

 

●現状と課題 

 高齢者数の増加に伴い、今後、認知症高齢者数は飛躍的に増加することが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

認知症を発症すると、ご自身やご家族の方の心身の負担が大きく、介護などの悩みが増え

ていくことが考えられます。今後、さらに高齢化の進行が予想されるなか、認知症に関する

取組が重要です。 

 

●取組の方向性 

 平野区では認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らしつづけることができるま

ちをめざした住民同士のつながりづくりや、認知症の予防、または進行を遅らせるため

の取組を進めていきます。 

 そのためには、医師会や区社協、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）、キャラバンメイトなどさまざまな医療機関や団体の協力・連携を深めつ

つ、引き続き、区役所も連携して取り組んでいきます。 

 また、認知症の方やその家族への支援として、徘徊発生時における発見協力者・協力団

体の登録を増やすとともに、徘徊の再発防止に向け、警察と見守り相談室（区社協）が

連携した取組を進めることができるよう、区役所も支援していきます。 

 

  



31 

 

 

 

 

 

●悩みを抱え込まず「手伝って」を言える人を増やそう。 

●笑顔であいさつし、孤立を防ごう。 

●趣味を持ち、余暇活動を楽しみましょう。 

●規則正しい生活やバランスの取れた食事、運動習慣を持つ等により健康維持、生活習慣

病の予防に努めましょう。 

●認知症の介護などに悩みをお持ちのご家族の方は、認知症の方の家族が集まる場などに

参加しましょう。 

 

 

 

 

 

○ささえあいの想いを拡げるため、地域のみんなで「認知症サポーター」になろう。 

○障がいのある方や認知症の方、その家族について理解しよう。 

○福祉施設や専門機関から障がいのある方や認知症の方、その家族について学ぼう。 

〇障がいや認知症に関する研修・講演会を実施し、支援が必要な人について理解を深めよ

う。 

〇地域全体の情報を共有して、認知症などの当事者や、今まで地域活動に参画していない

人など、まだ出会えていない人とも関わる機会を増そう。 

〇介護家族の集いなど、当事者を中心としたつながりの場をつくろう。 

 

  

～ 共助 ～ 隣近所や地域のみんなでできる支えあい 

～ 自助 ～ 自分や家族ができること 

●具体的取組 
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 安心して暮らし続けることができるまちをめざしたつながりづくり・理解促進 

 るんるんネット等による講演会や交流会などを通じて、区民への啓発や理解促進、専門

職の交流を深めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 家族や地域にお住まいのみなさんの認知症への正しい理解が重要であることから、認知

症の人や家族を温かく見守る応援者の養成や、みなさんが参加する勉強会の取組などを

支援し、認知症理解の拡がりをつくっていきます。  

認知症サポーター（キッズサポーター）の養成と相互交流 

サポーターの講師役となるキャラバンメイト連絡会の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 認知症の方の徘徊の早期発見のための地域単位における訓練や、発見できるようにする

ための仕組みづくりについて、区社協とともに関係団体等と連携して取り組みます。 

≪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 

 

  

関係機関や多職種、区社協、区役所などが連携した取組 

【平野区キャラバンメイト連絡会の啓発活動】 【認知症キッズサポーター養成講座】 

【事例検討会】 【るんるんネットの講演会】 
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 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は、行政や地域包括支

援センター、総合相談窓口（ブランチ）の関係機関や専門機関との連携を引き続き強

化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 予防の取組 

 認知症を完全に予防することはできませんが、進行を遅らせることはできます。そのた

めには、生活習慣病の予防や適正なライフスタイルの確立などが重要であり、関係機関

の連携により開発した認知症予防プログラム（「いきいき脳活」）について、実施グル

ープの掘起しや広報に努め、区民への正しい理解の啓発を行っていきます。 

 

 初期集中支援のための早期発見・早期診断・早期支援体制の取組 

 認知症の方とその家族への自立生活のサポートのため、医師会をはじめとした複数の専

門職で構成されている「認知症初期集中支援チーム」による訪問（アウトリーチ）等を

行い、本人や家族支援などの初期支援を行っていきます。 

 また、若年性認知症・支援困難な症例への対応や、症状に応じた適切なサービスが提供

されるよう、関係機関の連携強化や認知症への対応力向上のための研修や支援を行って

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pick Up 地域の取組 

平野地域「声かけ⾒守り訓練」 

平野地域では、認知症により⾏⽅不明になる
方が増加している現状を鑑み、身近に気になる
人を⾒つけたときに、どんなところに気をつけ
ながら⾒守り、声をかければよいかについて、ま
ちぐるみの模擬訓練を通して、みんなで学びま
した。 
振返りを通して、身近な地域の課題を共有す

るとともに、交流の場をもつことができました。 
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出典：平成25年度大阪市障がい者等基礎調査報告書 

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 

 

●現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいがあることによって、日常生活における困っていることは多様であり、障がい

は外見から判断が難しい内部疾患や発達障がい等もあり、また、その障がいの程度も異

なります。平野区にお住いのみなさんが、障がいの有無に関わらず、安心して日常生活を

続けることができるためには、一人ひとりの声に耳を傾け、生活の困りごとを自分のこ

ととして受け止め、お互いを理解しながら、身近に支えあえる環境づくりをめざすとと

もに、支えられる人（受け手）も個人ごとにできることがあると理解し、状況によっては

支えることができるという視点を持ちつつ、住民同士の理解促進と社会参加の機会を充

実していくことが大切です。 

 

●取組の方向性 

 障がいの有無に関わらず、一人ひとりがお互いの困りごとを伝えあえるつながりづくり

に取り組みましょう。 

 外見から分からない障がいのある人への理解を促進するため、障がい者支援センターや
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エルムおおさか（発達障がい者支援センター）と連携しながら、ほっと安心サポーターの

養成などの意識啓発イベントを積極的に開催しましょう。 

 障がいの有無に関わらず、すべてのこどもを健やかに育てる環境・すべての人が働きや

すく暮らしやすい環境づくりに取り組みましょう。 

 区内で行われるさまざまな行事や催しが、障がいの有無に関わらず参加できる環境づく

りをめざしましょう。 

 支援が必要な人が相談から支援につながるよう、関係機関、多職種、区役所等とともに連

携しながら、地域社会のつながりによる温かい見守りを大切にしましょう。 

 

 

 

 

 

 

●悩みを抱え込まず「手伝って」を言える人を増やそう。 

●笑顔であいさつし、孤立を防ごう。 

●あいさつができたら、近所の行事にできるだけ参加しましょう。 

●困っていることがあれば、周りに言う勇気を出してみましょう。 

●障がいのある人を支援しているサービス事業者さんも、地域の方と交流しましょう。そ

して、みんながお互いを理解できる関係づくりを進めましょう。 

 

 

 

○ご近所さんの暮らしを気にかけ、孤立や孤独を防ごう。 

○障がいのある人や認知症の人、その家族について理解しよう。 

○地域にある福祉施設や事業所とつながろう。 

○福祉施設や専門機関から障がいのある方や認知症の方、その家族について学ぼう。 

○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おう。 

○行事を通じて障がいのある人とつながり、地域活動を一緒に取り組んでみましょう。 

 

  

～ 共助 ～ 隣近所や地域のみんなでできる支えあい 

～ 自助 ～ 自分や家族ができること 

●具体的取組 
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 障がいのある人や家族への理解促進・社会参加促進の取組 

 障害者差別解消法で示されている「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が、平野区においても拡がるように大阪市とともに取

り組んでいきます。 

 小中学校の若い世代を対象に、支援を要する人を理解し支える、お互いを支え合う

「福祉の心を育む」取組を推進していきます。 

 発達障がいのある人は、周りの人たちとうまくコミュニケーションがとれないために

誤解を招くことや、障がいであるいうことが理解されずに、適切な支援を受けること

ができない等の困難さがあることもあります。社会の理解をさらに拡げるため、大阪

市発達障がい者支援センター（エルムおおさか）や区社協などとも連携し、引き続

き、講演や啓発を行い、理解促進に取り組んでいきます。 

 支援の必要な人が社会的に孤立せず、みんながいきいきと活躍できるコミュニティづ

くりをめざし、地域の行事に障がいのある人も参加・参画しやすい環境づくりに取り

組んでいきます。 

 

 

 障がいのある人や家族が安心して暮らせるまちづくり 

 障がいのある人の効率的な相談から支援へのつなぎのために、障がい者の事業所や作

業所を掲載した情報提供（市ＨＰ掲載）を行います。 

 防災・減災の視点を含めた地域の福祉活動の担い手のみなさんによる見守りネットワ

ーク体制の強化に向けて、障がいのある人への理解促進を図り、見守り活動のあり方

について、区社協と連携しつつ地域のみなさんとともに取り組んでいきます。 

 発達障がいについて、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専門職

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。 

 市立の小中学校の発達障がいによる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」による学校生活上の支援を行います。 

 

 

 

 

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。 

 支える人（担い手）も支えられる人（受け手）も支えあえる平野区をめざした取組 

 平野区地域自立支援協議会、サービス事業者、障がい者相談支援センター等と連携し

つつ、障がいの有無に関わらず、地域住民のみんなが相互に困りごとを理解しながら

支えあえる共生社会の実現をめざしていきます。 

 障がいのある人や高齢者（障がい高齢者を含む）への虐待が複雑化にいたる要因や対

応の共有について、行政、医療等の関係機関や支援者が「平野区障がい者・高齢者虐

待防止連絡会議」や日常的な情報共有において連携、協力できるよう支援を続けてい

きます。 

 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は、区役所や地域包括

支援センター、総合相談窓口（ブランチ）の関係機関や専門機関との連携の強化し、

「平野区セーフティネット連絡会議」などを通じて他分野の専門職との協働により解

決を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


