
めざすべき将来像（概ね１０～２０年間を設定）

・障がいのある方、高齢者や子どもを地域のみんなが互いに見守り、
支えあう

・保育所、幼稚園などが充実し、安心して働くことができる

現状・データ

・城東区では人口はほぼ横ばいに推移している。

・出生数平成23年度1,549人平成24年度1,511人、平成25年度1,420人と減少傾向になって
いる。一方、平成12年の65歳以上人口は26,275人（16.6％）が平成23年には36,537人
（22.1％）と高齢化が進んでいる。

・また、要介護認定者数や障がい手帳所持者数なども年々増加傾向にある。

・平成20年度以降、毎年、保育所の整備が進み、保育所４か所、認定こども園３か所、小規模
保育４か所、その他、分園整備等により保育所入所児童数が拡充されている。また、平成
28年2月に保育所1か所、4月に小規模保育1か所が新たに開設予定

誰もが健康でいきいきと暮らし、
支えあうまちづくり

-１３-

主な経営課題について 経営課題２



現状・データ

城東区の状況

区内子育て支援機関（H27.10現在）

民間保育所 19

公立保育所 3

認定こども園 3

小規模保育 4

私立幼稚園 6

市立幼稚園 2

つどいのひろば 3

子育て支援センター 2

子ども・子育てプラザ 1

要介護認定者数（内訳）

24年3月 25年3月 26年3月 27年3月
要支援1 1,784 2,006 2,174 2,362

要支援2 857 888 1,101 1,389

要介護1 1,428 1,508 1,428 1,247

要介護2 1,032 1,026 1,165 1,302

要介護3 828 853 859 896

要介護4 918 942 985 987

要介護5 763 755 747 753

高齢者虐待件数

平成24年度 25

平成25年度 53

平成26年度 55

保育施設・事業在籍児童数

平成25年4月 3,476

平成26年4月 3,533

平成27年4月 3,627

私立幼稚園在籍児童数（認定こども園の１
号認定含む）

平成25年5月 1,477

平成26年5月 1,427

平成27年5月 1,431

保育施設・事業待機児童数

平成25年4月 28

平成26年4月 15

平成27年4月 26

9,151 
8,973 8,862 

8,709 
8,482 8,387 

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

H21 H22 H23 H24 H25 H26

0～5歳推計人口

市立幼稚園在籍児童数

平成25年5月 366

平成26年5月 326

平成27年5月 296

子育て支援室相談件数（虐待相談）

平成24年度 513（101）

平成25年度 679（213）

平成26年度 525 （220）

身体障害者手帳所持者

平成25年3月 6,707

平成26年3月 6,771

平成27年3月 6,837

療育手帳所持者

平成25年3月 1,181

平成26年3月 1,241

平成27年3月 1,297

障害者（精神）手帳所持者

平成25年3月 1,235

平成26年3月 1,359

平成27年3月 1,444

ＤＶ相談件数

平成24年度 64

平成25年度 76

平成26年度 73

35,91136,21036,537
37,913

39,127
40,423

32,500

35,000

37,500

40,000

42,500

H21 H22 H23 H24 H25 H26

65歳以上推計人口

◆子どもに関するデータ

◆高齢者に関するデータ

◆障がい手帳に関するデータ

-１４-

主な経営課題について経営課題２



現状・データ

城東区の状況

■高齢化率の年次推移

◆健康に関するデータ

-１５-

主な経営課題について 経営課題２

■ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の死亡率（人口10万対）

H19 H25 H19 H25

城東区 14.1 19.0 0.0 7.0

大阪市 19.5 23.5 7.5 7.0

国 17.9 21.3 5.3 5.2

女　　性男　　性

■喫煙率（％）

H20 H25 H20 H25

城東区 32.1 27.9 9.1 8.4

大阪市 33.4 30.0 10.3 10.4

（大阪市国民健康保険特定健診結果）

男　　性 女　　性

■いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操
実施拠点数及び参加者数

11

24

33
36 43

50

58
64

66

8

22

31

48
53

55

330
385

960
1000

1245

1330

1490
1499

1539

245

645

880

1220

1257 1257

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19 20 21 22 23 24 25 26 27(9月)

人
数拠

点
数

年度

いきいき拠点数

かみかみ拠点数

いきいき平均参加総

数

かみかみ平均参加総

数

■区民モニターアンケート 「いきいき百歳体操」認知度 (60歳以上）
H23 36.9% H26 39.3%



現状・データ

城東区の状況

-１６-

主な経営課題について経営課題２

悪性新生物（がん）死亡の部位内訳 （人）

平成23年 がん 食道 胃 大腸
肝及び
胆管

胆のう 膵臓 気管・肺 乳房 子宮 白血病 その他

男 300 10 53 42 39 11 16 73 0 ― 5 51

女 186 2 23 36 20 7 14 30 14 10 3 27

死亡原因【男】 （Ｈ２５）

順位 死因 死亡数(人) ％

1 悪性新生物 282 33.4

2 肺炎 104 12.3

3 心疾患 91 10.8

4 脳血管疾患 59 7.0

5 不慮の事故 41 4.9

6 肝疾患 27 3.2

7 腎不全 24 2.8

8 自殺 17 2.0

9 ＣＯＰＤ 15 1.8

10 糖尿病 11 1.3

その他 173 20.5

合計 844 100.0

死亡原因【女】（Ｈ２５）

順位 死因 死亡数(人) ％

1 悪性新生物 199 26.7

2 心疾患 132 17.7

3 肺炎 79 10.6

4 脳血管疾患 68 9.1

5 老衰 37 5.0

6 不慮の事故 23 3.1

7 腎不全 22 3.0

8 肝疾患 12 1.6

9 自殺 10 1.3

10 高血圧性疾患 9 1.2

その他 154 20.7

合計 745 100.0

◆健康に関するデータ

平成12年 平成17年 平成22年 平成23年 平成26年

城東区 1,202 1,378 1,391 1,544 1,607

■死亡数の年次推移



分析

・高齢者推計人口、要介護認定者数、障がい手帳所持者が増加傾向にあり、新しい住民
の増加、高齢化が著しい地域など地域差に加え、核家族化、生活様式の多様化など社
会状況の変化により、児童・障がい者・高齢者への虐待、いじめ、DV、ネグレクトな
ど多様な問題が発生している。

・団塊の世代の方の加齢により今後区民の高齢化が急激に進展することが見込まれる。
一方で国や大阪府の動向から、病床数の拡充は見込めない状況。

・城東区では、保育所の整備が毎年すすんでいるが、新規のマンション建設も次々と進
み、待機児童は増加に転じている。

課題

・誰もが安心して住み続けることができる地域社会の実現に向けた、地域住民や、様々
な団体との協働により、高齢者や障がいなど、支援を要する方、こどもなど、地域ぐ
るみでの見守りなど地域の活動の支援

・医療処置を必要とする高齢者や認知症高齢者等の急激な増加に備え、地域で支えるた
め、地域包括ケアシステムを構築し在宅医療と介護の連携を推進。

・待機児童は減少しているが、今後もマンションの建設がすすみ、待機児童や保育ニー
ズの増加が見込まれることから、保育施設・事業等の拡充が必要。

・ネグレクトや就学援助世帯の増加等の影響もあり、学習習慣が身についていない児童
生徒が増加しており、学習の習慣付けや学力アップが課題。

-１７-

主な経営課題について 経営課題２



【戦略２－１】
子育て世帯が安心して、生み育て、

働くことができるまちへ
めざす成果（概ね３～５年間を設定）

《めざす状態》
・子育て支援の情報が行き届いている
・保育所、幼稚園などが充実し、待機児童がない

《成果目標》
・子育て支援の情報が行き届いていると感じる区民の割合 平成31年度末までに
60％以上（区民アンケート）
・待機児童数 平成31年度までに０にする。

戦略

・区広報誌での子育て情報の拡充や、『絵本で子育て！みんなで子育て！』事業等を通
じて、子育ての情報発信を強化する。
・また、地域での身近な居場所や、相談拠点の開設や、子育て関係機関の連携を強化す
る。
・マンション建築などの動向を注視し、潜在的な保育所ニーズも把握した、保育所整備
に向けた取り組みを行う。

-１８-

主な経営課題について戦略２－１



-１９-

主な経営課題について 戦略２－１

戦略２－１の具体的取組

【２－１－１ 子育て支援事業の推進】
・絵本展や絵本のイベント、読み聞かせ会などの開催
（年10回）
・気軽に立ち寄れる場所「絵本カフェ」の開催（２０箇所）
・広報誌での子育て情報の発信、子育て支援情報誌「わくわ
く城東」や城東区子育てマップの発行
（情報誌毎月発行、マップ作成年１回）
・子育てサロン、子育て関係機関などとの連携の強化
（イベント開催年２回）

【業績目標】
子育ての情報が発信されてい
ると感じている区民の割合
50％以上（区民アンケート）
【撤退基準】
上記目標が40％に満たない場
合は再構築する。
【前年度までの実績】
平成26年度実績４６．６％

【２－１－２ 保育事業の充実】
・マンション建築等による新たな保育ニーズ等にも応じ
た、保育所整備地域の選定や事業者誘致

・小規模保育事業の充実
・城東区一時保育事業の実施

【業績目標】
小規模保育事業所の開設（1
事業所）
【撤退基準】
未開設の場合は、公募の方法
などを見直し
【前年度までの実績】
・H26.認定こども園・認可
保育所・小規模保育事業所
開設

・Ｈ27 一時保育事業の新
設・認可保育所開設（2月
予定）

Ｈ26
決算額

－ 千円
Ｈ27
予算額

2,409千円
Ｈ28
予算額

6,153千円

Ｈ26
決算額

－ 千円
Ｈ27
予算額

2,484千円
Ｈ28
予算額

7,003千円

あなたの子育て応援します！

★『絵本で子育て！みんなで子育て！』
絵本を通じて、親子のふれあいや子どもの活字への親しみ、

情緒を育み、地域での子育て支援の輪を広げていきます。
子育て中の親子が気軽に立ち寄り、絵本にふれ、子どもと

一緒に楽しみ、身近な相談ができるような「絵本カフェ」や
「絵本展」「絵本作家による絵本の講演会」なども企画してい
ます。

★『保育・子育てコンシェルジュ』
子育て中の方が、保育所・幼稚園・認定こども園などの施設

や、困った時に子どもを預かってくれる所、親子で集える場所
などを利用しやすいように『保育・子育てコンシェルジュ（利
用者支援専門員）』が情報提供や相談・援助を行い、子育て家
庭を応援します。

★『子育て応援情報の発信』
城東区子育て支援マップや子育て応援情報誌の発行、子育て

メールマガジンなどで、子育てに役立つ情報を発信していま
す。
ぜひ、ご活用ください！

問合せ 保健福祉課（福祉） 電話：06-6930-9857

「絵本カフェ」の様子

「絵本展」の様子



【戦略２－２】
高齢者、障がい者、子どもを地域が
互いに見守り、支えあうまちへ

めざす成果（概ね３～５年間を設定）

《めざす状態》
・地域住民、NPO、企業などさまざまな福祉の担い手の協働により、地域で支え合う活
動ができている状態
・高齢者、障がい者など、支援を要する方を地域で把握できている状態

《成果目標》
・地域でさまざまな福祉の担い手の協働により、支え合う活動ができていると感じている
人の割合 平成31年度末までに60％以上（事業アンケート）

戦略

・地域の特性を活かした、アクションプランを推進し、より地域の実情に応じた地域福祉
システムを構築する。
・これまで地域で活動への関わりが薄かった人や地域で働く人など新たな地域福祉の担い
手の育成を支援する。

-２０-

戦略２－２ 主な経営課題について



-２１-

戦略２－２主な経営課題について

戦略２－２の具体的取組

【２－２－１ 地域支援事業（ソーシャルインクルージョン推進事業）】
・「地域サポーター」を中心に、地域における要援護者の情
報収集等、災害時要援護者支援を推進

・「推進コーディネーター」を中心に、各校下において地域
の実情に応じた多様な取組の推進支援を実施

・コミュニティカフェなどの新たな地域福祉活動を促進する
コーディネーターを配置し、事業展開を図る

（研修等実施 毎月1回）

【業績目標】
地域サポーター・推進コーディ
ネーターの年間会議や事業活動
等への参加・参画件数2000件。
【撤退基準】
上記目標を達成しない場合、事
業の再構築を行う。
【前年度までの実績】
地域福祉講座（12月～2月開
催予定）

【２－２－２ 地域における要援護者の見守りネットワーク強化
事業】
・要援護者情報の整備
・孤立世帯等への専門的対応
・認知症高齢者等の行方不明時の早期発見

[区CM事業（福祉局所管）]
※対象者は高齢者から始め（27年度）、2年目に障がい者、3年目に難病患者へと
順次拡大する。

【業績目標】
対象障がい者の60％以上の名
簿整備を行う。
【撤退基準】
上記目標が40％に達しない場
合、実施方法を再構築する。
【前年度までの実績】
・高齢者の名簿整備（同意確認
作業中）

・見守り相談システムの構築
（登録への協力者依頼作業準
備中）

Ｈ26
決算額

21,399千円
Ｈ27
予算額

23,114千円
Ｈ28
予算額

23,288千円

Ｈ26
決算額

－ 千円
Ｈ27
予算額

29,627千円
Ｈ28
予算額

28,818千円

地域支援事業
（ソーシャルインクルージョン推進事業～地域全体で考え支え合う地域福祉システムの構築～）

要援護者を含む全ての地域住民が平常時から繋がりを深めながら災害時に備えるとともに、地
域の実情に応じた課題を解決できる新たな地域福祉システムの構築をめざした事業です。

各校下に地域福祉のスペシャリストとして地域福祉支援員を配置しており、「ふれあい喫茶」など
地域での活動へも参加するなど、要援護者を含む全ての地域住民が平常時から繋がりを深めてい
ます。

用 語 解 説



-２２-

主な経営課題について戦略２－３

【戦略２－３】
高齢者が住み慣れた地域で
安心して暮らし続けるまちへ

めざす成果（概ね３～５年間を設定）

《めざす状態》
・地域で暮らす高齢者に医療・介護等の必要な支援が切れ目なく提供されるよう、区内
の医療・介護関係機関が円滑に連携できる状態。

《成果目標》
・地域包括ケアシステムについての認知度 平成３３年度までに60％（区民アンケー
ト）

戦略

・医師会・地域包括支援センター等、区内の医療・介護関係機関との協働により、多職種
間の連携体制の強化や区民の意識啓発を図る。



-２３-

主な経営課題について 戦略２－３

戦略２－３の具体的取組

【２－３－１ 地域包括ケアシステムの充実・推進】
・区内の医療・介護関係機関が相互に顔の見える関係を築
くため、個別事例を踏まえ各職種がそれぞれの役割や職種
間連携方法について協議する研修会を企画・実施。
（年１回）
・区民を対象に、地域包括ケアシステムに関する意識啓発
を図るための講演会を企画・実施。（年１回）

【業績目標】
・医療・介護関係職種の多職種
研修会への参加70人以上、か
つ区民の講演会参加120人以
上

【撤退基準】
・関係職種の研修会参加、区民
の講演会参加がそれぞれ70
人、120人を下回った場合
は再構築

【前年度までの実績】
２８年度新規事業

【２－３－２ 多職種間における情報連携の推進】
・上記取組の実施内容や、機能強化型お薬手帳の交付患者
（多職種により対象者検討・経過観察・情報連携）等を協

議するための多職種連携協議会を年６回以上実施。

【業績目標】
・協議会実施年６回以上、かつ
参加者延べ１２０人以上

【撤退基準】
・協議会への参加が延べ120人
を下回った場合は再構築

【前年度までの実績】
２８年度新規事業

新規

新規

Ｈ26
決算額

－ 千円
Ｈ27
予算額

－ 千円
Ｈ28
予算額

－ 千円

Ｈ26
決算額

－ 千円
Ｈ27
予算額

－ 千円
Ｈ28
予算額

－ 千円

地域包括ケアシステム

高齢者の方が住み慣れた自宅や地域で安心して暮らし続けるためには、介護等が必要になっ
ても、自ら選択した場所で、必要なときに必要なサービスを受けて生活を続けることができるように
する体制づくりが重要です。

今後のさらなる高齢化の進展を見据え、高齢者ケアのニーズの増大、単独世帯の増大、認知症
高齢者の増加などを背景として、介護保険サービス、医療保険サービスのみならず、見守りなどの
様々な生活支援や成年後見等の権利擁護、住居の保障、低所得者への支援など様々な支援が切
れ目なく提供されるようにするため、地域において包括的、継続的につないでいく仕組み「地域包
括ケアシステム」を構築することが求められています。

用 語 解 説



-２４-

主な経営課題について戦略２－４

戦略２－４の具体的取組

【２－４－１ 学習会のモデル実施】
・学習会のニーズがあり、条件の整った学校において、モデ
ル的に学習会を実施する。

※教育委員会事務局予算

【業績目標】
対象児童生徒のうち50％以上
の参加をめざす

【撤退基準】
上記目標が20％に達しない場
合、手法を再構築する。

【前年度までの実績】
28年度新規事業

【戦略２－４】
子どもたちの豊かな心、確かな学力を

育むまちづくり

めざす成果（概ね３～５年間を設定）

《めざす状態》
・家庭状況や経済状況にかかわらず、すべての子どもが学習習慣を身につけ、学力アッ
プを図ることができる状態

《成果目標》
・地域と学校が連携して学習会を実施するなど、学習習慣を身につけるための手法として
効果があった参加児童生徒の割合 平成30年度までに50％以上（学校関係者アンケー
ト）

戦略

・地域やNPO等と学校が連携し、区役所が支援する学習会等をモデル的に実施し、その
効果や課題を検証することにより、学習習慣を身につけることができる学習会の実施方
法を確立する。

新規

Ｈ26
決算額

－ 千円
Ｈ27
予算額

－ 千円
Ｈ28
予算額

3,508千円
（※）


