
①港区（保健福祉センター） ②港区医師会 ③港区歯科医師会 ④港薬剤師会

会議 港区在宅医療・介護連携推進会議 港区在宅医療・介護連携推進会議 港区在宅医療・介護連携推進会議 港区在宅医療・介護連携推進会議

認知症連絡会 認知症連絡会 港区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議 港区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議

認知症組織代表者級会議 認知症組織代表者級会議 港区要保護児童対策地域協議会 認知症組織代表者級会議

認知症施策推進組織代表者級会議 認知症初期集中支援推進事業関係者会議 認知症組織代表者級会議 包括支援センター運営協議会

包括支援センター運営協議会 包括支援センター運営協議会 包括支援センター運営協議会 地域支援調整チーム会議（専門部会含む）

港区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議 港区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議 地域支援調整チーム会議（専門部会含む） 港区学校保健協議会

港区障がい者地域自立支援協議会 港区要保護児童対策地域協議会

港区相談支援事業所連絡会 地域支援調整チーム会議（専門部会含む）

大阪市西部地域障がい者就業・
生活支援センター連絡調整会議

地域支援調整チーム会議

港区要保護児童対策地域協議会

港区みんなと子育てしチャオ会
(港区子育て支援連絡会)

みなとのわ会議

子育て支援室と港区子ども・子育て

プラザとの実務者会議

講演会 H30.年度に2～3回 H30.12 H30.6.28

研修会 在宅医療・介護連携推進会議自主勉強会 認知症講演会

（専門職） H30・11.14

在宅医療・介護連携推進会議専門職向
け研修会

大阪みなと中央病院主催「地域医療懇話会」参加

H30.12
認知症講演会

H31・2

児童虐待防止講演会

講演会 H31・2 H30.7.11  25 H30.11

イベント
在宅医療・介護連携推進会議一般向け

講演会
認知症相談会 地域サロンにおける講演会 健康月間の取組

（一般向） H30.10.25 H30.10.25 H30.11.17

認知症講演会 認知症講演会 認知症講演会
港区健康フェスタキッズファーマシー＆ミニ講座

(予定)

H30.11.17 H30.11 H30.6.7  10.10

港区健康フェスタ
健康月間の取組

認知症相談会

H3012.1 H30.11 H30.9

みなとこころの講座
禁煙指導

介護家族の会講演会

H30.5.31 H30.11.17 H30.11 H30.5～9

発達障がい児の養育者支援事業講演会 健康フェスタ 健康月間の取組

区民まつり、天保山まつり

市民健康フォーラム :健康フェスタに参加

地域福祉の推進 H28.8.1～ H28. 6.1～ 各小中学校

・地域福祉活動計画の策定支援
・高齢者等要援護者の見守り支援

港区在宅医療・介護連携
相談支援室 運営

港区在宅歯科ケアステーション開設
・お薬講座開催　・プール水質・飲料水水質・ダ
ニ又はダニアレルゲン・教室内空気・照度・各検
査

・認知症支援ネットワークの拡充 H28. 6.1～ 府立港高校

地域包括ケアシステムの構築 訪問歯科健診・相談 開始 プール水質・飲料水水質等各検査

・在宅医療・介護連携の推進 H28. 6.1～

・生活支援コーディネーター配置 歯の講習会・研修会開始

セーフティネットの充実 生涯歯科保健推進事業(未就学児)

・高齢者等要援護者の見守り支援　 池島保育所　安治川保育園
・乳幼児発達相談事業の強化 　　　　　第2善児園

・発達障がい児の養育者支援

・児童虐待の防止・DV被害者の支援　
・障がい者・高齢者虐待の防止の取組み　
・生活困窮者対応の充実　 (高齢者のための新しい口腔保健指導推進事業)

・こども貧困対策の推進

健康寿命の延伸

・区民の健康増進 子育て支援サロン事業、いきいきサロン

・がん検診・特定健康診査の受診率向上 防災訓練・避難所開設訓練等に協力・

子育て世代の応援　 参加

・保育所待機児童への対応

・子育て支援情報の提供

・子育て相談機関による支援の充実

30年度重
点・新規の
取組

H30.11.10    港区歯科フォーラム
(大阪市生涯歯科保健推進事業)

他職種との勉強会を増やして相互理解
を深める

事業等

地域福祉に関する各関係機関の取り組み予定（平成30年度）

無料歯科相談

在宅医療・介護連携推推進(港薬剤師会保険薬
局)自主勉強会「これからの在宅医療」等企画

大阪みなと中央病院「港区医療連携勉強会」参加

地域サロンにおける講演会
認知症介護家族の会

各地区ふれあい喫茶における
お薬相談・健康相談

「いきいきサロン」におけるお薬の話
各地区憩の家・老人福祉センター(14か

所)



⑤地域包括支援センター ⑥港区社会福祉協議会 ⑦障がい者支援機関 ⑧子育て支援機関

会議 港区在宅医療・介護連携推進会議
港区みんなと子育てしチャオ会
（子育て支援専門部会）

港区障がい者地域自立支援協議会 港区要保護児童対策地域協議会

認知症連絡会
生活困窮者自立支援事業かかる

事例報告及び各関係機関の意見交換会
港区相談支援事業所連絡会

港区みんなと子育てしチャオ会
(港区子育て支援連絡会)

港区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議 生活支援体制整備事業協議体会議
大阪市西部地域障がい者就業・
生活支援センター連絡調整会議

みなとのわ会議

港区居宅介護支援事業者連絡会
（ケアマネポート）

港区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議 港区障害者施設連絡会 子育て支援室と港区子ども・子育てプラザ

港区地域包括支援センター 港区障がい者地域自立支援協議会 港区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議 との実務者会議

認知症組織代表者級会議 地域支援調整チーム会議（専門部会含む） 地域支援調整チーム会議（専門部会含む） 地域支援調整チーム会議（専門部会含む）

南部地域包括支援センター 認知症組織代表者級会議

認知症初期集中支援推進事業関係者会議

南部地域包括支援センター

地域支援調整チーム会議（専門部会含む）

H30.6.21 H30.7.24

講演会
研修会

見守りコーディネーター・ネットワーク委員長
合同研修会①「精神障害者への見守りネット
ワーク」（港区地域福祉・サポート事業）

研修会　「法改正後の障がい福祉
サービス等について」（案）

（専門職） Ｈ30.11頃予定 　港区障がい者地域自立支援協議会

見守りコーディネーター・ネットワーク委員長
合同研修②　内容未定（港区地域福祉・サ
ポート事業）

H31.1.25

H30.6.27 「障がい者高齢者虐待に関する研修会  」

　港区障がい者地域自立支援協議会

講演会 認知症相談会 H30.5/29・7/27・9/　3回 桜まつり、区民まつり、健康フェスタ出展・出店 H30..5.17

イベント等 認知症講演会
有償活動講座

（生活支援体制整備事業）
港区障害者施設連絡会 みなとキッズ

（一般向） Ｈ30.10月（波除）.11月（築港）予定 H30.12.1 主任児童委員

徘徊声かけ訓練
（地域における要援護者の見守りネットワー
ク強化事業・地域包括支援センター）

みなとこころの講座
H30.7

みずあそびしチャオ

H30.9.21 精神障害者社会復帰促進協会 港区みんなと子育てしチャオ会
障がい者の福祉を進める会みなと プラザ秋まつり

港区障害者施設連絡会 港区こども・子育てプラザ
H31..1月 H30.11

ふれあいランチ ひまわりひろば

H31.3.2 港区障害者施設連絡会
公私保育所・園、公私幼稚園、港区子ども・
子育てプラザ、子育て支援室

第12回みなとふれあい福祉のひろば H31.3.2 子育て支援ボランティア養成講座

第1２回みなとふれあい福祉のひろば 港区子ども・子育てプラザ

港区障がい者地域自立支援協議会
港区障害者施設連絡会

児童虐待防止ボランティア養成研修

 港区子ども・子育てプラザ

H31.3.2

第12回みなとふれあい福祉のひろば

港区みんなと子育てしチャオ会
H31.3

氷遊びしチャオ
港区みんなと子育てしチャオ会

H28.4.1 地域福祉推進事業 障がい者基幹相談支援センター事業

認知症初期集中支援チーム設置 　・地域活動支援 　・障がい者相談支援事業

南部地域包括支援センター 　・地域福祉活動計画の策定・推進 　・専門的知識を要する困難ケース等へ

地域包括支援センターの事業 　・学校・地域における福祉教育の推進 　　の対応

　・総合相談支援 　・地域福祉サポート事業の受託　など 　・地域の相談支援体制強化の取組み

　・虐待の早期発見・防止などの権利擁護 ボランティア・市民活動センターの運営 　・区地域自立支援協議会の取組み
　・包括的・継続的ケアマネジメント支援 　・地域移行の促進に向けた取組み

　・介護予防ケアマネジメント　等 　・権利擁護・虐待防止のための取組み

認知症強化型地域包括支援センター 生活困窮者自立相談支援事業 　　等 ファミリー・サポートセンター事業
業務 生活福祉資金貸付事業
南部地域包括支援センター 日常生活自立支援事業(あんしんさぽーと事業)

介護予防事業
生活支援体制整備事業
通所介護事業（在宅デイサービスセンターひまわり）
地域包括支援センターの運営
老人福祉センターの運営　等

30年度重
点事業・
新規事業

地域における要援護者の見守りネット
ワーク強化

民生委員児童委員協議会、ネットワーク委員会
合同研修会「支えあえる地域港（みんなと）」
（地域における要援護者の見守りネットワーク強
化事業）

地域子育て支援拠点事業
・就学前のこどもと保護者の集いの場
(つどいの広場)
・子育て相談等

子育て活動支援事業
・児童の健全育成、子育てサロン等支援
・子育て情報の収集・提供、親子の支
援、地域・世代間交流等

事業等

地域における要援護者の見守りネット
ワーク強化事業(見守り相談室)

福祉啓発講演会「つながりあえる地域港（み
んなと）」講師：湯浅誠　社会活動家・法政大
学教授


