
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

資  料 ・平成 30年度住之江区運営方針振返り(案)について 
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令和元年６月４日（火） 

福祉・健康部会 

平成 30年度住之江区運営方針振返り(案)について 



・平成31年4月の時点で待機児童0
をめざす。

●地域ぐるみで子育てする環境整備　【戦略1-1】

平成30年度　区運営方針振り返り（案）

具体的取組
（項番号）

待機児童解消の取組
（1-1-1）

取組内容

・保育施設と連携し、保育ニーズや
待機児童の状況を把握し、必要に
応じて小規模保育事業所等を開設
する。【関係局予算】
・関係局や「待機児童解消特別
チーム」と連携し待機児童問題に
取り組む。

目　　　　標

めざす状態

目　　　標

達成状況

・親子が気軽に立ち寄り、親子一緒に交流したり、子育ての相談ができる居場所づくりが進んでいることなどにより、子育てに対する不安感、負担感が減っていると感じることができる状態。

・平成31年度末までに、子育てイベント等実施時の来場者アンケートで「子育てがしやすくなった」と回答する割合：75%以上

子育て世代保護者アンケートで「子育てがしやすくなった」と回答する割合：85%

取組実績

・平成30年4月1日現在の待機児童
数は０名であった。
・保育を必要とする人への情報発
信として、区内の保育所の空き状
況について、毎月更新し、区ホー
ムページに掲載した。

達成状況

平成31年4月1日現在：待機児童数
0名

・動向に留意し、関係局や市の「待
機児童解消特別チーム」と連携し
ながら対応する。

・保育所空き情報や申込数につい
て、ホームページや地図情報、
SNSを活用して周知する。

課　　　　題

・区内の住宅開発や幼児教育の無
償化の動向によっては、保育需要
が増大することが考えられる。

・待機児童の動向や保育所の空き
状況についての情報を、子育て世
代がより容易に得られるようにする
必要がある。

改　善　策

・子育て情報がより目にふれやす
いようにする必要がある。

・SNS等を用いて子育て情報を発
信する。
・紙媒体について、配架場所を開
拓する等配架方法にも工夫する。

子育て情報の発信
（1-1-2）

子育て世帯に、効果的に子育て情
報を届ける。
・子育てマップの発行（年1回）
・子育て情報紙「わいわい」の発行
（年12回）
・子育てマップ・子育て情報紙をHP
にて公開（随時）
・地域の子育て情報をＳＮＳにて公
開（随時）
・官民問わない相互情報発信の場
となるSNS等を活用した子育て情
報コミュニティの立ち上げ

・子育て世帯保護者アンケートで
「子育て情報が入手しやすい」に対
して肯定的な回答をした割合 70％
以上

 ・子育てマップ（年1回）、子育て情
報紙「わいわい」（年12回）の発行
・子育てマップ・子育て情報紙をHP
にて公開（随時）
・地域の子育てサロン等の情報を
区のフェイスブックで発信（週1回程
度）
・子育てマップをデジタルマップ化
し、大阪市の地図情報サイト「マッ
プなびおおさか」に掲載
・子育てマップ等の配架場所の拡
大（屋内プール、スーパー、ファスト
フード店）
・官民問わない子育て情報等をブ
ログ等で発信する民間団体のHP
立ち上げを支援

・子育て世帯保護者アンケートで
「子育て情報が入手しやすい」に対
して肯定的な回答をした割合：79％

資料1
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●地域ぐるみで子育てする環境整備　【戦略1-1】

平成30年度　区運営方針振り返り（案）

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標

めざす状態

目　　　標

達成状況

・親子が気軽に立ち寄り、親子一緒に交流したり、子育ての相談ができる居場所づくりが進んでいることなどにより、子育てに対する不安感、負担感が減っていると感じることができる状態。

・平成31年度末までに、子育てイベント等実施時の来場者アンケートで「子育てがしやすくなった」と回答する割合：75%以上

子育て世代保護者アンケートで「子育てがしやすくなった」と回答する割合：85%

取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

資料1

・親子が気軽に集い交流できる場
の機能を充実・維持していく必要が
ある。

・子育て・子ども支援に関わる関係
機関間の課題認識や情報の共有・
連携はまだ十分ではない。

・子育てサロンをはじめ、乳幼児と
その保護者が集まる様々な場への
専門職の派遣を継続する。
あわせて子育てサロン等で専門職
が相談を行っていることをSNS等を
通じて周知する。
・区の保健師の「顔の見える化」な
ど妊娠期から切れ目のない子育て
支援「大阪市版ネウボラ」のとりく
みを実施する。

・関係者の認識の共有化と連携強
化に向けた研修等を検討する。

気軽に子育ての相談ができ
る居場所づくり

（1-1-3）

・地域の人々が中心となって運営し
ている「子育てサロン」への支援
や、子ども・子育てプラザ、つどい
の広場等、親子が気軽に集い交流
できる場の機能を充実させるため、
要望に応じて、保育士・保健師・利
用者支援専門員を派遣する。
・子育ての様々な相談に応えられ
るよう、保育士・保健師・家庭児童
相談員・利用者支援専門員を区役
所に配置、また必要に応じて地域
にも出向いて相談を受ける。
・SNS等を活用した子育て情報コ
ミュニティと子育て機関等の連携に
より相談窓口への間口を広げる。
・区内の子育て関連機関の更なる
質向上のための研修を行うととも
に、情報共有の機会を設け日ごろ
からの連携を強化する。

・子育て世帯保護者アンケートで
「子育て相談の環境が整っている」
に対して肯定的な回答をした割合
70％以上

「子育てサロン」へ保健師、保育
士、利用者支援専門員が訪問し、
講座や相談、情報提供を実施
家庭児童相談員の相談件数：新規
102件、面談756件（内学校保育所
での相談：49件）、保育所・学校等
訪問：107件
利用者支援専門員の相談件数：
354件
研修「データで見る！すみのえの
子どもと若者」開催：参加者30名

・子育て世帯保護者アンケートで
「子育て相談の環境が整っている」
に対して肯定的な回答をした割合：
90％
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平成30年度　区運営方針振り返り（案）

達成状況
・区民モニターアンケートで「地域福祉に関する取組に参加していることを実感している」と回答する割合 　　　35％
・区民モニターアンケートで「地域において高齢者、障がい者等の要援護者や虐待防止のための見守り活動が行われていることを知ってると回答する割合　74.8%
・区民モニターアンケートで「医療や介護が必要になっても最期まで自宅で過ごしたいと思う」と回答する割合　　54.4％

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

めざす状態
・地域コミュニティを主体とした地域福祉の推進や、福祉と医療との連携を強化することによって、高齢者、障がいのある方などの支えを必要とする人々が、住み慣れた地域で安心して暮らしつづけることができている
状態。

目　　　標
・平成31年度末までに、区民モニターアンケートで「地域福祉に関する取組に参加していることを実感している」と回答する割合 20％以上
・平成30年度末までに、区民モニターアンケートで「地域において高齢者、障がい者等の要援護者や虐待防止のための見守り活動が行われていることを知っている」と回答する割合 60％以上
・平成30年度末までに、区民モニターアンケートで「医療や介護が必要になっても最期まで自宅で過ごしたいと思う」と回答する割合　60％以上

●支援を必要とする人々を支える体制づくり　【戦略2-1】

・地域福祉視点の防災の活動で制
作した動画を各所で活用するなど
して、直接イベント等に参加してい
ない人々にも周知する。

・各地域での取組みの参考となる
よう、各地域の見守り名簿の活用
方法等について、あったかネット連
絡会等の場で共有する。

・地域等で行われている取組みの
具体的な内容を伝えるとともに、各
年代層に合った周知方法を検討す
る。

医療と介護とのネットワーク
の構築
（2-1-2）

・包括的支援事業を連携して進め
るとともに、在宅医療・介護連携推
進協議会では、地域の医療・介護
連携の実態把握や課題を抽出、対
応策を検討し、事業を計画、方針を
決定する。
・区民の方が入院以外の選択肢と
して在宅医療があることを理解でき
るよう啓発事業を開催し、多職種
が連携できるよう支援者のための
研修を行う。
・区医師会に委託している「住之江
区在宅医療・介護連携相談支援
室」の相談支援コーディネーターと
協働して連携体制の構築を進め
る。

・区民啓発事業への参加者アン
ケートで「在宅医療について理解す
ることができた」と回答した割合
60％以上

・協議会を１回、コアメンバー会議
を4回、啓発ワーキングを1回開催
し、10月に区民ホールで区民啓発
事業と多職種研修を兼ねた講演会
を開催（参加者　190名）。
・2019年1月号広報紙に「医療と介
護であんしん生活」を特集で掲載。
・在宅医療・介護関係者向け「資源
一覧」の作成

・区民啓発事業への参加者アン
ケートで「在宅医療について理解す
ることができた」と回答した割合
98.1%

・「区民の方と専門職」「各年代別」
など、各々の現状や課題を把握
し、属性に応じた対応を進めていく
必要がある。

・必要とする人が在宅医療情報に
容易にアクセスできるようにする必
要がある。

・南港エリアでも啓発事業を行って
ほしいとの声がある。

・講演会でのアンケート等につい
て、「市民・区民」と「専門職」とで質
問を変えて実施するなど現状の把
握に努め、抽出された課題を協議
会等で整理を行い、今後の対応策
を検討する。

・大阪市の地図情報サイト「マップ
ナビおおさか」に掲載している在宅
医療情報等について、活用いただ
けるよう周知を行う。

・南港エリアでの区民啓発事業の
実施に向け、具体検討、協議を進
めていく。

身近な地域のひとびとによ
る見守り活動

（2-1-1）

・広報紙やHPなどの区の広報媒体
にこだわらず、プランに基づく様々
な地域福祉に関わる取組につい
て、将来の担い手となる次世代も
含めた区民に効果的に情報発信し
ていく。
・プランに基づく様々な地域福祉に
関する取組について、各事業主体
と連携し、区政会議の意見を参考
に、進捗管理するとともに、必要に
応じて各事業主体への支援を行
う。
・地域福祉推進にかかるイベント等
（年1回）を開催し、次世代にもアプ
ローチし「支えを必要とするひとを
支えあう」ための地域福祉推進の
意識醸成を図る。
・こどもの居場所づくり等の地域に
おける取り組みに対して支援を行
う。

・区民モニターアンケートで「地域
福祉に関する取組が行われている
ことを知っている」と回答した割合
60％以上

・ SAliveミーティング
　　　　　　開催12回
　　　　　　参加者数　　延べ134人

・地域福祉防災講演会「リアルな防
災を考える」（９月開催）
　　　　　　参加者数　　153人

・地域福祉視点の防災「リアルな防
災を考える」（10月開催）
　　　　　　参加者数　　500人

・地域福祉視点の防災動画「リアル
な防災を考える」上映と意見交換
会（12月開催）
　　　　　　参加者数　　30人

・見守り名簿の活用を含めた見守
り活動研修（3月開催）
　　　　　　　参加者数　　62人

・区民モニターアンケートで「地域
福祉に関する取組が行われている
ことを知っている」と回答した割合
74.8％

・意見交換会等へは福祉・防災等
の関係者が中心に参加しており、
一般への広がりが十分でない。

・災害を契機とした各地域での見
守りの機運の高まりを、具体的な
取組みにつなげていく必要があ
る。

・地域では様々な地域福祉の取組
みが行われているが、区民モニ
ターアンケート結果によると、取組
み内容によっては区民に十分に知
られていない。

資料1
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平成30年度　区運営方針振り返り（案）

達成状況
・区民モニターアンケートで「地域福祉に関する取組に参加していることを実感している」と回答する割合 　　　35％
・区民モニターアンケートで「地域において高齢者、障がい者等の要援護者や虐待防止のための見守り活動が行われていることを知ってると回答する割合　74.8%
・区民モニターアンケートで「医療や介護が必要になっても最期まで自宅で過ごしたいと思う」と回答する割合　　54.4％

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

めざす状態
・地域コミュニティを主体とした地域福祉の推進や、福祉と医療との連携を強化することによって、高齢者、障がいのある方などの支えを必要とする人々が、住み慣れた地域で安心して暮らしつづけることができている
状態。

目　　　標
・平成31年度末までに、区民モニターアンケートで「地域福祉に関する取組に参加していることを実感している」と回答する割合 20％以上
・平成30年度末までに、区民モニターアンケートで「地域において高齢者、障がい者等の要援護者や虐待防止のための見守り活動が行われていることを知っている」と回答する割合 60％以上
・平成30年度末までに、区民モニターアンケートで「医療や介護が必要になっても最期まで自宅で過ごしたいと思う」と回答する割合　60％以上

●支援を必要とする人々を支える体制づくり　【戦略2-1】

資料1

・中学生等若い世代を含めた新た
な担い手を増やしていく方策を検
討する必要がある。

・見守りの目を増やすためにも、地
域福祉に理解のある企業等を増や
していく必要がある。

・地域や一般向けの講座の内容
に、徘徊模擬訓練等の体験型の内
容を取り入れたり、企業や学校と
連携し、中学生等の若い世代を対
象とした講座を実施する。

・他事業等で関わりのある企業等
にアプローチし見守り活動に協力
いただくとともに、見守りに関する
講座を受講していただくことで地域
福祉への理解を深めていただく。

次世代の担い手の育成
（2-1-3）

・「地域における要援護者の見守りネッ
トワーク強化事業」をより効果的に地域
での見守り活動につなげるため、地域
の実情に合わせて、要援護者の見守り
体制構築ないし推進・維持に関わる
チームビルディングや運営力アップを
中心にした研修等を各地域の担い手
（地域ネットワーク推進員や町会長、区
社協スタッフ、民生委員やボランティ
ア、次世代層等）を対象に14回以上開
催する。
・高齢者、障がい者、児童に関する研
修等を5回以上開催し、将来の担い手
となる次世代層も含めた、見守りあっ
たかネットサポーターの養成やフォ
ローアップを行い、平成25～27年度に
養成した虐待防止リーダーと連携しな
がら区内に虐待防止のネットワークを
形成・維持する。
・見守り活動の推進および虐待防止の
要として各地域にコーディネーターを1
名、計14名を配置。コーディネーターは
区社協の見守り相談室と連携し、見守
り活動に携わるボランティアの調整や、
地域における要援護者や虐待防止
や、住民からの相談対応や専門機関
へのつなぎなどを行う。

・区民モニターアンケートで「見守り
あったかネット事業等が行われて
いることを知っている」と回答した割
合 30％以上

　
・サポーター養成講座（地域向け）
　開催15回　参加368人

・サポーター養成講座（企業向け）
　開催５回　参加130人

・リーダー・コーディネーター研修
　開催３回　参加105人

・区民モニターアンケートで「見守り
あったかット事業等が行われてい
ることを知っている」と回答した割
合 30％以上⇒28.1％
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平成30年度　区運営方針振り返り（案）

達成状況
・区民モニターアンケートで「地域福祉に関する取組に参加していることを実感している」と回答する割合 　　　35％
・区民モニターアンケートで「地域において高齢者、障がい者等の要援護者や虐待防止のための見守り活動が行われていることを知ってると回答する割合　74.8%
・区民モニターアンケートで「医療や介護が必要になっても最期まで自宅で過ごしたいと思う」と回答する割合　　54.4％

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

めざす状態
・地域コミュニティを主体とした地域福祉の推進や、福祉と医療との連携を強化することによって、高齢者、障がいのある方などの支えを必要とする人々が、住み慣れた地域で安心して暮らしつづけることができている
状態。

目　　　標
・平成31年度末までに、区民モニターアンケートで「地域福祉に関する取組に参加していることを実感している」と回答する割合 20％以上
・平成30年度末までに、区民モニターアンケートで「地域において高齢者、障がい者等の要援護者や虐待防止のための見守り活動が行われていることを知っている」と回答する割合 60％以上
・平成30年度末までに、区民モニターアンケートで「医療や介護が必要になっても最期まで自宅で過ごしたいと思う」と回答する割合　60％以上

●支援を必要とする人々を支える体制づくり　【戦略2-1】

資料1

地域と人によりそった空家
の見守り
（2-1-4）

・平成28年度３月に策定した大阪
市住之江区空家等対策アクション
プランに基づき、平成28年４月に設
置した空家等相談窓口において所
有者、近隣住民等からの相談対
応、所有者調査、所有者への指導
等を行う。
・空き家所有者や地域住民等に向
けた啓発イベント等を行う。
・特定空家を生み出さないために
地域福祉に関わる人たちが把握す
る空き家発生関連情報を活用した
予防的事業を行う。

・「大阪市空家等対策計画の 成果
目標に関わる市民意識調査」にお
いて「周辺の特定空家等に不安な
どを感じている」と答える区民の割
合 6.4％以下 （※アクションプラン
目標値H28年度6.4％→H32年度
3.2％）
・特定空家等の解体や補修等によ
る是正件数 年間３件以上
・地域福祉にかかわる人や団体等
からの空家に関する相談件数年間
40件以上

　
・空家に関する新規の相談及び通
報件数　68件
・地域福祉にかかわる人や団体等
からの空家に関する相談件数　37
件
・地域福祉団体等向けセミナー１回
開催　参加者28名

・「大阪市空家等対策計画の 成果
目標に関わる市民意識調査」にお
いて「周辺の特定空家等に不安な
どを感じている」と答える区民の割
合 6.4％以下 （※アクションプラン
目標値H28年度6.4％→H32年度
3.2％）⇒13.7％
・特定空家等の解体や補修等によ
る是正件数 年間３件以上　⇒21件
・地域福祉にかかわる人や団体等
からの空家に関する相談件数年間
40件以上⇒37件

・地震や台風等の災害により、特
定空家等に関する意識が高まって
いることから、引き続き空家に関す
る課題意識を高め適切な管理につ
なげていくことが必要。

・人と家の見守り活動支援センター
への相談件数については、概ね達
成できているものの、やや目標値
には届いていない。

・空家に関する福祉関係者向けの
啓発に加え、来年度は一般区民向
けの啓発も実施する。

・人と家の見守り活動支援センター
を中心に福祉関係者や地域福祉
の担い手と連携し、情報の収集
や、高齢の所有者等の支援を実施
する。
特に高齢者向けの啓発業務等を
中心に包括支援センターとの連携
を進めることを検討する。
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平成30年度　区運営方針振り返り（案）

●地域で取り組む健康づくり　【戦略2-2】

めざす状態 ・高齢者を含めた幅広い世代の健康づくりが、地域とともにより進められている状態。

目　　　標
【40歳代以上】平成30年度末までに、区民モニターアンケートで
「日常生活で体を動かす活動を特に何も行っていない」と回答する割合　20％以下
「食生活の改善が必要と思うが実行できない」と回答する割合　25％以下

達成状況
「日常生活で体を動かす活動を特に何も行っていない」と回答する割合　 24.6%
「食生活の改善が必要と思うが実行できない」と回答する割合 27.1%

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

若い世代から高齢者まで幅広い世
代を対象にした啓発やアプローチ
を行う。

健康に過ごすための食生活
（2-2-2）

・健康づくりには、子どもから高齢
者までの食生活が重要であるた
め、食育講座などの機会に、食の
情報を分かりやすく提供すること
で、健康に対する問題意識を喚起
する。（年20回）
・特定健診の際に、食事内容の診
断などを同時に実施し、食生活に
関するアドバイスや情報提供を行
う。（年2回）
・幅広い世代が食生活改善に関心
を持ち取り組めるよう、若い世代か
ら高齢者まで、ターゲットに応じた
啓発やアプローチを工夫する。

・特定健診や食育講座等への参加
者アンケートで「受講内容を活かし
て食生活を改善をしようと思う」と回
答した割合 80％以上

・特定健診時の体力測定や食事診
断などの啓発 2回 参加者280名
・各種健（検）診、講座における指
導・啓発活動 参加者延べ5,184名

・特定健診や食育講座等への参加
者アンケートで「受講内容を活かし
て食生活を改善をしようと思う」と回
答した割合94.0%

区民の方が自身の体や健康への
関心を高め、行動へと繋げることが
必要である。

食生活に関するアドバイスや情報
提供を行い、若い世代から高齢者
まで、幅広い世代に応じた啓発や
アプローチを行う。

運動の習慣化による健康づ
くり

（2-2-1）

・生活習慣病予防となる運動習慣
の大切さについて区民の理解を深
めるため、特定健診の際に、体力
測定や運動機能に関するチェック
を同時に実施し、運動に関するアド
バイスや情報提供を行う。（年2回）
・地域で行う講座などの機会に、
ウォーキングや日常生活のすきま
時間で身体を動かすことなど実行
しやすい運動習慣について情報提
供や指導・啓発を行う。（年10回）
・幅広い世代が健康づくりに関心を
持ち取り組めるよう、若い世代から
高齢者まで、ターゲットに応じた啓
発やアプローチを工夫する。

・特定健診や運動講座等への参加
者アンケートで「運動習慣の大切さ
に対する理解が深まった」と回答し
た割合 80％以上

・特定健診時の体力測定や食事診
断などの啓発 2回 参加者280名
・各種健（検）診、講座における指
導・啓発活動 参加者延べ5,184名

特定健診や運動講座等への参加
者アンケートで「運動習慣の大切さ
に対する理解が深まった」と回答し
た割合　81.5%

実行しやすい運動習慣について情
報提供や指導・啓発を行うなど、区
民の方が自身の体や健康への関
心を高め、行動へと繋げることが必
要である。

資料1
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平成30年度　区運営方針振り返り（案）

●地域で取り組む健康づくり　【戦略2-2】

めざす状態 ・高齢者を含めた幅広い世代の健康づくりが、地域とともにより進められている状態。

目　　　標
【40歳代以上】平成30年度末までに、区民モニターアンケートで
「日常生活で体を動かす活動を特に何も行っていない」と回答する割合　20％以下
「食生活の改善が必要と思うが実行できない」と回答する割合　25％以下

達成状況
「日常生活で体を動かす活動を特に何も行っていない」と回答する割合　 24.6%
「食生活の改善が必要と思うが実行できない」と回答する割合 27.1%

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

資料1

地域で活動する団体等と連携して
健康づくりの情報を発信するなど、
若い世代から高齢者まで幅広い世
代を対象にした啓発やアプローチ
を行う。

地域で活動する団体、ＮＰ
Ｏ、企業との連携による健康

づくり
（2-2-3）

・地域で活動するボランティア団体
や企業等と連携して健康に関する
講座等を開催し、健康づくりの情報
発信を行っていく。（年70回）

・地域で活動する団体等と連携した
事業への参加者　1,300名以上

・特定健診時の体力測定や食事診
断などの啓発 2回 参加者280名
・講座における指導・啓発活動参
加者 1,562名

地域で活動する団体等と連携した
事業への参加者　1,562名

区民の方が自身の体や健康への
関心を高め、行動へと繋げることが
必要である。
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・生活保護受給者等に対して就労
意欲を高めるため、介護施設見学
や介護研修への参加を呼びかけ、
就労定着ができるよう支援をしてい
く。
・介護関係以外への就労範囲の拡
大等について、総合就職サポート
制度との調整含めて対応していく。

就労による自立支援
（2-3-1）

・生活保護受給者等の中から介護
事業所の就労に興味があり、意欲
を持つ方について、適性にあった
アドバイスを行い、就労意欲を醸成
し、将来の介護人材として育成する
とともに、雇用者側の介護事業所
に対して、雇用にかかる不安の解
消や受け入れる際のアドバイスを
行う。
・事業の実施にあたっては、介護
業界の実情に詳しく、また、生活保
護受給者等の就労自立に関する
専門的知識を有する事業者に業務
を委託する。なお、総合就職サ
ポート事業受託事業者と齟齬が無
いよう密接に連携し、雇用者側の
ニーズに沿う求人求職のマッチン
グに努める。
・生活保護受給者等の就労先とし
て、高齢者向けの介護事業所だけ
ではなく、障がい者支援の事業所、
児童福祉の事業所など、広く社会
福祉に関わる事業所への就労開
拓を行う。

・平成30年度中に10名の就労 本事業の取組に同意した生活保護
者等17名に対し就労にかかる不安
要因の解消などのアドバイスや同
行支援を行うとともに区内の人材
不足に悩む介護事業者のうち延20
施設に対し就労受け入れにかかる
アドバイスや施設見学などの調整
を行った。

平成31年3月末現在10名 ・生活保護受給者等に対して介護
事業所に就労することへの苦手意
識、嫌悪感を解きほぐすことが課
題となる。
・介護事業所に加え障がい者、及
び児童福祉に関わる社会福祉の
事業所についても人材不足をかか
えている。

達成状況 アンケート調査による肯定的回答割合67％

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

平成30年度　区運営方針振り返り（案）

●暮らしを支えるセーフティネット【戦略2-3】

めざす状態
支えを必要としている人に寄り添い、地域の身近な相談相手である民生委員・児童委員とも連携しながら、日々の生活への必要な支援を行うとともに、自立した生活ができるよう、相談者と共に問題解決ができている
状態。

目　　　標 平成32年度末までに、「介護人材就労コーディネート事業」における対象者へのアンケートで「本事業の支援に満足した」とする肯定的な回答の割合 50%以上

資料1
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