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～子ども・教育部会～

用語 解説・内容

ＩＣＴを活用した学習

パソコンやインターネットを使った学習。タブレット等のIT機器に

よるデジタル教材を活用しすることで、子どもたちの学習への興

味・関心を高め、分かりやすい授業や子どもたちの主体的・協働的

な学びを実現する。

学校協議会

保護者や地域住民などが連携・協力し、学校の運営に参加するとと

もに、保護者等の意向を反映するため、すべての小中学校において

設置された組織。区役所職員も出席し、学校協議会の運営を補佐す

る。

概ね4～5月、10～12月、2～3月と、年3回の定例会を開催。

キャリア教育

一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態

度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育。

住之江区では、様々な職業従事者や体験者、プロスポーツ選手を含

む専門性の高い職業従事者による講和やワークショップなどを行っ

ている。

教育行政連絡会

区長、小中学校長などから構成され、学校と関連する施策につい

て、連絡調整、意見交換等を実施。

概ね学期毎に1回、年3回開催。

スクールカウンセラー
いじめや不登校等の問題解決に向けて、児童や保護者に対して小中

学校でカウンセリングを行う臨床心理士。

スクールソーシャル
ワーカー（ＳＳＷ）

子どもを取り巻く環境に働きかけ、家庭・学校・地域の橋渡しを行

うなどして、課題解決のための支援を行う社会福祉士や精神保健福

祉士。

全国学力・学習状況調
査

児童生徒の学力・学習状況をきめ細かく把握・分析することによ

り、成果と課題を検証し、その改善を図ることを目的に、全国の小

中学校の最高学年（小学6年生、中学3年生）全員を対象に行われ

るテスト。小学校は国語・算数、中学校は国語・数学・英語のテス

トに加えて、生活習慣や学校環境に関する質問を実施。
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～子ども・教育部会～

用語 解説・内容

中学生海外派遣事業

区内の市立中学校に在校する中学生7名を海外に派遣し、これまで

の環境とはまったく異なる文化・社会に触れることでグローバルな

感覚と柔軟性、自律性、積極性を身につけ、視野を広く持つととも

に、世界共通語である英語の能力を身に付ける。

さらに派遣生が学んだことや感じたことを各学校においても共有

し、国際理解のある教育を推進するなど、学校の魅力向上につなげ

る。

出前授業

民間企業に勤める人や行政書士などの社会人講師が、小中学校に出

向いて特別に行う授業。住之江区では「キャリア教育」と関連した

出前授業を実施。

発達障がいサポーター

区内の市立小中学校に在籍する発達障がい等のある児童生徒のう

ち、行動面で特に支援が必要とされる児童生徒に対し、遠足や社会

見学などの校外学習や放課後の課外活動等、学校生活全般をサポー

ト。
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～福祉・健康部会～

用語 解説・内容

空家等対策アクション
プラン

「大阪市空家等対策計画」に基づき、区内の空家等の課題解決に取

り組むため、住之江区が策定した具体的な行動指針のこと。

住民等からの空家等に関する相談への対応、所有者等による空家等

の適切な管理の促進などに取り組んでいる。

※空家等･･･空家や空家がある敷地内にある木など

あったかネットコー
ディネーター

区内14地域に各1名配置され、地域の福祉会館を中心に活動する地

域の身近な相談窓口。

支援が必要な方を専門機関につないだり、ボランティアの支援をし

たり、地域福祉に関する啓発活動を行ったりしている。

あったかネットサポー
ター

「見守りあったかネットサポーター養成講座」を受講した方のこ

と。

地域において、高齢者・障がい者などの支援が必要な方に対し、日

常の生活・業務の中でゆるかやかな見守り活動を行う。

あんしんサポート

認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が不十分の方

（契約時に意思の確認ができる方に限る。）が、安心して地域で生

活が送れるよう、在住の区の社会福祉協議会において、福祉サービ

スの利用や日常の金銭管理をサポートする事業。

介護予防ポイント事業

市内にお住いの65歳以上の方が、特別養護老人ホームなどの介護

保険施設や保育所、支援を必要とする方のご自宅等で、本事業の対

象となる活動を行った場合に、ポイントが貯まり、貯まったポイン

トを換金できる仕組み。

家庭児童相談員

子育て支援室で、こどもの心身の発達・性格行動・しつけ・非行・

不登校など、こどもに関するさまざまな相談に対応する専門の相談

員。

健康体操
健康づくり推進協議会（松の会）が実施している事業。

年数回、区民と会員を対象に、運動、健康づくりを行っている。

子育てサロン

地域の民生委員・児童委員、主任児童委員が中心になって運営して

いる子育て支援の場。

こども同士を遊ばせながら、いろいろな話題を通じて気持ちをリフ

レッシュしたり、誕生会やクリスマス会に参加するなど、親子で楽

しむことができる。区内に15か所あり。
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～福祉・健康部会～

用語 解説・内容

子育て支援室

区役所保健福祉センターにある、虐待担当者・保育士・家庭児童相

談員のチームのこと。

０歳から18歳までの子育ての様々な相談に応じるとともに、子育

て情報の提供、専門機関の紹介、児童虐待対応や発生予防等の相談

支援業務を行っている。

子育てマップ

区内にある保育所(園)や認定こども園、小規模保育施設、幼稚園の

一覧や、子育て中の親子が気軽にご利用できる子育てひろば・サロ

ンや地域子育て支援拠点など、子育てに関する情報をまとめたマッ

プ。

子ども・子育てプラザ

社会福祉協議会が運営する地域の子育て活動を支援する施設。

子育てサークルやサロンなどの子育てに関する社会資源についての

情報提供、子どもの遊び場の提供、子育て支援講座、講演会やセミ

ナーの開催などを行っている。

こども食堂

主に子どもを対象に、栄養バランスのとれた食事や地域の人々との

ふれあいの時間を無料または安価で提供する取り組みで、都市部を

中心に全国で広がっており、区内でも数カ所で地域住民が主体と

なって実施されている。

在宅医療・介護連携相
談支援室

　医療・介護関係者等からの相談を受ける専任の在宅医療・介護連

携支援コーディネーターを配置した相談窓口。住之江区医師会に設

置されている。

医療・介護連携関係者からの連携に関する相談、情報提供、情報共

有の仕組みづくりや切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築

に向けた推進等の支援を行う。

さざんかオレンジチー
ム

認知症の早期発見・早期支援のため、医師と医療・介護福祉の専門

職で構成する認知症初期集中チーム。

認知症の疑いのある方の自宅に訪問し、一人ひとりに応じた適切な

医療や介護サービスにつなげ、住み慣れた地域で暮らし続けられる

ように支援している。
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～福祉・健康部会～

用語 解説・内容

ＳＡｌｉｖｅ(サライ

ブ)実行委員会

「住之江で安心して暮らす」ことを目的に、在住・在勤・在学の次

世代層を中心とした、住之江区の身近な地域福祉について考える

会。毎月1回主に火曜日の夜に公開でのミーティングを開催してい

る。

小規模保育事業
増加する低年齢児の保育需要に対応するため、0歳～2歳児を対象

とし定員を6～19人の少人数の保育事業。区内に5か所あり。

住之江区見守りあった
かネット事業

区民に見守りに関する正しい知識を持っていただき、地域における

見守り活動のネットワークが構築されていくことを目的とした事

業。見守りの対象は高齢者・障がい者や虐待のおそれがある方等。

区内14 地域に、あったかネットコーディネーターを配置し、サ

ポーター養成講座やコーディネーターならびにリーダー研修等を実

施している。

地域ケア会議

地域包括支援センター等が主催する、支援困難な高齢者の個別ケー

スの課題解決を検討する会議。

ケースに関わる関係機関（例：ヘルパーや訪問看護師、主治医等）

と可能であれば家族も参加し、現状の課題の分析を出し合い、今後

の支援方策について意見交換を実施する。

地域における要援護者
の見守りネットワーク
強化事業

地域と行政が一体となって、日頃からの見守り活動や地域住民のつ

ながり・地域の社会資源のネットワークの強化を図るため、住之江

区社会福祉協議会に「見守り相談室」を設置し、さまざまな福祉に

関する相談に対応している。

見守り相談室では、①要援護者情報の整備・管理、②孤立世帯等へ

の専門的対応、③認知症高齢者等の行方不明時の早期発見の取り組

みを進めている。

地域福祉

ひとりではできないことも、2人以上の人々がつながって知恵と力

と思いを合わせることで「ふだんのくらしのしあわせ」をつくり出

し支えあうこと。
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～福祉・健康部会～

用語 解説・内容

地域包括運営協議会

地域包括支援センター業務の評価等を行い、同センターの適切・公

平かつ中立な運営の確保を目指すことを目的として、各区に設置さ

れる協議会。

高齢者福祉施設・介護保険事業者、医師会・歯科医師会、社会福祉

協議会、介護サービス利用者代表として老人クラブや女性会等で組

織されている。

地域包括支援センター

介護や福祉に関する地域の総合相談窓口。

地域で暮らす高齢者に対して、継続的かつ包括的に支援できる地域

づくり（地域包括ケア）を推進する中核的な役割を果たす。

主な業務内容は、①高齢者とその家族のための身近な相談窓口、②

高齢者の権利擁護、③地域の関係機関や支援者の協力体制づくり、

④介護予防のためのケアプラン作成。

住之江区内に４箇所あり。

つどいの広場

子育ての負担をやわらげ、安心して子育て・子育ちができるよう、

概ね３歳未満の乳幼児とその保護者に、気軽に交流ができる場を提

供し、育児相談や情報提供などを行っている。

特定空家

放置すれば倒壊等著しく保安上危険、著しく衛生上有害、著しく景

観を損なう、その他周辺の生活環境上不適正な状態にある家屋のこ

と。大阪市からの調査や是正指導の対象となる。

認知症サポーター

認知症に関する正しい知識と理解をもち、認知症の人やその家族を

支援、手助けする人のこと。

 特別な職業や資格ではなく、自分の日常生活の中で認知症への理

解と支援の心をもって行動することができれば、およそ90分の養

成講座を受講するだけで誰でもなることができる。

認知症施策推進会議

認知症高齢者等をめぐる状況および課題の共有や意見交換、取り組

みの方向性の検討等を行い、区全体で取り組みを推進していくため

の会議。

区役所、医師会・歯科医師会・薬剤師会、地域包括支援センター・

ブランチ、社会福祉協議会等が参加している。
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～福祉・健康部会～

用語 解説・内容

ネウボラ

フィンランド語で「アドバイスする場所」という意味で、妊娠期か

ら子育てまで切れ目のない子育て支援制度のこと。

大阪市では、保健師が家庭訪問や電話相談、乳幼児健診を行うほ

か、さまざまな子育て支援制度の入口となり、必要な支援につな

ぐ。

人と家の見守り活動支
援センター

住之江区で地域福祉のネットワークを活用した予防的な空家等対策

のために設立された中間支援組織のこと。

高齢者をはじめとした家屋の所有者や管理者が抱える課題に対応

し、協力事業者等への橋渡しを行うことで、家屋の管理や活用に関

する支援を行っている。

百歳体操

高齢者の健康を助ける運動として、65歳以上・5名以上のグループ

で週1回以上定期的・継続的に実施できる、老人福祉センターや地

域の会館等で住民主体で行われている体操。区役所の保健師が立ち

上げをサポートしている。

「いきいき百歳体操」、「かみかみ百歳体操」、「しゃきしゃき百

歳体操」がある。

ひら子や

平林地域で実施している、子どもの学習支援をメインとした地域独

自の事業。

平林福祉会館で月２回放課後に小学校等の協力も得ながら、無償で

開催。前半は宿題やひら子やで用意した教材で学習し、後半は一緒

に食事をとっている。

ふだんのくらししあわ
せプラン

住之江区で策定した地域福祉計画のこと。毎年改訂している。

区内14地域及び区全体の地域福祉に関する課題や取組みついて記

載しており、区における地域福祉の推進の基盤となっている。

ブランチ（総合相談窓
口）

高齢者やその家族からの介護、福祉、保健に関する総合相談に応じ

るため地域包括支援センターと連携した相談窓口として、おおむね

中学校区に１箇所の総合相談窓口となるよう設置されている。

住之江区内に３箇所あり。
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～福祉・健康部会～

用語 解説・内容

まる得検診

　区内の特定健診実施のうち年2回「結核健診」や「骨粗しょう症

健診」の同時開催や、さらに「体力チェック」や「血管年齢測

定」、「体験型食育ブース」などを盛り込んだ「まる得コーナー」

を併設したもの。来場される区民にとってお得な健診を実施してい

る。

要保護児童対策地域協
議会
（要対協）

虐待を受けている子どもをはじめ保護や支援が必要な子どもの早期

発見や適切な保護を図るため設置される協議会。

区役所、子ども相談センター、保育所・幼稚園・小中学校、警察

署、消防署等で構成され、支援を必要とする子どもに関する情報交

換や支援内容の協議を行う。
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～魅力・ブランド部会～

用語 解説・内容

アート・ビート
名村造船所跡地を舞台に開催する、アートをテーマにしたイベン

ト。実行委員会主催であり、区役所も委員として参画。

加賀屋
カガヤ

新田
シンデン

会所
カイショ

跡
アト

　会所
カイショ

会
エ

市内で唯一現存している加賀屋新田会所跡（大阪市指定文化財）

で開催する、お茶席体験や落語など「和」に触れるイベント。区

役所主催。

“咲洲あいのもり”プロ
ジェクト

南港ポートタウンの緑豊かで安全安心な住環境のもと“誰もが心

身ともに健康で、いきいきと心豊かに暮らせるまち”をめざし、

南港にある特色ある大学やスポーツチーム等と連携した「健康」

に関する取組みを実施。

咲洲ウェルネスタウン計
画

南港ポートタウンを、今後将来に渡って、多様な世代が集い、笑

顔あふれる魅力あるまちにしていくために、2015年4月に策定し

た計画。

咲
サク

まちPT

「咲洲まちづくりプロジェクトチーム」の略。新たな人材発掘な

どを進めながら、地域の若手メンバーが中心となってアイデアを

出し合い、「ファミフェス」や「DIYマーケット」開催、WEBサ

イト「ナンコウスタイル」運営等、主体的・自立的に活動展開し

ている。

DIYマーケット

正式名称は「NANKO DIY MARKET」。地域住民主体の「咲洲ま

ちづくりプロジェクトチーム」が主催する“南港での心豊かな暮

らし”をテーマにしたマーケット。奇数月の第1日曜日に開催して

おり、DIYを切り口とした約30店舗が参加。

名村造船所跡

かつて造船業で栄えた北加賀屋にある「(株)名村造船所大阪工

場」の跡地。国の近代化産業遺産にも認定され、現在は様々な芸

術を創造しサポートする施設として利用。

光のワンダーランド

南港のATCで開催するイルミネーション&ミュージックによるク

リスマスイベント。実行委員会主催であり、区役所も委員として

参画。

ファミフェス

「南港ファミリーフェスタ」の略。南港ポートタウンの魅力発信

を目的としたイベントで、今年第5回目を開催予定。地域住民主

体の「咲洲まちづくりプロジェクトチーム」と区役所による共

催。
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～安全・安心部会～

用語 解説・内容

青色防犯パトロール活動

　警察から自主防犯パトロールを行うことができる旨の証明を受

けた青色回転灯を装備した自動車による自主防犯パトロール活

動。

　青色防犯パトロール活動は、地域の子どもの見守り活動やその

他様々な防犯パトロールなどに効果的に運用されている。

安まちメール

大阪府警が、ひったくりや、路上強盗、子どもに対する声かけ等

事案、通り魔などの「犯罪発生情報」とそれの被害を防止するた

めの「防犯対策情報」を、警察署からリアルタイムに知らせる情

報提供サービス。

こども１１０番の家

登下校時その他、こどもたちが外出先でトラブルに巻き込まれそ

うになったとき、すぐに助けを求められるよう設けられている地

域の協力家庭（商店・事務所等も含む）のこと。

自助、共助、公助

災害による被害を少なくする社会を実現するための考え方のこ

と。

自助とは、災害時には自分の命は何はともあれ自分で守るという

考え。

共助とは、町内会や学校区くらいの顔の見える範囲内における地

域コミュニティで災害発生時に力をあわせるという考え。

公助とは、公的機関が個人や地域では解決できない問題を解決す

るという考え。

住之江区地域防災計画

住之江区の地域特性をふまえ、①防災体制の充実　②自助、共助

の取組みの促進　③避難体制の充実の3項目を中心に、住之江区

域の災害予防、災害応急対策に関する事項を定め、区民等及び事

業者の生命、身体、財産を保護することを目的として策定された

計画。

住之江区地域防災リー
ダー

地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、地域住民が連

帯共同することにより被害を未然に防止し、もしくは軽減し、予

防するため、『大阪市地域防災計画』に定められている、自主防

災組織が行う情報伝達、避難誘導、消火、救出、救護、炊き出

し、避難所開設運営等の防災活動の中核となる組織・その組織員

のこと。
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～安全・安心部会～

用語 解説・内容

住之江区防災マップ

自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想

定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表

示した地図。

記載凡例:広域避難場所、一時避難場所、津波避難ビル、災害時

避難所等

地区防災計画
（わがまち防災プラン）

過去の大規模災害では、開設初期の避難所で大きな混乱が生じた

ケースが見受けられ、こうしたことを教訓に、地域の方々等の意

見や参加をいただきながら、『自助・共助』に重点を置き、地域

特性に応じ、地域ごとに定めた防災計画。

避難所

災害により住宅に留まる事ができない区民等が、一時的に避難生

活を行う場所であり、災害時避難所等がある。

・災害時避難所

災害などにより住宅などを滅失したため、継続して救助を要する

区民などに対し、宿泊、給食などの生活機能を提供する場。

避難場所

地震火災や津波等の災害から身を守るために緊急に避難する場所

であり、広域避難場所、一時避難場所、津波避難施設がある。

１）広域避難場所

同時多発火災が発生し、人命に著しい被害を及ぼすと予測される

場合の避難に適する大きな公園など。

２）一時避難場所

一時的に避難できる広場、公園や学校の校庭など。

３）津波避難施設

津波などの水害から一時的または緊急に避難・退避する施設。

防災パートナー登録制度

地域防災力の向上と、災害に強いまちづくりの推進を目的とし、

地震災害・風水害・大規模火災・事故災害等発生時において、

「共助」の理念に基づき、地域貢献を行う意思を有する企業・事

業所・NPO・ボランティア団体等にあらかじめ登録していただく

ことにより、災害時に地域住民及び行政機関と連携して、可能な

限り災害対策に必要な協力を行っていただくもの。

防犯出前講座

安全で安心なまちづくりの一環として、高齢者向けに特殊詐欺や

ひったくり防止、こども向けに、連れ去り被害にあわないための

説明や基本的な交通ルールなど、区職員が地域・学校などに出向

き、実施している講座。
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～その他～

用語 解説・内容

SDGｓ(エスディージー
ズ)

　持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）

は、国連サミットで採択された国際目標。

　持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲッ

トから構成され、「誰一人取り残さない」社会の実現をめざし、

経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むもの。

SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」という理念と「大阪市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる方向性が一致している

ことから、本市におけるSDGsの推進にあたっては、総合戦略と

一体的に推進している。

•子育て・教育環境の充実•真に支援が必要な方への支援

•防災力の強化      など

マップナビおおさか

大阪市の地図情報サイト。

インターネットを利用した地図情報サービスで、地図上の位置情

報及びその位置情報に様々な行政情報を関連付けて配信。

防災情報マップ、施設情報マップなど。住之江区独自の子育て

マップもあり。
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