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令和２年２月４日（火） 

福祉・健康部会 

令和２年度住之江区運営方針(案)について 



令和２年度区運営方針（案）における事業
【福祉・ 健康部会 ①】

令和元年度区運営方針の進捗と課題

項 目 進捗状況・課題等

１-１

地域ぐるみで子育
てする環境整備

【１-１-３】気軽に子育ての相談ができる居場所づくり

・妊婦の時から相談窓口を活用してもらえるよう、「大
阪市版ネウボラ」の取組みとして、母子健康手帳交付
時の担当保健師の周知や面談の実施などを継続し、
繋がりの強化を一層充実する。

・広報紙の特集やリーフレットを活用し、子育て層が
すぐにアクセスできる相談先を網羅し周知していく。

・乳幼児健診の受診率や４・５歳児の保育率は高いが、
その他の年齢層については、アプローチする機会が
少なく、状況把握や対応が難しい。

・こどもサポートネット事業をモデル実施するなど、支
援の必要な児童への対応を行っているが、児童や保
護者は複合的な課題を抱えており、重層的な支援が
必要である。

・大阪市全体で重大虐待ゼロに向けた取組みを進め
ている。他都市事案では、自治体間で情報共有が不
十分であることが問題となっている。

【１-１-１】待機児童解消の取組
・31年4月1日時点での待機児童は0人であった。

・大規模マンション開発に伴う保育需要の増大
の可能性への対応として、保育所整備の働き
かけなど担当局と連携して取り組んでいる。

【１-１-２】子育て情報の発信

・子育て層の生活スタイルに合わせられるよう
31年度当初からデジタルマップによる子育て

マップの運用を行っているが、先行実施区に
比べ閲覧数が伸びていないため、閲覧・利用
数を伸ばせるよう普及を進めていく。

令和２年度事業

これまでの区政会議で
いただいた主なご意見

学校選択制で校区外の学校へ通学し
ている児童・生徒などにも見守り・支援
の目がより届くよう、関係者間の連携の
仕組みを検討してほしい。

―

―

いただいた主なご意見

事業名 事業概要
予算（案）
万円

１-１-１（P.2）

２歳児子育てケアプラン作成
事業

出産予定の保護者に子育てファ
イルと支援計画を提供するととも
に、２歳児のいる世帯を対象に
アンケートを実施し、訪問を希望
する家庭や回答のない家庭を訪
問、支援につなげる。

1,032

１-１-１（P.2）

要保護児童対策地域協議会
の運営等

ケース会議の活用など、関係機
関との情報共有・調整を行い、
保護・支援が必要な児童等を支
援。 ―

１-１-１（P.2）

ドメスティックバイオレンス
（DV）対策事業

DV被害者の保護や自立支援を
行う。

１-１-４（P.4）
家庭児童相談員配置事業

家庭児童相談員による子育て相
談を実施する。

（1,049）

１-１-４（P.4）
大阪市版ネウボラ

母子健康手帳交付時の担当保
健師の周知や面談を実施する。

‐

１-２-２（P.6）
こどもサポートネット事業

学校で発見した支援の必要なこ
どもや世帯を、区役所等の適切
な支援につなぐ（２年度から全市
で実施）

（1,599）

１-１-２（P.3）
待機児童解消の取組

関係局や待機児童解消特別
チームと連携し、大規模マンショ
ン開発時の保育所整備の働き
かけ等を進める。

区ホームページやツイッターで
保育所の空き情報を発信する。

―

１-１-３（P.4）

すみのえ子ども子育て支援事
業

情報紙や子育てマップ（デジタル
マップ）、ホームページ、SNSによ
り、子育て支援情報を発信。

26

１-１-３（P.4）
すみのえ こそだて博覧会

保育所（園）、幼稚園、認定こど
も園等の情報提供、乳幼児向け
芸術公演や発育相談、保護者
の健康セルフチェック等、子育て
世代を支援する情報等を集めた
「博覧会」を開催する。

306
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令和２年度区運営方針（案）における事業
【福祉・ 健康部会 ②】

令和元年度区運営方針の進捗と課題

項 目 進捗状況・課題等

２-１

支援を必要とする
人々を支える体制
づくり

２-１-１【身近な地域のひとびとによる見守り活動】

・地域福祉視点の防災に関する取組みの参加
者は固定化される傾向がある。

・大学等と連携したセミナーの開催や、留学生
等の活動への参加を通じて、多文化共生等新
たな視点を得る機会を持ち、身近な活動への
参加啓発のため、区広報紙に記事を掲載した。

２-１-２【医療と介護とのネットワークの構築】

・協議会（会議）を運営し取り組んでいる。「区
民啓発」と「多職種連携、研修」の取り組みを
進めている。

２-１-３【次世代の担い手の育成】

・児童等に関する課題も含め、福祉従事者や
地域福祉活動の担い手の課題意識を共有す
る必要がある。児童・生徒等も含めた次世代
層の担い手育成が十分ではない。

・あったかネットコーディネーター・リーダー研
修等、福祉従事者や地域福祉活動の担い手
の課題意識を共有する機会を３月に実施予定。
中学生等を対象とした見守りについて考える
取組みの実施地域を拡大。

２-１-４【地域と人によりそった家の見守り】

・人と家の見守り活動支援センター新規相談
件数は昨年度並みに留まっている。福祉関係
者や所有者への周知を強化する必要がある。

・大学等と連携し、福祉関係者も含めた空家対
策の関係者や研究者等が参加する事例検討
形式のセミナーを開催。
・区広報紙に空家対策の特集記事を掲載。

・さきしま地域包括支援センターと連携し、終活
講座の一環として家や資産の管理についての
啓発講座を２月に実施予定。

令和２年度事業
これまでの区政会議で
いただいた主なご意見

－

－

－

－

いただいた主なご意見

事業名 事業概要
予算（案）
万円

２-１-１（P.8）

ふだんのくらししあわせプラン
推進支援事業

・日本語を母語としない人の視
点も入れた地域福祉の推進をは
かる。

・ふだんのくらししあわせプラン
に基づく地域福祉に関する取組
への理解や参画のきっかけにな
るよう、各事業主体と連携し、イ
ベント等の開催や情報発信を行
う。

89

２-１-２（P.9）
在宅医療・介護連携推進事業

・「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、連携体制
の構築を推進。

・支援課題をテーマに多職種研
修会、区民啓発講演会を開催し、
専門職の連携や区民の理解を
深める。

－

２-１-３（P.10）
見守りあったかネット事業

・地域における要援護者の見守
り活動を推進し、高齢者、障が
い者、児童の虐待防止の体制を
つくる。

・見守り等に関する相談対応等
窓口としてあったかネットコー
ディネーターを各地域に配置、
福祉の専門職を中心とした、
あったかネットリーダーと連携。

・各地域や学校、企業に対し
あったかネットサポーター養成
講座を実施。

1,217

２-１-４（P.11）

地域による人と家の見守り活
動支援事業

・人と家の見守り活動支援セン
ターを中心に、家屋所有者の課
題を整理、協力事業者につなぐ。

・福祉関連団体等との連携を進
め、空家になる家屋の情報等を
事前に把握したり高齢の所有者
にアプローチする。
・平成30年度からの実績を踏ま

え、マニュアル及び帳票等の整
備を行う。

453
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令和２年度区運営方針（案）における事業
【福祉・ 健康部会 ③】

令和元年度区運営方針の進捗と課題

項 目 進捗状況・課題等

２-２

地域で取り組む健
康づくり

２-２-１【運動の習慣化による健康づくり】

・自身の健康に対する「無関心層」に働きかけ
るには周知勧奨が必要である。

・特定健診などと同時に開催している「まる得
健診」を２回実施した。

・「出前 ミニまる得健診（仮称）」の実施に向け
取組みを進めた。

２-２

地域で取り組む健
康づくり

２-２-２【健康に過ごすための食生活】
・連続講座への参加者の増加を目指し啓発に
取り組んだ。

２-２-３【地域で活動する団体、NPO、企業との
連携による健康づくり】
・企業や団体の協力を得てまる得健診（２回）
を実施し、３２３人の参加があった。
・新規参加者を含めさらなる増加を目指し、啓
発活動の充実を目指して取り組んだ。
・百歳体操について、さらなる増加を目指して、
区広報紙への掲載など啓発活動に取り組んだ。

２-３

暮らしを支える
セーフティーネット

【２－３－１】就労による自立支援

・元年１２月末で５名の就労、引続き就労コー
ディネートを実施している。

・介護施設以外に、保育施設での配膳等の他
福祉関連施設における就労先事業所の開拓
を進めている。

令和２年度事業

これまでの区政会議で
いただいた主なご意見

・地域で実施している健康体操への参
加者は多く、増加している。

・ウォーキングで区内の魅力あるスポッ
トを周るようなコースを紹介し啓発。他
の部会との連携も必要ではないか。

－

－

介護人材就労コーディネート事業は、
就労先を介護事業所以外の企業に広
げないのか。

・総合就職サポート事業とのより有効な
連携のあり方について検討が必要。

いただいた主なご意見

事業名 事業概要
予算（案）
万円

２-２-１（P.12）
健康づくり啓発事業

運動の習慣化による健康づく
り

・ウォーキングマップの広報周知
等、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行
動変化につながるよう指導・啓
発する。

・まる得健診の新規参加者増加
をめざし、「出前ミニまる得健診」
などを開催。

38
２-２-２（P.13）
健康づくり啓発事業
健康に過ごすための食生活

・子どもから高齢者までを対象と
した食育を通じて、食生活による
健康づくりを推進。

２-２-３（P.13）
健康づくり啓発事業

・健康をテーマとした企業・NPO・
学校・地域交流会開催を検討。

・特定健診の際に、体力測定や
運動機能に関するチェックとアド
バイスや情報提供を実施する。

２-３-１（P.14）

介護人材就労コーディネート
事業

・介護事業所等に対し、専門的
知識を有する受託者が総合就
職サポート事業受託事業者と連
携を進めることで求人求職の
マッチング。

196

資料１


