
 
番 

号 
【３】１ 

項

目 

大阪市では公設・公営の隣保館は「大阪市人権・啓発相談センター」が唯一の隣保館と位

置付けてられているが、住吉地域の「すみよし隣保館 寿」や西成地域の「にしなり隣保館 ゆ

～とあい」については民設・民営の隣保館として登録をおこない認知されている。「大阪府

の隣保館運営補助金」や「大阪府総合相談事業交付金」の受託対象にならないか見解を示さ

れたい。 

（回答） 
 「大阪府の隣保館運営補助金」は補助対象として、「隣保館を設置する市町（指定都市・中核

市を除く）」、「大阪府総合相談事業交付金」は対象事業として「市町村が実施する人権相談、地

域就労支援、進路選択支援、生活上のさまざまな課題等の発見又は対応に係る事業」とそれぞれ

規定されており、「大阪府の隣保館運営補助金」、「大阪府総合相談事業交付金」の対象にならな

いと考えます。 

担当 市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課  電話：06－6208－7619 

 
 



 

番 

号 
【３】２ 

項

目 

民設・民営の隣保館をはじめ、地域でおこなわれている相談活動や伴走支援などの実績を

把握されており、連携がされているのかあきらかにされたい。  

（回答） 

 本市では、地域共生社会の実現をめざし「だれもが自分らしく安心して暮らし続けられる地域

づくり」を基本理念に掲げた「大阪市地域福祉基本計画」を策定し、特に大切な視点の１つとし

て「多様な主体の協働（マルチパートナーシップ）の視点」を挙げています。 

 地域福祉の推進においては、住民、NPO、社会福祉事業者、企業等のさまざまな活動主体と行

政が連携を深め、課題解決に向けた協働の取組みを広げていくことが重要であり、民設・民営の

隣保館もそうした活動主体の中のひとつと考えています。 

 本市としましては、さまざまな主体が地域で行っている相談や伴走支援など個別の活動を直接

把握しているわけではありませんが、総合的な相談支援体制の充実事業など、地域での相談活動

を含めた様々な相談支援機関の連携により、相談者の属性・世代・内容に関わらず相談を受け止

めることができる体制の構築をめざしているところです。引き続き「相談支援機関・地域・行政

が一体となった総合的な相談支援体制」の充実に向け、取り組んでまいります。 

 

担当 福祉局 生活福祉部 地域福祉課  電話：06－6208－7970 

 

 

 

 



 

番 

号 
【３】３ 

項

目 

重層的支援体制整備事業について、これまで部落を素通りしないよう求めてきているが、

事業が地域にある隣保館等を通り越して社会福祉協議会などへ優先されてしまうことはな

いか大阪市の見解を示されたい。 

（回答） 

 「重層的支援体制整備事業」については、地域共生社会の実現に向けて、平成 29（2017）年の

社会福祉法改正により市町村の責務として定められた「包括的な支援体制の整備」を具体化する

ための方策の１つとして創設された任意事業です。 

 本市においては、これまで各分野における相談支援機関で専門性を高めるとともに、様々な地

域の社会福祉法人や NPO 等との連携協力を進めており、これにより包括的な支援体制を整備して

いくことが重要であると認識しています。 

 国が想定する重層的支援体制整備事業では、相談支援機関等をしっかり連携させることや、多

機関協働の実施等がその内容となっており、本市では、これまでの連携推進や令和元（2019）年

度から取り組んでいる「総合的な相談支援体制の充実事業」によりその主旨に合致する事業は既

に実施しておりますことから、地域へ新たな相談窓口を設ける予定はありませんが、国や他都市

の動向等も注視してまいります。 

 地域福祉の推進におきましては、「民設置・民営の隣保館」運営団体を含むあらゆる活動主体

との協働が重要であると考えておりますので、今後とも引き続き連携いただきますようお願いい

たします。 

 

担当 福祉局 生活福祉部 地域福祉課  電話：06－6208－7970 

 

 

 

 



 

番

号 
【３】４ 

項

目 

地域福祉活動を進めるうえで地域任せになっていることから地域格差が生まれている。中

間支援組織として市内の 12 地区では福祉法人や地域活動協議会と連携しながら様々な形で

進めているが、大阪市として共同住宅自治会や町会支援のための事業創設を検討されたい。 

（回答） 

 地域福祉の推進においては、住民、NPO、社会福祉事業者、企業等のさまざまな活動主体と行

政が連携を深め、課題解決に向けた協働の取り組みを広げていくことが重要であるところ、地域

におけるつながりの希薄化などにより、地域活動を主体的に支えている団体等が果たす役割はま

すます増大してきています。 

 本市においては、大阪市地域福祉基本計画により、本市の地域福祉推進にかかる基本理念や、

全ての区で最低限実施する必要がある基本的施策、国の法改正・制度改正に関する統一的解釈や

方針を定めており、その中で、地域福祉活動へ参画する多様な主体への支援の考え方についても

示しています。 

 また各区においても、区地域福祉計画（地域福祉ビジョン等）を策定し、それぞれの地域の実

情や特性に応じたきめ細かい取組みにより地域福祉の推進に努めているところです。 

 今後とも引き続き、地域福祉活動への支援にご尽力いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 なお、地域活動協議会に対しては、自律的な地域経営に対する財政的支援等を行っています。

また、その構成団体となっている自治会・町内会をはじめとする各種地域団体とは今後も引き続

き協力関係を深めていくとともに、協働パートナーとして、その主体性を尊重しつつ、各地域の

実情に即した適切できめの細かい支援を行っていきたいと考えています。 

 

 

担当 
福祉局 生活福祉部 地域福祉課  電話：06－6208－7970 

市民局 区政支援室 地域力担当  電話：06－6208－7305 

 

 



番 

号 
【３】５ 

項

目 

1 人のケースワーカーの担当が 140 件というのは非常に多いと思うが改善策はど

のように考えているのか。様々なケースがあるなか、重層的な対応が必要なケースが

どの程度あるのかあきらかにされるとともに、そのことに対応できる区役所の体制を

整備されることを検討されたい。 

（回答） 

 職員の配置につきましては、この間段階的に配置基準の見直しなどにより体制の充実を

図ってきており、稼働年齢層への自立支援に重点を置くとともに、高齢世帯に関しては最

低生活の保障や見守りを中心とした支援を行っています。 

加えて、調査業務の補助を行う職員や高齢世帯への訪問を行う職員、自立支援プログラ

ムによる必要な支援を行う職員等を配置し、保護の適正実施に努めているところです。 

なお、年間を通じて各区保健福祉センターで従事する職員へ、研修を実施しています。

生活保護法の適切な運用に関する研修の他、様々な課題を持つ個別ケースへの対応や、対

人援助技術を習得するための研修としており、それらの研修を実施することにより職員の

資質向上と、業務実施水準の向上を図っています。 

 

 

担当 福祉局 生活福祉部 保護課  電話：06－6208－8011 

 

 

 

 

 



番 

号 
【３】６ 

項

目 

 

民設置・民営の隣保館がある該当する区の地域福祉計画の改定の際、隣保館及び隣保館が

果たしている役割や機能等についても明確に位置付けられるよう区に積極的に働きかけら

れたい。 

（回答） 

 本市においては、各区の地域福祉計画（地域福祉ビジョン等）と大阪市地域福祉基本計画が一

体となって、社会福祉法が定める市町村地域福祉計画を形成しています。 

 各区地域福祉計画等は、区の実情や特性に応じた地域福祉を推進するための中心的な計画であ

ります。一方、市地域福祉基本計画は、各区役所が地域の実情に応じた福祉施策の構築や実施に

専念できるよう、本市の地域福祉推進にかかる基本理念や、全ての区で最低限実施する必要があ

る基本的施策、国の法改正・制度改正に関する統一的解釈や方針を定めた計画となっています。 

 市地域福祉基本計画では、特に大切な視点の一つとして「多様な主体の協働（マルチパートナ

ーシップ）の視点」を掲げています。さまざまな活動主体と行政が地域福祉の担い手として、課

題解決に向けた協働の取組みを広げていくことが重要としており、民設置・民営の隣保館もそう

した活動主体の中のひとつと考えています。 

 各区の地域福祉計画等は、区の実情や特性に応じた地域福祉を推進するため、地域のニーズに

応じて各区において主体的に策定されているところですが、個別の活動主体、連携機関について

そのすべてを網羅的に記載することは難しく、またマルチパートナーシップにおいては、あらゆ

る活動主体との協働が想定されますことから、特定の活動主体に限定されない表現が望ましいと

考えているところです。 

 各区に対しては、これまでも市地域福祉基本計画の考え方の説明を行うとともに、厚生労働省

の地域福祉計画に関するガイドラインや通知などについて情報提供を行ってきたところですが、

今後も、必要に応じて情報提供等を行ってまいります。 

 

担当 福祉局 生活福祉部 地域福祉課  電話：06－6208－7970 

 

 

 

 

 



番 

号 
【３】７ 

項

目 

地域のために活動している団体や法人への支援体制は盛り込まれているのかあきらかに

されたい。 

（回答） 

 本市においては、各区の地域福祉計画（地域福祉ビジョン等）と大阪市地域福祉基本計画が一

体となって、社会福祉法が定める市町村地域福祉計画を形成しているところです。 

 うち、本市の地域福祉推進にかかる基本理念や、全ての区で最低限実施する必要がある基本的

施策、国の法改正・制度改正に関する統一的解釈や方針を定めた計画である市地域福祉基本計画

においては、下記のとおり地域福祉活動へ参画する多様な主体への支援の考え方について記載し

ています。 

 

基本目標１ 気にかける・つながる・支え合う地域づくり 

 施策の方向性１－２ 地域福祉活動への多様な主体の参画と協働の推進 

「多様な主体の参画を促し、協働（マルチパートナーシップ）を推進するために、情報発信や研

修・啓発、マッチングやコーディネート、資源の橋渡しを行う事業を促進するとともに、社会

福祉法人の地域社会への貢献活動の推進を支援します。」 

 

 また、各区の地域福祉計画におきましても、それぞれの区の実情や特性に応じ、必要な記載を

しているところです。 

 今後とも引き続き、地域のための活動にご尽力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

担当 福祉局 生活福祉部 地域福祉課  電話：06－6208－7970 

 

 

 

 

 



番 

号 
【３】８ 

項

目 

区役所一本の窓口だけで地域の困りごとが拾えるのか、区内でも相談に行くことが難しい

層への働きかけについて大阪市としてどのように取り組まれているかあきらかにされたい。 

（回答） 

本市では、各区役所に相談支援窓口を設置し、生活に困りごとを抱えた方の支援を実施してい

ます。 

生活困窮者の中には自ら相談に訪れることが困難な方もおられることから、訪問支援などのア

ウトリーチを含めた対応や地域における関係機関とのネットワークの強化を図り、生活困窮者の

把握に努めています。 

担当 福祉局 生活福祉部 自立支援課  電話：06－6208－7959 

 

 

 

 

 



番 

号 
【３】９ 

項

目 

生活困窮者自立支援金の支給件数をあきらかにされるとともに、支給後の支援について大

阪市としての見解を示されたい。 

（回答） 

本市における新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給件数は、令和４（2022）

年 11 月末時点で 22,030 件（初回 13,441 件、再支給 8,589 件）です。 

 支給後の支援にあたっては、生活困窮の相談を希望される方に自立相談支援機関からの電話や

窓口による相談を案内しています。また、個々の状況に応じて、自立相談支援機関より他施策・

他機関等の相談窓口へつなぐ支援を実施しています。 

 

担当 福祉局 生活福祉部 自立支援課  電話：06－6208－7959 

 

 

 

 

 



番 

号 
【３】１０ 

項

目 

 同和対策のなかでさまざまな施設ができるなかで、現在、障がい者会館や障がい者施設な

どは地域の社会福祉法人が担っているが、建替え未利用地の問題がおこっており、事業がで

きず閉めざるおえない状態で障がいをもった方の居場所がないことについて大阪市として

どのような見解か示されたい。 

（回答） 

 障がい者会館については、障がい者等のニーズに対応する社会資源として有効活用されるよ

う、平成 24（2012）年４月から社会福祉事業用途指定による売却や貸付を行うなど民間移管を進

め、現在は各社会福祉法人が障がい福祉サービス事業等を実施しています。 

一般的には、各法人が運営する施設の老朽化等により建替え等が必要な場合、民間の賃貸借契

約物件を活用し、事業を継続していただくものと考えています。 

本市においては、今後も社会状況や利用者ニーズの動向等を見極めながら取組みを進めてまい

ります。 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課（施設グループ） 電話：06－6208－8075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



番
号 

【３】１１ 

項 

目 

地域住民の多くは高齢層であり、介護や見守りが求められている。病気などにより、

自身で病院へ通うことが難しい場合や銀行・役所などの窓口手続きが困難な場合など、

さまざまなサポートが必要な方への伴走的な支援について大阪市の見解を示された

い。 

（回答） 

 本市では、今後ますます高齢者が増加し、複合化・複雑化した課題を抱える高齢者に対

する支援・対応を行っていくことが重要であることから、次の取組みを行っています。 

まず、地域包括支援センターにおいて、関係機関と連携しながら、高齢者やその家族、

ケアマネジャーからの介護、福祉、保健に関する相談・支援などを行っています。 

さらに、地域包括支援センターと連携しながら、総合相談支援業務、権利擁護業務を行

う総合相談窓口（ブランチ）も設置し、高齢者やそのご家族にとって、より身近な相談窓

口として社会福祉士等の専門職が相談業務にあたっています。 

また、介護保険制度においては、ケアマネジャーが相談支援を行っており、利用者の心

身の状態や環境、生活状況などを把握し、アセスメントを行って、訪問介護や通所介護な

どのその方に必要な介護サービスを利用できるようケアプランを作成しています。 

なお、「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」では、各区社会福祉協議

会に「見守り相談室」を設置し、地域における見守り活動や住民同士の顔の見える関係づ

くりに向けた支援を行っています。 

これらの取組みにより、住み慣れた地域で生活するすべての高齢者が、生きがいを持っ

て安心して生活できる環境を実現できるよう地域包括ケアシステムの推進に努めてまいり

ます。 

担当 

福祉局 高齢者施策部 高齢福祉課  電話：06-6208-8026 

福祉局 高齢者施策部 介護保険課  電話：06-6208-8028 

福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課  電話：06-6208-8060 

福祉局 生活福祉部 地域福祉課  電話：06-6208-7954 

 

 

 

 

 



番 

号 
【３】１２ 

項

目 

10 月から多くの食品や生活必需品が値上げされ、家庭の負担が増している状況になって

いる。また、電気やガス料金、介護保険料も高額で様々なところで負担増の状況から、国は

非課税世帯に対し 5万円の補助金の支給を示しているが、大阪市として生活支援に関する手

立ては考えているのか見解を示されたい。 

（回答） 

本市では、コロナ禍の影響が長期化していることに加え、原油価格や電気・ガス料金を含む物

価の高騰により、さらなる影響を受けている市民生活を支援するため、本市と給水契約のあるお

客さまを対象に、令和４（2022）年８月検針分から 10月検針分までの水道料金の基本料金及び

下水道使用料の基本額の減額を行いました。 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け厳しい状況にある市内の小売店舗等を支援するため、

大阪市内の対象店舗で令和４（2022）年 11 月１日から令和５（2023）年２月 28 日まで利用可能

なプレミアム付商品券を発行し需要喚起する「大阪市プレミアム付商品券 2022 事業」を実施し

ています。 

なお、本商品券については、当初の発行予定口数の 176 万口を大きく上回る約 295 万口のお申

込みがあったことを受け、更なる需要喚起を図ることにより市内事業者を支援するとともに、物

価高騰の影響を受ける市民生活の下支えにもつながることから、当初の発行予定口数を上回って

お申込みがあった分についても、商品券の追加発行を行いました。 

（令和４（2022）年 12 月 12 日現在） 

 

生活保護に至る前の段階の第２のセーフティネットとして、相談支援窓口を各区役所に設置

し、相談者の自立までを包括的・継続的に支援しています。支援にあたっては、個々の状況に応

じて、他施策・他機関等の相談窓口へつなぐとともに、地域のネットワーク、関係機関等とも連

携し、自立に向けた支援を実施しています。 

担当 

市民局 総務部 総務担当  電話：06－6208－7311 

水道局 総務部 お客さまサービス課 営業企画担当  電話：06－6616－5473 

建設局 総務部 経理課 下水道使用料担当  電話：06－6615－7545 

経済戦略局 産業振興部 産業振興課（地域経済戦略担当） 電話：06－6615－3774 

福祉局 生活福祉部 自立支援課  電話：06－6208－7959 

 

 



 

番 

号 
【３】１３ 

項

目 

新型コロナウイルスの感染者となった場合、民間ではみなし入院への支援金に条件

が付くなど、自宅療養となった際の補償が厳しくなる状況にあることや、コロナの陽

性となった際に一時的に働くことができなくなった場合にどのような支援ができるの

か大阪市の見解を示されたい。 

（下線部について回答） 

国民健康保険にご加入の被用者が新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発

熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに、療養のため就労することができず

給与を受けられない場合に傷病手当金の支給を行っています。 

なお、当該制度は国の新型コロナウイルス感染症にかかる緊急対応策に基づく、緊急的・

特例的な措置により実施しています。 

 

担当 福祉局 生活福祉部 保険年金課（給付グループ） 電話：06－6208－7967 

 


