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１． 天王寺区地域福祉ビジョンの策定にあたって 

 

（１） 地域福祉とは 

  地域福祉とは、共に生き共に支え合い、だれもが自分らしく安心して暮らせる地域、

さらにみんなが生活を共に楽しむ地域を、地域の住民や行政をはじめ、地域に関わるすべ

ての人の力でつくりあげていく福祉です。 

 社会福祉法においては、地域住民、社会福祉関係者等が相互に協力して地域福祉の推進

に努めなければならないとされています。 

 

（２） 策定の背景 

大阪市では、平成 16 年 3 月に第 1 期の「大阪市地域福祉計画」（平成 16～20 年度）

を策定し、大阪市域全体として地域福祉の課題に対応するための理念と方向性を定められ

るとともに、より身近な地域での実情にあった地域福祉を推進するため、各区のアクショ

ンプランの策定が提起されました。また、大阪市社会福祉協議会においては、地域福祉の

具体的な行動計画である「大阪市地域福祉活動計画」が策定されました。 

この両計画のもと、天王寺区では、天王寺区社会福祉協議会（以下「区社協」といいま

す。）と合同事務局となり、区における地域福祉の行動計画として、平成 18 年 4 月に「天

王寺区地域福祉アクションプラン」（愛称「天王寺愛あいプラン」。以下「地域福祉アクショ

ンプラン」といいます。）を策定しました。 

平成 24 年 7 月には「市政改革プラン」が策定され、これまでの全市一律的な行政運営

を改め、「ニア・イズ・ベター」を追求した新しい区政運営を進めているところです。 

 福祉行政においても、この「市政改革プラン」の考え方を受け、平成 24 年 12 月に、

第 3 期の大阪市地域福祉計画に代わり、「大阪市地域福祉推進指針」を策定し、それぞれの

区の特色ある地域福祉の取り組みを推進するものとし、区の実情に応じた「地域福祉ビジ

ョン」の策定についての考え方が示されました。 

この間、地域をとりまく情勢の変化やさまざまな福祉課題に的確に対応し、各区の地域

福祉を推進する取り組みに対しさらに支援を強化し、各区に共通する課題を市域全体で取

り組んでいく必要から平成 30 年 3 月に「大阪市地域福祉基本計画」が策定されました。 

 そこで、天王寺区においても「大阪市地域福祉基本計画」の考え方のもとに「天王寺区

地域福祉ビジョン」を策定し、天王寺区における福祉コミュニティの将来像を示し、地域

福祉活動を推進していくこととしました。 

  



 

 

（３） 天王寺区地域福祉ビジョンの位置づけ 

天王寺区では、これまで地域福祉アクションプランのもと、高齢者、子育て及び障がい

者の各分野で活動が展開されてきており、第 5期地域福祉アクションプランを平成 30 年

3 月に策定し、今後、さらなる活動の充実を図っていく必要があります。 

  また、天王寺区は、地域としての区がめざすべき将来像を設定し、その実現に向けて平

成 29 年 4 月に「天王寺区将来ビジョン」を策定しました。 

「天王寺区地域福祉ビジョン」は、この「天王寺区将来ビジョン」のもと、「地域福祉ア

クションプラン」の活動などを通して実現される地域福祉の将来像を提示するものとして

策定するものです。 

なお、「天王寺区地域福祉ビジョン」の策定にあたっては、「大阪市地域福祉基本計画」

をはじめ高齢者、障がい者、子育て関連等、各分野の計画等の考え方や取り組みを考慮し、

状況に応じて対応してまいります。 

 

（４） 天王寺区地域福祉ビジョンの対象期間 

天王寺区地域福祉ビジョンの対象期間は、令和元年度（2019年度）～令和5年度（2023

年度）までの 5 年間とします。 

 

 

  



 

 

２． 天王寺区の概況 

  

天王寺区は、大阪市のほぼ中央に位置し、地勢は西高東低で南北にのびる帯状の上町丘陵

と呼ばれる大地にあります。面積は 4.84 ㎢で大阪市 24 区の中で 4 番目に狭小な区です。 

 市内でも屈指の古い歴史を持つ天王寺区は、我が国仏法最初の大伽藍で、聖徳太子の創建

（593 年）による四天王寺をはじめ 200 余りの社寺があるほか、神社仏閣の間を抜ける古

い坂道が昔の姿を今にとどめるなど、歴史的・文化的な史跡が数多く残る歴史と伝統の息づ

くまちです。 

 また、天王寺公園をはじめ緑豊かな多くの公園があり、大学から幼稚園まで 70 近い学校・

園を有し、美術館、動物園などの文化施設にも恵まれた文教のまちとして知られています。 

 区内には、ＪＲを中心として地下鉄、私鉄等の各線が集結した天王寺ターミナルがあり、

付近の百貨店、商店街、地下街等の商業活動も盛んで、大阪でも有数の繁華街を形成してい

ます。最近では、隣接する天王寺公園のエントランスエリアが整備され、広大な芝生広場と

多彩なテナントが誕生し、周辺地域をつなぐ新しい交流拠点「てんしば」が完成しました。

また、もう一つの大きなターミナルである上本町の周辺は、大阪国際交流センターや大阪日

本語教育センターが国際交流の拠点として活動しているほか、「大阪 新歌舞伎座」を核テナ

ントとした上本町ＹＵＦＵＲＡ（ユフラ）により、大阪の新しい文化・情報の発信基地とな

っています。 

 

  



 

 

３． 天王寺区の地域福祉の現状と課題 

 

（１） 現状 

（ア） 人口 

平成 22 年の国勢調査時から平成 27 年の国勢調査時までの 5年間の人口増加率に

ついては、大阪市全体では 1.0％増であったのに対し、天王寺区では 8.5％増と大阪

市全体の増加率より高い傾向が続いています。（資料 1）。 

人口増加率を 5 歳区分ごとでみると、大阪市全体では 0 歳から 14 歳の区分で減少

しているのに対して、天王寺区では増加しています。そのほか天王寺区では全体的に

増加傾向にありますが、60 歳から 64 歳の区分のみ減少傾向となっています。（資料

2、3）。 

また、3 区分別人口の比率をみると、天王寺区では、生産年齢人口である 15～64

歳の割合が大阪市全体に比べ約 3％高くなっており、0 歳から 14 歳未満の割合も１

～2％高くなっています。65 歳以上の高齢者の割合は 6～9％低くなっています。（資

料 4、5）。 

 

（イ） 高齢化率 

大阪市では、平成 22 年から 27 年の 5 年間で 2.6％増加していますが、天王寺区

では 18.6％から 19.8％と微増傾向にありますが、大阪市でも低い割合で推移してい

ます。（資料 6）。 

 また、65 歳以上の高齢者がいる世帯のうち、独居高齢者世帯の割合をみると天王

寺区では平成 27 年で 40.0％と大阪市全体に比べると低い割合となっています。（資

料 7）。 

 

（ウ） 要介護認定者数の推移 

平成 25 年度から 29 年度までの 5 年間において、大阪市では、要支援 1～要介

護 2 までの中・中軽度の方が大きく増加しており、それ以外の区分の方も増加の傾

向にあります。一方、天王寺区では、全体的に増加傾向にありますが、特に要介護 3

にその傾向が見られます。要介護 1のみ減少傾向となっています。（資料 8、9）。 

 

（エ） 認知症者数 

    大阪市では、平成 27 年度から平成 30 年度で増加傾向にありますが、天王寺区で

は、770～800 人の間で推移しています。 



 

 

    なお、認知症者数については、介護保険の要介護認定における認定調査結果をもと

に推計したもので、医学的に認知症と診断されたものではありません。（資料 10） 

 

（オ） 高齢者の施設・居住系サービスの状況 

高齢者が安心して暮らしていけるよう、さまざまな施設・居住系サービスがありま

す。 

種類としては特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）、介護老人保健施設、介護療

養型医療施設、認知症対応型共同生活介護（認知症グループホーム）、特定施設入所者

生活介護（有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅など）があります。 

介護保険被保険者千人当たりの各施設等の設置状況について、特別養護老人ホーム

は、市全体の平均 17.2 人であるところ、天王寺区では 8.2 人となっており、24 区

中一番少ない状況ですが、特定施設入居者生活介護では、市全体の平均 11.4 人であ

るところ、天王寺区では、20.6 人と一番多くなっています。（資料 11） 

 

（カ） 身体障がい者手帳等の所持者数 

大阪市、天王寺区ともに身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳

所持者数は、いずれも増加しており、特に精神障がい者保健福祉手帳の所持者数の増

加が大きくなっています。（資料 12、13）。 

 

（キ） 保育施設等（幼稚園を除く） 

保育施設等の数は、平成 26 年の 14 か所から平成 30 年は 23 か所と大きく増加

しており、同様に利用児童数も大きく増加しています（資料 14、15）。 

 

（ク） 待機児童数 

天王寺区の待機児童数は、これまでの待機児童対策の取り組みにより平成 30 年で

０人となりましたが、利用保留児童数は平成 30年においても依然として 139 人と

なっています。（資料 16、17）。 

 

（ケ） 虐待件数 

児童虐待の相談件数については、大阪市、天王寺区ともに増加傾向にあります。 

高齢者虐待の件数は、大阪市、天王寺区ともに減少傾向にあります。 

また、障がい者虐待の件数は、大阪市では 40～70 件の間で推移しており、天王寺

区では平成 27 年度を除き 0～1 件と少ない状況となっています。（資料 18～22）。 

 

  



 

 

（コ） ひとり親家庭相談件数 

    ひとり親家庭の方の相談内容については、大阪市では、経済的支援・生活援護の相

談が 5,202 件と一番多く、割合としては 65％となっています。続いて生活一般で

2,101 件、児童の 741件となっています。 

    天王寺区では、児童に関する相談が一番多く 94 件、割合としては 46％となってい

ます。（資料 23） 

 

（サ） 保護率 

生活保護を受けている割合は大阪市、天王寺区ともに徐々にではありますが減少し

てきています（資料 24）。 

 

（シ） 生活困窮者自立支援事業 

大阪市では、生活困窮者自立支援法（平成 27年 4 月施行）に基づき、生活にお困

りごとを抱えた方の自立支援策の強化を図ることを目的として、相談支援窓口を各区

に設置し、対象となる方の自立までを包括的・継続的に支援しています。 

 天王寺区における相談件数は、事業開始年度から大きく変わらない状況にあります。 

平成 29 年度は 173 件の相談があり、相談内容としては「収入・生活費のこと」

が多く 59 件となっています。（資料 25）。 

 

  



 

 

（２） 課題 

天王寺区では、近年、マンションの建設が急激に進み、人口の増加率が大きくなっ

ています。特に若年層の人口が増加しており、既存の住民とのコミュニティが欠ける

場面がみられます。その中にあって、高齢者、障がい者及び子育て世代への福祉課題、

高齢者、障がい者及び児童等に対する虐待、経済的困窮者への支援などの地域福祉課

題はますます多様化、複雑化しています。 

高齢者については、天王寺区では高齢化率が 24区の中でも 20 番目と低い状況で

すが、独居高齢者の割合は、高齢者がいる一般世帯の約 4 割となっており、今後、見

守りをはじめとする支援が必要となってきています。 

高齢になっても住み慣れた地域で住み続けるためには、高齢者が認知症になっても

徘徊や消費者被害から守ることができる支援体制の充実が必要です。 

障がい者については、障がいがあっても地域で自立した生活を続けることができる

ようなしくみづくりが重要となってきています。また、障害者差別解消法が制定され、

なお、一層、障がい者の理解を深めていく必要があります。 

保育を必要とする年齢層の人口が増加しており、多様化する保育ニーズ等への対応

が求められています。 

高齢者・障がい者・児童等への虐待は深刻な問題であり、その対応と防止への取り

組みは重要な課題です。 

要援護者支援については、重要な課題であり、大阪市全体として強化を図っていま

すが、南海地震・東南海地震などの災害発生時における要援護者への支援を含め、今

後、地域をあげた取り組みをさらに進めていく必要があります。また、要援護者への

支援には様々な支援者が関わっている場合がありますが、それらの方々の連携が必ず

しも充分ではありません。 

平成 27 年度から生活困窮者自立支援事業が市内全域で実施され、生活困窮者への

支援の強化が図られていますが、この取り組みのさらなる強化が必要です。 

福祉課題が一層複雑化・多様化・深刻化するなか、複合的な課題を抱えた人に対す

る支援を行える相談支援体制が求められています。 

現在、天王寺区運営方針や地域福祉アクションプランによる取り組みとともに、各

地域においてさまざまな活動が行われていますが、区外から転入されてきた方や若年

層の方々の参加が少ない状況にあります。地域福祉活動の担い手が固定化してきてお

り、今後の地域福祉活動の活性化に向けては、多くの方の参加・参画が重要な課題と

なっています。 

これらの諸課題について、区民、地域団体、地元企業など地域に関わるすべての方々

とともに解決していく必要があります。 

  



 

 

４． 基本理念 

 

～だれもが安心して自分らしく地域でいきいきと暮らせるまちづくり～ 

地域福祉ビジョンは、すべての人が尊重され、共に生き共に支え合い、だれもが自分ら

しく安心して暮らせる福祉、さらにみんなが生活を共に楽しむ地域を、住民や行政をは

じめ、地域に関わるすべての人が協働して進めるものです。 

 

 

５． 基本理念の考え方 

 

（１） 人権尊重 

 すべての人は、人間としての尊厳をもつ、かけがえのない存在です。そして年齢や性別、

国籍、社会的な立場などの違いにかかわらず、人権という基本的な権利を生まれながらにし

てもっています。 

 特定の人を排除する社会はもろい社会であるという考え方のもとに、一人ひとりの人権が

尊重され、すべての人が共に生き、共に暮らすことができる地域をめざします。 

 

（２） 住民主体 

 地域福祉でもっとも大切なことは、住民の主体的な地域づくりへの参加です。 

 地域福祉を推進していくには、一人ひとりが地域住民として主体性をもつとともに、地域

のさまざまな問題を地域で解決していくため、住民組織と行政が協働していく必要がありま

す。 

地域福祉は住民が主体的に生活しやすい地域づくりに関わることができる地域をめざしま

す。 

  



 

 

（３） ソーシャルインクルージョン（社会的援護を要する人々への支援） 

 地域には、社会的援護を必要としているにもかかわらず、社会のさまざまな領域において

排除され、孤立している人々がいます。 

そのような人々には、地域の一員として生活することが可能となるような積極的な支援が

必要です。 

社会的援護を必要としている人々を排除することなく、そのような人々が直面している課

題や問題を、地域の課題として浮かび上がらせ、解決に向かって共に支え合うことができる

地域をめざします。 

 

（４） 福祉コミュニティの形成 

 マンション等の集合住宅の増加といった地域コミュニティを取り巻く社会環境が変化し、

また、ＩＣＴの進展に伴い個人の生活様式や価値観も多様化してきており、人と人とのコミ

ュニケーションやつながりの希薄化もうかがえ、住民が主体的に相互に助け合うという地域

の力が弱まってきました。 

 主体性のもった住民が自立と連帯を支えるようなしくみと地域生活を支援する専門的な保

健福祉サービスなどが連携して機能できる福祉コミュニティの形成をめざします。 

 

（５） 多様な主体の協働 

住民をはじめ、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地域福祉

の担い手として、お互いを認め合い、連携を深め、それぞれが有する強みを発揮することで、

課題解決に向けた協働の取り組みを広げていきます。 

 

  



 

 

６． 取り組みの方向性 

○見守り活動による地域のつながりづくり  

 ひとり暮らし高齢者や支援が必要な方が、地域において安心して暮らすためには、日頃か

らきめ細かい見守りを行い、支援が必要な状況が生じた場合には早期に発見し適切な支援に

つなげることが必要です。 

このため、お互いの顔の見える地域の中でのつながりが、支援の必要な方の発見や災害時

の助け合いに大きな力となります。 

 天王寺区では、地域住民などを中心としたボランティアが、75歳以上で介護保険のサービ

スを受けていない独居高齢者、高齢者のみの世帯を定期的に家庭に訪問し、医療介護等への

課題への早期発見・早期対応を図る取り組みを実施するとともに、要援護者に対して地域に

おける平時の見守りと災害時の避難支援への備えの強化する取り組みを実施しています。 

 また、食事サービスやふれあい喫茶など地域で実施されている活動との連携を強化し、見

守りが必要な独居高齢者等の生活や体調の異変を早期に察知して適切に対応していきます。 

民生委員・児童委員、主任児童委員、地域のボランティアなどとともに地域の多様な住民

の参画と協働により、見守り活動が地域全体で支え合う活動に発展するよう取り組みます。 

（代表的な取り組み） 

 ・独居高齢者等見守りサポーター事業 

・地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業 

 ・高齢者食事サービス 

 ・ふれあい喫茶 

 

○多職種のつながりづくり  

 団塊の世代がすべて 75 歳以上の後期高齢者となる 2025 年には、介護や支援を必要とす

る高齢者の増加が見込まれることから、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で暮ら

し続けられるよう、高齢者の在宅生活を支える住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的

に提供される地域づくり「地域包括ケアシステム」の構築を進めていきます。 

 また、高齢者の多様な住まい方に対応するため、施設・居住系のサービスにつなげられる

よう、高齢者の各種施設等の整備については、各関係機関と連携して情報を共有していきま

す。 

さらに、認知症高齢者の増加等、今後ますます複合化、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となることから、天王寺区では、認知症初期集中

支援推進事業「天王寺区ゆうあいオレンジチーム」（認知症専門チーム）、地域包括支援セン



 

 

ターのほかに、在宅医療・介護連携支援コーディネーターを配置し、医療・介護をはじめと

する多職種の支援者が顔の見えるつながりをつくり、情報や課題を共有し、連携を進めてい

きます。 

（代表的な取り組み） 

 ・地域包括ケアシステムの構築 

 ・在宅医療・介護連携支援コーディネーターの配置 

 

○多様な主体のつながりづくり  

 高齢化の進展に伴い、ひとり暮らし高齢者世帯等が増加する中で、住み慣れた地域で暮ら

し続けられるよう、日常的な生活支援を必要とする方も増加しており、行政サービスのみな

らず、地域住民をはじめ、ＮＰＯ、社会福祉事業者、企業等のさまざまな活動主体等の多様

な事業主体による支援体制が必要となってきます。 

 このため、天王寺区では、地域資源の把握、ネットワーク化や地域資源・サービスの開発

等のコーディネート機能を担う「生活支援コーディネーター」を区社協に配置し、多様な事

業主体と情報共有と連携強化を進めながら、生活支援・介護サービスの充実を進めていきま

す。 

（代表的な取り組み） 

 ・生活支援コーディネーターの配置 

 

○だれもが自分らしくいきいきと暮らせるまちづくり  

 障がい者や認知症高齢者などが、基本的人権が尊重され、地域の中にありのまま、あたり

まえに暮らすことができるよう、福祉教育やヘルプマークや認知症サポーターの普及啓発等

を進めることにより、その特性が正しく理解され、適切な配慮や支援を受けられるまちづく

りを進めていきます。 

また、天王寺区では、地域において、こども・子育て世帯、高齢者、障がい者など多様な方

が気軽に集い、参加・交流ができるふれあい喫茶やボッチャ大会の開催、各種イベントなど

の活動が広がるよう、地域住民、区役所、区社協や各種団体等と連携して取り組みを進めて

いきます。 

（代表的な取り組み） 

 ・ボッチャ大会 

 ・認知症サポーター養成講座、認知症カフェ 

 ・ヘルプマークの普及 

 ・ふれあい喫茶 



 

 

○介護予防に取り組むまちづくり  

 高齢になっても可能な限り要介護状態になることを予防し、また、要介護状態になっても

その状態をできる限り軽減、または悪化を防止することにより、住み慣れた地域でいきいき

と暮らせるように、地域、関係団体やボランティア等と連携し、高齢者の社会参加や健康づ

くりに取り組みます。 

 このため、天王寺区では、健康保持増進のため、健康に関するイベントの開催をはじめ、

健康体操の普及や検（健）診への受診の呼びかけを行っています。 

とりわけ、高齢者の住民主体の通いの場の充実として、介護予防につながる百歳体操の普

及、支援を進めています。 

（代表的な取り組み） 

 ・百歳体操、ももてん体操などの健康体操 

 ・各種検診、健康展などのイベント 

 

 

 

 



 

 

○地域福祉活動、福祉人材の担い手づくり  

 高齢者、障がい者、子育て世代など、だれもが地域で自分らしく安心して暮らしていくた

めには、福祉人材の育成が重要となっています。 

 しかしながら、地域福祉活動の現状は、その担い手不足やその固定化・高齢化が深刻な課

題となっています。 

 そのため、あらゆる世代が地域福祉に関心を持ち、活動に新たな担い手となるようなしか

けづくりを進めていきます。 

天王寺区では、青少年を対象に地域での多世代間の交流や地域でのさまざまな行事や活動

を通して、将来の地域における人材の育成をはかる「ジュニアクラブ活動」を進めています。 

また、地域の行事や取り組みなど地域活動の情報を発信することで、身近な地域でのつな

がりの大切さを伝えるとともに関心を持っていただき、地域福祉活動に参加するきっかけづ

くりを進めていきます 

さらに、地域や学校と連携して福祉教育を行うことにより、さまざまな福祉課題に気づき、

共に解決していく福祉の気持ちを育てていきます。 

高齢者の生きがいづくりにもつながる介護予防ポイント制度の啓発・促進、区社協のボラ

ンティア・市民活動センターが行うボランティア活動に関する情報発信や生活支援コーディ

ネーターによるボランティア等の生活支援の担い手の養成も進めていきます。 

また、個人の趣味や特技を活かして、地域の福祉活動につなげるなど、人的資源を活かせ

るよう、ボランティア・市民活動センターと連携していきます。 

 （代表的な取り組み） 

・ジュニアクラブ活動 

・生活支援コーディネーターの配置 

 

○子育て支援体制の充実・情報発信  

 核家族化や地域のつながりが希薄化する中、子育てのノウハウを経験者から次代の親へと

伝えることが困難になり、子育てに何らかの不安や負担感を抱く保護者が増えています。 

 すべての子育て家庭が、安心と喜びを実感しながら、こどもを生み、育てられるように、

子育て家庭のさまざまなニーズにきめ細かく対応する支援の仕組みを、より身近な地域で充

実していく必要があります。  

 天王寺区の子育て支援室では、虐待担当者・保育士・家庭児童相談員・保育コンシェルジ

ュのチームが、保健師や栄養士と連携して、子育てにかかるさまざまな相談への対応や専門

機関や子育て資源に関する情報提供を随時行っています。 

スマートフォン等の情報端末に対応した子育て情報アプリ「ぎゅっと！」の配信や子育て

支援機関が保護者に直接説明する場を提供する「子育て情報博覧会」の実施など子育てにか



 

 

かる情報発信も行っています。 

 身近な地域で子育てができる環境を整えるため、保育所待機児童の解消をめざすとともに、

児童が病気の時でも保育ができる環境を進めていきます。 

 民生委員・主任児童委員などが中心となって地域住民と協力しながら、地域の子育て中の

親子が気軽に集まる場を提供し、親子同士の交流や仲間づくりの支援、子育ての相談や情報

提供を行う「子育て支援サークル」等や「子育て愛あいフェスティバル」などのイベントに

連携して取り組んでいきます。 

 また、家庭の事情などにより、放課後ひとりで過ごすこどもが安心して過ごすために、家

庭外でこどもが宿題などを見てもらったり、親以外の大人と話しながら過ごせる「居場所づ

くり」に取り組んでいきます。 

（代表的な取り組み） 

 ・子育て支援室 

 ・子育て情報アプリ「ぎゅっと！」、子育て情報博覧会 

・子育て支援サークル、子育て愛あいフェスティバル 

・こどもの居場所等での学び・生活サポート 

 

                         【てんのうじく子育て応援マップ】 

【子育てスタート応援事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市初！【スマートフォン向け子育て情報アプリ】 

 

 

 

 

 

 

○総合的な相談支援体制づくり  



 

 

 これまで、高齢者、障がい者、児童といった各福祉分野や生活困窮者に対するそれぞれの

施策や相談支援を行ってきましたが、この間、少子高齢化、単身世帯の増加、地縁・血縁の希

薄化などが進み、福祉課題が一層複雑化・多様化・深刻化するなか、複合的な課題を抱えた

人に対する支援を行うには、施策分野を横断的かつ包括的に相談・支援を行う、相談支援体

制の充実が求められています。 

 天王寺区では、さまざまな施策分野の相談支援機関や地域の関係者が連携し、支えるため

のしくみづくりに取り組んでいます。 

 また、区社協に設置されている「見守り相談室」のＣＳＷ（コミュニティソーシャルワー

カー）や地域包括支援センター、障がい者基幹相談支援センター、地域住民等と連携し、自

ら相談できない人を発見するとともに、各種相談機関と連携し、適切な支援ができるよう、

地域包括ケアシステムの構築を進めていきます。 

（代表的な取り組み） 

 ・総合相談支援体制の充実 

 ・見守り相談室 

 ・地域包括ケアシステムの構築 

 

 

  



 

 

７．天王寺区地域福祉ビジョンの実現に向けて 

  

第 4 章の天王寺区地域福祉ビジョンの理念にある「だれもが安心して自分らしく地域でい

きいきと暮らせるまちづくり」の実現に向けては、区民の方の支援に携わるさまざまな機関

が連携して、地域福祉活動の取り組みにあたることが重要となってきます。 

天王寺区では、区社協と協働して区レベルで共通した地域福祉活動の取り組みを進めると

ともに、各地域の住民や関係団体、ボランティア等と連携を図りながら各地域の取り組みを

支援していくことも重要です。 

このため、区レベルでの取り組みを進めるにあたっては、高齢者、障がい者、子育ての各

分野にわたって、各種団体等からなる協議会などで検討を行っていきます。 

天王寺区としては、これらの協議会などからのご意見などを踏まえ、必要に応じて区政会

議でご意見をいただき、「だれもが安心して自分らしく地域でいきいきと暮らせるまちづくり」

の実現をめざした施策への反映に努めます。 

 

 

※あくまでイメージ図であり、すべての社会資源を反映したものではありません。 


