
令和２年度第１回中央区地域支えあいづくり協議体次第 

 

  日 時 令和２年８月６日（木）午前 10 時 

 会 場 中央区社会福祉協議会３階会議室 

 

１ 開  会 

 

 

２ 会長挨拶 

 

 

３ 新任委員紹介 

 

 

４ 議  題 

（１）高齢者施策推進室より報告 

 

 

（２）生活支援コーディネーターによる取組みについて 

 

 

（３）「支え合いのまちづくり協議体（第二層協議体）」実施報告 

 

 

（４）各委員からの意見・報告 

 

 

５ 今後の協議体実施予定 

 

 

６ 閉  会 



「中央粋なまちトレーニング」は、転倒予防や認知機能の向上
などに効果のある中央区オリジナルの介護予防プログラムです。

略称

「 」

【放映時間】

〇東京ベイネットワーク（株） １１１チャンネル

午前１０時～、正午～、午後８時～

〇東京ケーブルネットワーク（株） １１１チャンネル

午前９時３０分～、正午～、午後７時３０分～

〇（株）J：COM東京 １１１チャンネル

午後０時１５分～、午後８時１５分～

※「粋トレ」の詳細は裏面をご覧ください

【放送期間】

（１）５月１０日（日） ～ ５月１５日（金）

（２）５月１７日（日） ～ ５月２２日（金）

（３）５月２４日（日） ～ ５月２９日（金）

（４）５月３１日（日） ～ ６月 ５日（金）

（５）６月 ７日（日） ～ ６月１２日（金）

（６）６月１４日（日） ～ ６月１９日（金）

（７）６月２１日（日） ～ ６月２６日（金）

※放送期間は変更となる場合がありますので、ご注意ください。

リモコンの
11ｃｈを押
してください。



ウォーミングアップ 最初に体をほぐす体操です

基本の体操
「粋トレ」の基本となる体操です
※座って行うことも、立って行うこともできます

ボール体操 新聞紙とレジ袋で作るボールを使って行う体操です

タオル体操 タオルを使って行う体操です

マット体操 床やマットに座ったり、仰向けになって行う体操です

ペア体操 ２人組になり椅子に座って行う体操です

クールダウン 最後に呼吸を整える体操です

中央区音頭

これがお江戸の盆ダンス

をアレンジした曲に
合わせて行う体操です

＝ 問い合わせ ＝
中央区福祉保健部高齢者福祉課高齢者活動支援係 （電話）3546-5716

｢基本の体操｣｢ボール体操｣
｢タオル体操｣｢マット体操｣
｢ペア体操｣ は

●「基本の体操」を詳しく解説した解説編の動画も
あります

●7種類の体操と解説編の動画は中央区ホームページで

●体操を行うときは、ご自身の体調や体の動きに
合わせて無理なく行ってください

粋トレ と検索してください

それぞれの体操は

約３分間
です



 

 

新型コロナウイルスに負けず日々の健康を維持しましょう

※参考：厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症への対応について（高齢者の皆さまへ）」

高齢者の方々の総合的な相談・支援をおこなう『おとしより相談センター』の連絡先は裏面にあります！

介護保険課地域支援係 発行

〇人との交流を
心身の健康を保つために、人との交流や助け合いが大切です。

●家族や友人と電話で話す。

●家族や友人と手紙やメール、SNS などを活用し交流する。

●生活リズムを崩さずに、規則正しい生活を継続する。

●不安を強く感じていると思ったら、深呼吸などできることをして不安から離れ、

息抜きやリラックスできる時間をつくる。

〇運動をしよう
「動かない」（生活が不活発な）状態が続くことにより、心身の機能が低下して

「動けなくなる」ことが懸念されます。また、転倒などを予防するためにも運動が大切です。

●人混みを避けて、一人や限られた人数で散歩する。

●家の中や庭などでできる運動（中央区のオリジナル体操「中央粋なまちトレーニング」、

ラジオ体操、スクワットなど）を行う。

●家事（片付け、立位を保持した調理など）などで身体を動かす。

●座っている時間を減らし、足踏みをするなど身体を動かす。

※「中央粋なまちトレーニング」の動画は中央区ホームページで

粋トレ と検索してください。

〇食生活・口腔ケアをしっかりと
低栄養を予防し、免疫力を低下させないために、しっかり栄養をとることや

お口の健康を保つことが大切です。

●３食欠かさずバランスよく食べて、規則正しい生活を心がける。

●毎食後、寝る前に歯磨きをする。

●しっかり噛んで食べる、一人で歌の練習をする、早口言葉を言うなど、

お口周りの筋肉を保つ。



介護保険課地域支援係 発行



　中央区社会福祉協議会地域ささえあい課には、年齢や対象を問わず困りごとの相談をお受けする地

域福祉コーディネーターと、高齢者の介護予防や孤立防止の支援を行う生活支援コーディネーターが

配置されており、一体で支援を行っています。

１　個別支援（地域ささえあい課支援回数・上位10ケース）

支援回数

1 165

2 139

3 135

4 99

5 92

6 68

7 45

8 44

9 38

10 31

２　地域支援

（１）地域活動団体に対する支援（地域ささえあい課支援回数・上位5ケース）

支援回数

1 146

2 84

3 46

4 37

5 35

発達障害児を持つ親の交流会

知的障害・独居・ゴミ・近隣トラブル・金銭管理

高次脳機能障害・生活相談・就労支援

みんなの食堂Bの開催

高齢者・ゴミ・生活相談

保育園入園に関する情報交換会

令和元年度：38団体　789件　（対象に高齢者を含む活動：23団体　424件）

参考　平成３０年度：18団体　239件　（対象に高齢者を含む活動：12団体　203件）

令和元年度：48ケース　1,102件　（高齢者を含む世帯：29ケース　588件）

参考　平成30年度：48ケース　　830件　（高齢者を含む世帯：30ケース　454件）

主な相談内容

みんなの食堂Aの開催

令和元年度
生活支援コーディネーターによる取り組みについて

主な相談内容

高齢者・独居・ゴミ・近隣トラブル・金銭管理

身体障害・子育て・就労支援・住宅問題

高齢者・精神障害・経済困窮・住宅問題・親族トラブル

高齢者・独居・ゴミ・通院・住宅問題

精神・独居・ゴミ・孤立・近隣トラブル

知的障害・就労支援・支援拒否

高齢者・独居・医療拒否

絵を描くことを通した高齢者同士の交流と介護予防



（２）　地域支援の取り組み

勝どき区民館・敬老館に併設された「勝どきデイルーム」を、多世代交流や地域貢献の場として

 　活用し、住民主体の地域活動をサポートしています。

・定期活動　　８団体（全て、高齢者を対象に含む）

・不定期活動　４団体（うち、２団体が高齢者を対象に含む）

3/28土から令和２年5月末まで、部屋の利用を停止。６月上旬から、活動を希望する団体には、

換気、消毒、利用人数の制限、利用者の連絡先把握等を依頼のうえ、貸出を再開している。

勝どきデイルーム、るかなび、喫茶アラジンでコミュニティカフェと生活の困りごとの相談会を実施

相談件数

平成30年度 88

令和元年度 69

１回平均 1.6

◉新型コロナウイルス感染症への対応について

令和２年３月から開催を中止。４月、５月は対面ではなく電話による相談会に形式を変えて実施。

６月からは勝どきデイルームのみ日数を減らして再開している。

　ア　勝どきデイルームの運営

　イ　おとなりカフェ・ちょこっと相談会の開催

17

◉新型コロナウイルス感染症への対応について

しています。

48 839 (60)

43 732 (40)

開催回数 来場者数 （うち、高齢者関係）



京 

橋 

地 

域 

支えあいのまちづくり協議体（第２層協議体）実施報告 

 

中央区に住む方・働く方ができる支えあいの形について、身近な地域で話し合う「支えあいのまちづ

くり協議体（第２層協議体）」の第１回目を、京橋、日本橋、月島の各地域で開催しました。 

 

１ 実施日 

 ・京橋地域  令和２年７月２８日（火）14:00～15:30 

 ・日本橋地域 令和２年７月２７日（月）14:00～15:30 

 ・月島地域  令和２年７月３０日（水）14:00～15:30 

 

２ 出席者 

  日頃高齢者と関わる機会の多い地域住民、関係機関、生活支援コーディネーター 

  京橋地域 ９名、日本橋地域 ８名、月島地域 １0 名 

 

３ 内容 

 ・出席者自己紹介 

・協議体の役割及び生活支援コーディネーターによる取り組みについての説明 

・意見交換（コロナ禍での外出自粛が高齢者や地域にどのような影響を与えているか） 

 

４ 意見交換の要旨 

地域 項目 意見 

 地域活動 

 

 

 

 

 

高齢者の様子 

 

 

 

ICT の活用 

 

 

 

・通いの場は「どなたでも来てください」という敷居の低さでやってい

るため詳細な連絡先を把握していなかったが、活動を休止する時に名簿

がなく、全体に連絡する術がなかった。再開時は連絡先を把握したい。 

・認知症高齢者にマスクの着用を徹底するのは難しい。マスクの着用を

外した都度注意するのは、言う側も言われる側もストレス。視覚的な掲

示物を作り、それを使って着用を促す形で対応している。 

・緊急事態宣言中はおとしより相談センターへの相談件数自体が減っ

た。それ以降急増するかと思ったが、今のところそういう兆候はない。 

・民生委員として高齢者宅への電話見守りを依頼された。顔を知ってい

る人は長電話になるが、知らない相手にはオレオレ詐欺に間違われた。 

・体感的に ICT を使いこなせる高齢者は１～２割。サポートする人がい

ないと成立しない場合がある。 

・若い世代のサロンは参加者同士で LINE グループを作るのでやりとり

が早く、情報伝達に支障は感じない。 



日 

本 

橋 

地 

域 

月 

島 

地 

域 

 

 

 

全体を通して 

・ZOOM には字幕機能があるので、字幕を付けるひと手間を加えれば、

耳が遠くても参加できる。顔が見られるだけでも違う。 

・様子伺いがオンラインで顔を見てできるといい。 

・ひきこもっていても健康でいられる支援が求められているのでは。 

・コロナ禍はしばらく続く。出歩ける場所を、感染が広がった時に一律

に閉めるという対応は、積み上げた地域活動や人との関係性が途切れて

しまいもったいない。これをきっかけに新しい形を模索できるといい。 

 地域活動 

 

 

 

 

高齢者の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体を通して 

 

 

 

 

高齢者の様子 

 

 

 

 

・配付チラシを渡す時に手書きの文章を添えたら喜ばれた。訪問ができ

ないので、様子伺いの手紙を書いて接点を保つことを考えている。 

・対面が喜ばれる。ZOOM での活動を始めてみたが高齢者には難しい。 

・訪問する活動は、本人が訪問を強く望んでも家族の了承が得られない

場合がある。担い手が相手の家族ともつながっていないと難しい。 

・家に籠ることに飽きている様子がある。区のアンケート調査が自宅に

郵送されただけでも、「気にかけてくれている」と喜んでいる人がいた。 

・TV だと大雑把な情報しか受け取れないので不安が大きい。詳細はイ

ンターネットに掲載、ということも増えているが、高齢者には難しい。

もっと地域の細やかな情報を伝える術はないだろうか。 

・虹のサービスで買い物をサポートしていた方が、訪問自粛でサポート

できない間に買い物難民になっていた。 

・介護度が高い人は支援が入っているが、要介護認定を受けていない、

町会にも加入していない人が把握されずサポートが届かない。 

・加齢、通院、遠方に居住等の理由で親が子どもの近隣に転入するケー

スが増えている。一時的ということで住民票が前住所地のままで、必要

な介護サービスが受けられなかったり、日中は閉じこもっている人が相

当数いるように感じている。 

・顔を見て話ができる機会を今日得られたことが、まず貴重な一歩。 

・外出自粛で明らかに体力が落ちている高齢者がいる。小規模でも集ま

ったり、出かけられる場所が必要だと感じる。 

・電話でのフォローは、相手の耳が遠いと成立しない。相手に合わせて

コンタクトの方法を考えていけるといい。 

・運動不足。今まで外で運動する習慣があった人も、家で一人では運動

できないし、やろうという気が起きない。 

・電話で様子を伺うと「今日初めて人と話をした。」と言われる。 

・面会制限で家族と会えないことで施設入所者も孤立が深まっている。 

・緊急事態宣言中は電話での様子伺いをしていたが、その後に会うと状



月 

島 

地 

域 

 

 

 

家族の様子 

 

 

 

 

 

今後について 

態が変わっており認知が進んでしまった人が複数いる。電話だと今一つ

様子がわからず、直接会う方が表情や色々な情報を得られるので、対面

で得るものが多いことを再認識した。 

・介護サービスを、コロナが怖いという本人の意向で減らした結果、家

族が負担になり互いのレスパイトが必要になっているケースがある。 

・今までお互い仕事や通所で離れる時間があったが、家族はテレワーク、

高齢者もデイサービスに行かずに家にいる、という状況で家族がストレ

スを抱えるケースが見られる。 

・家族で過ごす時間が増えて良く話すようになった。良い面もある。 

・「ここなら（感染のリスクが低いので）安心」という自宅以外の場所

を少しずつ回復していく必要があるのでは。 

・新しい見守りの形、自宅でできる支援の形が求められている。 

・みんなであいさつ程度の手話を覚えたら、感染を予防してコミュニケ

ーションがとれて社会的意義もある。そういう切り口も面白いのでは。 

 

５ 今後のスケジュール 

  各地域とも、年３回の開催を予定している。次回は１０月頃の予定。 

  新型コロナウイルスの感染が拡大した場合はオンライン会議も検討する。 
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令和 2 年度第 1 回中央区地域支えあいづくり協議体 （議事録） 

 

 

日時：    令和２年８月６日（木） 午前 10 時～12 時 

 

場所：    中央区社会福祉協議会３階会議室 

 

議事録次第： 

１ 開会 

 

２ 会⾧挨拶 

 

３ 新任委員紹介 

 

４ 議題 

  (１) 高齢者施策推進室より報告 

  (２) 生活支援コーディネーターによる取組みについて 

  (３) 「支えあいのまちづくり協議体（第２層協議体）」実施報告  

  (４) 各委員からの意見・報告 

 

5 今後の協議体実施予定 

 

6 閉会 
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出席者【委員】 

 

髙橋 恵子  聖路加国際大学 国際・地域連携センター：PCC 開発・地域連携室 

鈴木 康子  民生・児童委員協議会 京橋地域高齢福祉部会 

平賀 淳子  民生・児童委員協議会 日本橋地域高齢福祉部会 

村上 久子  民生・児童委員協議会 月島地域高齢福祉部会 

吉田 千晴  京橋おとしより相談センター 

水野 みゆき 日本橋おとしより相談センター 

當山 貴子  月島おとしより相談センター 

加久 哲也  中央区桜川敬老館孤立防止・生きがい推進担当 

島谷 恒伸  中央区浜町敬老館孤立防止・生きがい推進担当 

板津 かおり 中央区勝どき敬老館孤立防止・生きがい推進担当 

片桐 義晴  中央区社会福祉協議会 管理部地域ささえあい課⾧ 

古田島 幹雄 中央区社会福祉協議会 事務局⾧ 

吉田 和子  中央区高齢者施策推進室⾧ 

清水 一実  中央区福祉保健部高齢者福祉課⾧ 

平川 康行  中央区福祉保健部介護保険課⾧ 

 

（敬称略：順不同） 

 

  

配布資料： 

資料１   中央区地域支えあいづくり協議体運営要綱 

資料２   中央粋なまちトレーニングチラシ 

資料３   新型コロナウイルスに負けず日々の健康を維持しましょう 

資料４   令和元年度生活支援コーディネーターによる取り組みについて 

資料 5   支えあいのまちづくり協議体(第２層協議体)実施報告 

 

 

 

議題説明： 

（１）中央区高齢者施策推進室より事業報告 

（２）生活支援コーディネーターより事業報告 

（３）生活支援コーディネーターより、支えあいのまちづくり協議体実施報告 

 

 

●上記事業説明及び配布資料への質問事項： 

 なし 
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（４）各委員からの意見・報告 

 

（コロナ禍での高齢者の様子、見守り活動について） 

・見守り活動を行った際、「久しぶり会えて良かった。」という声がみなさんから聞けて嬉し

かった。ちょっとした会話をして帰るだけだが、とても良い取り組みだと感じている。 

・民生・児童委員として、担当地域の高齢者に電話で様子を伺った。新型コロナウイルスの

影響で外出を自粛し、体力が落ちてしまったと話される方が多かった。また、行く場所がな

いことに困っている様子を伺えた。さらに、電話で不在だった方のお宅のポストに「気にし

ています。」とメモを残したところ、手紙が返ってきてとても嬉しかった。 

・高齢者にお会いした際に声がけを行った。本来は電話で近況を伺わなければいけないこと

を伝えると「電話番号を登録していない番号からの電話は出ない。」という声があった。先

ほど手紙を活用した関りについて話を伺い、電話以外でも様々な見守りの方法があると感

じた。 

 

（コロナ禍におけるおとしより相談センターでの相談対応について） 

・コロナの影響により家族が失業し、サービスを受け続けることが困難となったという相談

や、家族内のストレスに関する相談、認知症状やうつ症状等の精神的な相談が増えている。

その他には地域でのボランティアに関する相談も増えている。おとしより相談センターと

して何かをやりたいという人に対する提案や話し合いの場を設けることを考えていきたい。 

・おとしより相談センターでは、高齢者の方を対象にしたサロン活動を自粛することになっ

た。活動自粛期間中にもつながりを保つため、ボランティアの協力を得て高齢者に「残暑見

舞い」という形で往復はがきを送り、返事（近況報告）をお願いしている。 

・緊急事態宣言解除後に来所や電話での相談が増えた。中央区に居住する親について、他の

地域に住んでいる家族などが来ることができないため生活の支援ができないという相談が

増えている。中には、ペットのお世話に関する相談もあった。家族により維持できていた生

活が維持できなくなり、新たな問題となっている。改めておとしより相談センターの支援が

求められていると感じている。 

 

（ボランティア活動について） 

・緊急事態宣言中は活動を控える団体が多かったが、6 月・7 月頃から活動を再開する動き

が見られた。地域のために活動を再開したいと思う団体がある一方で活動を行う不安を抱

える団体もある。活動に対する不安を減らし、一緒に取組方法を考えていくことが必要だと

感じている。また、サロン等の活動場所の確保に関する課題があがっている。 

 

（敬老館の取組みについて） 

・敬老館休館中に利用者への電話による見守り・事業案内（「お元気ですか？コール」）を実

施したが、新型コロナウイルス対しての警戒感が強い方もみられた。8 月から講座を再開す

ることになったが、新型コロナウィルス感染防止対策として各講座の定員を制限し、会場も
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広くした。ソーシャルディスタンスが取れるように間隔を開けて講座を再開するなどの対

策で、安心してもらえるよう努めている。 

・休館中、3 つの取り組みを実施した。1 点目は「お元気ですかコール」を実施した。⾧く

話される方もいて、電話でも高齢者の方と話をする機会が設けられて良かった。2 点目は号

外編の「館だより」を作成した。3 点目はホームページに動画をアップしたことである。中

央粋なまちトレーニングを職員が実践したものや保健師による熱中症予防の話などを掲載

している。 

・休館の間、敬老館として情報を伝え、楽しんでもらうために、インターネット、ペーパー

ベース、電話の 3 つを活用して取り組みを行った。ホームページを高齢者が見られるのか

という課題もあった。電話で周知したところ、ホームページの存在を知らなかった方がいた

り、家族の協力でホームページを見たとの声があった。「お元気ですかコール」では、敬老

館を居場所の 1 つにしていた常連の方々や独居の方が自粛を機に孤立しないように継続的

に体調の確認や様子伺いを行った。大半の方は工夫されて日常生活を過ごされている印象

を受けた。開館後は、制約を設ける中でも利用者に笑顔が戻ってきている印象がある。 

 

（中央区の現況、今後について） 

・「通いの場」や見守り活動など、地域の高齢者が交流する活動に力を注いできたが、活動

や交流ができなくなり、今後どうしていくべきか考えている。今回、電話や手紙を活用した

関りの有効性を知った。今後そういった工夫をみんなで考えていく必要があると感じた。 

・特別養護老人ホームや老人保健施設では面会が出来ない状況が続いている。こういった中

でも、手紙等の紙媒体でのやり取りが有効に感じている。また、地域の方が担い手になって

いる活動は再開が難しい状況が続いている。情報交換の場を設け、様々な形を考えていくこ

とが活動の再開に繋がると思う。 

・新型コロナウイルスに対する不安などから介護サービスの利用を控える高齢者がいる。原

因などを分析することで地域コミュニティとリンクする部分があると考えている。介護保

険の分野でもオンラインに切り替えていく動きがあるが、心が通じ合う方法はオンライン

だけではなく、手紙や相手が望む形など、アナログでも高齢者に喜ばれ、心を通わせること

が出来ると思った。 

・ウィズコロナ・アフターコロナと言われているが、今の状況でやらなければならない工夫

を行う必要があると思う。また、一段落着いたときに検証し、どう生かすのかが重要だと感

じている。 

・「聖路加ナビスポット：るかなび」ではオンラインでの相談も可能としたところ、高齢者

や認知症の方の家族からオンラインで面談をしたいという要望があった。介護する人たち

が希望していることを知ることができ、忙しい家族にとってオンライン化が 1 つの手段と

して活用されていた。件数は多くはないが、本当に困っている人の対応できる手段として有

効と捉えている。 


