
令和３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３年８月３日（火）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・副会長選出 

 
 
３ 会長挨拶 

 
 
４ 新任委員紹介 

 
 
５ 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）意見交換 
   テーマ「高齢者の ICT 活用に向けた取り組みと課題について」  
       ～ ICT の 活用に対する抵抗感を減らすには ～  

 
 
６ 今後の協議体実施予定 

 
 
７ 閉  会 

 
 

 



中央区地域支えあいづくり協議体運営要綱 

 
平成２９年６月１日 
２ ９ 中 福 高 第 ９ ９ ９ 号 

 
 （趣旨）  
第１条 この要綱は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、

中央区生活支援体制整備事業実施要綱(平成２９年４月１日２８中福高第３９

３６号)第３条に規定する中央区地域支えあいづくり協議体（以下「協議体」と

いう。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事項）  
第２条 協議体の所掌事項は、次のとおりとする。  
 (1) 高齢者からの支援に関するニーズ及び生活支援・介護予防サービスを行う

団体等地域資源に係る情報の共有 

 (2) 前号の情報の集約化による地域課題及び実態の把握 

 (3) 既存の生活支援・介護予防サービス、通いの場等の活用 

 (4) 開発が必要な生活支援・介護予防サービスの議論 

 (5) おとしより相談センター等関係団体との連携 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 協議体は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する２０人

以内の委員をもって組織する。 

 (1) 学識経験を有する者 

 (2) 民生・児童委員 

 (3) おとしより相談センター等関係団体に従事する者 

 (4) 生活支援コーディネーター及び地域福祉コーディネーター 

 (5) 社会福祉法人中央区社会福祉協議会職員 

 (6) 中央区職員 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者  
 （任期）  
第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。  
２ 委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。  
 （会長等及びその職務）  
第５条 協議体に、会長及び副会長を置く。  
２ 会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。  
３ 会長は、協議体を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  
 （招集） 

第６条 協議体は、会長が招集する。 

 （定足数及び表決） 

第７条 協議体は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができな

い。 

２ 協議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。 

 （関係者等の出席） 

第８条 協議体は、必要があると認めるときは、専門的事項について学識経験を

有する者その他関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。 
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 （会議の公開） 

第９条 協議体の会議は、公開とする。ただし、会長が適当でないと認めるとき

は、この限りでない。 

 （庶務）  
第１０条 協議体の会議の庶務は、高齢者福祉課及び社会福祉法人中央区社会福

祉協議会において分担し、処理する。 

２ 高齢者福祉課の業務は次に掲げるものする。 

 (1) 協議体の設置に関すること。 

 (2) 委員の選定及び就任依頼に関すること。 

３ 社会福祉法人中央区社会福祉協議会の業務は次に掲げるものとする。 

 (1) 協議体の運営に関すること。 

 (2) 謝礼の支払いに関すること。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、協議体に関する業務 

 （委任）  
第１１条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、会

長が定める。  
   附 則  

この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 

 



❾ふらっとルーム新川 ⓭月島つながり広場

❿ライオンズタワー月島サロン ⓮よりみちクラブ

⓫クレストシニアサロン ⓯ステップアップクラブ

⓬月島交流カフェ ⓰からだスマイル倶楽部

⓱豊海いきいきクラブ

会場　　勝どきデイルーム

　　　　（勝どき1-5-1）

活動日　第1,3月曜日

時間　　午後1時30分～2時45分

内容　　筋トレ、ストレッチ、脳トレ、

　　　　椅子ヨガ、つぼ押しなど

会場　　勝どきデイルーム

　　　　（勝どき1-5-1）

活動日　第1,3水曜日

時間　　午前10時～11時30分

内容　　転倒予防体操、機能向上体操、

　　　　健康講座、脳トレなど

会場　　豊海区民館

　　　　（勝どき6-7-8）

活動日　第2,4火曜日

時間　　午後1時30分～3時30分

内容　　転倒予防体操、脳トレ、吹き矢、

　　　　カーレット、歌、折り紙など

会場　　クレストタワー内集会室

　　　　（佃2-11-6 クレストタワー28階

　　　　　スカイラウンジ）

活動日　毎週木曜日

時間　　午前10時～正午

内容　　体操、カーレット、吹き矢など

会場　　月島区民館

　　　　（月島2-8-11）

活動日　第1,3火曜日

時間　　午後1時30分～3時30分

内容　　筋トレ、ストレッチ、音楽体操、歌、

　　　　脳トレ、栄養講座、手品、折り紙など

会場　　みんなの子育て広場 あすなろの木

　　　　（月島3-30-4）

活動日　第2,4水曜日

時間　　午前10時30分～正午

内容　　転倒予防体操、尿漏予防体操、

　　　　誤嚥予防体操、参加者同士の交流など

会場　　新川区民館

　　　　（新川1-26-1）

活動日　毎週水曜日

時間　　午後1時30分～3時30分

内容　　健康体操、健康吹き矢、早口言葉、

　　　　コーラスなど

会場　　勝どきデイルーム

　　　　（勝どき1-5-1）

活動日　第2,4,5水曜日

時間　　午前10時30分～11時30分

内容　　スクエアステップ、体力テスト、

　　　　脳トレ、参加者同士の交流など

会場　　ライオンズタワー月島

　　　　コミュニティールーム

　　　　（佃2-10-9）

活動日　第1,3金曜日

時間　　午前9時30分～11時30分

内容　　体操、ラジオ体操、カーレットなど

 

 

 

                                                

 

❶わくわくパーク十思 ❺寄合所日本橋

❷日本橋サロン ❻湊カフェ

❸久松サロン ❼築地集いの場

❹浜町カフェ ❽八丁堀元気ひろば

会場　　十思スクエア小ホール

　　　　（日本橋小伝馬町5－19）

活動日　毎週水曜日

時間　　午後1時30分～3時

内容　　筋トレ、ストレッチ、朗読など

会場　　久松区民館

　　　　（日本橋久松町1-2）

活動日　第1,3金曜日

時間　　午後2時～3時30分

内容　　体操、脳トレ、手品、歌、ゲーム、

　　　　健康講座、参加者同士の交流など

会場　　久松区民館

　　　　（日本橋久松町1-2）

活動日　第2,4金曜日

時間　　午後2時～3時30分

内容　　体操、脳トレ、手品、歌、ゲーム、

　　　　健康講座、参加者同士の交流など

会場　　中央区立産業会館

　　　　（東日本橋2-22-4）

活動日　第2,4木曜日

時間　　午後1時30分～4時

内容　　貯水体操、あっぷっぷ体操、脳トレ、

　　　　健康講座、小物づくりなど

会場　　訪問看護ステーション日本橋

　　　　（日本橋久松町12-4）

活動日　第2,4水曜日

時間　　午前10時～11時30分

内容　　体操、病気予防講座、作業療法、

　　　　健康相談、参加者同士の交流など

会場　　中央区立女性センター ワークルーム

　　　　（湊1-1-1）

活動日　第2,4木曜日

時間　　午後1時30分～3時30分

内容　　健康体操、健康吹き矢、脳トレ、

　　　　季節の歌、参加者同士の交流など

会場　　築地あかつき コミュニティールーム

　　　　（築地7-9-13）

活動日　第2,4水曜日

時間　　午前10時～11時30分

内容　　体操、脳トレ、季節の行事、歌、

　　　　朗読など

会場　　京華スクエア 町会会議室

　　　　（八丁堀3-17-9）

活動日　第1,3火曜日

時間　　午後1時30分～3時30分

内容　　ストレッチ、フラダンス、笑いヨガ、

　　　　脳トレ、歌、参加者同士の交流など

❶ 
❷ ❸ 

❹ 

⓬ 

 

❻ 

❺ 

 

❼ 

 

❾ 
❽ 

⓫ ❿ 

京橋地域 

日本橋地域 

月島地域 

（令和3年6月1日現在） 

中央区高齢者通いの場マップ  中央区高齢者通いの場マップ  

＜問合せ＞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 

地域の方が運営する高齢者の交流サロン「通いの場」が区内各地で開催されています。 

おおむね65歳以上の方なら、自由にご参加できますので、お近くのサロンに遊びにいら 

してください。参加費は無料です。 

 

「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。 

・・・中央粋なまちトレーニング実施団体 粋トレ 

※会場、活動日、活動時間は、変更となる場合があります。 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、歌・吹き矢・飲食などの、感染拡大のリスクがある 

活動内容は一部休止しております。 

⓮ 

 

⓯ ⓰ 

⓭ 

粋トレ 

粋トレ 

粋トレ 

粋トレ 

粋トレ 

粋トレ 

粋トレ 

粋トレ 

粋トレ 

粋トレ 

粋トレ 

粋トレ 

⓱ 
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「自宅で  トレ！」 

参加者募集！ 
新型コロナウイルス感染症感染予防のため、自宅で過ごす時間が長くなり、運動不足に

なっていませんか？中央区オリジナルの介護予防プログラム「中央粋なまちトレーニング（略

称：粋トレ）」をご自宅などで継続的に取り組み、体力・免疫力のアップやフレイル予防をしま

しょう！参加される方には粋トレの DVD などを無料でお渡しします！ 

申し込み期間 ： 令和 3 年 3 月１日から 3 月 31 日まで 

申 し 込 み 先 ： 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  E-mail：kofuku_02@city.chuo.lg.jp 

※粋トレの詳細は裏面をご覧ください。 

先着１００名 

〈参加方法〉 

※１ メールで申し込まれる場合には、「自宅で粋トレ！参加希望」と明記し、氏名、送付先住所、 

連絡先（電話番号）を記載してください。 

※２ 区の保健師が健康状態や進捗状況等の確認のため、お電話させていただく場合があります。 

１.申し込み 

電話又はメールで申し込みください。(※１) 

申し込まれた方には 

①粋トレの DVD 

②粋トレのパンフレット、 

③チャレンジカード兼アンケート 

をお送りします。 

２.粋トレ実施 

継続的に粋トレに取り組み、チャレンジカード

に日付を記入しましょう！！(※２) 
 

３.チャレンジカード兼 
アンケートの返送 

チャレンジカードに１５回分の日付を記

入したら、アンケートをご記入の上、

令和３年６月３０日までに区へ返送し

てください。 

 

４.修了証の発送 

区から を送付いたします。 
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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 新聞紙とレジ袋でつく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 

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。 

下記の７種類の体操で構成されています。 

 

とは・・・ 

略称 

｢ ｣ 

それぞれの体操は 

約３分間 

です。 

〈粋トレを行うとこんな効果が期待できます！〉 

92.7%100% 95.2% 

足の筋力がついた 
体のバランス能力が 

あがった 

歩くスピードが 

速くなった 

●「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 

 中央区音頭「これがお江戸の盆ダンス」のアレンジ曲に合わせて行う体操です。 

●いきいき館や高齢者通いの場のほか、区が主催する体操教室などでも粋トレを 

 行っています。詳しくはお問合せください。 

●中央区のホームページからも体操の動画をご覧いただけます。 



自宅で粋トレ！を 取り組む前

に… 

・自然な呼吸で楽 しく体操が

できるように心が けしましょ

う。 

・痛みのない範囲 で行うよう

にしましょう。 

・自分のペースで体を動かすように心がけましょう。 

・立って体操することが不安な方は、座って行いましょう。 

・立って体操する場合は、できるだけ手の届く範囲にイスがあるようにしましょう。 

・こまめに水分補給をしましょう。 

 

 

 

下記のスタンプカードを使い、粋トレを１５回継続して行えた方には方修了証を差し上げます。表面のアン 

  

～チャレンジカードの使い方～ 

☆粋トレに取り組めたら、１日につき１つのマスに日付を書き込みましょう。 

 この時、お持ちのはんこで印をつけたり、色を塗ったりすると、どこまで進んだか分かり

やすくなります♪ 

★粋トレを１５回行った方には、修了証を差し上げます！ 

令和３年６月３０日までに裏面のアンケートにご記入の上、チャレンジカードを高齢者福

祉課活動支援係までお送りください！ 

お名前：                   

自宅で トレ！

＼あと半分‼／ 
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自宅で粋トレ！アンケート 

Ｑ１ このイベントを何で知りましたか？  

①ちらし ②区のお知らせ ③区のホームページ ④知人、家族からの紹介 

⑤区の Facebook  ⑥区の Twitter  ⑦区の LINE ⑧その他（                ）  

Ｑ２ このイベント以前に「粋トレ」に取り組んだことはありましたか？  はい ・ いいえ  

Ｑ３ Ｑ２で「はい」と回答された方にお聞きします。どこで「粋トレ」に取り組みましたか？ 

    

Ｑ４ 普段外出をしていますか？ 

    ①ほぼ毎日    ②２～３回/週    ③１回/週    ④ほとんどでない 

Ｑ５ 粋トレに継続的に取り組んでみた効果を教えてください。(複数回答可） 

①運動習慣がついた ②立ち上がりが楽になった ③ふらつかなくなった 

④長く歩けるようになった ⑤身体が柔らかくなった ⑥その他（                ） 

Ｑ６ チャレンジカードを１５回全て記入できなかった方にお聞きします。 

継続的に取り組めなかった理由を教えてください。 

 

 

Ｑ７ 「自宅で粋トレ！」に取り組んでみて、感想やご意見などがあればお書きください。 

 

 

Ｑ８ 今後、どのような環境で継続的に粋トレに取り組みたいですか？（複数回答可） 

自宅で ①ＤＶＤを観ながら ②youtube を観ながら ③ケーブルテレビの放送を観ながら 

自宅外で ①敬老館の講座 ②高齢者通いの場 ③高齢者クラブ ④区の健康教室 

上記の他に、ここで実施していたら取り組みたい！という場所があればお書きください。 

 

 

ご協力ありがとうございました。 



　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

1 256

2 227

3 217

4 156

5 144

6 137

7 107

8 94

9 84

10 55

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

1 244

2 159

3 116

4 113

5 97

高齢者・独居・住宅問題

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

知的障害・独居・ゴミ・近隣トラブル・金銭管理

高齢者・精神障害・経済困窮・金銭管理

高齢者・独居・ゴミ・経済困窮・金銭管理

軽度知的障害・独居・孤立・住宅問題・経済困窮

精神障害・独居・孤立・経済困窮

精神障害・独居・親族トラブル・経済困窮・住宅問題

高齢者・独居・ゴミ・金銭管理

高齢者・独居・孤立

令和２年度：53ケース　2,131件　（高齢者を含む世帯：38ケース　1,069件）

参考　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）

主な相談内容

みんなの食堂Aの開催

体操を通した高齢者同士の交流と介護予防

不登校の子どもとその保護者の交流会

高齢者同士の交流の場の開催

発達障害のある子の親の交流会

令和２年度：58団体　1,806件　（対象に高齢者を含む活動：44団体　1,231件）

参考　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）
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（２）　コロナ禍における地域支援の取り組み

「LINEちょこっと体験会」の実施（チラシ添付）

令和３年６月25日に、オンラインで交流を図る方法を体験する機会として、サロンやボランティア活

　動、通いの場などを行っている地域活動グループの主催者やスタッフ向けに、コミュニケーションアプ

　リ”LINE”の活用法について学び体験する講座を実施しました。

参加団体　９団体、参加者数　12名

（３）　京橋地域における地域支援の取り組み

ちょこっと相談会の開催

「喫茶アラジン」、「聖路加健康ナビスポット：るかなび」の２か所の場所をお借りし、生活のお困りご

　とをお聞きするちょこっと相談会を実施しています。今年度も新型コロナウイルス感染症対策として、

相談件数

11

10

（４）　日本橋地域における地域支援の取り組み

ア　多世代交流スペース「はまるーむ」の開設

　地域の居場所づくりの一環として、日本橋浜町３丁目に中央区社会福祉協議会が管理運営す

る、多世代交流スペース「はまるーむ」を令和３年６月よりプレオープンしています。当面は、毎週

月・木・金、第１・３日曜日に開所し、職員２名が常駐します。今後は福祉に関するミニ講座や多世

代交流を目的としたイベントの開催、地域住民主体の活動を通し、地域活動の推進やアウトリーチ

の拠点として活用していきます。

　　コミュニティカフェと生活の困りごとの相談会を定期的に実施しています。

相談件数

6
令和３年度
（７/18現在）

　飲料の提供はせず、相談会のみ開催しています。

開催回数 来場者数 （うち、高齢者関係）

7 12 (6)

　イ　おとなりカフェ・ちょこっと相談会の開催（チラシ添付）

開催回数 来場者数 （うち、高齢者関係）

6 14 (3)

令和２年度
（10月～）

令和３年度
（７月末現在）

6 21 (3)



（５）　月島地域における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、多世代交流や地域活動の場と

 　して活用し、住民主体の地域活動をサポートしています。

　＜令和２年度実績＞

・定期活動　　14団体（うち、10団体が高齢者を対象に含む）

　※新規　通いの場２団体、体操系サロン、読書を通した交流サロン、子育て交流サロン２団体

・不定期活動　１団体

月４回、勝どきデイルーム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しています。

　昨年１０月からは新たな試みとして、高年齢者無料職業紹介所「シルバーワーク中央」の職員による

　高齢者の就業相談日を設けています。

相談件数

令和元年度 69

令和２年度 72

１回平均 2.2

相談件数

33

732 (40)

　イ　おとなりカフェ・ちょこっと相談会の開催

開催回数 来場者数 （うち、高齢者関係）

144

　ア　勝どきデイルームの運営

43

(21)

開催回数 来場者数 （うち、高齢者関係）

33 335 (46)

― 10.1

令和３年度
（７/17現在）

15



 

ウィズコロナの新しいつながりの形を 

体験してみませんか？ 

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会 

管理部地域ささえあい課 
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あなたの気になることをゆっくりと 

お話していきませんか？ 

中央区社会福祉協議会地域ささえあい課 

開催場所 

多世代交流スペース「はまるーむ」 

〒103-0007 中央区日本橋浜町 3-40-3 

アクセス：都営新宿線「浜町駅」 徒歩 5分 

       都バス「浜町 2丁目」 徒歩 3分 

おとなりカフェとは？？ 
子どもからおとしよりまで、誰もがフラッと立ち寄り、ほっと一息できるコミュニティカフェを

多世代交流スペース「はまるーむ」（日本橋浜町）で開催しています。コーヒーやスープ、無添加

ジュースなどを１００円（おかわり自由）で提供しています。 

 

 

開催日：8/1(日)、8/12(木)、8/15（日）、8/16（月）、8/26（木） 

開催時間：13：00～17：00 

- 浜町でおとなりカフェ・ちょこっと相談会を開催しています - 

おとなりカフェ・ちょこっと相談会 開催日時 

※駐輪場はございません。お越しの際は公共交通機関をご利用ください。 
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・近所に友人がいなくて寂しい。誰かに話を聞いてほしい。 

・悩みごとや困りごとの相談先がわからない。相談しても良いのか悩む。 

・福祉のサービスやボランティア活動について知りたい。 

・特技を生かして新しいことに挑戦したい！ 

今後、福祉に関するミニ講座や多世代交流を目的としたイベントの開催、地域住民 

が主体となって行う地域活動のサポートを通し、地域福祉の推進に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょこっと相談会・相談例 

ちょこっと相談会とは？？ 

 社会福祉士がみなさんの生活上のお困りごとや不安を抱えながらも相談先がわからず 1人で

悩みを抱えている場合などの相談に応じ、一緒に解決策を考えるのが「ちょこっと相談会」です。

予約不要・相談料無料です。どなたでもお気軽にご相談ください。 

 

問合せ先 

中央区社会福祉協議会 地域ささえあい課 
〒１０４-0032 東京都中央区八丁堀４-1-5 

TEL：０３-3523-9295          FAX:03-3206-0601 

当日連絡先：080-4609-1420   Mail：sasae@shakyo-chuo-city.jp 

 

 
※新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となる可能性があります。 

最新情報は地域ささえあい課までお問合せください。 

※ご参加の際は、咳エチケット、手洗いの励行、マスクの着用をお願いいたします。 

多世代交流スペース 「はまるーむ」とは・・・ 

 

地域の新たな居場所の１つとして日本橋浜町 3丁目に多世代交流スペース 「はまるーむ」をプレオ

ープンしました。はまるーむでは、地域の方々が主体となって行う地域活動の推進をはじめ、地域共生

社会の実現に向けた様々な取り組みを行います。お近くにお越しの際は足を運んでみてください。 

 

はまるーむ開所日時 

当面の間は毎週月・木・金曜日と第 1・3日曜日の 10：00～１８：00に開所しています。 

 ※今後、開催日などが変更になる場合があります。詳細については下記問合せ先までご連絡ください。 
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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）」を、京橋・日本橋・月島地域で開催しました。 

 

１ 実施日 

  京橋地域  令和 3 年 3 月 15 日（月）、5 月 11 日（火）、7 月 16 日（金） 

日本橋地域  令和 3 年 3 月 18 日（木）、6 月 1 日（火） 

月島地域  令和 3 年 3 月 17 日（水）、6 月 3 日（木） 

 

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 

 

３ 内容 

 ・出席者自己紹介 

 ・前回の振り返り、地域支えあいづくり協議体（第１層協議体）での意見報告 

・意見交換 

 

４ 意見交換の要旨 

 

■ 京橋地域                                                                                  

◇ 3 月 15 日：地域の課題解決と社会資源の活用について 

前回挙がった課題「①高齢者が安心して会う（交流する）にはどういう機会が必要か」「②高齢者の見守

り（マッチング）に向けた担い手をいかに養成するか」を確認後、以下の意見交換を行った。 

項目 内容 

地域課題の 

解決に向けて 

・声かけも相手方を理解していないと難しい。 

・課題の解決策を検討する前に、地域について知る必要があるだろう。 

社会資源の共

有と活用につ

いて 

・マッチングに関わる既存の社会資源を事務局より説明。以下の意見が挙がった。 

・積極的に情報を掴もうとしない高齢者へのアプローチが必要。個別具体的なフォロ

ーとマッチングができると良いのだが。 

・情報のキャッチング力が弱い高齢者に対し、動画を発信（つながるきっかけづくり）

してはどうか。 

・既存の社会資源をブラッシュアップすることも必要である。そのためにも、まずは

社会資源を把握する必要があるのではないか。 

 

◇ ５月 11 日：「行動目標」の検討 

項目 内容 

行動目標の設

定 

・最終的な目標として「助けあいの仕組みづくり」を、その目標達成に向け「日頃の

関係づくり（挨拶をする）」「社会資源の把握」「つながるきっかけづくり・情報

発信」を小目標として設定した。 

意見交換 ・「協議体」として行うのではなく、自分たちができることが大事ではないか。 

・高齢者本人でなくても、家族に情報が伝わればよいだろう。 

・まずはモデル的に実施し地域に広がるきっかけをつくるのも良いのではないか。 
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◇ 7 月 16 日：「発信する情報の内容」「情報を発信する方法」の検討 

前回の協議体を振り返り、設定した小目標の中から「情報発信」についてまずは取り組むことで決定。

対象を「きっかけがあれば地域とつながりたい高齢者」として、以下の事項を検討した。 

項目 内容 

発信する情報

の内容 

・身近な地域のサロンやイベント：自分たちが日頃行っている活動、地域の社会資源、

イベントなど。 

・協議体のネットワークを生かす：協議体のメンバーが知り得る活動を周知する。 

情報を発信す

る方法 

・SNS（オンライン）を活用して発信する。 

・地域活動（社会資源）を運営しているリーダーと情報交換する。 

・チラシで発信する。 

意見交換 ・小さなイベントだと参加しようと思うのではないか。 

・情報をいかにわかりやすくまとめるかが課題である。 

・情報の伝え方は、色々な手段があって良いだろう。 

・社会福祉協議会の事業、つながりを生かした情報発信をするのはどうか。 

 

 

■ 日本橋地域                                            

◇ 3 月 18 日：「本協議体が対象とする高齢者」「他者との交流を求めている高齢者に提供できる機会」の検討  

項目 内容 

対象とする高

齢者 

・対象を限定すると対象から漏れた高齢者をフォローすることができない。 

→対象は制限せず、地域の活動拠点である「はまるーむ」に、来所される高齢者に

焦点を当てることで決定した。 

他者との交流

を求めている

高齢者への機

会の提供 

・福祉サービスを利用していない高齢者は、社会とのつながりが希薄化し、社会との

つながり方がわからない人が多い。 

・単身者や転居したばかりの人向けの会を開催しても良いのではないか。 

・「はまるーむ」を情報発信の拠点として活用し、まずは地域の方々に周知すること

が大切ではないか。 

 

◇ 6 月 1 日：多世代交流スペース「はまるーむ」を活用して行う取り組み、周知方法、他の施設との差別化の検討 

項目 内容 

取り組み ・1 人でもグループでも居心地の良い場を作ることが大切なのではないか。 

・高齢者と子どもが共に行える習い事を通してつながり、ゆくゆくは地域で出会った

ときに挨拶や見守りができる関係に発展できると良いと思う。 

・まずは地域のニーズ把握から進めるべきではないか。 

周知方法 ・SNS と紙媒体、町会掲示板を活用して情報を発信する。 

・地域活動に出向き直接「はまるーむ」の広報をすることが好ましいのではないか。 

差別化 ・プログラムを組みすぎない、場所貸しの役割を押し出さない。 

・車いすや子ども関係の備品（ベビーカー）などをレンタルできるようにする。 

方向性 ・まずは「はまるーむ」での取組みから地域のニーズ把握に努める。 

・大々的な PR はせず、口コミを通じて徐々に地域に根付くように働きかける。 

 

 



3 

月島地域                                          

◇ 3 月 17 日：他の自治体の実践報告 

「ICT 活用によるメリット・デメリット」「高齢者の ICT の活用に向けて実現できたら好ましい仕組み」の検討 

メンバーより、他の協議体の取組みについて知りたいとの意見があったことから、高崎市倉賀野地区（第

２層）及び豊島区（第１層）の取組みを紹介後、意見交換へと移行した。 

項目 内容 

ICT 活用の 

メリット 

・LINE は返信ができずとも既読の有無で安否確認ができる。 

・ICT の活用は高齢者の趣味や娯楽のツールにもなる。 

ICT 活用の 

デメリット 

・通販サイトで何回も購入ボタンをクリックしてしまう人がいるかもしれない。 

・同居家族がいれば操作方法を聞けるが、高齢者のみの世帯は難しい。 

ICT 活用に 

向けた仕組み 

・コミュニケーションアプリに特化した講座を開催する。 

・「ICT を活用したい」と高齢者に感じてもらう動機付けが重要である。 

 

◇ 6 月  3 日：講話「高齢者の ICT 活用」～ゲストスピーカー区主催「退職後の生き方塾」終了生～ 

前回、「高齢者の ICT 活用に精通した方がいるので話を聞きたい」というメンバーからの提案を受け、

「退職後の生き方塾」受講生を講師として招き、高齢者の ICT 利用についての講話を拝聴した。 

項目 内容 

講話 ・ICT 活用を拒否するのは、「対面でこそのコミュニケーションと思っている人がい

る」「セキュリティの問題で家族に反対された」「ICT 環境が揃っていない」などの

理由がある。 

・ICT 活用には、「本人のやる気と周りからの支援が大切」で、本人がやる気になれ

る動機や家族や友人など身近なサポートが重要である。 

ICT を 

活用する動機 

・家族や友人と繋がりたい、得意なものや興味のあるもの、趣味などが ICT を利用す

るきっかけになる。 

・高齢者によって各々のスキルが違うため、講座よりも教えてくれる人が会場にい

る、スマホ相談会のような形式が相談しやすい。 

 

５ 今後の流れ 

  各地域の状況やメンバーの思い、興味関心に基づき協議を進めていく。 

  次回開催時期：京橋地域は９月、日本橋及び月島地域は 8 月に開催予定。 

 

  方向性・次回のテーマ（案） 

 【京橋地域】 

  「きっかけがあれば地域とつながりたい」と感じている高齢者に向けた情報発信の具体化を進める。 

 

 【日本橋地域】 

 「はまるーむ」を活用した居場所づくりについて検討する。 

 

 【月島地域】 

 ICT 活用に向けた動機付けとその為の取り組み、高齢者が ICT 活用にあたって相談しやすい環境に

ついて検討する。 



 

 

 

 

地域支えあいづくり協議体（中央区全域） 

生活支援コーディネーター 

 

主に高齢者福祉に関わる機関が集まり、中央区全体の 

介護予防や生活支援の取り組みについて、話し合いや 

情報の共有をしています。 

学識経験者 
 

区全域の協議体  

 生活支援   

 

民生児童委員 行 政 

支えあいのまちづくり協議体 

（京橋、日本橋、月島地域に１か所ずつ） 

生活支援コーディネーター 

 

中央区で生活しているからこそのアイディアとつな

がりを活かし、「課題（困りごと）」を解決する仕組み

や、「地域の強み」を活かす方法について話し合い、支

えあいを基盤としたまちづくりについて考えていき

ます。 

  

【参加メンバー】 

協議の結果を報告・共有 

生活支援コーディネーターは、協議体と連携しながら、地域

での支えあいの体制作りを行うほか、住民主体の活動に対す

る運営支援、高齢者のお困りごとの相談などに応じます。 

日頃高齢者と関わる機会の多い地域住民・関係機関など、身近な地域での

支えあいについて関心を持ち、共に考え話し合う思いを持った方々にお声

がけをしています。 

（各地域１０名程度） 

支えあいのまちづくり勉強会参加者 
介護・在宅医療などの

区内の専門職 

日頃、高齢者に関わる自主

的な活動をしている方 

高齢者の分野以外で活動している

が、勉強会のテーマに関心が高い方 
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