
令和４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４年７月２７日（水）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 

  「中央区内で地域活動を担われている方のネットワーク化に向けて」 

 

 

５ 今後の協議体実施予定 

 

 

６ 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。  

 



❶わくわくパーク十思 ❺湊カフェ

❷日本橋サロン ❻築地集いの場

❸浜町カフェ ❼八丁堀元気ひろば

❹銀座ぷらっとサロン ❽ふらっとルーム新川

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　　身体をほぐす健康体操、脳トレ、

　　　　カーレット、ボッチャ、健康講座など

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　　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　　浜町メモリアル

　　　　（日本橋浜町2-59-48）

活動日　第2,4木曜日

時間　　午後1時30分～4時

内容　　顔の体操、体の健康体操、脳トレ、

　　　　健康講座、小物づくりなど

会場　　京橋プラザ コミュニティルーム

　　　　（銀座1-25-3）

活動日　第1,3水曜日

時間　　午前10時30分～12時00分

内容　　脳トレ、歌謡デ体操、モルック、

　　　　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　　筋トレ、脳トレ、ストレッチ、

　　　　折り紙、ボッチャなど

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

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、ストレッチ、早口言葉、

　　　　コーラスなど

❾ライオンズタワー月島サロン ⓭ステップアップクラブ

❿クレストシニアサロン ⓮からだスマイル倶楽部

⓫月島交流カフェ ⓯豊海いきいきクラブ

⓬よりみちクラブ

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　　ラジオ体操、カーレットなど

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　　カーレット、チェアエクササイズなど

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　　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　　椅子ヨガ、つぼ押し、

　　　　筋トレ、ストレッチ、脳トレなど

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　　勝どきコミュニティ―ルーム

　　　　（勝どき1-13-19）

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
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⓫ 

❿ 

京橋地域 

日本橋地域 

月島地域 

（令和4年7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、ご参加の際は感染防止対策にご協力ください。 

⓮ 

 

⓯ 

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 
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【問合せ先】中央区福祉保健部介護保険課地域支援係

電話 ０３－３５４６－５６９５

中央区行方不明高齢者捜索ネットワーク

！

こ
こ
は…

 

 

ど
こ
だ
！ 

中央区役所４階

介護保険課

警 察

家族など

② 捜索メール配信依頼

⑤ 発見連絡

①

行

方

不

明

連

絡

③ 捜索メール配信

⑥

発
見
メ
ー
ル
配
信

認知症で行方不明になった高齢者の特徴などを
協力者にメール配信します

行方がわからなくなった高齢者の情報をメールで受けとり、特徴に似た高齢者を見かけた
ら連絡していただく協力者を募集します。

日常生活の中で、少し気にかけていただける方は「ちゅうおう安全・安心メール」から登録
をお願いします。（登録方法は裏面をご覧ください）
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●日常生活の中で、メールの情報を気にかけていただき、情報と似ている方を見かけた場合は

警察・１１０番通報してください。

●行方不明高齢者の情報のほかに、認知症に関する情報も配信します。

●登録及びメール受信等で生じる通信費は協力者の負担となります。

参考 「行方不明高齢者情報」に情報を掲載したい場合は？

● 情報を記載できる高齢者

中央区在住で在宅の６５歳以上の方で、認知症等の症状により行方不明となった高齢者

● 掲載を依頼できる方

上記高齢者の配偶者・親族・後見人

※詳しくは下記までご相談ください。

場 所 日 時

中央区役所４階介護保険課地域支援係

住所 中央区築地 １

電話

午前 時 分～午後 時

（土・日・祝日・休日、年末年始は休み）

認知症サポーターは何か特別なことをする人ではありません。
認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かい目で見守る「応援者」です。
全国キャラバン・メイト連絡協議会と連携を図りながら、認知症サポーター養成講座を中央区内で開催してい
ます。受講をご希望の方は中央区介護保険課地域支援係またはおとしより相談センターへご相談ください。

🔻🔻 協力者（メール配信を希望）になるには

☑行方不明高齢者情報 行方不明高齢者情報

…

ここの URLをクリック 
このメールあてに空メール送信 



実施主体 講座名 実施場所 連絡先 開催頻度 内容

Docomo出張

スマホ教室

毎週木・金曜日

（第2木曜日は休講）

14時～15時

・初めてスマホに触れる方への指導に始まり、アプリの利用、写真

の撮影、メールの送付までステップアップしていきます。

※事前申込（2か月コース）

パソコン相談

毎週水曜日

13時～16時

※1人1回50分

・基本的な操作のほか、利用者の要望にあわせて対応します。

※事前申込

築地3-6-2

聖路加健康ナビス

ポットるかなび

第１金曜

14時～16時

明石町1-6

喫茶アラジン

偶数月第3水曜

14時～16時

シルバー

人材センター
各種講座

八丁堀3-17-9

シルバー人材センター

２階パソコン研修室

3551-2700 各講座ごとに異なる

シルバー人材センターの会員が講師となり、「初めてのパソコン」

「Wordを使ってみよう」などテーマに合わせた各講座を実施してい

ます。

※講座ごとに区のおしらせなどで募集を行います。

※各コースとも参加費用・テキスト代がかかります。

実施主体 講座名 実施場所 連絡先 開催頻度 内容

パソコン教室
毎週木曜日

13時～16時

パソコンの立ち上げ方や検索の仕方、Word・Excelの使い方な

ど利用者の要望にあわせて対応します。

※当日先着順

LINE

ちょこっと体験会

第2・4水曜日

14時～15時

※日程変更可能性あり

社会福祉協議会の担当者が月に2回LINEの機能を紹介し、

LINE利用に興味を持っていただく講座です。

※事前申込

社会福祉協議会 ちょこっと相談会
毎週木曜、第1・3日曜

13時～17時

利用者のちょっとした疑問や悩みについて相談に応じる相談会

で、スマホの使い方に関する相談も受け付けています。

社会福祉協議会
スマホ

ちょこっと相談会

第2・4月曜

14時～15時
月に2回スマホの相談に応じる相談会を開催しています。

利用者のちょっとした疑問や悩みについて相談に応じる相談会

で、スマホの使い方に関する相談も受け付けています。

日本橋浜町

3-40-3

多世代交流スペース

「はまるーむ」

京橋地域

日本橋地域

いきいき桜川

(桜川敬老館)
3553-0030

入船1-1-13

いきいき桜川

いきいき浜町

(浜町敬老館)
3669-3385

日本橋浜町

3-37-1

いきいき浜町

社会福祉協議会

3523-9295

ちょこっと相談会 3523-9295

高齢者向けパソコン・スマートフォン講座・相談会

実施箇所一覧

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催が変更・中止となっている場合があります。詳細は、連絡先にお問い合わせください。
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実施主体 講座名 実施場所 連絡先 開催頻度 内容

パソコン

初歩相談

第1・3木曜日

10時～15時

・利用者の要望に応じた個別指導で、スマホに対する疑問にも

対応します。

※事前申込

スマホ講座

第2・4月曜日 14時～15時

第2木曜日 15時～16時

※日程変更可能性あり

・動画の視聴や写真の撮影など、毎回テーマを決めてスマホ利用

に関する講義を行います。

※事前申込

初めての

スマートフォン

毎週水曜日

11時～12時

・ドコモショップの講師によるスマホ入門プログラムを敬老館にて実

施します。

※事前申込

かんたん

スマホ教室

第2・4金曜日

15時～16時30分

・スマホでできる多くの機能の紹介し、スマホ利用に興味を持って

いただく講座です。

※事前申込

ちょこっと相談会 3523-9295
第1・3土曜、第2・4火曜

13時～16時

利用者のちょっとした疑問や悩みについて相談に応じる相談会

で、スマホの使い方に関する相談も受け付けています。

R65月島カフェ

(いきいき地域サロン)

070-5079-8815

(代表：佐久間)

毎月第3木曜

12時半～16時

(うち相談会は

12時半～14時)

地域の方が主体となり開催しているサロンの中でスマホ教室を実

施しています。

シニアセンター
パソコン

なんでも相談

佃1-11-1

シニアセンター
3531-7813

毎週

月曜日13時～14時半

水曜日10時～11時半

・パソコン指導

・簡単なスマホの使い方指導（LINEなど）

勝どき1-5-1

いきいき勝どき

いきいき勝どき

(勝どき敬老館)

社会福祉協議会
勝どき1-5-1

勝どきデイルーム

月島地域

3531-3258



東京都スマートフォン普及啓発事業（中央区内開催分）

●スマートフォン体験会　※参加費無料

実施場所 住　所 開催日 時間 内　容 参加対象 申込方法 定員

令和4年8月5日（金）

令和4年9月2日（金）

中央区役所8階
大会議室

築地1-1-1 令和4年10月2日（日） 60歳以上の都民
東京都スマートフォン普及
啓発事業事務局へ電話で
申し込む

50名

●スマートフォン相談会　※参加費無料

開催日 住　所 開催日 時間 内　容 参加対象

令和4年8月26日（金）

令和4年9月23日（金）

令和4年10月28日（金）

令和4年11月25日（金）

令和4年8月4日（木）

令和4年9月8日（木）

令和4年10月3日（月）

令和4年11月3日（木）

いきいき浜町
（浜町敬老館）

日本橋浜町3-37-1

佃1-11-1シニアセンター

いきいき浜町
（浜町敬老館）

日本橋浜町3-37-1

60歳以上の
区内在住・在勤者

スマートフォンの使い方や操作方法に
関する疑問や不安等、スマートフォン
に関する相談について、専門のアドバ
イザーが個別にお応えします。

60歳以上の区民
申込は不要です。
当日会場へ直接お越しください。
先着順となります。

※午後1時31分から受付を開始します。
多数の相談者がいらっしゃった場合
は、終了時間よりも前に受付終了する
場合があります。

午後1時～4時

午後2時～4時

10名

備　考

スマートフォンをお使いでない方や、
操作に不慣れな方が、楽しみながら
スマートフォンや各種アプリの活用を
体験できる、教室形式の体験会です。

いきいき浜町館内受付で
直接申し込む

60歳以上の区民

【問い合わせ先】

東京都スマートフォン普及啓発事業事務局

TEL:03-5348-2735（年末年始を除く平日9時～17時）
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令和３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 

 

 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、一体となって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） 
 

 主な相談内容 支援回数 

１ 高齢者・独居・ゴミ・近隣トラブル・金銭管理 257 

２ 精神障害・独居・経済困窮・住宅問題・金銭管理 212 

３ 精神障害・独居・経済困窮・負債 165 

４ 精神障害・独居・経済困窮・金銭管理 151 

５ 知的障害・独居・ゴミ・近隣トラブル・金銭管理 97 

６ 高次脳機能障害・社会参加 96 

７ 高齢者・独居・孤立 92 

８ 精神障害・独居・孤立・ゴミ・近隣トラブル 88 

９ ひきこもり・虐待・経済困窮 65 

10 ひきこもり・孤立・経済困窮 58 

参考 令和３年度  64 ケース 2,185 回 

高齢者を含む世帯 35 ケース 1,147 回 

 

２ 地域支援 

（１）地域活動に対する支援（地域ささえあい課 支援回数・上位 5 ケース） 
 

 主な相談内容 支援回数 

１ みんなの食堂 A の開催 219 

２ 高齢者同士の交流の場の開催 177 

３ みんなの食堂 B の開催 156 

４ 精神障害者の当事者の会の開催 102 

５ 体操を通した交流と高齢者の介護予防 92 

参考 令和３年度  66 団体 2,067 回 

    対象に高齢者を含む活動 47 団体 1,612 回 
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（２）京橋地域における地域支援の取り組み 
 

①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、飲料の提供はせず、相談会のみ開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）日本橋地域における地域支援の取り組み 
 

① 多世代交流スペース「はまるーむ」の運営 

 令和３年６月にプレオープンした多世代交流スペース「はまるーむ」は、毎週月・

木・金、第１・３日曜日に開所し、職員２名が常駐しています。地域の居場所づくり

の一環として、福祉に関する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ます。 

 

＜令和３年度実績＞ 

活動団体数 1 団体（高齢者関係）  活動回数 ７回 

 

②おとなりカフェ・ちょこっと相談会の開催 

月 6 回、はまるーむ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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  開催回数 来場者数 相談件数 （うち、高齢者関係） 

令和２年度 7 12 11 (6) 

令和３年度 18 42 30 (14) 

  開催回数 来場者数 相談件数 （うち、高齢者関係） 

令和３年度 

(6/14～) 
54 255 41 (26) 
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（４）月島地域における地域支援の取り組み 
 

①勝どきデイルームの運営 

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３年度実績＞ 

 活動団体数 17 団体   活動回数 188 回 

（うち、高齢者関係 13 団体  活動回数 152 回） 

 

 

   ②おとなりカフェ・ちょこっと相談会の開催 

    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。このうち月 2 回は、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。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 高齢者の ICT 活用に向けた取り組み 
 

 ①「スマホちょこっと相談会」の実施 

令和３年９月から月２回、多世代交流スペース「はまるーむ」にてスマホちょこっ 

と相談会として、LINE やスマホの相談会・体験会を実施しています。 

参加者数 延 14 名 

 

② スマホを使用した「脳トレゲーム体験会」の実施 

    令和 4 年 3 月にフレイル予防を目的にスマートフォンを活用した脳トレゲームの

体験会を実施した。 

     参加者数  ７名 

 開催回数 来場者数 相談件数 （うち、高齢者関係） 

令和２年度 33 335 72 (46) 

令和３年度 46 456 68 (43) 
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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４年２月 1 日（火）、4 月 25 日（月）、7 月 12 日（火） 

日本橋地域  令和 4 年 3 月 15 日（火）、5 月 17 日（火） 

月島地域  令和４年１月 14 日（金）、5 月 27 日（金） 

 

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 

 ・出席者近況報告 

 ・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                                                                                  

これまでの検討内容：「地域のつながりづくり」に向けた情報発信について検討し、広報紙『きらき

らいふ京橋人～ゆるっとつながる～』の発行を開始した。 

 

◇ ２月 1 日：広報紙の発行と SNS を活用した「京橋地域」らしい情報発信について 

広報紙『きらきらいふ京橋人～ゆるっとつながる～』第１号の発行と今後について意見交換を行っ

た。また、SNS を活用することで家族や支援者への情報発信が可能となることなどを共有した。 

項目 内容 

今後の情報発

信について 

・広報紙『 きらきらいふ京橋人～ゆるっとつながる～』は継続的に発信する。 

・広報紙と連動する形で動画の作成および YouTube による公開を試行的に行う。 

 

 

◇ 4 月 25 日：動画を活用した情報発信および広報紙（第２号）の発行について 

動画と広報紙第２号の素案を提示し、意見交換を行った。 

項目 内容 

動画および広

報紙について 

・情報発信を継続することで、何かあった際に連絡をもらえるなど、つながるきっか

けになるかもしれない。 

・広報紙の紙面に載せきれないものを動画で紹介してもよい。 

※どの情報を掲載するかは要検討。協議体の目標からずれないように。 
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◇ 7 月 12 日：広報紙の発行と、高齢者が地域に出かけるきっかけの場について 

広報紙第３号の発行とインタビュー動画について意見交換を行った。また高齢者が地域に出るきっ

かけについても意見交換を行った。 

項目 内容 

高齢者が地域

に出るきっか

け等 

・場があることがわかっていても、一人では参加しにくい。 

・高齢者が自分の足で行ける範囲に場があると良い。 

・相談先を知らない方もいるので、相談先の広報も必要。 

 

 

■ 日本橋地域                                         

これまでの検討内容：多世代交流スぺース「はまるーむ」を活用した一人暮らし高齢者のつながり 

づくりについて検討した。 

 

◇ 3 月 15 日：高齢者が外出するうえで必要な仕組みづくりについて  

高齢者が外出するうえで必要な仕組みづくりについて、①担い手の発掘、②高齢者が集える場の把

握、③高齢者とどのように繋がるかの３点について意見交換を行った。 

項目 内容 

① 担 い 手 の

発掘 

・すでにボランティアなどの活動をしている方 

・地域への愛着がある方 

・参加型の担い手や、声をかける担い手など、あらゆる担い方があって良い。 

  協議体メンバーが担い手として実践し、地域を巻き込んでいく。 

② 高 齢 者 が

集 え る 場

の把握 

・区からの情報をたよりに参加されている方が多い。 

・地域内でも地域性があり、集える場が少なく遠方まで足を運ばざるを得ない場合も

ある。 

③ 高 齢 者 と

繋がる 

・挨拶をする程度の関わりだと名前や住所までは把握していないことも多いが、そう

いった方の姿が見えなくなると心配になる。繋がり方が難しい。 

 

 

◇ 5 月 25 日：仲間と出かける仕組みについて 

前回の協議体を踏まえ、具体的な取り組みについてアイディアを抽出するワークを実施した。 

項目 内容 

ワークを通じ

て出た意見 

・対象者も担い手になる「支え支えられる関係」が築けると良い。 

・誰もが気軽に立ち寄れる地域の居場所が必要。 

・「目的」があると参加の動機付けになる。 

 

 

 

■ 月島地域                                         

これまでの検討内容：コロナ禍で孤立しがちな高齢者も ICT を活用してつながりが持てることから、

ICT 活用に向けてのアンケート調査等を実施した。 
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◇ 1 月 14 日：「高齢者の ICT 活用についてのアンケート」の結果報告と具体的な取り組みについて 

令和３年 11 月に実施したアンケート調査結果を報告し、結果に基づき取り組み内容を検討した。 

項目 内容 

取り組み内容

の検討 

目的：人と人とのつながり 

内容：ICT を活用している方、使用していない方、全ての方がステップアップできる

よう、レベルに合わせたブースを３つ用意する。 

   （①スマホの不安を解消する、②便利な機能を知る、③LINE を学ぶ） 

   気軽に相談できるよう、お祭りのような雰囲気で実施。 

タイトル：集まれ！スマサポまつり～スマートフォンの使い方教えます！～ 

 

◇ ３月 23 日：スマサポまつりの実施 

日時：３月 23 日（水）13:00～15:00 

会場：晴海ビュータワー集会室 

参加者：9 名 

従事者：計 18 名（協議体メンバー、区民ボランティア、携帯キャリア等） 

  ※周知チラシは別紙のとおり 

 

◇ ５月 27 日：スマサポまつりの実施報告と今後について、広報物の作成について 

３月 23 日に実施したスマサポまつりの報告と今後の展開について意見交換を行った。また広報物

の作成について検討した。 

項目 内容 

スマサポまつ

りの今後につ

いて 

・月島地域の別の地域でも実施していきたい。 

・スマサポまつりの参加者が、教える側にまわる仕組みがあると良い。 

広報物の作成

について 

・第２層協議体の周知を目的に広報紙を発行する。 

・創刊号は「ささえあいのまちづくり協議体とは何か」「月島地域の協議体の沿革」 

 

  

５ 今後の流れ 

  各地域の取り組み内容に基づき協議を進めていく。 

 

  次回のテーマ（案） 

 【京橋地域】９月下旬に開催予定。 

 引き続き、情報発信と高齢者が地域に出るきっかけについて検討する。 

 

 【日本橋地域】８月下旬に開催予定。 

 引き続き、仲間と出かける仕組みづくりについて検討する。 

 

 【月島地域】９月上旬に開催予定。 

スマサポまつりの今後の展開と広報紙のタイトルや周知方法について検討する。 
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支えあいのまちづくり協議体（第２層協議体）情報交換会の実施報告 

 

「支えあいのまちづくり協議体（第２層協議体）」の発足から３年目を迎え、地域ごとに具体的な取り

組みや検討が進んでいる。第２層協議体メンバーの交流と進展を目的に、情報交換会を開催した。 

 

１ 実施日 

  令和４年６月 22 日（水） 

 

２ 出席者 

  京橋・日本橋・月島地域の支えあいのまちづくり協議体リーダー・サブリーダー 計６名 

 

３ 内容 

 ・各地域の取り組み内容の報告 

・意見交換 

 

４ 意見交換の要旨 

・高齢者の方が地域に参加する際のハードルを下げるのは、知人・担い手からの口コミである。 

・地域の境界にお住まいの方は、他地域の方が参加しやすい場合もある。中央区全域の社会資源マップ

のようなものがあれば、情報を届けやすい。 

・他地域の活動を知ることで、自身の地域の高齢者に案内することもできるため、担い手同士のつなが

りが欲しい。 

・コロナ禍で、地域の高齢者が二極化している印象を受けている。つながりを作りたい方と、外出に躊

躇がある方。町会程度の範囲なら外出できる方も多いため、身近な地域でイベントがあると良い。 

・顔の見える関係から始めることが大切である。担い手自身が情報発信の媒体である。 



意見交換説明資料 

 

テーマ 

中央区内で地域活動を担われている方のネットワーク化に向けて 

 

テーマ設定の背景 

第２層協議体リーダー・サブリーダーの情報交換会にて出された意見 

 

・地域の境界付近に住んでいる方は、他地域の方が参加しやすい場合がある。 

   例：日本橋茅場町に住んでいる高齢者は、いきいき桜川の方が近い。 

     築地に住んでいる高齢者は、いきいき勝どきの方が通いやすい。 

 

・他地域の地域活動にも参加できることを知らない方もいる。 

 

・担い手の方からの紹介や誘いがあると新しい活動に参加しやすい。 

 

 ・担い手の方自身が情報発信の媒体となることができる。 

 

 

 

 

 担い手の方の横のつながりができれば、高齢者に情報が届けられ、

地域への参加もハードルが下がるのではないか。 

 

 

 

 つながり作りを目的とした担い手のネットワーク化を進めるにあったっては、

どのような形態・内容で実施していくのが効果的か、また、着手しやすい取り組

みはどういったものか、意見交換をお願いします。 
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