
令和４年度第２回中央区地域支えあいづくり協議体次第 

  

日 時 令和５年１月１３日（金）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 副会長の指名 

 

 

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：地域で高齢者が集う場や、インフォーマルなネットワークについて 

 

 

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。  

 



❶わくわくパーク十思 ➏湊カフェ

❷日本橋サロン ❼築地集いの場

❸浜町カフェ ❽八丁堀元気ひろば

❹カラフル ❾ふらっとルーム新川

❺銀座ぷらっとサロン

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1時30分～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　　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

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　　はまるーむ

　　　　（日本橋浜町3-40-3）

活動日　第2,3水曜日

時間　　午後2時～4時30分

内容　　筋肉体操、ぬり絵、歌体操、脳トレ、

　　　　折り紙、ヨガ、映画鑑賞など

❿ライオンズタワー月島サロン ⓮ステップアップクラブ

⓫クレストシニアサロン ⓯からだスマイル倶楽部

⓬月島交流カフェ ⓰豊海いきいきクラブ

⓭よりみちクラブ ⓱ハンドメイド友の会

⓲Campo 晴海シニアサロン

※参加者は午後1時20分にﾏﾝｼｮﾝのｴﾝﾄﾗﾝｽ前に集合

会場　　ザ トウキョウ タワーズ シータワー

　　　　ミーティングルーム（勝どき6-3-1）

活動日　第1,3水曜日

時間　　午後1時30分～3時

内容　　羊毛刺繍、ビーズアクセサリー作り、

　　　　参加者同士の交流など

※クレストタワーの住民のみ参加可

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ールーム

　　　　（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

会場　　Campo Real Madrid（カンポ・

　　　　レアル・マドリード）（晴海4-6-5）

活動日　第1,3水曜日

時間　　午前10時30分～12時

内容　　健康麻雀、ボードゲーム、脳トレ、

　　　　菜園、ウォーキングフットボール、

　　　　ミニフットゴルフなど

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　　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

カンポ
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京橋地域 

日本橋地域 

月島地域 

（令和4年12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 

⓱ 
⓰ ⓲ 
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「自宅で  トレ！」 

昨年度実施し、好評をいただいた「自宅で粋トレ！」を今年度も実施します！ 

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に役立てましょう！粋

トレに取り組み、チャレンジカードをご返送いただいた方には修了証と中央区オリジナル、

粋トレタオル 2022 を差し上げます！ 

申し込み期間 ： 令和４年 10 月 1４日から 11 月 15 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 

〈 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、生年月日、送付

先住所、連絡先（電話番号）を記載してください。 

過去に「自宅で粋トレ！」に参加された方には、DVDは送付しません。過去に送付した DVDをご

利用ください。 

※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) 

対象：区内在住の方 

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。 

 

     

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で、

令和５年２月２８日までに区へ返送し

てください。 

 

４.修了証の発送 

区から と

を送付いたします。 

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) 
 

参加者を募集します！ 

 

先着１００名 

 

参加費無料 
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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。 

 

 



令和５年２月１５日（水）
14：00～16：00

第１部 事業紹介
各種ボランティアの紹介・応募方法や区が実施している就労支援事業の説明を行います。

第２部 パネルディスカッション
体操ボランティアや地域の交流サロン「高齢者通いの場スタッフ」、就労等で活躍されている
方々に、活動のきっかけや、やりがいなどをお話いただきます。

〈問合せ先〉 中央区福祉保健部高齢者福祉課高齢者活動支援係

電話：03-3546-5334・5716 メール：kofuku_02＠city.chuo.lg.jp

区役所８階大会議室（築地1－1－1）

メールでお申込み

いただく場合は「生

きがいデザインセミ

ナー申込み」と明記

し、氏名、住所、電

話番号を記載して

ください。

ボランティアを
始めてみたい

働き続けたい

趣味や特技を
生かしたい

申込方法
電話またはメールでお申込み
ください。

↑こちらからも
申込みが可能です

おおむね４０歳以上の
区内在住・在勤の方向け

定員５０名 参加費無料
事前申込先着順
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事業紹介一覧

元気高齢者人材バンク 対象：おおむね50歳以上の区内在住者

特技や資格を持ったシニアの方を、元気高齢者人材バンクに登録し、
いきいき館（敬老館）や高齢者クラブ、児童館等に派遣し、講座やイベン
トを開催しています。

高齢者通いの場 対象：制限なし

区内に住むひとり暮らしや閉じこもりがちな高齢者などが、身近な地
域で交流できるサロンで、体操や脳トレ、折り紙、参加者同士の交流な
どを行います。

さわやか体操リーダー 対象：おおむね40歳以上の区内在住者

元気高齢者を対象として、いきいき館（敬老館）等で、マシントレーニン
グやゴムバンドの教室を運営する体操ボランティアです。

元気応援サポーター 対象：おおむね40歳以上の区内在住者

簡単な体操や脳トレ等を、地域の身近な場所で行う体操ボランティア
です。自分の所属する団体（グループ）で、参加者と一緒に体操を行っ
たり、派遣活動を行っています。

シルバー人材センター 対象：60歳以上の区内在住者

シルバー人材センター会員（60歳以上の区民で、働く意欲と能力があ
れば、どなたでも会員になれます。）に対し、簡易で臨時的な短時間の
仕事を提供します。

シルバーワーク中央 対象：おおむね55歳以上の方

雇用による仕事に就きたいという中高年齢者を対象に、無料で職業紹
介を行っています。



1 

 

令和４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 依存症・障害の疑い・子育て・家族問題・経済困窮 71 

２ 精神障害・独居・社会参加 70 

３ 精神障害・独居・経済困窮・負債 50 

４ 精神障害・独居・経済困窮・金銭管理 48 

５ 知的障害・独居・ゴミ・近隣トラブル・金銭管理 46 

６ 精神障害・独居・社会参加 37 

７ 精神障害・独居・経済困窮・住宅問題・金銭管理 32 

８ ひきこもり・経済困窮・住宅問題 31 

９ ひきこもり・孤立・経済困窮 28 

10 障害・ひきこもり・経済困窮 26 

参考 令和 4 年度  46 ケース 716 回 

高齢者を含む世帯 25 ケース 206 回 

   ※網掛けは生活支援コーディネーターが支援しているケース 

 

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 129 

２ みんなの食堂 B の開催 106 

３ 子育て世代の交流の場の開催 72 

４ 精神障害者の当事者の会の開催 54 

４ 高齢者同士の交流の場の開催 54 

参考 令和４年度  70 団体 1,404 回 

   対象に高齢者を含む活動 49 団体 830 回 

※網掛けは生活支援コーディネーターが支援しているケース 

※令和４年 11 月末 

※令和４年 11 月末 
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（２）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 

 多世代交流スペース「はまるーむ」の開所から 1 年半が経過し、今年度は開所日を

増やしてアウトリーチの拠点として運営しています。 

(開所日：毎週月・木・金曜日、第１･３日曜日、第 2･4 土曜日)  

 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

ベントを開催しているほか、住民主体の活動利用も増え、地域活動をサポートしてい

ます。 

 

＜令和４年度(12 月末)実績＞ 

活動団体数 6 団体   活動回数 20 回 

（うち、高齢者関係 5 団体  活動回数 19 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。このうち月１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。 

 

 

 

 

 

 

 

  開催回数 来場者数 相談件数 （うち、高齢者関係） 

令和３年度 18 42 30 (14) 

令和４年度 

 (12 月末) 
14 13 12 (9) 

  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) 

令和４年度 

 (12 月末) 
53 278 59 (47) 
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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４年度(12 月末)実績＞ 

 活動団体数 21 団体   活動回数 220 回 

（うち、高齢者関係 13 団体  活動回数 144 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 

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＞ 

令和３年度      延 14 名 

令和４年度(12 月末)  延 20 名 

 

② 「スマホささえ隊」養成講座の開催 

    高齢者がスマートフォン等の困りごとを身近な地域で解決できるようになること

を目指し、高齢者向けにスマートフォンの機能や操作を教えるボランティア「スマ

ホささえ隊」(仮称)の養成講座を令和４年 12 月に実施しました。 

    今年度は試行的に、ささえあいサポーターを対象に実施し、10 名の方に、２日間

の講座を受講いただき、スマホちょこっと相談会等での活動が始まっています。 

 

 開催回数 来場者数 相談件数 （うち、高齢者関係） 

令和３年度 46 456 68 (43) 

令和４年度 

 (12 月末) 
36 531 39 (20) 



スマホおしえ隊養成講座
スマホささえ隊養成講座

お近くの高齢の方のスマホのお困りごとをサポート！

ささえあいサポーター対象

長引くコロナ禍で一層利用する機会が増えたスマートフォン。し
かし、その操作や機能・安全性に不安があり、使いこなせていな
いご高齢の方が地域の中に多くいらっしゃいます。
『身近な場所でスマートフォンの相談できる人がいる地域に！』
ぜひ参加してみませんか、、、？

・スマホささえ隊の強み
・伝え方
・質問への対応
・便利である上での危険性 など

・スマホの基本操作
・アプリのインストール方法
・カメラ、地図アプリの使い方
・SNSについて など

2日目
12月22日(木)

13:30～16:30
12月15日(木)

13:30～16:30

「スマホを教える」基礎を学ぶ2日間！
・・・

※2日間参加できる方のみお申込みください

対 象： スマホを日常的に利用している方
高齢者のスマホ利用をサポートしたい方

会 場： 中央区社会福祉協議会 3階 大会議室
講 師： 株式会社アミュー
定 員： 20名（先着順） 申込方法：裏面参照
参加費： 無料

主催：中央区社会福祉協議会 管理部 地域ささえあい課

1日目

（仮称）



中央区社会福祉協議会 大会議室
中央区八丁堀４－１－５ ３階
・都営地下鉄浅草線宝町駅 徒歩３分
・東京メトロ日比谷線八丁堀駅 徒歩７分
・東京メトロ有楽町線新富町駅 徒歩７分

スマホおしえ隊養成講座

中央区社会福祉協議会 3階大会議室
中央区八丁堀４－１－５
・地下鉄都営浅草線宝町駅（A1出口）徒歩3分
・東京メトロ日比谷線八丁堀駅（A3出口）徒歩7分
・東京メトロ有楽町線新富町駅（2番出口）徒歩7分
・東京メトロ銀座線京橋駅（1番出口）徒歩7分

会場

申込方法

(1)申込みフォーム
右の二次元コードより
必要事項をご記入ください。

12/12(月)までに下記のいずれかの方法でお申し込みください

(2) メール
宛先：sasae@shakyo-chuo-city.jp
件名：スマホおしえ隊養成講座申込み
内容：右記４点をご連絡ください。

(3) 電話
電話番号：03-3523-9295（地域ささえあい課）

内 容：右記４点をご連絡ください。

地域ささえあい課（担当：仲田・佐々木）

電 話：03-3523-9295

メール：sasae@shakyo-chuo-city.jp

お問合せ

注意事項ほか

・本講座は「スマホを教える方」を対象に行うものです。
・12/15・22の両日に参加できる方のみとさせていただきます。
・講座後、実際にスマホやLINE教室など、活躍の場もあります！

お申込内容
①氏名
②電話番号
③年代
（例:60代等）
④メールアドレス
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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 11 月 2 日（水） 

日本橋地域  令和 4 年 8 月 29 日（月）、11 月 30 日（水） 

月島地域  令和４年９月９日（金）、12 月 19 日（月） 

 

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）の報告 

・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、広報紙『きらきら

いふ京橋人～ゆるっとつながる～』や広報紙に関連した動画を作成している。 

 

◇ 11 月 2 日：広報紙の配布先拡大について、今後の取り組みについて 

広報紙『きらきらいふ京橋人～ゆるっとつながる～』について、より周知を広めるために配布先の拡

大を検討した。また、京橋地域の今後の取り組み内容について意見交換を行った。 

項目 内容 

広報紙の配布

先について 

・広報紙や動画を協議体メンバーが紹介したことで、閲覧数が増加したことから、協

議体メンバーのつながりのあるところに配布を拡大できないか検討した。 

（案）薬局、銭湯、通いの場、学校、民間企業など 

→メンバーのつながりのあるところに配布の協力を依頼した。 

今後の取り組

みについて 

高齢者向けに情報を発信するうえでは、高齢者が集まる社会資源の把握が不可欠であ

ることを共有した。 

 

試行的に、高齢者に対しアンケートを実施してみる。 

（案）隅田川テラスやラジオ体操の参加者、銭湯や病院、高齢者の活動にて調査 

→次回協議体にて詳細を協議する。 
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■ 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、ひとり暮らし高齢者のつなが

りづくりについて検討した。 

 

◇ ８月 29 日：今後の取り組み内容について 

これまでの話し合いをもとに、“つながり”や対象者についての意識統一を行った。 

項目 内容 

“つながり”

について 

・地域で会った際に顔が分かり、挨拶ができる。 

・おおよその居住エリアが分かる。 

→上記の２点を協議体での『地域住民にできる“つながり”』として定義する。 

ひとり暮らし

高齢者の範囲

について 

一概に「ひとり暮らし高齢者」と言っても、積極的に他者との関わりを持てる方は、

すでに“つながり”が築かれているため、対象とはしない。 

→「ひとりが好きな方」「きっかけがあれば他者とつながりを持てる方、つながりた

い方」には社会資源に関する情報が届いていない側面があるため、協議体での対象と

する。 

今後の取り組

みについて 

ひとり暮らし高齢者にインフォーマルな情報も届けられると良い。 

→社会資源の把握、情報発信について協議を進める。 

 

◇ 11 月 30 日：日本橋地域の社会資源の見える化 

前回の協議体を踏まえ、日本橋地域の地図を用いて、社会資源を分類し地図に落とし込むワークを実

施した。 

項目 内容 

ワークを通じ

て出た意見 

・日本橋地域だけでも社会資源に地域差がある。住民の生活スタイルにも違いがある。 

・日本橋浜町付近には“ナチュラルな社会資源”が豊富にある。 

・メンバーの生活圏域でも“ナチュラルな社会資源”を把握できていない地域がある。

そういった地域のつながりや社会資源を確認したい。 

 

日本橋浜町付近をモデル地域として広報物を作成・配架する。 

社会資源が把握できなかった地域を調査し、新たな資源の掘り起こしを行う。 

 

 

■ 月島地域                                                             

これまでの検討内容：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 利用

のアンケート調査を実施し、調査結果に基づきイベントを開催した。 

 

◇ ９月９日：「集まれ！スマサポまつり」の今後の実施と広報紙の発行について 

「集まれ！スマサポまつり」の他地区での実施と広報紙の発行に際した詳細を検討した。 

項目 内容 

スマサポまつ

りの実施につ

いて 

・実施にあたっては、昨年度の実施と同様に高齢者にアンケート調査を行い、結果に

基づき実施内容も変更する。 

（案）いきいき勝どきでの実施について検討する。 

・協議体で作成する広報紙にスマサポまつり紹介記事を掲載し、公募してみる。 
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広報紙の発行

について 

タイトル『となりぐみ』 

発行頻度：６カ月ごと 

創刊号の内容：メンバー紹介、支えあいのまちづくり協議体とは何か。 

配布先については、次回検討する。 

 

◇ 12 月 19 日：スマサポまつりの実施検討と広報紙『となりぐみ』について 

いきいき勝どきにスマサポまつりの実施を相談した際の報告と今後について協議した。広報紙につ

いては配布先案等を検討した。 

項目 内容 

スマサポまつ

りの実施につ

いて 

・いきいき勝どきにスマサポまつりの実施を相談した際の報告 

＜実施については OK だが、アンケートの内容を簡素化した方が回答しやすい。＞ 

 

・スマサポまつりは、アンケート調査にて高齢者の ICT 利用の実態把握を主としてい

るため、アンケートを簡素化することは本来の目的とずれてしまう。 

・小地域でアンケート実施とスマサポまつり開催を重ね、アンケートの傾向が見えて

きた段階で、月島地域全域を対象としていきいき勝どきで実施することとする。 

広報物の内容

について 

・配布先については、高齢者が立ち寄る場所について意見を出した。 

（案）薬局、郵便局、スポーツジム、銭湯、病院、シニアセンター 

その他、町会・自治会、高齢者クラブ、民生・児童委員協議会にも配布する。 

・創刊号のみ A4 両面とする。１面はメンバー紹介および協議体の紹介、２面はスマ

サポまつりの紹介と公募記事 

・メンバー顔イラストの作成を勝どきデイルームの活動団体に依頼する。 

 

  

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】２月上旬に開催予定。 

  高齢者の社会資源把握を目的としたアンケート調査の実施について検討する。 

 

 【日本橋地域】３月中旬に開催予定。 

  広報物作成の検討と、社会資源が把握できなかった地域について調査する。 

 

 【月島地域】２月上旬に開催予定。 

 スマサポまつりの実施検討と、今後の展開と広報紙の内容について検討する。 

 


