
令和 2 年度 第１回 東京都北区おたがいさま地域創生会議 次第 

 

                                令和３年３月２５日（木） 

午後４時 10 分～ 

                  Webex 会議・区役所第一庁舎第 2 委員会室 

 

Ⅰ 開  会 

 

Ⅱ 議  題 

 

1. 高齢者あんしんセンターにおける活動状況 

（1）令和 2 年度 地域ケア個別会議 開催状況について  高齢福祉課から      

 

（2）令和 2 年度 3 圏域地域包括ケア連絡会報告について        

                          社会福祉協議会から 

 

（3）令和 2 年度 第 2 層生活支援コーディネータ—活動報告について 

      熊木委員から 

 

2. 第 1 層生活支援コーディネーター活動状況      社会福祉協議会から 

（1）令和２年度 第 1 層生活支援コーディネーターの活動方針について             

 

  （2）令和２年度 第 1 層生活支援コーディネーターの活動報告について 

 

3. 令和 3 年度以降の日常生活圏域ごとの取り組みについて 

   ～北区地域包括ケア推進計画（令和 3 年度～令和 5 年度）～  

高齢福祉課から 

4. その他 

   

Ⅲ 閉  会 

 

 

 

資料１  委員名簿 ／ 北区における地域ケア会議と協議体 

資料２  東京都北区おたがいさま地域創生会議設置要綱 

資料３  令和 2 年度 地域ケア個別会議 開催状況について 

資料４  令和 2 年度 ３圏域の地域包括ケア連絡会 報告 

資料５  令和２年度 第 2 層生活支援コーディネーター活動報告 

資料６  令和 2 年度 第１層生活支援コーディネーターの活動方針 

 資料７  令和 2 年度 第１層生活支援コーディネーターの活動報告 

 資料８  日常生活圏域ごとの取り組み（北区地域包括ケア推進計画から抜粋） 



 

 

 

東京都北区おたがいさま地域創生会議委員 

 

 

 氏   名 備   考 

藤原 佳典 学識経験者（東京都健康長寿医療センター研究所 部長） 

碓井 亘 東京都北区医師会代表 

大場 庸助 東京都滝野川歯科医師会代表 

小川 孝 町会・自治会代表 

足立 賢一郎 民生委員・児童委員代表 

太田 淑江 地域活動（ボランティア）団体代表 

尾花 秀雄 商店街連合会代表 

大場 栄作 介護サービス事業者代表 

卜部 吉文 介護予防事業者代表 

熊木 慶子 地域包括支援センター（生活支援コーディネーター）代表 

小原 宗一  社会福祉協議会（地区担当者・生活支援コーディネーター） 

小林 義宗 シルバー人材センター事務局長 

峯﨑 優二 健康福祉部長 

前田 秀雄 健康福祉部参事（地域保健担当） 

横尾 政弘 まちづくり部長 

【事務局】  
 

高齢福祉課長 岩田 直子 健康福祉課長 飯窪 英一 

長寿支援課長 大石 喜之 介護保険課長 佐藤 秀雄 

地域医療連携推進担当課長 藤野 ユキ   

資料１ 



各高齢者あんしんセンターの主任介護支援専門員や
生活支援コーディネーター等を中心に開催

各圏域高齢者あんしんセンター・社会福祉協議会の
生活支援コーディネーターが運営

学識経験者、医師、歯科医師、町会・自治会、民生・児
童委員、ボランティア、商店街連合会、介護サービス事
業者、介護予防事業者、社会福祉協議会、高齢者あんし
んセンター、シルバー人材センター 各委員で構成

北区における地域ケア会議と協議体

北区全域

高齢者あんしんセンター単位

王子・赤羽・滝野川 3圏域

おたがいさま地域創生会議

地域包括ケア連絡会
各圏域の地域課題
社会資源の把握

情報共有

地域課題の
発見・共有

高齢者あんしん
センター

民生・児童委員

介護事業所

ケアマネージャー 町会・自治会 ＮＰＯ
ボランティア

おたがいさま
ﾈｯﾄﾜｰｸ協力団体

社会福祉協議会

高齢者あんしんセンター・地域で
できるサポートの創出、課題解決

ネットワークづくり

小地域から集約した地域課題や活動について
情報共有、課題解決のための検討、サポートの創出

各圏域の地域課題の共有化および各分野の意見や
知恵からサポート・サービスの創出へとつなげる

＜政策形成＞
・高齢者保健福祉計画

への位置づけ
・介護保険運営協議会
・地域包括支援センター

運営協議会

地域ケア個別会議 （個別事例の検討）

地域包括ケア連絡会（地域課題の検討）

医療機関

行 政

民間企業

ワーキンググループの設置



東京都北区おたがいさま地域創生会議設置要綱 
 

  ２８北福高第２７７１号 
                      平成２９年３月１３日区長決裁 

 
（設置） 

第１条 高齢者、介護者及びその家族等が住み慣れた地域で安心して、自分らしい

生活を続けることができるよう、地域包括ケアシステムを構築するため、介護保

険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４８第１項

に規定する会議（地域ケア推進会議）及び法第１１５条の４５第２項第５号に規

定する事業を推進するための会議（協議体）として、東京都北区おたがいさま地

域創生会議（以下「創生会議」という。）を設置する。 
 
 （所掌事務） 
第２条 創生会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）地域の情報共有及び連携強化の構築に関すること。 
（２）地域課題の発見及び解決に関すること。 
（３）地域の社会資源の集約及び活用に関すること。 
（４）生活支援体制整備のためのサービス資源の開発、人材育成及び人材確保に

関すること。 
（５）前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。 

２ 創生会議で協議された事項は、必要に応じ区長に提言することができる。 

 

 （委員の構成） 

第３条 創生会議は、区長が委嘱又は任命する委員をもって組織し、委員の構成は、

別表のとおりとする。 

 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、前条の委嘱若しくは任命の日から 3 年を経過する日まで又

は東京都北区介護保険条例（平成１２年３月東京都北区条例第１２号）第１４条

に規定する運営協議会の委員としての任期が満了する日のいずれか早い日まで

とする。ただし、任期中に別表の委員の職を離れたときは、委員の職を失うもの

とする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員の再任は、妨げないものとする。 

 

（会長及び副会長） 
第５条 創生会議に会長及び副会長をそれぞれ 1 人置く。 
２ 会長は委員の互選によってこれを定め、副会長は委員のうち会長が指名する。 
３ 会長は、創生会議を代表し、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又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

資料２



 

 

 
（招集） 

第６条 創生会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。 
２ 創生会議は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くこ

とができる。  
 

（庶務） 
第７条 創生会議の庶務は、健康福祉部高齢福祉課が処理する。 
   

（委任） 
第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 
 
 

付 則 
この要綱は、平成２９年３月１３日から施行する。 

付 則（平成２９年３月１３日区長決裁２８北福高第２７７１号） 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
別 表（第３条関係） 
 

医師代表 
歯科医師代表 
学識経験者 
町会・自治会代表 
民生・児童委員代表 
地域活動（ボランティア）団体代表 
商店街連合会代表 
介護サービス事業者代表 
介護予防事業者代表 
社会福祉協議会（地区担当者・生活支援コーディネーター） 
地域包括支援センター（生活支援コーディネーター）代表 
シルバー人材センター事務局長 
健康福祉部長 
健康福祉部参事（地域保健担当） 
まちづくり部長 

 



令和２年度 地域ケア個別会議 開催状況について 

 

 地域ケア個別会議は高齢者あんしんセンターが主催し、個別事例の検討を行う中で地域課

題の発見・共有、ネットワークの構築を行います。 

会議は高齢者あんしんセンターの主任ケアマネジャーがおもに運営し、事例提供は居宅介

護支援事業所および高齢者あんしんセンターのケアマネジャーが行いました。 

 

１．開催実績                         令和３年２月末時点 

 
高齢者あんしん 

センター名 
主な検討内容 開催方法 

１ みずべの苑 

同居家族のある認知症の方。転倒を繰り返し、服薬管理ができない。 

同居の息子は仕事が忙しく、妻は自分の事で精一杯。 

元々近隣とのつながりはある中、何ができるか。 

集合 

２ 桐ケ丘やまぶき荘 

サービス付き高齢者住宅に入居している方。 

住宅内の入居者との交流はあるが、地域の方との交流を持たせた

い。どのような活動があるか検討したい。 

集合 

３ 桐ケ丘やまぶき荘 

独居。ADL・認知機能の低下もある中で在宅生活が可能なのか。 

本人の意思決定支援への対応について。重大な困りごとが生じる前

に支援につなげるためにはどうしたらいいか。 

オンライン 

４ 赤羽 
独居。別居の子の関わりあり。ADL の低下、友人の減少で外出意欲

が低下。新しい友人を作る機会・場所がないか。 

集合 ＋ 

オンライン 

５ 赤羽北 
独居。認知症状による問題行動が多く、マンション住人からの苦情

がある。今後の支援について検討する。 
集合 

６ 豊島 
高齢の母と精神疾患を抱える子の世帯。相互の不調により安定して

支援が入りにくい家庭への支援方法について。 
集合 

７ 王子光照苑 独居、精神疾患のある方。地域での見守り方について。 集合 

８ 滝野川西 

独居、頚髄損傷で生活全般に介助を要する方。介護、障害、医療で

生活は成り立っているが地域との関わりなく、本人も必要性を感じ

ていない。災害時の救援も視野に、どうアプローチできるか検討。 

集合 

９ 新町光陽苑 
知的障がいのある子たちと同居。ほぼ寝たきりの状態で精神症状や

認知症状がみられる高齢者の在宅生活をどう支えるかを検討する。 
集合 

 

＜おもな出席者＞  

家族、担当ケアマネジャー、かかりつけ医、通所介護・通所リハビリ事業所、訪問介護事業

所サービス提供責任者、担当ヘルパー、福祉用具事業所、看護師（訪問看護ステーション）、

病院医療相談員、在宅診療相談員、居宅主任ケアマネジャー、病院理学療法士、町会・自治

会、町会見守り活動スタッフ、老人会、民生委員、マンション管理組合理事長・管理人、滝

野川障害支援センター相談員、高齢者あんしんセンターふれあい交流サロン担当職員、生活

支援コーディネーター、区（高齢福祉課、長寿支援課、障害福祉課） 

 

資料３ 



＜会議の状況＞ 

・当初の計画では、各高齢者あんしんセンターで年２回の開催予定だったが、新型コロナウ 

イルス感染症による緊急事態宣言等の影響で開催回数は例年に比べて少なくなっている。 

（平成 31 年度：28 回、平成 30 年度：33 回、平成 29 年度：33 回） 

 

・その状況の中で開催した会議では、オンラインツールを活用したり、感染防止対策を十分 

にとり参加者に理解を得るなど、例年より時間をかけ準備した。 

 

＜事例について＞ 

・認知症、独居の事例：認知症状が進行してからの関わった場合、本人の意思決定をどう判 

断、支援していけばよいのか、という多くの事例に共通する課題がある。 

高齢者あんしんセンターの周知に引き続き取り組むこと、エンディングノートの活用や元 

気なうちから地域と関わりをもつことで必要な支援に早めにつながれる環境づくりが必 

要、ということがあがった。 

 

・同居家族に障害がある事例：情報の共有、介入のいとぐちや関わり方を多職種で検討する 

ことで、ふだん関わりの少ない分野の対象者への支援のポイントを学ぶ場にもなっている、 

また関係者相互に知り合えることで、その後にタイムリーな動きにつなげられると感じた。 

 

 

２．地域ケア個別会議から出された地域課題 

・自宅への訪問拒否や約束を忘れて外出してしまう方の自宅外での訪問診療 

・ちょっと立ち寄って話ができる場所 

・ふれあい交流サロン等への送迎（ボランティア等） 

・地域の担い手がいない 

・精神疾患のある方についての地域の理解の促進 

・高齢者と障害者の世帯でなんとかやってきたが地域のつながりが少なく支援が入りにく

い 

・新型コロナウイルス感染症がある状況下で、休止している地域の活動をどのように再開で

きるか 

 

 

 

 

 



令和２年度 ３圏域の地域包括ケア連絡会 報告 

１．王子圏域地域包括ケア連絡会 

日時：令和 2 年 9 月 30 日（水） 10 時～11 時 30 分 会場：東十条区民センター3 階会議室 参加者：19 名（任意団体、民生委員、病院、行政等） 

テーマ：『地域のつながりの大切さ ～コロナに負けない地域づくり～』 

内容：「近隣とのつながりが薄く複合的な課題を抱えた世帯」という事例をもとに、地域や関係機関がどのようにつながって 

いけるかを検討。また、新型コロナウイルス感染症についての正しい知識を身に付ける為、王子生協病院の医師による 

ミニ講座を実施。 

結果：地域力強化の必要性を再認識した。後日医師が自主グループの活動場所を訪問し、感染防止の観点から活動再開 

についての助言を行うことで不安が軽減され活動が再開された。連絡会を通して参加者間のつながりが生まれた。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策：少人数かつ短時間、常時換気できる環境で開催した。 

 

３．滝野川圏域地域包括ケア連絡会 

日時：令和 2 年 11 月 11 日（水） 14 時～15 時 会場：滝野川会館小ホール 参加者：20 名（任意団体、町会自治会、民生委員、病院、大学等）   

テーマ：『コロナ禍での新しいつながり方』 

内容：新型コロナウイルス感染症により今後の地域活動を模索している団体が集い「コロナ禍での新しいつながり方」 

について情報交換を行う。今後の地域活動に役立てて頂く機会とする。 

結果：「様々な団体の悩みや工夫している事を知ることができてよかった。」「このような時だからこそ、話し合いの 

機会は大切だと思う」等の感想を頂けた。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策：各エリアから１～２団体（各 1 名）を選出し、1 時間で開催。当日の会議が円滑に行えるよう、事前アンケートとい 

う形でコロナ前後での団体の課題・工夫などを聞き取り、事前に冊子にしたものを配布した上で会議に参加してもらい意見交換を行った。 

 

２．赤羽圏域地域包括ケア連絡会 

日時：令和２年 11 月 17 日（火） 14 時 30 分～15 時 30 分 会場：赤羽会館大ホール 参加者：38 名（任意団体、町会自治会、民生委員、お寺等） 

テーマ：『地域のつながりを広げよう』 ～続ける（Remain)・見直す（Return）・一歩踏み出す（Reborn）～ 

内容：コロナ禍で活動が制限される中、人と人との「つながり」の持つ意味や役割、また新たに構築された 

「つながり」や変容した「つながり」について事例をもとに改めて考える。 

結果：コロナ禍での活動の悩みや工夫について情報共有ができた。後日参加団体同士で新たなつながりが生まれ、お寺の敷地を 

活用した屋外での絵本の読み聞かせ等、新しい活動が誕生するきっかけになった。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策： 例年より広い会場で開催し、対面しないような席の配置や意見交換の際は 

ファシリテーターが各自にインタビューをしていく等の工夫を行う。 

資料 4 

 



令和2年度
おたがいさま地域創生会議

〜第2層生活⽀援コーディネータ―活動報告〜

豊島高齢者あんしんセンター
生活支援コーディネーター 熊木慶子

資料５



働きかけ 反応・課題
4月
5月

緊急事態宣言 ・お手紙の郵送
・往復はがきのやりとり
・個別電話連絡
・各団体へ活動状況の聞き取り
・アンケート配布

・直接、会うことができないので様
子確認ができない。
・会場を借りることができない。

6月 ・話し合い（ボランティア含む）
・ガイドラインを活用しての支援
・感染予防の注意事項等を事前送付

・月に1回でもよいから集まりたい
・感染症に対する認識の差
・⾃粛している住⺠の不安、不満

7月 ふれあい交流サロン
順次再開

・アンケート集計
・オンラインで協議を開催
・往復はがきのやりとり

・再開時の喜び
・新たな形での活動再開

8月 ・出張相談（認知症カフェ代替）

緊急事態宣言中の生活支援コーディネーターの働きかけ



★赤羽つながろうマスクプロジェクト★
多くの方が、マスク作成をしているこ
とが判明！

↓
「赤羽つながろうプロジェクト」

↓
寄付される方：マスクとメッセージ
受け取る方：メッセージカード記入

↓
あんしんセンターにお花が満開！



★ZOOMサロン立ち上げ★
写真サロン活動の休止

↓
携帯やPCを利用しての取り組みについ
て、ボランティアの方へ相談

↓
ZOOMを利用して写真について語り合
うネットワーク作り

↓
7月より開始（参加者15名位）
12月まで月1回開催

↓
1月からオンラインで開催
（現在10名位登録）



★豊五地域活動サポート会議★
地域のコミュニティドクターが発起人とな
り、豊島5丁目団地という場を共有してい
る団体が集まり、情報交換を開始

↓
課題の把握
・大学、高校などの活動が制限されている
という状況把握あり
・商店街もイベントが難しい

↓
協力して何かできないか

↓
写真展、フォトコンテストの開催

↓
「みんなでつくる豊五の虹」にメッセージ



 

令和 2年度 第 1層生活支援コーディネーターの活動方針 

 

1. 北区における地域課題について 

令和元年度に行った各高齢者あんしんセンターへのヒアリングを基に課題の再調査・再分類を行った。 

 集い（居場所） 互い（互助） 知恵を出し合い（協議体） 

担い手不足 ・町会、シニアクラブなどの

地域活動の後継者がいない 

・サロンやカフェへの参加

を声掛け、同行してくれる

人、その場に一緒にいてく

れる人がいない 

・場所があっても担い手がい

ない 

・誰を巻き込んでどのように

仕組み作りをすればよいか分

からない 

・住民主体の自主的な活動に

繋げるためのアプローチ方法

が分からない 

・各地域でヒトの特徴が異な

るため、アプローチ方法が異

なる 

場所の不足（居

場所・活動場所） 

・通いの場の不足（毎日行け

ない、男性が参加しにくい、

家の近くにない） 

・いつでも好きな時に行け

る場所がない 

・自分の地域にどのような

活動があるのか分からない 

・場所がないとしくみができ

にくい（活動の場でニーズ調

査、担い手発掘をする場合が

多い） 

 

・気軽に利用できる場所が少

ない 

・空き店舗等を活用できない

か 

 

交流・つながり ・若い世代と高齢者がつな

がる場がない 

・子育て世代、若い世代が多

い地域もあるが、高齢者との

交流やつながりが薄い 

・困りごとがあっても各コミ

ュニティで完結してしまい、

つながるきっかけがない 

・多世代で共通しているこ

と、出来ることがある。きっ

かけや思い、接点がどこにあ

るかを丁寧に確認する必要が

ある 

買い物・生活支

援 

 ・困りごとに対する支援がな

い（声掛け、ゴミ出し、受診、

外出支援） 

・店舗が少なく、買い物難民

となる地域がある 

・内服、通院の声掛け、定期通

院に来ない時に連絡をもらえ

る仕組みがあると良い 

・各地域での買い物動線、住

民が求めているサービスが異

なるため、小地域での働きか

けが必要 

交通・移動 ・通いの場があっても移動

手段がないため、通えない

地域がある 

・地形的な高低差が大きいた

め移動が難しい 

・地域によっては移動の足が

少なく、タクシーで通院して

いる人が多い 

・地形によって必要なしくみ

や取り組みが異なるため、小

地域ごとでの働きかけが必要 

上記の北区の共通課題に加え、各地域の状況・課題は異なる。そのため各地域の特徴に合わせた働きかけが

必要である。 

資料 6 



 

＜令和元年度の取り組み＞ 

（１）多様な地域資源をさらに把握し、活用するための情報システムの導入  

・地域情報見える化サイト「ミルモネット」（以下、ミルモネット）導入準備 

（548 団体、892 活動を把握） 

・ミルモネット導入前研修の実施（高齢者あんしんセンター職員向け） 

（２）生活支援コーディネーターに対する研修の実施 

・志茂ジェネ協議会の活動にみる地域づくりの取り組みについて（区主催） 

・生活支援コーディネーターの大切な役割・視点について（新型コロナウイルス感染症対策のた

め中止。今年度実施予定。） 

（３）第 2層コーディネーターに対するヒアリングの実施 

（４）地域づくりのための話合いの場（協議体）の立上げ・運営支援 

（５）その他の取組み 

・地域分析ヒアリング（介護保険課主催）への同行 

・啓発資料作成および広報・啓発活動 

 

＜令和２年度の課題＞ 

（１）昨年度、地域資源情報を集約した「ミルモネット」を地域づくりに活用できるよう、第 2層

コーディネーターと連携して情報の更新を行う必要がある。さらに地域分析を進め、不足す

るサービスの把握と企業や事業所などが行っている多種多様なサービスの情報収集につい

ても意識的に進めていく必要がある。 

（２）昨年度実施した「第 2層コーディネーターに対するヒアリング」においても、担い手の発掘

や地域団体との関係づくりについての課題が多く出ていた。昨年度末に計画をしていたがコ

ロナウイルス感染症の影響で中止となった研修を実施し、実践事例などを通した学びを深め

る必要がある。 

（３）第 2 層コーディネーターに対するヒアリングおよび地域分析ヒアリング（介護保険課主催）

により、課題の再調査や地域特徴の再把握を行った。隣接している地域でも課題が異なるた

め、各地域の特徴に合わせた働きかけが重要であり、第 2層コーディネーターへのヒアリン

グは定期的に必要だと考える。 

（４）昨年度から徐々に地域づくりのための話合いの場（協議体）が増えてきている。この「話

合いの場」が住民主体の自主的な活動（新しい仕組みづくり）へとつながるよう、地域の

特徴を生かした継続的な働きかけとサポートが必要である。 

 

2. 令和 2年度の活動方針について 

上記（１）～（４）を踏まえ、今年度は下記のように活動を進めていく。 

（１）多様な地域資源を把握し、活用するための情報システムの導入と活用  

・ミルモネットデータを最新情報へ更新し、その状態を維持していく。 

・必要な方に必要な情報をスピーディーに届けられるよう、第 2層コーディネーターや高齢者

あんしんセンター職員に対して情報収集やシステム活用について学ぶ機会を設ける。 



 

・不足するサービスの把握を行い、第 2層コーディネーターと連携して地域分析、新たなサー

ビスの創出に役立てる。 

（２）生活支援コーディネーターに対する研修等の実施  

・地域団体との継続した関係づくりと、システムの活用方法についての研修を企画・実施する。 

・生活支援体制整備事業連絡会を活用し、活動状況を共有することで全体のスキルアップを目

指す。 

（３）第 2層生活支援コーディネーターに対するヒアリングの実施  

第 2 層コーディネーターが把握している地域特性や課題、取り組み状況等を把握し、地域の特

徴に合わせた働きかけができるように支援していく。 

＜主なヒアリング項目＞ 

①昨年度の振り返りについて 

②今年度の取組みについて 

a.ミルモネットデータの更新 

・団体訪問について（いつ、どの団体から）  

・団体情報の追加・更新作業の進捗状況 

b.地域の特徴を活かした働きかけ 

・地域特性の分析 

・働きかけ状況の確認（成果につながらなかった取り組みを含む） 

・具体的な働きかけの方法 ※①②は介護保険課の地域分析と連動 

・協議体の立ち上げ・運営支援 

（４）話合いの場（協議体）の立上げ・運営支援  

・多様な主体による活動が促進されるために、小地域での課題や資源、必要な仕組み作り等（通

いの場や互助の取組みなど）について定期的に話し合う場の立上げ・運営を支援する。 

・3圏域および高齢者あんしんセンターごとに実施される地域包括ケア連絡会について、企画・

運営を支援する。 



令和 2年度 第 1層生活支援コーディネーターの活動報告 

 
１．多様な地域資源を把握し、活用するための情報システムの導入と活用 

（1） 高齢者あんしんセンター職員向けミルモネット操作研修（昨年度未受講者対象） 
ミルモネット導入の意義・メリット・概要・操作説明、質疑応答 
11/20 オンラインにて開催 参加者 24 名 

（2） 地域情報見える化サイト「ミルモネット」の活用準備 
昨年度、地域資源情報を集約した「ミルモネット」の情報更新マニュアルを作成し、 
2 層生活支援コーディネーター（以下、２層コーディネーター）が情報の更新作業を 
できるように整備する。また、定期的にヒアリング、更新作業を行う等のルールについて
も区担当者と協議し、今後活用ができるように情報分析や見えてきた課題の抽出を行う。 

 
 
 
 
 
 

 

２．生活支援コーディネーターに対する研修等の実施 

（1） 生活支援コーディネーターの大切な役割・視点について 7/28 
講師：野中 久美⼦⽒、村⼭ 幸⼦⽒（東京都健康⻑寿医療センター研究所） 

（2） 生活支援コーディネーターの役割と地域資源の活用について 11/24 
講師：野中 久美⼦⽒、渡邉 彩⽒（東京都健康⻑寿医療センター研究所） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

裏面あり

資料７ 

【北区が把握している通いの場の数（ミルモネット登録数）】 
令和 3 年 2 月 2 日現在    

団体数：510 団体  活動数：921 件 
※活動数内訳：体操（運動）198 件、会食 58 件、趣味活動 241 件、 

茶話会 55 件、認知症予防 35 件、その他（見守り活動等）334 件 

  



３．生活支援コーディネーターに対するヒアリングを実施 

今年度も２層コーディネーターが把握している地域特性や課題、取り組み状況等を再確認するこ
とを目的に以下の内容の聞き取りを行い、それぞれ回答に対しての 1 層コーディネーターから見
た課題を整理した。 
 ヒアリング内容 2 層の回答（一部抜粋） 1 層から見た課題 
1 地域のニーズ・課題の

把握について 
・高齢者がサロン等に通う際の送
迎ボランティアのしくみや移動手
段が必要（生活支援サービス） 
・個別相談から地域ニーズを拾う
ことが多い 

あんしんセンターに関わる高
齢者や、その関係者のニーズ・
課題は把握しているが、それ
以外の層のニーズ・課題を把
握する機会は少ない 

2 2 層コーディネーター
の置かれている環境に
ついて 

・コーディネーター業務について
包括内で理解が進むと情報が集ま
りやすい 
・包括内での役割が多いと地域に
出る時間がやや取れない 

2 層コーディネーターの置か
れている環境によって地域支
援にかけられる時間や社会資
源の把握量に差が出ている 

3 コーディネーター業務
に関する目標立てと振
り返り方法について 

・日常的に振り返りを行う機会が
なく、計画的に目標に向かって取り
組めているか不明瞭である 

共通する評価指標がなく、目
標立て・振り返りの根拠にな
るものがない 

                                   
４．話合いの場（協議体）の立上げ・運営支援  

これまで下記の 4 地域における話合いの場（協議体）の立上げ・運営支援に携わってきた。今
年度は新型コロナウイルスの影響で定期的な話合いの場を持つことが困難であった。しかし少な
い機会であっても、協議体の目的やコロナ禍で改めて見えてきた地域のニーズ・課題を参加者や
担当間で振り返る良い機会となった。また、話合いの場で参加者からの悩みや工夫を共有するこ
とで、コロナ禍でも継続した地域活動や協議体としての活動につなぐことができた。 

今後は、研修の企画・運営や 2 層協議体の後方支援を通じて 2 層コーディネーターが話し合い
の中から様々な取り組みに発展できる等の支援をし、スキルアップを目指す。また、３圏域の地
域包括ケア連絡会の企画・運営についても引き続き支援していく。 
地域（包括）名 団体名 主な参加者 主な話し合いの内容 
みずべの苑 志茂ジェネ協議会 個⼈、任意団体、⺠生委員、行政 多世代交流について 
赤羽北 
桐ケ丘 

赤北３さんミーテ
ィング 

任意団体、障害者就労支援作業
所、⺠生委員、シニアクラブ、デ
イサービス、病院、介護予防拠点
施設 

地域の居場所、つな
がり作りについて 

昭和町・堀船 住んで良かった堀
船プロジェクト 

町会、⺠生委員、診療所、大学 買い物支援、⼦ども
の貧困について 

昭和町・堀船 上中⾥⾙塚町会 町会、シニアクラブ、⺠生委員 買い物支援について 
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日常生活圏域ごとの取り組み 

地域共生社会の実現に向けた取り組みを進めるためには、それぞれの日常生活圏域の住

民ニーズを的確に把握し、様々な地域資源を活用する必要があります。 

そのため、北区では、令和元年度より介護保険や医療データの分析を行い、「地域分析カ

ルテ」を作成することで、各圏域の実態の見える化に取り組んでまいりました。さらに、

高齢者あんしんセンターの職員や地域住民の方をはじめとする関係機関の方とともに、地

域分析カルテを参考に意見交換を行い、データと現場の感覚のすり合わせを行いました。 

こうした活動を経て、高齢者あんしんセンターごとに取り組む目標を定めました。区は、

目標に沿った取り組みに対して伴走しながら支援を行い、PDCA サイクルの円滑な実施を

推進し、地域の特性に合わせた効果的な取り組みを進めてまいります。 

 

 圏域 

高齢者 

あんしん 

センター 

目標とする地域像 評価方法 

１ 十条台 十条台 

住民が交流スペースで世代を越え

て交流することができる。 

住民一人ひとりがいきがいを持っ

て輝ける。 

・住民自身が得意なことを持ち寄っ

て披露できる、ボードゲームやカ

ード遊びができる場（交流スペー

ス）を高齢者あんしんセンター内

に作り周知した上での、利用者数

やリピート率 

・利用者からの意見収集 

２ 王子 王子光照苑 

住民が、いきがいや役割をもって

地域で生活することができる。 

・サロン等実施したイベントへの参

加事例の報告 

・資源マップを作成し、地域住民の

ニーズを把握 

３ 豊島 豊島 

住民が「支え」「支えられ」おたが

いさまな関係を実感することがで

き、最期まで安心して暮らせる。 

・住民主体のサロン活動や災害訓練

の実施、参加者の声 

・認知症サポーター養成講座、ステ

ップアップ講座の開催、受講者

数、開催後の参加者の活動事例 

・多世代を対象とする見守り活動の

事例報告 

４ 十条 十条 

住民が、点在する生活情報を知

り、必要な情報の活用や自身の活

躍の場を広げられる。 

・エリアの生活情報を整理し、住民

が必要な情報を知り得たり、つな

がることで問題解決できた、ある

いはその糸口になった好事例の報

告 

５ 東十条 

東十条・神

谷 

誰かの助けが必要になっても、な

じみの関係、なじみの暮らしを続

けるために、圏域内町会・自治会

から最低１名がこんちゃんサポー

ター（認知症支援ボランティア）

に登録できる。 

・おたがいさまネットワークの登録

団体数 

・認知症サポーター養成講座開催数 

・認知症サポーターステップアップ

講座開催数 

・こんちゃんサポーター登録数 

６ 神谷 

  

資料８
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 圏域 

高齢者 

あんしん 

センター 

目標とする地域像 評価方法 

７ 赤羽西 西が丘園 

住民が新たな生活様式に対応した

屋外等の「集まる場」に参加し、

筋力・認知機能低下予防に取り組

むことができる。 

・実施回数や参加人数 

・参加者の声 

・定期的な体力測定の結果 

８ 志茂 みずべの苑 

・公園を利用した自主グループに

よる体操の集いを広め、住民の

歩く力を維持・向上する。 

・志茂ジェネを通じ、多世代交流

を行う。 

・体操実施グループ数や参加者数 

・体力測定や歩行に関するアンケー

ト測定結果 

・参加者からの聞きとり 

９ 赤羽 赤羽 
住民が、新たなつながりに参加す

ることができる。 

・「新たなつながり活動」が可能とな

ったかを報告 

10 赤羽北 赤羽北 

【住み慣れた地域に誰もが集える

場所がある】 

①元気な方が自主的に参加できる

「場所」がある 

②杖など利用しながらも身近に参

加できる「場所」がある 

③誰もが孤立することなく、頼れ

る「場所」や人がある 

①②→実施場所・実施回数・参加対

象者の人数などの把握をする 

③→孤立している人への支援につい

て関係機関と連携のもと新たなネ

ットワークを構築し検討していく 

11 浮間 浮間 

高齢者が集う場が増える。 

住民がオンライン（ＬＩＮＥやＺ

ＯＯＭ等）を活用した話し合いや

集いの場に参加することができ

る。 

・高齢者が集う場を把握し、地域情

報見える化サイト等の活用による

リスト化 

・オンライン活用の実績報告 

12 桐ケ丘 
桐ケ丘やま

ぶき荘 

後期高齢者を含め、誰もがゆるや

かに地域と繋がり、お互いに見守

り・支え合い、安心して暮らし続

けることができる。 

・高齢者あんしんセンターの役割に

ついて周知し、本人や家族、周囲

の方を含めた相談件数 

・社会資源同士がつながる交流会等

の機会をつくることによる、地域

のネットワーク数 

・地域との共催イベントの開催 

・地域イベント（祭り）存続への協

力 

・おたがいさまネットワークや民生

委員定期訪問の登録者数・回数 

・認知症サポーター、キャラバンメ

イト、サポート店数 

・小・中学生向け認知症サポーター

養成講座の開催 

・各種包括事業への参加者数 
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 圏域 

高齢者 

あんしん 

センター 

目標とする地域像 評価方法 

13 滝野川西 滝野川西 

「見守り活動（戸別訪問・自治会

サロン）」を通して自治会内で、

個々人の間で「挨拶から話しかけ

やすい関係」が構築でき、非常時

における相談や高齢者あんしんセ

ンターへの相談につながることが

できる。 

全自治会での「見守りネットワー

ク会議（協議体）」を通して、自治

会の壁を越えた「顔の見える関

係」が構築でき、地域活動におけ

る相談や共同作業をできやすくな

る。 

・「見守り対象マップ・リスト」を毎

年作成し、各自治会における見守

りを必要といている方を把握 

14 滝野川東 飛鳥晴山苑 

コロナ禍を含めた圏域住民の日常

生活課題を把握できる 

住民が介護予防・認知症予防につ

いて理解を深めることができる。 

圏域にある地域情報を共有し、介

護事業者、障害者施設関係機関の

顔がつながり、簡易にアクセスで

きる。 

・日常生活課題調査結果 

・圏域内の介護、障害施設関係機関

を地図やリストで見える化し、公

開する 

15 西ケ原東 

滝野川はく

ちょう 

住民誰もが、多世代・多分野とつ

ながり、地域の魅力や課題を共有

することができる。 

・多世代・多分野の集まりの開催状

況 

・多世代・多分野の集まりへの参加

者の声 

・共有できた人数や方法 

16 田端 

17 昭和町 

昭和町・堀

船 

・住民の方たちとあんしんセンタ

ーと協働で高齢者の生活課題を

理解するとともに解決に向けた

取り組みができる 

・住民の方たちが今日的な福祉課

題や共生社会についての理解が

深められる 

・地域の方たちと協働・実施する協

議体の報告書 

・今日的な福祉課題を地域の方たち

と学ぶ機会を実施した際のアンケ

ート結果 

・地域での多世代の支援者のインタ

ビューやアンケートなどの調査を

実施した際の報告書 

・共生社会の実現の一助となるよう

な住民主体の新規サロンの開設状

況 

18 堀船 

19 東田端 新町光陽苑 

住民が、地域包括支援センター職員

や関係機関が保有している地域情

報を共有することができる。 

・地域情報を集約してリスト作成し

公表する 

 
  


