
令和 3 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 7 月 14 日（水）午後４時～ 

                  区役所第一庁舎 4 階第 2 委員会室 

 

 

Ⅰ 開  会 

 

Ⅱ 委員委嘱 

 

Ⅲ 会長選出 

 

Ⅳ 議  題 

1. 第 1 層生活支援コーディネーターから             小原委員 

（1）令和 3 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 3 年度 3 圏域地域包括ケア連絡会の開催について      

 

 

2. 委員からの活動報告 

（1）地域支え合い団体 赤羽ベーゴマクラブの活動について   平井委員 

 

 

 

3. その他 

 

 

Ⅴ 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 3 年度 第１層生活支援コーディネーターの活動方針 

 資料 4  令和 3 年度 3 圏域地域包括ケア連絡会の開催について 

 資料 5  赤羽ベーゴマクラブの活動について 

  



 

 

 

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 

前田 茂 東京都北歯科医師会代表 

小川 孝 町会・自治会代表 

  荒川 正代 民生委員・児童委員代表 

平井 孝明 地域活動（ボランティア）団体代表 

小松 栄美子 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 

村野 重成 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 小野 祐子 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 

 



      第１層生活支援コーディネーターの活動について     資料 3 

 
1. 令和 2年度の活動 

（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 
・高齢者あんしんセンター職員向け地域情報見える化サイト「ミルモネット」操作研修 
（令和元年度未受講者対象） 
・ミルモネットの活用準備 

（2） 生活支援コーディネーターに対する研修等の実施 
・第 1 回テーマ 「生活支援コーディネーターの大切な役割・視点について」  
・第 2 回テーマ 「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」  

（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を実施 
（4） 話合いの場（協議体）の立上げ・運営支援  
 

 

2. 第 2層生活支援コーディネーターへのヒアリング結果から見えてきた課題 

2 年度は第 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）へのヒアリング結果を 
基に、生活支援体制整備事業の方向性の検討及び来年度の重要取り組み事項のすり合わせを区担当 
者と行った。以下の内容を聞き取り、第 1 層生活支援コーディネーターの立場から見えてきた課題 
を整理した。 
 

 

 

 

 ヒアリング項目 2 層がとらえている問題点 1 層が考える課題 

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

などの生活支援サービスが必要 

・ニーズ把握の方法としては個別相

談から拾うことが多く、若い世代や

元気高齢者等の声を聞く機会が少

ない 

介護保険利用者の生活支援ニーズ・課

題の把握が中心になっており、非該

当・元気高齢者、高齢者以外の地域ニ

ーズ・課題を把握する機会が少ない 

2 2 層コーディネーター

の置かれている環境

について 

・2 層コーディネーター業務や役割

について包括内で理解が進まない

と包括内の他職種からの情報が得

にくい 

・他の業務との兼任体制の場合、地

域に出る時間が確保しにくい 

2 層コーディネーターが専任か他業務

兼任か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 2 層コーディネーター

業務に関する目標設

定と振り返り・評価に

ついて 

・日常的に業務の振り返り・評価を

行う機会や仕組みがない 

・目標設定や評価の基準が整備され

ていない 

・取り組みの成果や状況分析に関する

共通した評価基準がない 

・2 層コーディネーター共通の業務記

録方法の検討や評価基準の整備が必

要 



 

3. 令和 3年度の活動方針について 

上記の内容を踏まえ、今年度は下記のように活動を進めていく。 

（1） 2 層コーディネーター業務に関する評価基準の整備 （8 月～3 月の間に実施予定） 
共通の評価基準を作成し、定期的な自己評価を通じて取り組みや成果の分析を行うことで、2 層圏 
域ごとの状況にあわせた目標設定と取り組みの評価を PDCA サイクルで管理できるように整備す 
る。 

 
（2） 2 層コーディネーターに対するヒアリングの実施 （6 月～8 月の間に実施予定） 

2 層コーディネーターが把握している地域特性や課題、取り組み状況等を個別に聞き取りし、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。 
＜ヒアリング項目＞ 

① 昨年度の取り組みに関する振り返り、自己評価 
② 目標設定と評価の現状について 
③ 地域への働きかけの状況について 

・地域の状況と課題分析について（コロナ禍で変化や課題など） 
・どのような取り組みが必要か（取り組みの方向性や計画について）  
・話合いの場（協議体）の立ち上げ・運営について（現状と展望、課題など） 

④ その他 
 

（3） 生活支援コーディネーターに対する研修等の実施 （10 月に実施予定） 

生活支援コーディネーターに必要な知識や技術についての研修を企画・実施する。また、生活支援 
体制整備事業連絡会も活用し、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。 

 
（4） 話合いの場（協議体）の立上げ・運営支援 （随時実施予定）  

住民が主体となって地域課題について話合いの場（協議体）の立上げ・運営を支援する。また、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、企画運営の支 
援をする。 



令和 3 年度 ３圏域の地域包括ケア連絡会 予定 
１．王子圏域地域包括ケア連絡会 

日時：令和４年２月２１日（月） 午後 2 時～４時 会場：北とぴあ 飛鳥ホール 

テーマ： 情報の届かない、孤立する高齢者の原因について（仮） 

経緯：北区には、まだワクチン接種を受けていない高齢者が３万人いるという。 

その中には、そのほかの生活支援でも情報が行き届かず、孤立している高齢者が含まれているのではないかと考え、 

その原因を探るべく、連絡会で継続して話し合っていく。 

内容：孤立する高齢者の考えられる原因を、参加者との話し合いの中から探っていく。 

また、東洋大学にもご協力いただき分析を行い、来年度以降の話し合いにつなげていく。 

３．滝野川圏域地域包括ケア連絡会 

日時：令和 3 年 10 月 20 日（水） 午後 会場：滝野川西ふれあい館 多目的ホール 

テーマ：コロナ禍での新しいつながり方Ⅱ～その後のグループ活動の実態と成果～（仮） 

経緯：新型コロナウイルス感染症の終息が見えない状況が続く中、地域活動も停滞している現状がある。 

昨年度のフォローアップを目的に今年度も各団体の課題・工夫を共有し、つながりの輪を広げることで 

今後の活動に活かしてもらう機会とする。 

内容：地域活動団体に対してコロナ禍での活動状況について再調査し、団体の抱える課題別にグループワークを行う。 

課題解決できている団体と停滞している団体をその場でつなげ、ささえあいの輪を広げる。 

 

２．赤羽圏域地域包括ケア連絡会 

日時：令和３年 10 月 27 日（水） 午前 10 時 00 分～11 時 30 分 会場：赤羽会館 大ホール 

テーマ： 地域のつながりを広げよう ～お見合い大作戦！～（仮） 

経緯：例年大テーマを変えずに、『地域のつながり』について考える連絡会を開催してきている中で、 

『担い手不足』『若い人とのつながりが希薄』『居場所づくり』など様々な地域課題が挙がっている。 

東洋大学ライフデザイン学部がこの春に赤羽台に移転され、地域と大学の新しいつながりを目的に 

連絡会を企画する。 

内容：地域活動団体と地域福祉に興味のある学生との出会いの場＝『お見合いの場』を設定。連絡会当日は 2 者の出会いをサポートする。 

また、企画段階から大学と意見交換することで、学生の特徴や地域活動への関わりやすさ等を把握し、その後も学生が楽しみながら 

継続して活動に関わっていけるようコーディネートしていく。 

 

資料 4 

写真は R2 年度のもの 

 

 

 






