
平成30年度 第２回 東京都北区おたがいさま地域創生会議 次第 

                                  平成 31年３月19日（火）午後3時～ 

                    第二委員会室 

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）地域ケア個別会議開催状況について 

（2）平成30年度 3圏域地域包括ケア連絡会報告 

2. 第 1層生活支援コーディネーター活動状況 

（1）北区における地域課題と取り組み及び方向性について 

（2）ワーキンググループ（赤北３さんミーティング）について 

（3）第1層生活支援コーディネーター受託事業実施報告 

3. その他 

  （1）志茂ジェネについて 

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   平成 30年度 地域ケア個別会議 開催状況について

資料３   平成 30年度 ３圏域の地域包括ケア連絡会 報告 

資料４   第１層生活支援コーディネーターの活動報告 



東京都北区おたがいさま地域創生会議委員   

  氏   名 備    考 

会 長 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） 

委 員 碓井 亘 東京都北区医師会代表 

委 員 大場 庸助 東京都滝野川歯科医師会代表 

委 員 小川 孝 町会・自治会代表 

委 員  足立 賢一郎 民生委員・児童委員代表 

委 員 太田 淑江 地域活動（ボランティア）団体代表 

委 員 尾花 秀雄 商店街連合会代表 

委 員 大場 栄作 介護サービス事業者代表 

委 員 卜部 吉文 介護予防事業者代表 

委 員 中島 記久子 地域包括支援センター（生活支援コーディネーター）代表 

委 員 飯野 加代子 社会福祉協議会（地区担当者・生活支援コーディネーター） 

委 員 高木 博通 シルバー人材センター事務局長 

副会長 小野村 弘幸 健康福祉部長 

委 員 前田 秀雄 健康福祉部参事（地域保健担当） 

委 員 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 田中 英行 

長寿支援課長 酒井 史子 介護保険課長 浅香 伸子 

地域医療連携推進担当課長 内山 義明 
地域振興部副参事 

（地域のきずなづくり担当） 小野 祐子 
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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



平成３０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。 

平成３０年度は各高齢者あんしんセンターで２回の開催予定です。 

事例提供は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが行いました。 

 ＜開 催 実 績＞                    平成３１年３月７日現在

高齢者あんしん 

センター名 
主な検討内容 

１ 浮間
認知症の進行によりゴミの分別、ゴミ出しが出来なくなった人に対する関係

機関をはじめ近隣を含め地域でのサポートについて。

２ 浮間
軽費老人ホームに入居後、状態悪化を予防し、地域での生活を継続するため

に関係機関でできること。

３ 赤羽北 妄想がありながらも地域で生活をしていくためにどのような対応が必要か。 

４ 赤羽北 知的障害のある夫婦の生活を地域でどのように支えるか。 

５ 桐ケ丘やまぶき荘 
独居で集合住宅のオートロック開閉と見守りについて、何かいい方法はない

か情報共有も含め検討。 

６ 桐ケ丘やまぶき荘 

独居生活を送る中で、疾病からの呼吸苦がいつくるかわからない不安をかか

え、集合住宅のオートロック開閉と見守りについて何かいい方法はないか情

報共有も含め検討。

７ 西が丘園 
・体調不良、認知症状の進行に伴い医療サービス導入の検討 

・成年後見制度の検討 

８ 赤羽 外出が難しくなっている方に、私たちはどんなことができるだろうか。 

９ みずべの苑 
配偶者が亡くなり閉じこもりがちになっている方に対して、地域の力を借り

て話し相手や外出サポートについて。 

１０ みずべの苑 
疲労感が強く、食欲、意欲の低下が顕著な状態の原因を探り、改善が可能か。

妻の介護負担の軽減策について。 

１１ 十条 
3年後に借地権が切れる高齢独居の生活をどう支え、一人息子との関係を支

援者はどう支援していくかについて。

１２ 十条台 
要介護状態にあるが、地域の人とつながりがない家族に対する、災害発生時

の対応について。 

１３ 東十条・神谷 認知症で交通機関を利用し移動をする方の地域支援の在り方。

１４ 東十条・神谷 
退院直後、独居ということもあり生活援助を多く導入。時期をみて生活援助

を減らす方向であったが、利用者が依存してなかなか減らせないため検討。
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１５ 豊島 高齢の介護者の介護負担を軽減し本人の意欲や生きがいを引き出す事例

１６ 豊島 生きる意欲を喪失している方に対しての支援のあり方 

１７ 王子光照苑 
親族と連絡が途絶えており、緊急時の対応と書類作成が困難な人への在宅支

援の在り方。 

１８ 王子光照苑 震災対応の中から地域での生活を考える。 

１９ 滝野川西 
認認介護、認知症との病識がない夫婦を支えていく為に地域でどのようなサ

ポートができるか。 

２０ 滝野川西 
認知症の親と精神疾患のある息子との生活。2人の生活を地域で見守ってい

く為に、今から関係機関でできること。 

２１ 飛鳥晴山苑 
認知症による周辺症状（顕著な物忘れ、被害妄想等）があり、毎日不安な気

持ちで過ごしている独居高齢者を地域で支えることについて

２２ 飛鳥晴山苑 

日中独居で、近隣に友人、知人がなく、困った時に相談を出来る相手がおら

ず、急な意識消失等の不安を抱えながら過ごしている方を地域で支える方法

について。

２３ 滝野川はくちょう 
認知症のある独居高齢者をどのように支えるか 

地域で同様の高齢者を支えるための方策 

２４ 滝野川はくちょう 認知症のある独居高齢者を地域資源等も含めどのように支えていくか 

２５ 新町光陽苑 
・主介護者が緊急時の本人の対応について 

・経済的な不安への対応について  ・今後のネットワーク構築について 

２６ 新町光陽苑 
・支援拒否および長時間の電話対応について 

・医療受診について  ・2人の息子について 

＜おもな出席者＞家族、主治医、担当ケアマネジャー、訪問介護事業所サービス提供責任者、

担当ヘルパー、デイサービス事業所、福祉用具事業所、訪問入浴事業所、特養相談員、看護

師（医療機関、訪問看護ステーション）、病院医療相談員、主任ケアマネジャー、理学療法

士、町会・自治会、老人会、民生委員、大家、信用金庫職員、JR 駅長、JKK、UR、あん

しん北、障害者支援相談センター、金銭管理事業者、社会福祉協議会（CSW、生活支援コ

ーディネーター）、区（高齢福祉課、介護保険課、生活保護ケースワーカー、清掃事務所、

防災課、健康福祉課、健康支援センター保健師、） 

＜特徴＞ 

例年と同様に、認知症、独居、支援拒否の方への対応についての検討が多い。 

今年度は、災害時の対応、オートロックの住居に居住している方の緊急時対応について検討

しているケースが複数ある。避難行動要支援者の避難行動個別計画の作成に着手したという

背景があるためと思われる。個別ケースの課題から、地域での見守りや孤立を防ぐ地域づく

りの検討へと連動している。 



平成３０年度 ３圏域の地域包括ケア連絡会 報告 

１．王子圏域包括ケア連絡会 

日 時：9月 4日(火)午後 2時～4時 会場：北とぴあ 参加者：５９名 

テーマ：「多世代コミュニティの構築を目指してPart．Ⅱ～作ろう地域の目～」 

内 容：①見守りを行っている団体、スクールコーディネーター、子ども110番の活動紹介 

②グループワーク「各地域の見守り等の活動（場所、内容）を地図をつかって共有」 

結 果：・見守りを行っている団体や場をマップに書き込んだ。掲示している包括もある。情報を充実していけるとよい。 

    ・「多世代」共通の課題をもっていることがわかった。課題への直接的な取り組みには至らなかったが、多世代交流の 

必要性を理解し合うために、継続して取り上げていきたい。 

２．赤羽圏域包括ケア連絡会 

日 時：9月 25日(火) 午後 2時～4時 会場：赤羽会館 参加者：３１名 

テーマ：「地域のつながりを広げよう～たかがベンチ、されどベンチ～」 

内 容：①赤羽圏域の街中ベンチストーリー（花壇の縁石、岩淵の中華屋、大型スーパー、バス停近くの薬局） 

②グループワーク「ベンチ情報の共有とベンチの類型、役割を考え深める」 

結 果：・参加した事業所が実際にベンチを置くことを検討してくれることになった。 

・今回の連絡会の報告を通信に載せたところ、まちづくりに興味のある住民から反響が寄せられた。 

・防犯上の問題などにより、「あったらいいな」と思う場所に必ずしもベンチが置けるとは限らない 

という現状も知ることができた。 

３．滝野川圏域包括ケア連絡会 

日 時：10月 11日(木)午前 10時～11時 30分 会場：滝野川会館 参加者：２５名 

テーマ：「地域から孤立する人々～集合住宅における見守り～」 

内 容：①事例紹介（滝野川警察署より安否確認に入る事例、ケアマネジャーより管理人常駐では 

ないオートロックのマンション住人の安否確認） 

②グループワーク「マンション、オートロックの建物に暮らす人の見守り」 

結 果：・参加者が、今回の聞いた内容を自分の地域でも話しをしてくれるなど、見守りの重要さを地域につなげることができた。 

・様々な社会資源を利用できる可能性への気づきがあった。 

・オートロックマンションの住民にどうアプローチしていくは今後引き続き検討していきたい。
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第 1層生活支援コーディネーターの活動報告 

（１）北区における地域課題について 

  地域ケア個別会議、地域包括ケア連絡会、認知症初期集中支援事業等から把握した地域課題 

地域課題 取り組んだこと 今後の方向性 

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 

・閉じこもりがちな人や認知症の人を

サロンやカフェへの参加を声かけ、

同行してくれる人、その場に一緒に

いてくれる人がいるとよい。 

・おたがいさまネットワーク団体との

連携があまりなし 

・いきいきサポーターの活動の場の

提供 

・地域包括ケア連絡会を開催して、

サロン送迎へ協力してくれる方を

募るように声掛け・個別ケース対応

時の町会役員・民生委員との連携 

・民生委員とケアマネージャーとの

交流会開催 

・すでに活動していて、他での活

動の機会を探しているような協 

力者との連携 

・交流会やイベントを通して担い

手を増やせるような工夫をして

いく 

・地域で活躍されている方の発掘

や趣味活動ができるように支援

していく 

場所の不足（居場所・活動場所） 

・高齢者が行ける施設や場所が少ない

・区境の地域は隣接区の施設等の方が

近いが活用できないことも多い 

・地域ケア連絡会にて居場所作りの

グループワークを開催 

・高齢者の活動場所提供について、

ふれあい館と相談 

・地域住民より情報収集 

・地図に資源を落としてマップを作

成。それを地域集いの場に掲示

し、追加資源を募ることとしてい

る 

・使える場所、施設の見える化と

情報発信 

・地域に存在している居場所，活

動場所を発見するとともに、今

ある場所についてもさらに有

効活用できるよう見直す 

・商店街の空き店舗活用

・ニーズにあったサロンの創設 

・出張型のサロンの開催 

交流・つながり 

・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

が薄い傾向がある。 

・共通していることがあるし、出来る

こともある。接点がどこにあるかを

丁寧に確認する必要性 

・空き店舗多く、何とか活用できない

かと思う。 

・家族、子どもも参加しやすい日時

でカフェを開催している。 

・近隣に身近な協力者をつくってお

く働きかけ。 

・小学校での認知症サポーター要請

講座を開催 

・地域ケア会議を町会単位で開催。

・住民の高齢化が進んでいるマンシ

ョンの管理組合へ認知症サポータ

ー要請講座等開催の声かけ 

・認知症カフェを地域の子ども、

学生が立ち寄れる場にする。 

・狭い地域での連絡会を開催する

ことを検討 

・幅広い世代を対象としたイベン

ト提案していく 

・地域包括ケア連絡会を活用し各

職種と住民の交流を広げて行

きたい 

買い物・生活支援 

・店舗が少なく買い物難民となる地域

がある。 

・ちょっとした支援の仕組みが少な

・移動販売、スーパーの配達サービ

スに関する情報収集と提供 

・薬局で通院、服薬の声掛けをお願

・独自で見守り活動をしている組

合に、生活支援についても提案

していきたい

資料４ 



い。 

・内服、通院の声かけ、定期通院に来

ない時に連絡をもらえる仕組み。 

いできた。 ・送迎車などがある事業所に地域

貢献などで依頼出来ないか 

・移動販売車との連携を深めてい

きたい 

・少額でも配達してもらえる商

店、コンビニなどの協力店舗を

増やしていく

交通・移動 

・地形的な高低差が大きいため、地域

内や他地域への移動が困難。 

・移動の足が少なくタクシーで通院し

ている人が多い地域がある。 

・自家用車でサロンへの送迎できる

との提案あり（事故などリスクにつ

いては要検討） 

・福祉施設の車両の活用を検討 

・地域の中でも、特に移動が困難

になりうる場所を見つけ、視覚

化する（例：歩道が狭く、車い

すでの通行が困難等） 

認知症についての課題 

・地域の認知症に対する理解不足 

・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）

・困りごとに対する支援がない（声掛

け、ごみ出し、受診、外出支援） 

・町会自治会、シニアクラブ等地縁組

織以外でつながる場所がない 

・医療機関との連携不足 

・町会・自治会、世代の若い住民や

小学校 OB、薬局、認知症サポー

ター養成講座開催 

・サポーター講座以外の知識を広げ

るための取組み 

・地域の人が、通いの場の必要性を

感じ、自発的に作っていけるよう

に働きかけ 

・ぷらっとほーむの活用 

・認知症サポーターや町会等への働

きかけ、協力者の育成、発掘 

・認知症サポーターの役割の再発

掘、再構築 

・社会的な繋がりを意識した居場所

づくり 

・ケアマネジャーからの相談対応、

地域の個人医院や看護師、医療相談

員との関係づくり 

・不動産会社、マンション管理組

合、ボランティア団体への認知

症サポーター養成講座推奨

・居場所づくりについて地域ケア

会議での情報提供や、町会での

勉強会を実施 

・現状あるサロンに男性向け企画

を検討する 

・コンちゃんサポーターの発掘、

育成、活用 

・対象者マッチングの検討 

・介護保険での介護支援の限界を

知るきっかけづくりとして、地

域包括ケア会議にて助け合い

体験カードゲームを計画中 

【今後の方向性について】 

 上記のような助け合いのつながりづくりや、居場所作りのための様々な課題を解決していくためには、高

齢者だけではなく、多世代、他分野、関係団体、関係者との交流、情報の共有が基本であるということ。そ

して、第1層及び第2層生活支援コーディネーターが連携して、拠点となる場所についての発掘や地域団体、

施設、企業、商店などに対して、会場の提供について協力が得られるような働きかけをしていく必要がある。

また、現在ある場所のさらなる活用の工夫を検討していくことも重要である。 

そして、この様な「多様な主体による支え合い・助け合いの地域づくり」とそれを促進する生活支援コー

ディネーターの役割を認識してもらい、協力を得るために、広く区民に周知を進めていきたい。 



（２）ワーキンググループ（赤北 3さんミーティング）について             

赤羽北３丁目をモデル地区として、地域住民・団体等との話し合いを通して、地域課題の共有、地域資源

の確認を行い、必要な生活支援サービスの創出を目指す取組みを実施した。 

④第 1回 

ミーティング 

10/31 

参加者：23 人

町会・自治会 

民生委員・児童委員 

シニアクラブ 

赤十字奉仕団 

ささえあい活動団体 

施設・事業所 

（障害分野含む） 

【趣旨説明】 

コーディネーターが良く受ける相談や地域の社会資源を紹介。地域課題に

ついて話し合いながら、解決に向けて取り組んでいきたい 

【お互いを知るワーク】 

 話し合いを進めるにあたり、まずは参加者同士のコミュニケーション 

がより深められるようにするためのワーク行った（共通点探し） 

【意見交換】テーマ「こんな赤北３丁目になったらいいな」 

 ①みなさんのまわりでお困りの方はいるか  

②団体で既に取組んでいることや仕組み等あるか 

3 グループに分かれて、自由に意見交換 

生活上のちょっとしたことができなくて困っている人がいる／家に 

閉じこもりがちな人を連れ出すには？／気軽に話せる人がいない／ 

高齢者を支えるには若い力（多世代のつながり）が必要／地域に横 

ぐしを刺すような何かが必要／災害時のことを考えることも大切など 

③事務局会議 

10/7、10/15 

ミーティングの具体的な内容について検討  

・何を目的にしているのか、 

・メンバーは個々にはお互いを知っていても、同じテーブルについて

話しをすることは初めてという状況 

・話しやすい雰囲気となるような工夫が必要 

2 層 Co(赤羽北・桐ヶ丘やまぶき荘)と実施に向けた打合せ 

・ワーキングの目的、概要、スケジュールについて確認 

・地域情報の共有（地域の強み、弱み、資源などをマッピング） 

・ミーティング参加メンバーについて検討（人的資源の情報共有） 

地域団体へのヒアリングとミーティングへの声掛け 

・ミーティングの趣旨を説明するとともに、地域の課題や資源など 

についてヒアリングを実施 

・特に目指す方向性は明確にお伝えする 

 「日常のちょっとした困りごとを助け合うしくみ作り」 

 「地域の中のつながりを広げるための居場所作り」 

②ヒアリングと

声掛け 

9/1～

①事務局会議 

7/25、8/15 

2 層 Co 

1 層 Co 

桐ケ丘地区 CSW 

⑤事務局会議 

11/22、28 

第 1 回ミーティングの振り返りと次回についての打合せ  

・次回はより具体的な話し合いができるよう、今回の意見を 10 のキーワ

ードにまとめる 

・メンバーの意見も踏まえ、さらにお互いの活動について理解を深める為

に、団体紹介を入れることに 

・ミーティングの目標を再確認するとともにそれぞれの意見がどのように

形になっていくのかについての見える化が必要 

事前に目的を

伝えたことで

話し合いでは

活発な意見が

でました。



【まとめ】 

このワーキングでは、地域の課題共有、既存の地域資源の整理・確認と必要な生活支援サービス創出を目

指し、多様な主体で集まり、地域について話し合いを進めてきた。エリア設定を 2カ所のあんしんセンター

が関わるエリアとしたことにより、ワーキングを通して多くの関係者が関わる話し合いをすることができた。

また、単発ではなく継続した話し合いを行うことで、共有した課題について、認識を深めることができた。

そして、今後の話し合いを重ねることで、さらに地域の課題を「我が事」として捉え、参加者同士が協力し

合いながら、住民主体の具体的な取り組みへとつながるであろう道筋も見えてきた。 

このワーキングを通して、地域を知る多様な主体の関りが必要であり、中でも、住民の主体的な関りが重

要である。そして、その「住民主体」を実現するためには、この赤北 3さんミーティングのような、地域の

中での話し合いの場つくりが必要だということを実感することができた。さらに、話し合いを始める際には、

事前のヒアリング（調査）や目的を明確に示すことも重要なポイントであることもわかった。 

この「赤北３さんミーティング」での結果を踏まえ、新たな地域のつながりを紡ぎながら、具体的な活動

につなげていくためには、第 1層協議体のワーキングというよりは、第 2層協議体として地域に根差した取

り組みを行うこと、また、時間をかけて、地道に継続して地域の多様な団体、関係者との交流、情報交換、

話し合い等の活動をすることが、必要だということがわかった。 

⑥第 2回 

ミーティング 

12/11 

参加者：17 人

町会・自治会 

民生委員・児童委員 

シニアクラブ 

赤十字奉仕団 

ささえあい活動団体 

施設・事業所 

（障害分野含む）

【前回の振り返り】 

 ミーティングの目的を再確認後、前回皆さんから出た意見を振り返る 

【活動団体紹介】お互いの活動を知る為に団体活動紹介

特別養護老人ホーム赤羽北さくら荘、社会福祉法人さざんかの会、 

あいゆうデイサービス、ぷらっとほーむ桐ヶ丘 

【キーワードの抽出／グループワーク】 

第 1回で出た意見から抽出したキーワードを提示し、話し合いたい又は興

味のあるワードを選んでもらい、グループごとに話しを深めた 

① 居場所・買い物チーム（まずは“居場所”を作ることが重要） 

② 災害チーム（日常からのつながりが大切。みんで勉強会もしたい） 

③ 若者・歴史チーム（歴史を切り口に多世代のつながり作りできないか） 

④ 引きこもりの方を外に連れ出そうチーム（どんな工夫ができるか） 

共通意見として「いつでも行ける居場所があればつながりが出来るので

はないか」ということが出てきた。つながるためのツールや具体的には

どのような仕組みが必要かを今後深めていく。 

⑦事務局会議 

1/17、2/5、2/20 

第１、２回の意見を見える化した資料を配布し、これまでの話し合いの

共有化を図り、具体的な取組みにつなげていく。 

来年度は、具体的な取組みごとのチームを作り、チームごとに話し合い

を進めていく。ミーティングについては、チームの取組みを共有、検討

する場として実施する予定（年に 3～4回）。 

⑧第 3回 

ミーティング

3/27 



（３）第 1層生活支援コーディネーター受託事業実施報告 

①地域の社会資源把握に関すること 

1 北区シニアお助け地域ガイドの

発行 

あんしんセンターの生活支援コーディネーター（以下、2層コ

ーディネーターとする）が調査した社会資源の中から、特に

居場所活動の情報を抽出し、冊子にまとめた。窓口にて相談

者や介護事業所への配布の他、町会・自治会、民生委員・児

童委員等へも配布。 

2 社会資源分析 

＊別紙 2-1、2-2 参照 

2 層コーディネーターが調査した社会資源およびささえあい

活動団体、（体操）自主グループ、公共施設などをマッピング

することで各地域の状況を把握。 

 ②生活支援の担い手養成、サービス開発に関すること（予定含む） 

No 
地域（センター名）

活動名または

地域名 
活動内容 支援 

1 みずべの苑 志茂ジェネ協

議会 

プロジェクトで養成したグループ

「まちプロ」による居場所活動およ

び「あいさつさん」による挨拶運動

人材育成支援 

2 赤羽 しゅりる 大学生による地域活動 企画・運営相談 

3 赤羽北 赤北マルシェ 障がい分野・高齢分野が共催で行う

買い物支援および交流事業 

企画・運営支援 

4 滝野川はくちょう 中里 町会としての見守り活動拡大を模

索 

地域包括ケア連絡会

の出席、事例紹介 

5 上中里つつじ荘 堀船 町会等地域団体・機関と大学の連携

を模索 

企画・運営支援 

③地域包括ケア連絡会（2層協議体）及び地域ケア個別会議に関すること 

地域包括ケア連絡会 

1 圏域主催 王子、赤羽、滝野川 企画、運営支援、ファシリテー

ター、統括コメント 

2 高齢者あんしんセンター

主催 

十条台、王子光照苑、豊島、東十

条・神谷、みずべ、赤羽、滝野川

西、飛鳥晴山苑、滝野川はくちょ

う 

企画・運営支援、ファシリテー

ター、情報提供、統括コメント 

地域ケア個別会議 

1 みずべの苑 参加者 

2 十条台 参加者 



④定例会議における情報交換、打合せ、検討  

No 会議名 内容 

1 見守り/生活支援コーディ

ネーター連絡会（偶数月の

第 4火曜日開催） 

・社会資源調査について 

・地域包括ケア連絡会について 

・各地域の課題および取組みについて 

・おたがいさま地域創生会議にて紹介する活動事例について 

・おたがいさまネットワーク事業および担い手講演会について 

2 各圏域の見守り/生活支援

コーディネーター会議 

・社会資源調査等の情報の整理 

・地域包括ケア連絡会について 

・圏域同士の情報共有、地域課題の共有 

3 実務者レベル打合せ 

（毎月第 4月曜日） 

・各地域での活動状況について 

・各地域でのニーズ調査、サービス開発、担い手養成に関するこ

と 

・ワーキンググループについて 

・おたがいさま地域創生会議について（会議の議題について） 

・第 2層コーディネーターに対する研修について      等 

⑤社協からの働きかけによる取組み 

仕様書の実施内容における、ア.資源調査、イ.資源開発、ウ.ネットワーク構築、ニーズと取組みのマッ

チング、オ.協議体に関わる取組みとして他事業との連携で実施 

No 取組み事業名 地域 内容 

1 ささえあい交流会 王子、赤羽、

滝野川 

圏域ごとに開催。小地域に分かれてグループワークを実施。

2 層コーディネーターは、団体との関係づくり、ニーズ把

握、地域状況把握を目的としてファシリテーター等で参加 

2 まちなかふくしミー

ティング 

（住民懇談会） 

豊島、田端、

志茂 

各会場にて参加者（住民、地域団体、町会・自治会、民生

委員・児童委員、学生等）同士で、地域情報の共有、地域

の強みや弱み、住民として取り組めることなどを話し合っ

た。2 層コーディネーターは、主に情報共有、社会資源把

握・開発を目的として参加 

⑥生活支援コーディネーター研修実施に関すること 

 区主催の 2層コーディネーターに対する研修について当日運営などを担当 

日にち 講師 内容 研修後の取組み 

10/10 松本 小牧氏    

（愛知県豊明市健康福祉部健

康長寿課 課長補佐）  

資源把握と創出やネットワー

ク構築についてなど 

①総合事業の状況  

②自立支援のイメージ変化 

③ふつうの暮らしをどう支え

るか 

各あんしんセンターにて、

研修の振り返りを実施。今

後、取り組めそうなことを

シートにまとめ、連絡会で

共有した 



⑦その他の取組み 

No 事業名 内容 支援等 

1 浮間・赤北地区ケマネー

ジャー研修会

ケアマネジャーを対象に生活支援コーディネ

ーターの役割・活動内容について、北区およ

び地域の社会資源について、今後の目指すべ

き方向性についての共有などを行った 

左記の内容に関する企

画・運営支援、講演等 

2 介護予防関連事業に対

する協力 

・担い手作り講演会 

・介護予防講演会 

講演会を通して、地域活動団体の紹介、生活

支援コーディネーターの役割・活動内容につ

いて、北区および地域の社会資源について、

今後の目指すべき方向性についての共有など 

左記の内容に関する企

画・運営支援、2層コー

ディネーターによる発

表のサポート等 

3 社会資源調査 新しい社会資源を確認するための訪問調査 ２層コーディネーター

へのつなぎ、訪問への

同行 

⑧研修、会議等への参加 

No 研修、会議名 

1 生活支援コーディネーター初任者研修（都主催） 

2 生活支援コーディネーター現任者研修Ⅰ（都主催） 

3 生活支援コーディネーター現任者研修Ⅱ（都主催）

4 支え合いをひろげる住民主体の生活支援フォーラム 

5 生活支援体制整備事業に関わる情報交換会 

6 生活支援コーディネーター研究協議会 

7 地域福祉の推進に向けたシンポジウム 

8 地域づくりをすすめるコーディネーター連絡会 

9 介護予防事業事業者連絡会 

10 介護予防事業評価委員会 


