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Ⅰ. 令和３年度 板橋区地域リハビリテーション活動支援事業報告 
 

【事業概要】 
 板橋区地域リハビリテーション活動支援事業は、一般介護予防事業、地域リハビリテーショ

ン活動支援事業に位置づけられた自立支援・介護予防の取組み強化（訪問や地域ケア会議、通

いの場の立ち上げなど）に加え、リハビリテーションにおける連携・提供体制の構築と医療・

介護連携の推進を目指して事業展開している。 

板橋区ではすべての事業に区西北部地域リハビリテーション支援センター豊島病院や板橋区

地域リハビリテーションネットワークの連携・協力を得て実施していることが特徴である。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 地域リハビリテーションの提供体制について 

医師会、歯科医師会、リハビリテーション専門職、区西北部地域リハビリテーション支援

センター豊島病院、民生委員、主任ケアマネジャー、社会福祉協議会などを委員とする会議

で令和 3年度はオンラインを活用し 2 回実施した。 

会議では、区や関係機関の地域リハビリテーションの取組み状況の報告に加え、リハビリ

テーション提供体制の課題の洗い出しなど実施し、課題を以下のように整理した。 

①相談の充実 ②生活期リハビリテーション提供の課題の把握 ③リハビリテーション

終了者の通いの場等への繋ぎ ④退院時連携、多職種連携 ⑤コロナ禍も含む災害時対策 

⑥障がい者施策との連携   

今後も会議を通じて、それぞれの課題の現状や先進的取組みの報告など行い、提供体制の

充実や取組みの普及啓発を目指していく。 
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2. 「自立支援・介護予防の取り組み強化～住民主体の通いの場の拡充～」の目標と成果 
 

重点事業※：住民主体型介護予防事業 10 の筋トレによる通いの場の立ち上げ・継続 

3 年度目標や方針 成果・実績 

① 20 グループ立ち上げを目

標 

 

 

 

 

② 都事業 東京みんなサロ

ンモデル事業を通じ、都

営住宅など新たな通いの

場の確保 

③ 屋外もしくは椅子が使え

ない会場で立って行うこ

とができるように、立位

バージョンの運動方法の

検討と提案 

④ オンライン10の筋トレの

継続 

⑤ 都事業を活用し、コロナ

禍での継続支援として、

オンラインが活用できる

高齢者を増やす事業実施 

 

 

【予定】 

① 体験講座 12回 

② 10 の筋トレグループへの

リハ職派遣 随時 

③ オンライン10の筋トレ週

1 回実施 

④ 地区合同筋トレ 8回 

⑤ 区合同大会 1回 

⑥ 介護予防推進連絡会 1回 

① リーフレットや AIP新聞で周知した結果、新たに 11 グル

ープ立ち上がった。（都営・公社住宅、認知症カフェ、老

人クラブ、サ高住、2 層協議体、サロン）内、2 か所は屋

外実施。 

一方、6 グループ減で、計 90 グループ登録者 1,427 人と

なった。 

② 都営住宅で新たなグループが立ち上がった。また、JKK（東

京都住宅供給公社）との連携で、3 か所のコミュニティサ

ロンでグループが立ち上がった。 

 

③ 板リハネット、区西北部地域リハ支援センター主催のリハ

職対象研修「通いの場の意義と 10 の筋トレの効果、運動

方法について」実施。浅川教授から立位バージョンを提案

いただき、秋の地区筋トレで参加者へ伝達。 

 

④ 登録者 84 名。 

 

⑤ はじめての ZOOM 体験講座など実施し、オンライン 10

の筋トレ参加者が増加した。 

その他 

⑥ 東京都介護予防推進会議や介護予防・フレイル予防推進員

研修で、板橋区の 10の筋トレの取組を報告した。 

⑦ 「月刊公衆衛生情報」から原稿依頼を受け寄稿した。 

【実績】 

① 6 回 116 名。（内、2回は、ハイブリッド開催） 

② 80回 1,228 名 

③ 52回 1,098 人 

④ 7 回 217 人 

⑤ 中止 

⑥ 中止 

重点事業：福祉の森サロンなどへの介護予防プラス出前講座の実施 

① 20か所への派遣を目標 

② 新たな講座メニューを検

討・作成 

③ 対象とする通いの場の範

囲の検討 

① 12回 236 人 

② 「コロナに負けない！フレイル予防のポイント」を新たに

板リハネット介護予防部会で作成。 

③ 次年度、「ウェルネス活動推進団体」なども対象としてい

く方向 

  重点以外の事業 予定 実績 

介護予防プラス講座 3 回 4 回（内 1 回オンライン）77 人 

失語症会話パートナー養成 養成講座７回 

ステップアップセ

ミナー2回 

7 回 52 人（内 2 回は実習） 

２回 22人 
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今後の方向性や課題など 

〇通いの場の増加や充実を目指し、令和 4 年 4 月からの 3年間「ウェルネス活動推進団

体支援事業」を開始 

〇10 の筋トレグループは、令和 7 年までに 130 グループ（登録者 2100 人）を目指す。 

〇都の推進方策に沿って、①専門職の関与を得ながら、多様な関係者や事業等と連携す

る ②PDCA サイクルに沿った推進などを進めていく。 

【課題】 

〇一体的実施を見据え、通いの場全体の把握や見える化について 

〇区職員リハ専門職人数減（退職不補充）➡本事業の継続実施に向けた体制について 

  ※重点事業とは、「板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画 2023」板橋区版 AIP の重点分

野に位置づけた事業のことである。 

 

3. 「自立支援・介護予防の取り組み強化～自立支援・重度化防止支援の充実～」の目標
と成果 
 

重点事業：自立支援型地域ケア個別会議（地域リハサービス調整会議） 

3 年度目標、方針 成果、実績 

・オンライン開催を基本。 

・本年度より 2 層 SC にも参加

いただく。専門職と 2層 SC と

の顔の見える連携を強化し、各

地域の支え合い・助け合い活動

の普及・活用を目指す。 

【予定】 9回 

・全てハイブリッド開催（事例提出者と一部の助言者の

み集合）で実施したが、特に問題なく開催できた。 

・2 層 SC の参加により、地域の支え合い活動や地域資源

について情報交換や、専門職と２層 SCの連携が進んでい

る。（例：桜川地区や高島平地区支え合い会議にリハ職が

参加） 

【実績】リハ医師、リハ職、療養相談室、主任ケアマネジ

ャー、1層 2 層のＳＣなど参加。９回 190 人 

重点事業：リハビリテーション職専門相談 

・必要な方へ包括職員と同行訪

問。本年度より PT3 人、OT2

人体制に変更 

・上半期はコロナ禍による訪問控えの影響か依頼がなか

った。 

10月～依頼があり４人延べ 5回訪問実施。 

（ＰＴ3人，ＯＴ１人） 

  重点以外の事業 予定 実績 

コミュニケーション専門相談 24日 76件 

SC×リハ職合同大会 1 回（オンライン） 72名 

 
4. 地域リハビリテーションにおける医療・介護連携の推進 

事業 実績 

ケアマネ向け地域リハ講座 1 回 37 人（リハビリテーション栄養、オンライン） 

その他 合同主任介護支援専門員連絡会にて、板リハネット心臓

部会のアンケート調査結果報告 
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【重点事業報告】 

1. 住民主体型介護予防事業について 

 

(ア) 10の筋トレグループの立ち上げ状況 

基準日 グループ数 登録者 

令和 3年 4 月 1 日現在 85 1,395人 

令和 4年 4 月 1 日現在 90 1,427人 

※ 今年度新たに 11 グループが立ち上がった。 

※ 解散 3 グループ、のれん分け解消が 3 グループ、計 6 グループ減。 

※ 緊急事態宣言中は活動自粛をお願いした。蔓延防止措置期間中の活動は各グループの判断

としたが、半数程度のグループは休止した。 

 

(イ) 今年度の新たな取り組み 

東京みんなでサロンモデル事業を通じた立ち上げ支援 

 東京都の「東京みんなでサロン」事業※と連携：東京都、JKK、板橋幸町アパート

自治会との打ち合わせを実施し、板橋幸町アパートの集会所を活動場所とするグル

ープの立ち上げ支援を行った。 

※ 都営住宅の集会所等を活用して、都営住宅や周辺住民の方々の居場所づくりを行うことで、地

域コミュニティの活性化を図ることを目的に東京都が実施。 

JKK（東京都住宅供給公社）コミュニティサロン活用事業を通じた立ち上げ支援 

 JKK と連携し、コミュニティサロン（集会室）活動場所とするグループの立ち上げ

支援を行った。 

 向原、蓮根三丁目、志村の 3 カ所で新たに立ち上がった。 

 坂下、小豆沢も予定していたが、蔓延防止措置期間となり中止した。 

都補助金「新しい日常における介護予防・フレイル予防活動支援」を活用し、以下のオン

ライン活用推進事業を実施 

 

(ウ) 事業評価について 

今年度新たに「事業評価計画シート」を作成した。「事業評価計画シート」とは、PDCA サイ

クルに沿った通いの場等の取組みを評価するために、介護予防・フレイル予防推進員が作成、活

用することを東京都が勧めているものである。 

作成したシートは、東京都介護予防・フレイル予防推進員研修「評価・効果分析」というテー

マの回で、板橋区の取組みとして発表した。 

 

4



 

 

 

「事業評価計画シート」に基づき、地区合同筋トレ、体操指導、介護予防・プラス出前講座に

参加した 278名にアンケートを実施し、集計した。そのうち、地区合同筋トレに参加した 189名

には「⑦基本チェックリスト」も実施した。 

 

住民主体型介護予防事業における「事業評価計画シート（令和 3年度）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 性別・年齢・要介護認定・家族構成 
 

性別 男性（37） 女性（230） 未回答 11 

年齢 
６5 未満 65~69 70~74 75~79 80~84 85~89 90 以上 未回答 

10 19 52 81 67 31 5 13 

要介護認定 
未認定 要支援 要介護 不明および未回答 

228 23 4 23 

家族構成 一人暮らし（74） 家族と同居（177） 未回答（27） 

 

② 外出頻度 
 

ほとんど外出しない 週１回 週２～４回 週５回以上 

10（3.6％） 25（9.0％） 132（47％） 109（39％） 

未回答２ 

③ 交流頻度 
 

ほとんどない 年数回 月１～３回 週１回 週２～３回 週４回以上 

21（８％） 13（４％） 51（18％） 48（17％） 60（22％） 69（25％） 

未回答 16 

 

 

局面 何を・指標 誰が いつ どこで・どのように

活動・事業
• 体験講座、出前講座の開催回
数

• 行政担当者 • 年度末に
• 開催回数を確認する。

直接の成果
（アウトプット）

• 新規グループの数と分布
• グループへの参加者数
• オンライン10の筋トレの参加
者数

• 行政担当者
• 年度末に

• 3か月毎

• 宣言書
• リーダー作成の「活動状況確認票」
• リハ職からの報告書

短期アウトカム
• 交流頻度
• 外出頻度
• 役割期待

• リハ職
• 行政担当者

• 年度末に

• 地区合同筋トレおよび体操指導時の
アンケートで。アンケート結果は毎
年集計するとともに、ニーズ調査結

果と比較する。

中・長期アウトカム
• 基本チェックリストの該当率
• 主観的健康感
• 主観的幸福感

• リハ職
• 行政担当者

• 年度末に

• 地区合同筋トレおよび体操指導時の
アンケートで。アンケート結果は毎
年集計するとともに、ニーズ調査結

果と比較する。
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④ 役割期待（地域の人から役割を期待されたり、頼りにされたりしていると思うか） 
 

とても思う そう思う やや思う あまり思わない 全く思わない 

34（12％） 73（26％） 87（31％） 34（12％） 19（7％） 

未回答 31 

⑤ 主観的健康観 
 

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 

51（18％） 182（65％） 42（15％） 1 

未回答２ 

⑥ 主観的幸福観（自己評価） 
 

１点 ２点 ３点 ４点 ５点 ６点 ７点 ８点 ９点 10 点 

0 0 0 4 32 20 36 77 41 41 

   1％ 12％ ７％ 13％ 28％ 15％ 15％ 

未回答 31 

⑦ 基本チェックリスト 

 厚生労働省の作成した高齢者の心身の機能の衰えを 25 項目の質問によってチェックするもの

で、運動機能（5 項目）、栄養（2 項目）、口腔（3 項目）、閉じこもり（暮らしぶりのうち、外出

が該当）、もの忘れ（3 項目）、こころ（5 項目）、暮らしぶり（20 項目）の各項目のうち、一定以

上に該当した人の人数 

 

【基本チェックリスト①】生活機能低下該当者数         N＝167/189 

運動機能 

３/5 項目以上 

栄養 

2/2 項目以上 

口腔 

2/3 項目以上 

閉じこもり 

1/2 項目以上 

もの忘れ 

1/3 項目以上 

こ こ ろ 

2/5 項目以上 

暮らしぶり

10/20 項目以上 

25 2 46 0 41 43 10 

13％ 0.1％ 24％ 0％ 22％ 23％ 5％ 

 

【基本チェックリスト②】 

上記 7 項目のうち、いくつの項目に該当したか            N＝189 

該当なし １項目 2 項目 3 項目 4 項目 5 項目 6 項目 7 項目 

98 45 27 10 7 2 0 0 

52％ 24％ 14％ 5％ 4％ 0.1％ 0％ 0％ 

※ 参加者の 48％は生活機能低下が認められた。 
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2. 介護予防プラス出前講座について 

 

(ア) 目的 

通いの場・集いの場である、福祉の森サロンなどへリハ職を派遣し、体験型の講座を実施

することで、介護予防・フレイル予防を推進する。 

(イ) 実施方法 

板橋区地域リハビリテーションネットワーク介護予防部会が作成した、以下の講座の中か

ら一つ選んでもらい実施。 

(ウ) 講座内容 

令和 3 年度講座内容は以下の 12メニュー。 

１「肩痛予防～みんなで守ろう肩の健康～」 

２「糖尿病予防～運動でできる！血糖 コントロール～」 

３「100 歳まで歩く！健康寿命を延ばす歩行とは」 

４「尿もれ予防～骨盤底筋を鍛えて防ごう！～」 

５「腰痛予防」 

６「膝痛予防～守ろう 膝（ひざ）の健康～」 

７「認知症予防～アタマも使って体操しよう～」 

８「転倒予防～学んで健康！防ごう転倒！～」 

9「立ち上がり～老化は足から！病は足から！～」 

10「介護予防～あなたが地域の元気力～」 

11「お口の健康～「口の寝たきり」にならないために～」 

12「高齢者の暮らしを拡げる 10の筋トレ説明会」 

 

(エ) 結果 

14 グループから依頼があり、緊急事態宣言による中止、延期などがあり、12 グループ実

施し 236 名が参加。 

実施した講座メニューは、「腰痛予防」「「10 の筋トレ」「認知症予防」「転倒予防」「100 歳

まで歩く」など。 

 

(オ) アンケート結果 
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３．令和３年度地域リハビリテーションサービス調整会議（自立支援型地域ケア個別会 

議）について 

 

1. 目的 

要支援者など比較的軽度な方の生活機能（心身機能、活動、参加）の改善に向けた検討を通じ

て、支援者・参加者のスキルアップ、顔の見える連携や多職種協働の推進、地域課題の把握を行

う。地域ケア会議の一つである自立支援型地域ケア個別会議として実施。 

 

2. 本年度の変更点 

 事例提出者は包括職員だけでなく、居宅介護支援事業所のケアマネジャーも可とした。 

 新型コロナ感染症拡大防止に配慮し、事例提出者と一部の 

助言者のみ会場参加するハイブリッド形式で実施。 

 地域の支え合い会議を通じて立ち上がっている集い・通い 

の場や助け合い活動を専門職が知って活用するために１層 

に加え 2層 SC にも参加いただいた。 

 

3. 実績 

1 事例 40 分程度で、1回の会議で 2 事例～3事例の検討を行った。 

実施日 検討テーマ 参加者数 

第 1 回 

5/28 

板 橋「腰部脊柱管狭窄症があり、PT によるリハビリを行っているが、転倒を繰

り返す要支援１，82歳女性への転倒予防について」 

仲 宿「復職を考えている脳梗塞軽度右片麻痺のある要支援１、57 歳単身男性の

自宅でのリハビリについて」 

20 名 

第 2 回 

6/25 

中 台「パーキンソン症状がある要支援１、76歳男性の状態改善に向けた具体策

について」 

蓮 根（居宅介護支援事業所）「脳出血右片麻痺でコミュニケーション能力が低下

している要介護２、63 歳男性の生活維持改善に向けた支援について」 

25 名 

第 3 回 

7/１6 

高島平「慢性硬膜外水腫の後遺症と視力障害がある要支援２、生活の意欲も低下

している 80歳男性の歩行能力アップのための支援について」 

徳 丸「左被殻出血後、右不全麻痺あるも復職された要支援２、61 歳男性の状態

維持、改善に向けたリハビリテーションについて」 

19 名 

第 4 回 

8/20 

志村坂上「脳梗塞による右軽度片麻痺がある 64 歳、単身男性の生活習慣や健康管

理、地域への参加に向けた支援について」 

前 野 「関節リウマチ、左変形性膝関節症で痛みにより活動低下している要支援

２、86 歳単身女性の在宅生活維持にための支援について」 

19 名 
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第 5 回 

9/24 

熊 野「脊柱管狭窄症の痛みによる動作不安定さがある要支援１、83 歳女性の痛

みの軽減・移動能力向上の支援について」 

仲 町「医療のリハビリが終了し、介護保険週 1 回のリハビリデイに不安を感じ

ている要支援１、74 歳男性、マイナス思考の傾向があり医療機関への不信

感もある方への支援について」 

18 名 

第 6 回 

10/22 

下赤塚「気管支喘息・不安神経症があり、歩行不安定だが運動を好まない要支援

２、77 歳女性、リハビリテーションサービス受け入れの支援について」 

成 増「脊柱管狭窄症、脳梗塞で姿勢や痛みが悪化し意欲低下のある、要支援 2、

79歳独居女性の生活意欲維持向上とリハビリ支援について」 

19 名 

第 7 回 

11/26 

清 水「転倒を繰り返している要支援２、78歳女性、転倒危険意識向上、歩行能

力向上について」 

富士見「両膝半月損傷等や、コロナ禍の影響で歩行能力が低下した要支援１、89

歳男性の機能維持、改善に向けたアプローチについて」 

常盤台「ペースメーカー交換後、生活意欲が低下している要支援１、93 歳独居男

性の生活意欲向上に向けた支援について」 

23 名 

第 8 回 

1/28 

三 園「手術後、閉じこもり・不活発なため廃用が進んでいる要介護３、73 才男

性、問題意識がない夫婦へのアプローチについて」 

舟 渡「整形疾患にて腰部や下肢に痛みのある要支援 2、８３歳独居女性の経済

的負担のない生活支援について」 

14 名 

第 9 回 

2/25 

桜 川「脊柱管狭窄症により連続歩行が困難で認知機能低下もみられる要支援１、

85才男性、否定的な福祉用具・リハビリテーションの導入について」 

大谷口「左足大腿部切断、義足で原因不明の記憶障害のある要支援 2、67歳単身

男性の生活機能改善について」 

19 名 

 

 

4. 会議参加者のアンケート結果 

 【運営について】 

 とてもスムーズな進行で分かりやすかった。司会が順番を調整し助言者に意見を求めていたので、

各分野からの意見を満遍なく聞くことが出来た。時間の配分も良かった。      

 事前に参加者が資料を読み込み、質問事項もまとめていただいたので、当日の会議ですぐに意見

交換ができ、短時間で集中して検討することができた。事前の質問があることで、アドバイスが

より詳しく聞けた。 

 会場とオンラインで参加者を分ける事によって、事例提出者の緊張感も幾分か和らいで良い。初

めてリモート会議に参加したが、安心して意見を話し合う場になったのが良かった。 

 

 【２層 SCの方のご意見】 

 たいへん有意義な会議でした。色々な方が関わっているということに驚くとともに、我々の支え

合い会議の意義を感じ、このような企画に感謝です。 
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 支え合い会議では予防を重視したプログラムを提供しているので、例えば転倒予防や独居高齢者

向け食事指導など、20～30 分程度の様々な指導プログラムを紹介してほしい。 

 衆人の私でも大変勉強になった。一つの問題に対して、立場により様々な解決・対処方法があり、

あきらめることなく多くの意見を参考に取り組むことが大切であることを再認識できた。 

 リハ職の方々と２層のつながりを作って下さりありがとうございます。１８地域の２層の方々は、

地域リハ連携会議を理解して、支援の手立てを考えて行けたらと思う。 

 事例を基にした意見交換は具体的でイメージしやすかった。司会者は各分野の専門職を指名し、

お医者様のセカンドオピニオンも伺えて素晴らしいと思った。 

 ２層での活動の不足分を知ることができた。 

 事例の方に対する、病院や医院、おとしより相談センター、団体、施設、民生委員、リハビリテ

ーションの連携の仕方が勉強になった。そういう中で、地域としての連携をうまく機能する「支

え合い会議」の果たす役割が分かった。たいへん実践的な有意義な会議であった。 

 専門知識が無いので個別事例を十分理解できず、助言になっていたかどうか不安ですが、今後の

活動の方向性や支え合い会議の必要性を考える有意義な経験となった。 

 職種によってとらえる視点がちがうということが、今日の事例検討でよくわかった。他職種連携

の重要さを感じた。 

 

 【SCの参加、地域課題や地域資源の把握について】 

 2 層 SC のご意見は、今までとは違った視点を持つことができ、会議の内容の幅が広がって大変

勉強になった。社協や生活支援コーディネーターの意見が毎回とても貴重で勉強になるので、本

当にありがたい。また、事例対象者が地域の活動とつながるような動きがみられよかった。 

 地域資源など知らないことをこの場で知ることができるのは、大変貴重な場と思っている。 

 2 層の方々の取り組みや地域資源の活用方法を聞いてみたい。➡SC リハ職合同大会へ 

 

【ケアマネジメントや支援のスキルアップに関すること】 

 リウマチの方の動作で、症状を悪化させる動きがある事、癌でうつ症状を招くことなどを知り勉

強になった。 

 痛みやしびれをもつケースに対する様々な意見が参考になった。 

 毎回知らなかったことを知り、自分に足りない視点に気づくことが出来てとても勉強になる。 

 リハ専門職の意見と地域活動の話も聞き、具体的な提案方法が見つかった。 

 事例提出者の取り組みや助言者の専門的な意見がとても参考になった。 

 回を重ねるごとに誰もが悩む難しいケースが提出され、会議の質が上がっていると思う。 

 この会議に出て、改めてアセスメントの重要性や「その方について考える」視点の向け方が重要

と再確認できた。 

 居宅介護支援事業所の介護支援専門員や主任介護支援専門員に事例提出を依頼し、ケアマネジメ

ントのスキルアップ、多職種連携等を図っても良いと思う。 
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 【活用出来そうな地域資源や今後必要なサービス・活動など】 

1. 通いの場、集いの場 

 散歩の仲間グループ、軽い運動、筋トレ、趣味活動ができる活動の場、農園（土いじり、野菜づ

くり）等 

 趣味や特技を披露できる場所や機会 

 活動の場への参加の付き添い 

 

2. 相談できる居場所 

 共生常設型で、気軽にいつでもだれでも集まれる「居場所」 

 「さーどぷれいす（まもりん坊ハウス）」「高島平ココからステーション」のような場所 

 高齢の男性がぶらりと立ち寄れる場所：特別な活動プログラムはなく、コーヒーがあって、新聞

や雑誌があって、そこにいるだけでも良しとする場所。（昔ながらの喫茶店のイメージ）そのスペ

ースにさりげなく「相談コーナー」があり、包括職員などに相談できるところ。 

 スポット活動「例：スポット仲蓮根なんでも相談所」 

 

3. サービスと利用者をつなぐ仕組み～マッチィングやコーディネート～ 

 資源の見える化やサービスをつなぐしくみ 

 ワンストップでボランティアや福祉サービスにつなぐしくみ 

 訪問リハビリ終了者などを通いの場へつなぐマッチングやコーディネート 

 今までやっていた仕事を活かしたボランティアができる機会のコーディネート 

 

4. 移動、送迎、通院同行サービス 

 安価で利用できる車での移動サービス（通院や買物などの送迎）や送迎の担い手 

 通院同行のボランティア 

 坂道が多い環境に対する支援 

 

5. 地域の見守りや地域とのつながりや話し相手 

 地域に心を許せる関係者がいるかなどの把握（アセスメント）が重要（資源があっても信頼関係

が無いと活用、参加は難しい） 

 日ごろからの地道な電話や声かけが重要 

 民生委員や相談協力員などの地域の見守りや地域での繋がりが重要。 

 認知症、うつ状態、精神面を煩う方に対しての地域の関わり方も大切。 

 訪問してくれ、話し相手、話を聞いてくれる人材 

 家族介護者への支援 
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4. リハビリテーション専門相談について 

要支援者などの心身機能、活動や参加等生活機能の向上と支援者のケアマネジメント力向上を

めざし、訪問リハビリテーションに従事する理学療法士や作業療法士が、ケアマネジャーなどと

共に利用者宅を訪問・支援・助言する事業。 

令和 3年度は、新型コロナ感染症の影響もあり、10月までは依頼がなく、以下の４ケースに 5

回訪問・支援を実施した。 

 

ケース概要 依頼内容 リハ職のアセスメント、支援内容など 

要支援２、50

歳女性、左被

殻出血によ

る右片麻痺、

失語症 

包丁をうまく使い

たい。字を書けるよ

うになりたい。箸を

使って食事したい。 

（作業療法士訪問）自助具を持参して訪問。身体機能・

環境評価実施。自助具を活用し包丁動作、書字、箸動作

指導を実施したところ、できなかった包丁で切る動作が

容易にできた。書字、箸についても改善が期待できた➡

訪問後、意欲的に生活できるようになった。 

申請中、91歳

男性、肺が

ん、低ナトリ

ウム血症、心

臓弁置換術

後 

入院をきっかけに

歩行能力低下。本人

の希望は、立ち上が

り動作、室内歩行の

改善、毎日の入浴、

散歩に出かけたい。 

（理学療法士訪問）動作の評価とともに、全身状態の観

察やバイタルチェックを実施。息切れ、高血圧や浮腫も

著明であったため、まずは医師による医学的管理や心臓

負荷に配慮した生活を優先する必要性を説明した。 

要支援 1、86

歳女性、アル

ツハイマー

型認知症、恥

骨骨折 

コロナ禍でデイサ

ービス中止となっ

ている。在宅ででき

る認知機能維持の

取組や運動方法を

教えてほしい 

（理学療法士訪問）現在は家事全般や買い物など行って

いるがもの忘れや、家庭内での探し物が多い。認知機能

と生活機能への対策として、買い物メモの提案や日記の

提案など実施。また、自宅でできる運動 5種類の方法を

伝えた。➡モニタリング、フォローアップとして 1か月

後訪問したが、提案内容の実施は困難な状況であった。 

要介護４，75

歳女性、筋ミ

オパチー 

車いす・ベッド・便

座間の移乗時に、週

１～2 回転落するこ

とがあるので、身体

機能や環境を評価

していただきたい。 

（理学療法士訪問）トイレ動作など移乗方法を確認。特

に右下肢の支持性低く立ち上がり損ねるリスクが高い。

膝の支持性を高める膝装具を試してみたが、車いす下肢

自操ができなくなるため、常時装着難しい。トイレ内手

すりや車いすの調整、ベッド周囲での環境調整などを行

う必要性あり。 

今後専門的な視点でリハ職の継続的な関わりを希望し

ているため、介護サービスとして導入の方向。 
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Ⅱ. 令和 3 年度 区西北部地域リハビリテーション支援センター・ 

高次脳機能障害支援普及事業活動報告（予定も含む） 

 

■地域リハビリテーション支援センター 

●研修会 

・人工膝関節置換術に対する理学療法  

国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科福祉支援工学分野教授 石井慎一郎 氏 

R3.10.20 オンライン開催 56 名参加 

・手を診る力をきたえる～ボールの把握から箸操作まで～ 

 埼玉県立大学名誉教授 中田眞由美 氏 

 R3.11.24 オンライン開催 31 名参加 

●情報交換会 

・Covid-19 の急性期・回復期・生活期リハビリテーション情報交換会 

 R3.8.2 オンライン開催 13 名参加 

●リハケアシンポジウム 

障がい者の社会参加とリハビリテーション ～オリパラのレガシーを練馬に～ 

R4.2.19 オンライン開催予定 

・特別講演「脳福連携による確かな成果 ～農業でイキイキと、そして街の和づくりを～」 

 NPO たしざん たしざん福祉作業所 代表理事 前田典子 氏 

・シンポジウム 

 「障がい者支援のための人生フェーズ別の特性と制度理解」 

  シンポジスト  

① スマイル訪問看護ステーション 直井寿徳 氏 

「障害児者の就学から社会参加」 

② 特定非営利活動法人 WEL’S 理事長 橋本一豊 氏 

③ 就労継続支援 B 型事業所 WEL’SFLAT 加藤香織 氏 

 

■高次脳機能障害支援普及事業 

●講演会 

・高次脳機能障害者の就労支援 ―現場で役立つ支援のヒント― 

 東京障害者職業センター障害者職業カウンセラー 武内洵平 氏 

R3.11.2 オンライン開催 61 名参加 

●事例検討会 

・区西北部 4 区事例検討・情報交換会 R3.11.11 オンライン開催 14 名参加 

 4 区の協力施設と豊島病院で小規模な事例検討を実施。 

各区の身障センターから事例を提示してもらい、事例検討、情報交換を実施  
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Ⅲ. 板橋区地域リハビリテーション
ネットワーク

令和３年度
第２回高齢者等

地域リハビリテーション連携会議
資料
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板橋区地域リハビリテーションネットワーク
⇒ いたリハネット （2016年5月13日 発足）

会長

理事 理事 理事

事務局

理事

会計

理事

副会長 副会長

調査研究 福利厚生

広 報研 修

ネットワーク

促進

介護予防 通所

訪問 言語聴覚士 心リハ

＜目的＞
•区内在住・在勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の力を結集して、板橋区の地域住民がいつ

までも安心安全で健やかに暮らせるように、住民を主体とした予防や自立支援活動をリハ職の専門性
を活かしてサポートします
•地域包括ケアシステムに関わる方々と連携を図り、地域リハビリテーションの普及啓発、必要な会議への

参加、個別相談等を積極的に担い板橋区独自の地域づくりを応援していきます
•定期的な研修会等を通して、会員自身の質の向上を図っていきます

＜部 会＞＜委員会＞＜役員構成＞

地域住民を支える

多職種協働・連携を図る 会員数 59施設 737人 ⇐ 34施設 466人 (2016年度）
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2021年度
活動状況

第6回 定時総会
（ 2021年6月4日開催）

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
今年度の総会は集会形式での開催ではなく、
WEB形式にて開催

※ 今年度も 新型コロナウイルス
（COVID-19）の感染拡大防
止と会員・関係者の健康と安全
を最優先とし、各種活動を大幅
縮小、または停止させて頂いてお
ります
国や都の動向を注視し、 感染

症対策に十分に留意し、活動を
適宜判断し、活動してまいります

第8回 日本地域理学療法学会
学術大会

（ 2021年12月4日・5日 開催）
「コロナ禍における板橋区の通いの場に
対する新たな継続支援について

～オンライン10の筋トレを通して～」
発表者：堀口 正嵩
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板橋区地域リハビリテーション
ネットワーク

委員会報告
※ 今年度 新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大防止
と会員・関係者の健康と安全を最優先とし、各種活動を大幅縮小

または停止させていただいております
国や都の動向を注視し、感染症対策に十分に留意し、

活動を適宜判断し、活動してまいります
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研修委員
・2021年度 活動報告
①2021.6.4  オンライン研修

～介護報酬改定からみる今後のリハビリテーション～

②2021.10.14 地域リハビリテーション 介護予防推進セミナー
『通いの場の意義と10の筋トレの効果、運動方法について』

②2021.10.22  オンライン研修 ～事例から考える在宅リハビリテーション～

②2021.12.10  オンライン研修 ～事例から学ぶシーティング～

2回程の研修会を開催予定。 テーマ等検討中

※今後、社会情勢をみて実施方法の検討。

・2022年度 活動計画（案）
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広報委員

①facebook・Twitterの運用継続
・各部会と連携し、研修のご案内を定期発信
・各部会活動の見える化

②ホームページの運用継続
・各部会活動ページの内容定期更新(部会毎の偏りを無くす)

③会員向けページの内容検討
・会員のニーズを聴取し、活動へのメリットを感じてもらう

・2021年度 活動報告

・2022年度 活動計画（案）

①facebook・Twitterの有効活用
・研修のご案内や各部会活動報告などを発信

②ホームページの継続運用
・各部会活動ページの内容定期更新
・介護予防部会、心リハ部会のHPリニューアル

③会員向けページの内容検討
・未実施
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①アンケート調査の継続 年2回

②Web上でのニュースレターの発行 年1回

③助成金を使用しての研究報告の実施

・2021年度 活動報告

・2022年度 活動計画（案）

アンケート調査 全１回 ⇒ 未実施

実施目的
①板橋区のリハビリテーション職種が必要とされる情報の収集
②興味関心が高い講習会内容の把握

調査研究委員
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【いたリハネット内ネットワーク促進活動】
①通所・訪問部会合同研修会

・テーマ：呼吸リハ（R3.10.11）

【いたリハネット内ネットワーク促進活動】
①通所・訪問部会合同研修会
②他部会同士の交流を兼ねた合同研修企画
③ネットワーク内勉強会参加啓発普及

ネットワーク推進委員
・2021年度 活動報告

・2022年度 活動計画（案）

【他団体・多職種間ネットワーク促進活動】
①地域リハビリテーション多職種連絡会（中止）
②脳卒中懇話会への参加（WEB開催、3月に事例検討会予定）
③在宅療養ネットワーク懇話会への参加（メールにて状況共有）
④新型コロナウイルス流行下における多職種連絡の会

（メールにて状況共有）
⑤地域ケア会議および小地域ケア会議への参加（1件）
⑥地域リハビリテーション相談事業5件 訪問相談4件
（内訳：小地域ケア会議参加依頼1件、講話依頼3件、リハ資源

に関して1件）

【他団体・多職種間ネットワーク促進活動】
①地域リハビリテーション多職種連絡会
②脳卒中懇話会への参加
③在宅療養ネットワーク懇話会への参加
④新型コロナウイルス感染症流行下における多職種連絡の会
⑤地域ケア会議および小地域ケア会議への参加
⑥地域リハビリテーション相談事業
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・2021年度 活動報告

・2022年度 活動計画(案)

会員様のメリットの企画・実行

・令和３年６月 いたリハネット新人歓迎会
・令和４年２月 災害対策研修会（予定）

会員様同士の連携強化/災害対策

・COVID-19の影響により、

今後のイベントは社会情勢をみて決定。

会員様同士の関係性作りや親睦を深め、連携強化を
図れるよう企画・実行予定です。また本年度より災
害対策に関してもリサーチを行っていきます。

福利厚生委員
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板橋区地域リハビリテーション
ネットワーク

部会報告
※ 今年度 新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大防止
と会員・関係者の健康と安全を最優先とし、各種活動を大幅縮小ま

たは停止させていただいております
国や都の動向を注視し、感染症対策に十分に留意し、

活動を適宜判断し、活動してまいります
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板橋区地域リハビリテーション
ネットワーク

言語聴覚士部会
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•定例会を3回実施(5月11日、10月12日 2月8日予定）
メーリングリスト、オンライン上で開催。
テーマ『コロナ禍で新たな取り組みの紹介』『失語症友の会など情報交換』

•失語症会話パートナー養成事業・区内失語症自主グループへ
の協力
コロナ禍のため通常より人数を減らして実施。

•介護予防出前講座の実施 依頼なく非実施
•ST同士の情報交換
ST部会幹事会をオンライン開催（5月19日、9月15日)
メーリングリスト使用し意見交換、失語症友の会などの案内送付

言語聴覚士部会 2021年度 活動報告
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•定例会を3回実施予定（日程未定 オンライン開催）

•失語症会話パートナー養成事業・区内失語症自主グ
ループへの協力

•介護予防出前講座の実施

•ST同士の情報交換：オンラインやメーリングリスト上
（STマップの更新、コロナ禍での取り組みの紹介、

訓練時の感染対策など意見交換）

言語聴覚士部会 2022年度 事業計画（案）
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板橋区地域リハビリテーション
ネットワーク

通所部会
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通所部会 2021年度 活動報告

①定例会議 （ 3月31日・次回未定）
・介護保険改定やコロナ対応についての

意見交換の実施

②勉強会参加普及

③事業所間情報交換
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通所部会 2022年度 事業計画（案）

①定例会議 （年2回程度予定
コロナ対応により未定）

・ 意見交換会

②勉強会参加普及

③事業所間情報交換

④名簿の更新（通所リハビリテーション事業所）
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板橋区地域リハビリテーション
ネットワーク

訪問部会
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① 定例会議の実施 （Zoomにて実施 4月・５月・7月・10月・12月・2月予定 ）

※部会入会数 18事業所（2016年） ⇒ 28事業所（2021年12月現在）
・情報共有 （新型コロナウィルスに対する対応 〈アンケート実施〉 法改定 etc.）
・検討議題の話し合い（地域・現場の課題 事業の実施方法 活動報告 etc.）

② 相談事業の充実
・相談訪問事業 ⇒ 4事例実施 (相談件数：5件)

③ 地域ケア会議への参加
・リハサービス調整会議 6回（7回・8回参加予定）
・小地域ケア会議 1件

④ 連携の強化
・事業所名簿の更新（HP・在宅医療機関検索便利帳 掲載予定）
・連携サマリー 作成

訪問部会 2021年度 活動報告
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⑤ 啓発活動
・多職種へのパンフレットを用いた研修会 ⇒ 中止

今後の社会情勢をみながら方法含め、適時検討

⑥ 症例検討会
・オンライン在宅リハ呼吸器疾患症例検討会 （2021.10.11）

事例提供者： 大島 俊一（東京リハビリ訪問看護ステーション 板橋）

・訪問リハビリテーション事例集 作成準備 ⇒ 次年度完成予定検討メンバー選定

⑦ 研修会
・オンライン研修 （2021.10.22）

「～事例から考える在宅リハビリテーション～」
吉良 健司先生（在宅りはびり研究所 所長・株式会社らいさす 代表取締役）
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※ 2021年度と同程度の活動を予定
※ 国や都の動向を注視し、感染症対策に十分に留意し、活動を適宜判断し実施予定

① 定例会議の実施 （WEBにて 情報共有 etc.）

② 相談事業の充実 （相談訪問事業 etc.）

③ 地域ケア会議への参加（リハサービス調整会議 小地域ケア会議 etc.）

④ 連携の強化（脳卒中懇話会 災害対策）

⑤ 啓発活動（訪問リハビリテーションパンフレットを活用した講演会）

⑥ 症例検討会（WEBにて 訪問リハビリテーション事例集 作成準備）

⑦ 研修会 （同行訪問見学会※社会情勢をみて実施検討 WEBにて 法改定 etc.）

訪問部会 2022年度 事業計画(案)
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板橋区地域リハビリテーション
ネットワーク

介護予防部会
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Ⅰ．介護予防部会 2021年度 実績 (12/20現在)

１．10の筋トレの普及・動機づけ支援
➀ 体験講座 6回 （２回ハイブリット含む） 112名 今後３回実施予定
② はじめてのZoom体験講座

2. 10の筋トレの立ち上げ支援
① リハ職派遣 32回 409名
② 東京みんなでサロン事業 （都事業）

幸町都営住宅で２グループ立ち上がり
③ 東京都住宅供給公社

集会所活用の提案→向原、蓮根３丁目、志村で立ち上がり、今後は坂下、小豆沢予定

3. 10の筋トレの継続支援
① 地区合同筋トレ ７回 217名 （１回中止）
② 区合同大会 中止
③ 介護予防推進連絡会 3/ 14予定
④ オンライン10の筋トレ 週1回実施 35回701名

4. 多様な介護予防プログラムの展開
① 介護予防・プラス講座 4回
② 介護予防・プラス出前講座 8回115人
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Ⅱ．「10の筋トレ」グループ活動状況

高齢者の暮らしを拡げる10の筋力トレーニング｜板橋区公式ホームページ (city.itabashi.tokyo.jp)画像引用：

8月には21団体が
活動を休止

新たに９グループ
立ち上がった
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Ⅲ．オンライン10の筋トレの進化
➀ 自然に会話をし合う関係に(Web上でのグループ活動)

この間
コロナのワクチンを無
事に打ってきました！

副作用は
大丈夫でしたか？

オリンピックの
ボランティアに行く予

定です！
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Ⅲ．オンライン10の筋トレの進化
② 立位バージョンの提案

体操１ 体操10
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Ⅳ．介護予防部会 2022年度 事業計画
1. 10の筋トレの普及・動機づけ支援

2. 10の筋トレの立ち上げ支援

3. 10の筋トレの継続支援

4. 多様な介護予防プログラムの展開

感染状況を見据えながら、2021年度同等以上の活動を計画中
オンライン化への対応は継続予定
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板橋区地域リハビリテーション
ネットワーク

心臓リハビリテーション部会
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心臓リハビリテーション部会
2021年度 事業報告

地域での心臓リハビリテーション啓発活動
地域リハビリ職向けの心臓リハビリテーション講習会を開催 （Web開催）
テーマ：在宅で使える心不全のフィジカルアセスメントについて
講師 ：帝京大学医学部附属病院 理学療法士 大瀧侑先生

◎次回は5月ごろに開催予定

学術活動
心臓リハビリテーション学会にて活動報告予定
テーマ：板橋区地域ケアマネジャーの心臓病利用者における

ケアプラン作成に関するアンケート調査
演者：医療法人社団冠心会大崎病院 理学療法士 曽部健太
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主な5つの活動予定
1. 多種施設による心リハ連携体制を更に充実させる
2. 心リハの質を高める在職者向けセミナーの開催
3. 板橋区民の健康寿命延伸のための市民講座の再開
4. 心リハ普及のため板橋区のケアマネジャーと連携強化
5. 上記それぞれのアウトカムの検証

心臓リハビリテーション部会
2022年度 事業計画(案)

42



  

 

Ⅳ. おとしより相談センター報告 

 

徳丸おとしより相談センター 

 

 

◆地域リハビリテーションを促進するための活動紹介および情報共有◆ 

 

1. 活動紹介：10 の筋トレグループ立ち上げ・活動継続支援について（徳丸） 

 

グループ A：令和 3 年 11 月に新規立ち上げ 

      ・初回活動日に参加、介護予防手帳や認知症ケアパスを配布した。 

      ・トレーニングを実感していただくために体力測定会を提案した。 

グループ B：徳丸の老舗グループ。令和 3 年 11 月に再開。集会所を借りて実施 

している。 

      ・再開日初日に参加。 

      ・新規メンバー紹介、元気力測定会の実施。 

      ・活動支援として、体力測定会を計画中。 

  

 

2. 出前講座 （徳丸） 

老人クラブ 2 か所から出前講座の依頼があり、3 回実施した。 

介護予防へのニーズが高く、地域の運動指導員に協力を依頼し合同で行った。 

 

 

3. 個別支援関係 

住宅改修のニーズは高いが、感染症予防の観点から相談は減少している。また、資

材不足から話がなかなか進まず、相談が長期化する中で高齢者に状態変化（病気の

進行、転倒による骨折等）が起きてしまうことがあった。 

 

 

4. 赤塚地区他包括（成増、三園、下赤塚）の報告 
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Ⅴ. 生活支援体制整備事業報告 
 

 

 

 

 

 板橋区社会福祉協議会 
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◎ＡＩＰ（Ａging in Place・エイジング イン プレイス)
⇒ 年を重ねても安心して住み慣れたまち（地域）に住み続ける

【出典】東京大学高齢社会総合研究機構「地域包括ケアのすすめ」

◎板橋区版ＡＩＰにおける重点事業

①総合事業／生活支援体制整備事業 ② 医療・介護連携

③ 認知症施策 ④ 住まいと住まい方 ⑤ 基盤整備

⑥ シニア活動支援 ⑦ 啓発・広報

【生活支援体制整備事業とは】
①生活支援コーディネーター（SC）の配置

⇒多様な主体による多様な取組のコーディネート機能を担い、一体的な活動を推進

②協議体の設置
⇒多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組みを推進

みんなで話し合いを重ね、
地域に必要な活動を創出する！

■板橋区版AIPとは：地域包括ケアシステムの推進
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■板橋区版AIPが目指す地域像

医療・介護などの専門職から地域の住民一人ひとりまで、様々な人たちが力を合わせて“高齢者本人
の暮らし”を支える仕組みができている。これが板橋区の目指す地域像です。

【出典】「生活支援体制整備事業をすすめるための市町村ガイドブック～生活支援コーディネーターと協議体の活動と運営～」
NPO法人全国コミュニティライフサポートセンター（CLC）資料を参考に作成

地域包括支援センター

社会福祉協議会

行政 自宅

家族

本人の暮らし

近所づきあい

趣味仲間

会合

出番・役割

近所の見守り

その他支え合い活動

町会・自治会

民生・児童委員

サロン

老人クラブ

有償ボランティア

サービス

ホームヘルプ

緊急通報

生きがい

権利擁護
成年後見

配偶者

地域

老人保健施設

特別養護老人ホーム

地域密着型施設

小規模多機能型居宅介護

サービス付高齢者住宅

介護タクシー

配食サービス

福祉用具

訪問看護

グループホーム

デイサービス

ショートステイ

居宅介護支援

【支え合い会議の協議範囲】
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■協議体（支え合い会議）

第 １ 層（区全域）

板橋
ブロック

上板橋
ブロック

志村
ブロック

赤塚
ブロック

支え合い活動
（支え合い活動の
担い手・活動団体）

連
携
・

協
働

支え合い活動
（支え合い活動の
担い手・活動団体）

支え合い活動
（支え合い活動の
担い手・活動団体）

第１層
（区全域）

第２層
（１８地域）

支え合い
活動

４ブロック
圏域

第2層（18地域センター圏域）

連
携
・
協
働

連
携
・
協
働

志村ブロック

赤塚ブロック

上板橋ブロック

板橋ブロック
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■地域の困りごとを解決するために

【出典】さわやか福祉財団「目指す地域像の実現に向けた地域の基盤づくり～地域におけるそれぞれの役割～」 ※一部改変48



1

支え合い会議（第2層協議体）

18地域の具体的な取組み

①支え合い会議板橋（平成29年1月立ち上げ）

【コロナ禍での主な取組み】
・水害時の備えと避難方法等、地域防災に

ついて協議し広報誌を発行（令和2年7月）

・広報物の周知方法と配布先(今後の連携先)

の確認・整理。

・地域に開放したお庭の活用について検討。

・フレイルをテーマとした広報誌の発行

構成員19名（SC2名）

【今後の方向性】
・支え合い活動の

・板橋地域ならではの地域情報をまとめた、

冊子等の作成を検討

▲ささえあい通信いたばし

▲広報物の配布先リスト

▲地域に開放するお庭

▲支え合い会議の様子
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②支え合い会議熊野（平成31年1月立ち上げ） 参加メンバー３０名※ＳＣ未配置

【コロナ禍での主な取組み】
・支え合い会議の再開にあたり、各団体から
活動状況に関する情報共有を行った。
・地域の情報収集・リスト化。
・熊野お散歩マップの作成・発行

【今後の方向性】
・地域団体の見える化・つながりづくり
・マップを活用してウォーキング、
地域資源の発掘

・SNS等の検討

▲熊野お散歩マップ

▲熊野地域の情報収集・リスト化

▲支え合い会議熊野メンバー

③支え合い会議仲宿（平成29年12月立ち上げ） 構成員１９名（ＳＣ４名）

【今後の方向性】
・かわら版の作成（年３回程度）

・協議体のオンライン導入

・地域の居場所づくり

・キャラクターの検討

・中止となった、板橋ブロック合同企画、

リハ職連携「心臓病予防セミナー」等の

再検討

【コロナ禍での主な取組み】
・マップ3種を3000部発行（令和２年
３月）。地域内外に広く周知した。

・65歳以上の方を対象とした居場所
「かよう亭氷川」（仲宿おとしより
相談センター主催）の運営サポート

・「支え合い会議仲宿」ＨＰの公開
・かわら版（創刊号・２号）の発行
・居場所を活用した地域住民への

アンケート の実施

▲仲宿発行マップ

▲居場所立ち上げの打ち合わせの様子

▲11月に公開したＨＰ

▲かわら版
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④支え合い会議仲町（平成30年12月立ち上げ） 参加メンバー３３名（ＳＣ3名）

【これから取組みたいこと】
・広報誌の作成

・地域のあいさつ運動

・向こう三軒両隣の見守り・

つながりの強化

・公園や施設を活用した青空相談会の

実施検討

【コロナ禍での主な取組み】
・令和２年10月1日付で、住民SC

3名が配置

・支え合い会議仲町地域の名刺作成

・グループワークを中心に地域の情報

共有と活動の検討。

・SCによる電話相談『地域がつながる

電話窓口』（令和３年７月～実施）

・Zoom勉強会の実施

名前

名前

名前

▲10月に、選出された
3名のSC

▲名刺 3案

▲グループで地域情報共有・
取組みの検討

◀地域がつながる電話相談
チラシ

⑤支え合い会議富士見（平成30年8月立ち上げ） 参加メンバー37名 ※ＳＣ未配置

【コロナ禍での主な取組み】
・安心おでかけマップ（4000部）発行
・老人クラブ活動紹介（3000部）発行
・本町、大和町、双葉町、富士見町の
チームに分かれ、アイデア出し・活動の検討
・地域防災をテーマとした住民・専門職・
社会福祉法人との合同勉強会を会場と
オンラインでハイブリットに開催

【今後の方向性】
・災害に備え、地域団体・専門職・
福祉施設との連携方法について検討
・防災をテーマとした活動の創出

▲安心おでかけマップ

▲老人クラブ活動紹介
▲ハイブリッド開催 富士見合同勉強会

▲グループ
ディスカッションの様子
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⑥支え合い会議大谷口（平成30年8月立ち上げ）

【コロナ禍での主な取組み】
・高齢者の孤立が地域全体の課題として挙げられ、

ご近所同士での見守りや声かけの必要性を再認識した。

・具体的な見守り合いの仕組み作りを検討中

・Zoom勉強会の実施

構成員 ２４名 ※ＳＣ未配置

【これから取組みたいこと】
・民生児童委員や地域の世話焼きさんを

中心とした小単位（町会の班単位等）

での見守りの仕組み作り

・小単位での顔の見える関係づくり

・回覧板を活用したつながりづくり

・世話焼きさんを通し、地域へ情報発信

・定例会での見守りに関する勉強会

▲地域ごとのグループで見守りの仕組みを検討

▲いきいき大谷口あつまれマップを発行
▲支え合いのイメージづくり資料

⑦支え合い会議常盤台（平成29年4月立ち上げ）

【コロナ禍での主な取組み】
・コロナ禍での会議の自粛に備え、Zoom体験会を実施

・コロナによる各地域活動の中止・自粛により、

孤立・不安感を抱える方々へ安心感を届けることを

目的とした広報紙を作成

・広報紙第2弾として、閉じこもりがちな高齢者が

体を動かすきっかけとなる体操の紹介と、

困った時の相談先を掲載した広報誌を作成中

構成員13名、協力員13名（ＳＣ２名）

【今後の方向性】
・さーどぷれいす＠まもりん坊ハウスを

拠点としたニーズ把握、支え合い活動の

仕組み作りの検討。

・ニーズ把握のための企画の実施

・ベストを着用し、広報紙に掲載した体操の

紹介や見守りの啓発を実施。

・Zoomを活用した会議の実施

▲Ｚｏｏｍ体験会の様子

▲「支え合い会議常盤台通信」を作成

▲支え合い会議常盤台ベスト
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⑧支え合い会議中台（平成30年5月立ち上げ）

【コロナ禍での主な取組み】
・メンバー間の相互理解を深めるため、
定例会で活動紹介を実施。

・Zoomと会場のハイブリッド形式で
協議体を開催。ＳＣ会議でもZoomを
活用している。

・構成メンバー間の連絡体制の再確認・整備
・ご近所同士のつながりをつくるために
できることの検討

・今後の活動ヒントを得るため、
地域にある高齢者施設の防災訓練を見学予定。

構成員１６名、協力員１名（ＳＣ4名）

【今後の方向性】
・地域へのアンケート調査

・町会等への活動協力呼びかけ

・各構成員の活動の周知（勉強会の開催等）

・資源リストを活用したマップの作成

・さらなる一覧表の活用方法の検討

▲Zoomを活用し、密にならないよう会議を開催。

▲支え合い会議を紹介するチラシ

⑨支え合い会議前野（平成29年11月立ち上げ）

【コロナ禍での主な取組み】
・「まえの便利マップｰ公園編-」「まえの

便利マップｰ防災編-」を作成し、地域へ配布、

みどりの苑ホームページにも掲載。

・サロン等の地域活動団体支援のための活動状況を

把握するためのアンケートを実施予定。

・地域活動を紹介するための広報誌を作成、

編集委員を立上げ、団体への取材を検討。

構成員１５名・協力員２名（ＳＣ3名）

【今後の方向性】
・民生児童委員にもアンケートを実施予定。

・地域活動団体へのアンケート結果を元に

今後の活動を検討

・認知症の方が社会参加できる地域に向けて、

定例会での認知症声掛け訓練への協力を検討

▲支え合い会議前野のメンバー

▲「まえの便利マップｰ防災編-」と
非常持ち出し品チェックシート
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⑩支え合い会議桜川（平成29年4月立ち上げ）

【コロナ禍での主な取組み】
・3チームに分かれて取組みを展開

・定例会で、ゆるやかご近助さん養成講座を実施

・会議自粛中にSCが広報誌「さくらがわ」を

発行。意識共有のため、構成員に配布。

・住民が講師となり「包丁研ぎ講座」を

実施。担い手養成、地域交流の場となる。

・高齢者の困りごと・担い手アンケートの

実施。結果から取り組みを検討中。

・LINEを活用したSC会議の開催

・災害時の助け合いに備えた防災グッズの携帯

構成員１９名（ＳＣ7名）

【今後の方向性】
・地域の困りごとに対応するための人材バンクの構築

を検討

・地域の見守り推進に向け、定例会で勉強会を開催

・てくてく会、シニア読み聞かせグループの立上げ支援

・シニアの読み聞かせグループと地域の

保育園のマッチング（世代間交流の促進）

▲構成員向けに発行した広報紙「さくらがわ」

▲包丁研ぎ講座

⑪支え合い会議清水（平成29年11月立ち上げ）

【コロナ禍での主な取組み】
・SC研修について聴講した構成員より丁寧に

報告し、意見交換を実施した。清水地域

らしい活動を検討し、広報紙を作成する

予定。

・新しい団体の取組みについて説明を聞き、

地域資源の再確認をした。

・広報紙作成のため広報委員会を開催。

構成員 ２０名（ＳＣ2名）

【今後の方向性】
・地域ニーズの把握に努め、コロナ禍に

おいて求められている取組みを検討して

いきたい。

・地域情報の把握と広報に軸足を置き、

住民が必要とする情報をタイムリーに

ピンポイントで届ける。

▲研修報告を受ける構成員

▲中止になった交流会チラシ
▲支え合い会議清水ベスト

54



7

⑫支え合い会議志村（平成30年2月立ち上げ）

【再開後の取組み】
・「元気になれるマップ」を配布し、

地域資源を周知広報した。

・地域のニーズを洗い出し、

今後の活動について検討を重ねている。

・災害をテーマに構成員向け

講演会を実施。

構成員 ２３名（ＳＣ６名）

【今後の方向性】
・災害に強い地域を目指し、東京都が発行

しているマイ・タイムラインの志村版を

作成予定。

・近隣での助け合いや支え合いを推進する

ために、発行物を住民と

住民がつながる

きっかけとしたい。

▲ミニミニ通信第２号▲密を避けたグループワークの様子

▲元気になれるマップ

⑬支え合い会議蓮根（平成30年3月立ち上げ）

【コロナ禍での主な取組み】
・ピンクのＡＩＰ帽子を活用した

見守り活動を開始した。

⇒既存の活動時にピンク帽子を着用し、

パトロール隊の目印としての定着と

地域での連帯感の醸成を図る。

・蓮根ささえあい通信第５号の発行

（コロナ禍の地域の様子、いい街パトロール

の周知）

構成員 ２８名（ＳＣ５名）

【今後の方向性】
・見守り活動により発見した地域課題や

困りごとの集約地点として、地域に

複数の拠点を設置していく。

・生活支援コーディネーターや

専門職が拠点に駐在することで、

地域のニーズを把握する。

▲帽子配付にかかる説明書

▲蓮根ささえあい通信

▲いい街パトロールで
使用するピンク帽子
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⑭支え合い会議舟渡（平成30年5月立ち上げ）

【コロナ禍での主な取組み】
・構成員同士の連絡が容易になるよう、

LINEグループをつくり円滑な情報共有を
図った。
⇒実際に地域の高齢者の徘徊について
構成員から情報が入り、地域包括支援
センター職員につながった。

・広報拠点として、地域の商店や病院・
介護施設などを選定し、広報紙の配布協力
を依頼した。

構成員 ２０名（ＳＣ１０名）

【今後の方向性】
・協力店のマップを作成し、支え合い会議の

応援団として紹介する。

・個での活動を推進するため、Zoom講座や

認知症サポーター養成講座の開催、近隣

での小規模の助け合いを推進していく。

・地域清掃といった既存の活動を発展させ、

地域ニーズの把握から活動を創出する。

▲スマイル舟渡タイムスVol.2-３▲オリジナルの
パンフレットスタンド

▲協力店に配布したステッカーと
マスク・ティッシュセットと

▲協力を依頼する商店や
地域資源をマッピング

⑮支え合い会議高島平（平成28年10月立ち上げ） 構成員１４名、協力員10～15名（ＳＣ3名）

【コロナ禍での主な取組み】
・オンライン会議ツールZoom勉強会を経て、

構成員および協力員がオンラインで会議に

参加している。

※会場開催＋オンライン開催の

ハイブリット型式

・支え合い会議PRのために、広報紙第２号を

発行。町会回覧するとともに、手分けして

関係機関に配布した。

・ゆるやかご近助さん養成講座を受講し、

コロナの影響もあり孤立しがちな方への

対応を確認した。

・地域センターが窓口となるフードドライブ

についての勉強会を実施。生活困窮世帯の

状況や高齢者の社会参加について学んだ。

【今後の方向性】
・構成員および協力員の所属団体の活動を

知り、地域資源の活用について検討する。 ▲高島平シニアガイド
～2020版～

▲PRのための広報紙

▲感染症対策のため、学校形式で会議

▲Zoomで参加する
構成員・協力員
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⑯支え合い会議下赤塚（平成30年8月立ち上げ）

【コロナ禍での主な取組み】
・コロナ禍における地域の課題やつながりの変化に

ついて意見交換し、地域への効果的な働きかけを

検討

・高齢者の閉じこもりや運動不足を懸念して、地域で

安全に外出できるよう〈下赤塚いきいきマップ

お散歩編〉を作成、配布

・今後の状況変化をふまえ、会議での検討、取組みが

効果的に推進できるよう取組み計画を作成

・計画に基づき、「見守り活動についての勉強会」を

実施

構成員 ２７名 ※ＳＣ未配置

【今後の方向性】
・意見交換で出し合った地域課題をふまえ、定例会で

見守りや介護予防などの勉強会を継続的に開催予定

・勉強会の振り返りをもとに、具体的な取組みへと

発展できるよう定例会の内容を計画的に組み込む。

・気になる住民への声かけのきっかけとするために、

高齢者等が必要とする情報などを検討し、情報発信

へと反映させる。

▲新型コロナウイルス対策も
万全のお散歩編を発行

▲感染対策を徹底した会議の様子

▲下赤塚いきいきマップ

⑰支え合い会議成増（平成29年4月立ち上げ） 構成員 １９名（ＳＣ３名）

【コロナ禍での主な取組み】
・LINEWORKSでメンバー間の情報共有、

Zoomによる分散開催
・オンラインによる情報発信を推進
①WEB版「元気に成マップ」の更新
②LINE公式アカウント取得、配信
③YouTubeチャンネルで折り紙づくりの動画を公開

・成増版助け合い活動の推進を検討、
Zoomによる聞き取り調査、地域団体への
啓発に向けた準備

・手工芸グループの活動再開（社会参加の機会の創出）
・高齢者施設、小学校へキャラクター名の募集、
「なりりん」に決定

・なりりんニュースレター（広報紙）の定期発行

【今後の方向性】
・次回の「元気に成マップ」では、地域住民が
必要とする地域情報を検討。（医療編等）

・公式LINEアカウント等、ＳＮＳを使った周知活動。
・サロンなど顔の見える関係での助け合いの啓発活動。

▲「元気に成マップ」
買い物編完成

▲キャラクター名を募集

▲Zoomを活用した分散開催
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⑱支え合い会議徳丸（平成29年6月立ち上げ） 構成員３４名（ＳＣ５名）

【コロナ禍での主な取組み】
・コロナ禍における地域の変化や、各団体の
活動状況を定期的に把握するため、会議
での報告・意見交換の定例化

・個別の相談事例をもとに、つなぎ先や
地域への働きかけを検討

・医療職など、多様な主体の会議参加を推進
・「地域支え合い資源カード」の作成、活用
に向けた準備開始

・徳丸支え合い元気マップの作成、配布により、
地域へ情報発信

・SC研修会の講義を定例会でメンバーへ伝達し、
勉強会で共通理解を図る。

【今後の方向性】
・各メンバーが持つ情報を出し合い、「地域
支え合い資源カード」の作成を進める。

・見守りについての研修をもとに、各団体
での見守り活動の推進

・定期的な情報共有、事例検討から専門機関
への連携強化

・介護施設との連携による施設の地域交流室
を利用した地域交流の場（拠点）の開設検討

▲感染対策を徹底した会議の様子

▲徳丸支え合い元気マップを
発行しました。

▲地域資源カード
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