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2018 年 4 月 8 日（日）に「徳丸を歩こう会」

が開催されました。晴天の中、徳丸石川集会所

から不動通りまでの往復 3㎞を参加者約 60名

でゴミ拾いをしながら歩きました。 

Ｗｅ  カラフル いたばし 

その後は、集会所でお茶を飲みながら、困り

ごと相談や見守りキーホルダーの配布、徳丸地

域の相談窓口や老人クラブ、サロン活動など

様々な地域活動の紹介がありました。 

人が好き   まちが好き   いたばしが好き 

～18地域 18色の支え合いの地域づくり～ 

いたばし地域づくり情報誌（創刊号） 

皆さんは、5 年後、10 年後、そして将来に向けて、自分たちのまちをどのような地域

にしたいですか？ 今、全国の市区町村で、地域における支え合い活動を「地域の視点

（住民を中心とした多様な主体）で広げてみよう！」という取組みが始まっています。  

 

「We♡カラフル いたばし」は、板橋区内の各地域で進む「支え合い会議（第２

層協議体）」の取組みを区民の皆さんへお知らせするための情報誌です。 

創刊号では、各地域で立ち上がっている「支え合い会議（第 2 層協議体）」で

行われている活動の様子をご紹介いたします。 

※支え合い会議（第 2 層協議体）の概要については裏面をご覧ください。 

2018年９月発行 

▲みんなでゆっくりと歩きます ▲相談会ではよもやま話も… 

2018 年 6 月 9 日（土）に出井の泉公園

を会場として開催された「第 17 回あじさ

いまつり」で、支え合い会議清水が作成し

た広報紙「みんなの支え合い通信（創刊

号）」を配布しました。 

まつりに来た皆さんに、地域で始まった

新たな取組みとなる「支え合い会議」を紹

介するよい機会となりました。 

▲ついでのゴミ拾いで町も綺麗に♪ 

▲地域住民と直接会話しながら紹介 

あじさいまつりで支え合い会議を紹介！！（支え合い会議 清水） 

「徳丸を歩こう会」が開催されました！！（支え合い会議 徳丸） 

まつりにお越しの坂本区長にも紹介▶ 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 い た ば し 

 色 の 支 え 合 い 会 18 議 

蓮根 

高齢者に向けたイベン

トの企画や情報一覧の

作成など、今後の方向性

を検討中 

（2018.2.8～開始） 
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高齢者が地域で楽しく暮
らし続けるために、様々な
企画を予定 

（2018.3.19～開始） 

（蓮根 AIP ささえあい協議会） 

地域の介護施設を活用

した、高齢者と子供の居

場所づくり等を検討中 

（2018.5.10～開始） 

支え合い会議メンバー

が取材し、高島平シニア

ガイドを作成・全戸配布

（約 3 万戸） 

（2016.10.14～開始） 

支え合い会議の発足や

取組みを紹介する広報

紙を、編集委員を中心に

作成し配布中 

（2017.11.29～開始） 

見守りや情報発信の「成

功例・工夫」、「日頃感じ

ている課題」等を持ち寄

り、共有しています。 

（2017.11.8～開始） 

 
仲町・熊野地域では、立ち上げに向けた準備

が 2018 年 10 月頃から始まる予定です 

 

仲宿の高齢者に情報を届

けよう！資源マップやお

散歩マップについての検

討をはじめています。 

（2017.12.11～開始） 

 2018 年 8 月 28 日に立ち上がりました 

 2018 年 8 月 29 日に立ち上がりました 

 

 

①地域情報発信 ②高齢者の集い

の場の応援・充実 ③お散歩コース

の３つのプロジェクトを進行中 

（2017.4.10～開始） 

 

 

板橋区では 18 の地域センターの圏域において、支

え合い会議（第 2 層協議体）の設置を進めています。 

創刊号では現在立ち上がっている13地域の支え合

い会議の取組みをご紹介します！ 

いずれの地域も、無理のない範囲で継続できるそれ

ぞれの地域ならではの支え合いや助け合いのやり方

を探しています。 

各地域の詳しい取組みは第２号以降で紹介する予

定です！お楽しみに♪ 

白地図を使って共有した

地域情報を発信するため

に広報紙を作成予定 

（2017.11.20～開始） 

地域資源マップの作成、

地域の困りごと等のア

ンケート調査を予定 

（2017.4.17～開始） 

 2018 年 8 月 8 日に立ち上がりました 

 

高齢者が気軽に集まれる

イベント等を複数企画、

広報紙を作成・配布 

（2017.6.27～開始） 

 

情報共有を中心にでき

ることから取組を始め

ています 

（2018.5.8～開始） 

 

老人クラブ一覧を作成

し、掲示するなど、地域活

動の紹介を進めています 

（2016.4.24～開始） 
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●支え合い会議の立ち上げについて 

板橋区全域を「第 1 層」、各地域センター担

当圏域を「第 2 層」とし、18 地域センター担

当圏域それぞれに支え合い会議（第２層協議

体）を設置し、地域内の調整役を担う生活支

援コーディネーターも配置していきます。 

各地域の状況に合わせて、皆さんと話し合

いながら進めるため、構成メンバーも人数も、

話し合っている内容も地域ごとに違うところ

が特徴です。 

●今後の展望について 

同じ地域に住みながらも、一人ひとりが抱

える生活課題は様々です。 

ひとりでは解決できないことも、地域の中

で色々な活動をしている人が「支え合い会議」

でお互いに知り合うことでつながり、すでに

ある活動同士が協働するなどして、解決に向

けた新しいものが生まれる効果が期待できま

す。 

 

 

【編集発行・問合せ先】 

社会福祉法人 板橋区社会福祉協議会 経営企画推進課 地域包括ケアシステム推進係 

〒 173-0004 板橋区板橋二丁目６５番６号情報処理センター内 

   電話／03-3964-0236   ＦＡＸ／03-3964-0245   Ｅメール／info@itabashishakyo.jp 

支え合い会議（第 2 層協議体） 地域づくりセミナーのご案内 
～ 一緒に考えてみませんか? 地域に住む私たちにできること ～ 

仲町地域 

日時：10 月 11 日(木) 

14 時～16 時  

場所：仲町地域センター

第 1 レクホール 

熊野地域 

日時：10 月 3 日(水) 

14 時～16 時  

場所：熊野地域センター

レクホール 

各地域で支え合い会議(第 2 層協議体)を

立ち上げるための第一歩としてセミナー

を開催します。 

当該地域における支え合いの地域づくり

にご関心のある住民の皆様、地域で 

福祉活動を行っている団体等の皆様 

のご参加をお待ちしています。 

○町会・自治会、民生・児童委員、老人クラ

ブ、福祉の森サロンなど、地域をよく知る

住民の方々を中心として、地域の商店街や

社会福祉法人、介護事業所、ＮＰＯ法人、

民間企業などの団体や、板橋区、おとしよ

り相談センター、社会福祉協議会の職員が

構成メンバーとなっています。 

○みんなの力を結集して、住民が主体となっ

て地域全体で高齢者の生活を支える体制づ

くり（仕組みづくり）をすすめています。 

 

【共同編集・事業実施主体（事業担当部署）】 

板橋区 健康生きがい部 おとしより保健福祉センター 地域ケア推進係 

〒 174 -0063 板橋区前野町四丁目１６番１号 

電話／03-5970-1114  

※本事業は、板橋区から板橋区社会福祉協議会への委託事業です。 

 

○板橋区版ＡＩＰ（地域包括ケアシステム）

の７つの重点事業のひとつ「生活支援体制

整備事業」で実施している取組みです。 

○この会議は、生涯を住み慣れた地域で元気

に過ごすために必要な、①健康でいること、

②ひきこもりにならないように人とつな 

がっていること、③いざという時に 

助けてくれる人がいること等を 

地域のみなさんと話し合って 

実現していく場です。 

～ひとりの「ちょっと」が地域の力に～ みんなの力を結集する取り組み 

支え合い会議（第２層協議体）とは？ 
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