
平成30年11月28日 第2回「支え合い会議（第2層協議体）連絡会」板橋区生活支援体制整備事業

作成：板橋区おとしより保健福祉センター・板橋区社会福祉協議会

支 え 合 い 会 議

活 動 報 告



各地域の様子（立ち上げ・運営のステップ） ※平成30年11月現在

②設置・運営

無理のない範囲で地域情報の共有を継続しながら、
その地域ならではの
支え合いの仕組みを
協議し、地域の皆さ
んとともに活動を進
めていきます。

①立ち上げ準備 ②協議体設置・運営

①立ち上げ準備

地域の助け合い・支え合い
を考えていくために、セミナ
ーや準備会を複数回開催し、
参加者と協議体のつくり方や
構成メンバーなどについて話
し合います。

③生活支援コーディネーター

地域づくりセミナー・準備会 協議体設置・運営 生活支援コーディネーターの選出・活動

富士見地域
大谷口地域
中台地域
下赤塚地域

※平成30年10月～開始

熊野地域（平成31年 1月立上げ予定)

仲町地域（平成30年12月立上げ予定)

板橋地域 志村地域 桜川地域
仲宿地域 蓮根地域 成増地域
常盤台地域 舟渡地域 徳丸地域
清水地域 前野地域 高島平地域

③生活支援コーディネーター
協議体から選出された生活支援コ

ーディネーターが、社協と協力して、
協議体の事務局運営や地域の調整役を
担っていきます。



順報 告

⑪成増地域

⑫徳丸地域

⑬高島平地域

①板橋地域

②仲宿地域

③常盤台地域

④清水地域

⑤志村地域

⑥中台地域

⑦蓮根地域

⑧舟渡地域

⑨前野地域

⑩桜川地域



告 テ ー マ報

①共通テーマ
「ウチの協議体のここがスゴイ！！」

②選択テーマ（どのテーマをいくつ選んでもOK）
・今まで取り組んできたこと
・今取り組んでいること
・これから取り組みたいこと

1地域
4分程度



支え合い会議 板橋

◎現在第10回まで開催中（平成29年11月立ち上げ）
◎構成メンバー：22名 ◎生活支援コーディネーター：２名

▲情報共有の内容（一部）

▲構成メンバー集合写真

▲会議の様子▲会議の様子

▲準備会の様子

▲広報紙も作成中



支え合い会議 仲宿

◎現在第11回まで開催中（平成29年12月立ち上げ）
◎構成メンバー：17名 ◎生活支援コーディネーター：4名

▲準備会の様子 ▲会議の様子▲準備会の様子

▲会議の様子 ▲会議の様子 ▲会議の様子



支え合い会議 常盤台

▲地域情報の共有

◎現在第19回まで開催中（平成29年4月立ち上げ）
◎構成メンバー：13名 ◎生活支援コーディネーター：1名

▲会議の様子

▲会議の様子

▲構成メンバー集合写真

▲老人クラブの一覧を作成▲会議の様子



支え合い会議 清水

◎現在第12回まで開催中（平成29年11月立ち上げ）
◎構成メンバー：15名 ◎生活支援コーディネーター：2名

▲会議の様子▲構成メンバー集合写真

▲地域のお祭りで「みんなの支え合い通信」を配布しました

▲広報紙編集会議の様子

▲「みんなの支え合い通信」を作成



支え合い会議 志村

◎現在第８回まで開催中（平成30年2月立ち上げ）
◎構成メンバー： 25名 ◎生活支援コーディネーター：6名

▲構成メンバー集合写真 ▲会議の様子

▲小グループで情報共有＆検討▲小グループで情報共有＆検討

▲会議の様子

▲会議の様子



支え合い会議 中台

◎現在第5回まで開催中（平成30年5月立ち上げ）
◎構成メンバー： 14名 ◎生活支援コーディネーター：検討予定

▲準備会の様子 ▲準備会の様子

▲地域資源の情報共有▲会議の様子

▲構成メンバー集合写真

▲地域資源の情報共有



蓮根AIPささえあい協議会

◎現在第7回まで開催中（平成30年3月立ち上げ）
◎構成メンバー： 21名 ◎生活支援コーディネーター：5名

▲構成メンバー集合写真
▲「蓮根ささえあい通信」を作成

▲蓮根ささえあいの集い（H30.9）▲蓮根ささえあいの集い（H30.9）▲蓮根ささえあいの集い実行委員会

▲会議の様子



支え合い会議 舟渡

◎現在第5回まで開催中（平成30年5月立ち上げ）
◎構成メンバー： 17名 ◎生活支援コーディネーター：1名

▲構成メンバー集合写真 ▲準備会の様子

▲会議の様子▲会議の様子 ▲会議の様子

▲準備会の様子



支え合い会議 前野

◎現在第11回まで開催中（平成29年11月立ち上げ）
◎構成メンバー：14名 ◎生活支援コーディネーター：1名

▲会議の様子▲構成メンバー集合写真 ▲前野地域の地図で場所を確認！

▲会議の様子 ▲「住みよいまち まえの」を発行▲会議の様子



支え合い会議 桜川

▲各プロジェクトの話し合いを全体で共有

◎現在第20回まで開催中（平成29年4月立ち上げ）
◎構成メンバー：20名 ◎生活支援コーディネーター：9名

▲チームサロンの様子▲チームマップの様子▲構成メンバー集合写真

▲構成メンバーで勉強会もしました
▲チーム情報発信の様子



支え合い会議 成増

▲「元気に成マップ」作成中

◎現在第19回まで開催中（平成29年4月立ち上げ）
◎構成メンバー：20名 ◎生活支援コーディネーター：2名

▲アンケートチームの様子
▲構成メンバー集合写真

▲アンケート調査の様子▲「みんな元気になります。いきいきアンケート」
を作成、配布しました

▲マップチームの様子



支え合い会議 徳丸

◎現在第10回まで開催中（平成29年6月立ち上げ）
◎構成メンバー：32名 ◎生活支援コーディネーター：4名

▲「支え合い会議徳丸通信」や
のぼり、SCの名刺などを作成

▲「徳丸歩こう会」の様子▲第2回「徳丸歩こう会」記念撮影 ▲「郷土芸能文化財鑑賞」の様子

▲SC3名で地域活動を視察しました。 ▲会議の様子



支え合い会議 高島平

▲地域情報をまとめた「高島平シニアガイド」

◎現在第20回まで開催中（平成28年10月立ち上げ）
◎構成メンバー：14名 ◎生活支援コーディネーター：３名

▲地域情報の共有▲会議の様子

▲周知チラシも作成しました▲「高島平シニアガイド」を3万戸に配布しました

▲会議の様子



感 想
表発

今年度立ち上げを行った5地域（熊野、仲町、
富士見、大谷口、下赤塚）には、他地域の報告の
感想をお願いします。

1地域
1分程度

発表順
①下赤塚地域
②大谷口地域
③富士見地域

④仲町地域
⑤熊野地域



支え合い会議 下赤塚

◎現在第3回まで開催中（平成30年8月立ち上げ）
◎構成メンバー： 25名 ◎生活支援コーディネーター：検討予定

▲セミナーの様子 ▲準備会の様子

▲会議（グループワーク）の様子▲会議の様子 ▲会議（グループワーク）の様子

▲準備会の様子



支え合い会議 大谷口

◎現在第２回まで開催中（平成30年８月立ち上げ）
◎構成メンバー：24名 ◎生活支援コーディネーター：検討予定

▲地域づくりセミナーの様子 ▲準備会の様子

▲会議の様子

▲準備会の様子

▲会議の様子▲会議の様子



支え合い会議 富士見

◎現在第３回まで開催中（平成30年８月立ち上げ）
◎構成メンバー：検討中 ◎生活支援コーディネーター：検討予定

▲地域づくりセミナーの様子 ▲準備会の様子

▲「富士見！がんばろう！」と三唱して立ち上
げました。

▲準備会の様子

▲会議の様子 ▲会議の様子



支え合い会議 仲町

◎現在準備会第２回まで開催中（平成30年12月13日立上げ予定）
◎構成メンバー：検討中

▲準備会の様子▲地域づくりセミナーの様子

▲準備会の様子 ▲準備会の様子



支え合い会議 熊野

◎現在準備会第3回まで開催中（平成31年1月16日立上げ予定）
◎構成メンバー：検討中

▲準備会の様子▲地域づくりセミナーの様子

▲準備会の様子 ▲準備会の様子



コ メ ン ト

東京都健康長寿医療センター
社会参加と地域保健研究チーム

研究部長 藤原 佳典 氏

アドバイザー



グループトーク
座席表 1 ２ ３

４ ５

９

６

８ 10

14

1層構成メンバー
※オブザーバー参加

ステージ

ホール入口

7

16

131211

17

休憩中に名簿を
ご覧の上、
お席のご移動を
お願いします。



グ ル ー プ ト ー ク

テ ー マ
“他の地域に

聞きたいこと“



グ
・席札は自己紹介用としてご活用ください

・どの意見も貴重な意見です。出された意見は

否定せず受け止めてください♪

・個人や団体を否定するような情報は

ご遠慮ください♪

・誰もが発言しやすい雰囲気作りに

ご協力をお願いします♪

ル 心クーー プ ト 得



グ

・話した内容を簡単にまとめてください。

・各グループで記録係と発表係を決めてくだ
さい。

・発表は各グループ1分程度でお願いします。

ル 発クーー プ ト 表



ま と め

東京都健康長寿医療センター研究所
社会参加と地域保健研究チーム

研究部長 藤原 佳典 氏

アドバイザー



ありがとうございました


