
 

 

 

 

協力機関の手引き 

～「お互いさま」のまちづくり～ 

令和３年４月改訂 
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「絆のあんしんネットワーク」とは？ 
 

一般的に人は、歳を重ねるごと 

に健康への関心を増し、老後への 

不安を高めるといわれています。 

現代社会のサイクルでは、子 

育てを終え、就業を退いた後の平 

均余命が２０年を超えています。 

この２０年余りを快適に、安心 

して過ごせる地域づくりが最大の 

テーマです。 

 

 「孤立ゼロプロジェクト」は、いくつになっても地域の人

との交流があり、笑顔があふれる“お互いさまのまち”を、

みんなのちからで築いていく活動です。 

 

「絆のあんしんネットワーク」は、孤立ゼロプロジェクト

の一環として、地域住民や協力機関が連携して高齢者が抱え

る問題を早期に発見し必要なサービスにつなげることで、住

み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを目指すネッ

トワークです。 

地域包括支援センターが中心となり、「絆のあんしん協力

員」「絆のあんしん協力機関」による見守りや声かけなどの

活動を展開し、お互いに少しずつ“ちから”を出し合って

無理のない範囲で助け合って生きていく、緩やかなつなが

りです。 
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「絆のあんしんネットワーク」には、 

誰が関わるの？ 
絆のあんしんネットワークは、次の方および機関が中心となって

活動します。 

 

絆のあんしん協力機関 

町会・自治会、友愛クラブ、銭湯、病院、薬局、介護事業所、配食

サービス事業所、商店や企業、消防署、郵便局、新聞販売店など様々

な団体が協力機関として登録しています。 

住民の方と接する機会が多いことを活かし、普段の活動・業務の中

で高齢者の相談相手となり、問題や異変の早期発見をし、地域包括支

援センター（※）や専門相談協力員（※）に連絡していただきます。 

※４ページをご参照ください。 

 

絆のあんしん協力員 

ボランティア団体や地域などから推薦いただいた方、または活動

の主旨に賛同し、区に登録して自主的に活動していただいている方

です。 

一番身近な存在であることから、①日頃から地域の方に気を配り、

気になる高齢者の情報を地域包括支援センターに連絡するとともに、

②地域包括支援センターからの依頼により、実際に高齢者の見守り

や声かけなどにご協力いただいています。 
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専門相談協力員（相談・調整・支援） 

民生委員の方に委嘱しています。民生委員としての経験を生か

して、住民の方、協力員、協力機関からの相談・連絡を受け、地域包

括支援センターとともに支援体制を考えます。 

 

地域包括支援センター（総合相談・調整・支援） 

「高齢者の総合相談窓口」として、高齢者に関する相談全般に対応

します。住民の方、協力員、協力機関、専門相談協力員から、相談・

連絡を受け、ともに支援をします。 

支援が必要な方への絆のあんしん協力員の派遣調整を行います。 

また、高齢者の権利擁護の拠点として、虐待の早期発見・防止や成

年後見制度の活用を進めます。 

足立区には２５箇所の地域包括支援センターが設置されています。 

※詳細は１４ページをご参照ください。 
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絆のあんしんネットワーク連絡会で活発に意見交換 

「絆のあんしん協力機関」は何をするの？ 
 

異変に気づいたら地域包括支援センターへ！ 
日常の業務や活動の中で高齢者の相談

を受けたり、様子を見守ったりしていた

だきます。異変に気づいた時には、地域

包括支援センターに連絡していただきま

す。 

例えば、「いつも買い物に来ていた人

を最近見かけない」、「認知症の症状が

見られるようだ」、「悪質商法の被害に

あっているのでは？」といった、高齢者

の気がかりな情報を、ささいなことでも

構いませんのでご連絡ください。 
※連絡・通報については７ページをご参照ください。 

※各地域包括支援センターの連絡先は１４ページを

ご参照ください。 

※認知症についての正しい知識を学び、理解を深めることができる「認知症サポーター養

成講座」の受講もおススメしています。詳細は１３ページをご参照ください。 

 

 

「絆のあんしんネットワーク連絡会」へのご参加を！ 
管轄の地域包括支援センターごとに

定期的に実施している「絆のあんしん

ネットワーク連絡会」では、ネットワー

クに関わる、絆のあんしん協力員・協力

機関、専門相談協力員などが集まり、情

報共有や意見交換を行っています。 

無理のない範囲でご参加ください。 

  

移動スーパー『とくし丸』佐藤さん 

「購入者の方と買い物中に様々な話をす

るので、体調変化に気づいた場合には、

地域包括支援センターに連絡するなど連

携を心がけています。」 
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 健康についての講義の様子 

＜協力機関＞スポーツクラブ ルネサンス 

活動には「場所」が必要です 

＜協力機関＞ダイオーズ OCSチェーン OCS 城北 

貸していただける「場所」、講師の派遣が可能であればご協力を！ 

現在、地域でサロンや教室など、高齢者の居場所づくりが区内各地

で取り組まれています。そうした居場所づくりの活動をする際の場

所や協力していただける人材が求められています。 

施設の時間帯によっては使っていないスペースや空き店舗などの

場所の提供、講師の方の派遣等にご協力いただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「絆のあんしん協力機関」登録ステッカー・ 

ポスター・のぼり旗の掲出にご協力ください！ 

 

店舗や会館、集会所の目につく 

ところに、絆のあんしん協力機関 

のステッカー・ポスター・のぼり 

旗を掲出いただき、絆のあんしん 

ネットワークのＰＲにご協力いた 

だけると幸いです。 

  
ポスター 

のぼり旗 

ステッカー 
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連絡や通報はどうすればいい？ 
 

【相談を受けた場合】 

１ 相談者の言うことを自分の価値観を交えずに、十分に聴く。 

２ 他者へ相談する意思があるかどうかを確認する。 

３ 相談する意思があれば、地域包括支援センターや専門相談協力

員等の相談機関を紹介する。 

４ 本人（または家族）の同意がある場合は、協力機関が地域包括支

援センターや専門相談協力員に連絡する。 

 

 

 

【通報の場合】 

１ 異変に気づいた場合、本人に直接声をかけてみて、必要なら地域

包括支援センターに連絡をする。 

２ 緊急性が高い場合は、警察や救急、医療機関への通報を優先させ

る。それ以外で介護上の問題がある場合は、地域包括支援センター

に通報する。 

 ※救急搬送になった場合でも、協力機関の方は救急車に同乗する

必要はありません。 

※対象者に通報元が知られることはございません。心配な方がい

る場合は地域包括支援センターにご連絡ください。 
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参考に“気づきのポイント”を掲載しますので、このような異変に気

づいたら、地域包括支援センター（P.1４）へご連絡ください。 
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活動の留意点 
 

１ 秘密厳守 

日々の活動や「絆のあんしんネットワーク連絡会」を通して知っ

た個人や家庭の情報はプライバシーになります。相手の立場に立っ

た上で、秘密は必ず厳守してください。絆のあんしん協力機関への

登録が終了した後も同様です。 

秘密が漏れれば、それまでの信頼関係が一気に崩れること、近所

であるが故に噂がすぐ広まることを絶対に忘れないようにしまし

ょう。 

 

２ 公正中立な対応について 

絆のあんしんネットワーク活動をする側と高齢者の方との関係

は対等であることを念頭におき、個人の信条や生活様式を尊重しな

がら、偏見等をもたずに公正中立な立場で対応することが望まれま

す。 

 

３ 連絡や報告の徹底 

「絆のあんしんネットワーク」では、関わる人々・機関が互いに

連携していくことがとても重要になります。連絡や報告ミスがあっ

ては、効果的な支援ができません。活動するにあたり、お互いの関

わり方や連絡・報告方法などを関係者間で十分に話し合っておきま

しょう。 
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４ 政治・宗教・販売行為の禁止 

絆のあんしんネットワーク活動を通して、政治・宗教活動の行為

をすることが絶対ないようにお願いいたします。 

具体的には、特定政党候補者への投票依頼や、宗教入信の勧誘は

禁止です。 

 

５ 不適切な営業活動の禁止 

絆のあんしんネットワーク活動を通じて、利用者の意にそ

ぐわない営業活動や売買の行為をすることは固く禁止しま

す。 
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活動の参考に(対応について) 
 

□相手の立場に立ってみる 

自分の価値観や立場から考えるのではなく、相手の置かれている

状況や立場、相手の考えを尊重して関わりましょう。 

 

□よい聴き手となりましょう 

話の腰を折らないで、最後までゆっくり聴き、すぐに自分の意見

を出したり、お説教をしないようにしましょう。 

 

□相談のルールを身につけましょう 

･  先入観をもたない。 

･  相手の日頃の行動を非難せず、相手の感情や行動について、それ

を引き起こした原因を理解しようと努める。 

･  相手が自分で問題解決の方法が決定できるように相談先や社会

福祉の情報を提供したり、助言する。 

･相手が信頼して打ち明けた秘密は不必要に他に漏らさない。 

 

□自分の傾向を知ること 

相談への助言なども、つい自分の経験だけに支配されがちになる

ため、自分自身が、自らの経験について客観視してみる経験－自己

覚知をすることも必要です。 

そして、自分の思い込みによる一方的な支援とならないように関

わりましょう。 
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□自分の行動に責任を持ちましょう 

自分の立場で協力できることを無理せず担っていただくのです

が、同時に、自分の役割に責任をもつことが協力関係・信頼関係を

築いていく上で大切になります。 

 

□相手自身が問題解決の力をつけられるように関わりましょ

う 

高齢者と依存関係を築くのではなく、本人や家族が持っている能

力や経験を生かしながら、自分自身で問題解決ができるように情報

提供や助言をすることが必要です。 

自己決定や自己責任を尊重し、必要以上の手出し・口出しはしな

いようにしましょう。 

 

□話し方はゆっくりていねいに、本人の身体的特徴や気にな

ることの話題は避け、同じ目線で話しましょう。 

 

□実行できないことや、守れないことは約束しないこと。ま

た、金品の貸し借り、授受は避けましょう。 

 

□表面的な訴えにとらわれ、物事の本質や全体が見えなくな

っていないか注意しましょう。また、医療的な助言はしな

いようにしましょう。 
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認知症サポーター養成講座 
 

認知症サポーターとは、認知症について正しい知識

を持ち、認知症の人や家族を温かく見守る応援者です。 

足立区在住・在勤・在学で、認知症の人や家族の応援

者になる意欲のある方が対象です。 

 

約１時間半の養成講座を受講していただいた方が、認知症サポー

ターです。 

認知症サポーターは、なにか特別なことをやる人ではありません。

認知症を理解した、認知症の人とその家族への「応援者」です。「温

かい目で見守ること」を基本として自分のできる範囲でサポートし

ていただきます。 

 

 認知症サポーター養成講座の受講をご希望の場合など、講座に関

することは担当の地域包括支援センターへご連絡ください。 

※開催日程等は足立区のホームページにも記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

地域包括支援センター 一覧  
名 称 電 話 番 号 所  在  地 主な担当地域 

基  幹 （５６８１）３３７３ 梅島２－１－２０（１階） 梅島、中央本町１、島根 

あだち （３８８０）８１５５ 足立４－１３－２２ 足立、中央本町２、梅田１ 

伊  興 （５８３７）１２８０ 伊興３－７－４ 伊興、東伊興、伊興本町、西伊興、西竹の塚 

入  谷 （３８５５）６３６２ 入谷９－１５－１８ 入谷、舎人、古千谷、古千谷本町 

扇 （３８５６）７００７ 扇１－５２－２３ 扇、興野、本木東・西・南・北町 

江  北 （５８３９）３６４０ 江北３－１４－１ 江北、堀之内 

さ  の （５６８２）０１５７ 佐野２－３０－１２ 加平、北加平町、神明、神明南、辰沼、六

木、佐野、大谷田２～５ 

鹿  浜 （５８３８）０８２５ 皿沼２－８－８ 鹿浜、加賀、皿沼、谷在家、椿 

新  田 （３９２７）７２８８ 新田３－４－１０ 新田、宮城、小台 

関  原 （３８８９）１４８７ 関原２－１０－１０ 梅田２～８ 

千住西 （５２４４）０２４８ 千住中居町１０－１０ 千住桜木、緑町、龍田町、中居町、宮元町、 

仲町、河原町、橋戸町 

千寿の郷 （３８８１）１６９１ 柳原１－２５－１５ 柳原、関屋町、曙町、東１ 

千住本町 （３８８８）１５１０ 千住３－７ 千住、元町、大川町、寿町、柳町 

中央本町 （３８５２）０００６ 中央本町４－１４－２０ 中央本町３～５、青井１・３～６、西加平 

東  和 （５６１３）１２００ 東和４－７－２３ 綾瀬、東綾瀬、谷中、東和１・３ 

中  川 （３６０５）４９８５ 中川４－２－１４ 東和２・４・５、中川大谷田１ 

西綾瀬 （５６８１）７６５０ 西綾瀬３－２－１ 西綾瀬、弘道、青井２ 

西新井 （３８９８）８３９１ 西新井２－５－５ 西新井、栗原 

西新井本町 （３８５６）６５１１ 西新井本町２－２３－１ 西新井本町、西新井栄町 

はなはた （３８８３）００４８ 花畑４－３９－１１ 花畑、南花畑５ 

一ツ家 （３８５０）０３００ 一ツ家４－５－１１ 平野、一ツ家、保塚町、六町、南花畑１～４ 

日の出 （３８７０）１１８４ 日ノ出町２７－４－１１２ 日ノ出町、旭町、東２ 

保木間 （３８５９）３９６５ 保木間５－２３－２０ 西保木間、保木間、東保木間 

本木関原 （５８４５）３３３０ 本木１－４－１０ 関原、本木１～２ 

六  月 （５２４２）０３０２ 六月１－６－１ 六月、東六月町、竹の塚 

 

お問い合わせは月曜～土曜９：００～１７：００ 

介護予防・介護のことなど 

お気軽にご相談ください 
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