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●本庄市の現状（地域別の高齢者統計）
地域区分
人口
世帯数
高齢者（65 歳以上）
高齢化率
要支援・要介護認定高齢者
高齢者に占める認定率

市全体

令和 3 年 4 月 30 日現在

本庄西地域

本庄東地域

本庄南地域

児玉地域

77,828 人

16,841 人

17,461 人

23,976 人

19,550 人

35,235 世帯

7,797 世帯

7,923 世帯

10,989 世帯

8,526 世帯

22,538 人

5,190 人

5,008 人

6,464 人

5,876 人

28.9％

30.8％

28.7％

27.0％

30.0％

3,761 人

785 人

835 人

1,160 人

981 人

16.7％

15.1％

16.7％

17.9％

16.7％

※本庄市では、団塊の世代の方が７５歳以上となる令和７年（２０２５年）には３．１人に１人が、令
和２２年（２０４０年）には２．５人に１人が高齢者になる見込みです。
※介護が必要となる状態を予防する取組や、高齢者が安心して地域で暮らすことができる体制づくりが
重要となっています。
●生活支援体制整備事業（介護保険法第 115 条の 45 第 2 項第 5 号）
地域の住民や各種団体、企業の関係者など様々な人々が連携しながら、多様な日常生活上の支援体制
の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的に、
「協議体」や「生活支援
コーディネーター」の活動により、高齢者を支える地域づくりを進めています。

●協議体の設置
本庄市内には、市全域の共通した課題を話し合う第１層協議体と、中学校区を参考にした４つの日常
生活圏域ごとの課題を話し合う第２層協議体があります。

●生活支援コーディネーターの配置
別名「地域支え合い推進員」とも言い、地域資源の把握、
サービス開発の検討や、協議体や関係者間の連携を図ったり、
「地域で暮らす人」と「支援する人やサービス」をつなげる
役割を担っています。
生活支援コーディネーターの業務は、第１層、第２層ともに
本庄市が市内の社会福祉法人に委託しています。
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第１層協議体（本庄市全域）

「本庄まるごと応援団」

第１層生活支援コーディネーター

江原裕美（えはらゆみ）

【構成員の紹介】
（順不同・敬省略）
鳥羽孝夫（本庄市自治会連合会本庄地域）

岩上髙男（本庄市自治会連合会児玉地域）

茂木秀夫（本庄市民生委員児童委員協議会） 飯島

誠（本庄商工会議所）

山田牧子（児玉商工会）

髙橋祐介（NPO 法人本庄ファンクラブ）

伊藤文夫（NPO 法人チーム F）

宮里充子（介護サポーターズクラブ本庄）

市川一正（本庄市シルバー人材センター）

間正明彦（本庄市老人クラブ連合会）

目黒貴史（こだま青年会議所）

関根達也（本庄市社会福祉協議会）

山田智美（本庄西地域包括支援センター）

薗部のり子（本庄東地域包括支援センター）

髙橋拓未（本庄南地域包括支援センター）

須藤豊一（児玉地域包括支援センター）

テーマ【移動支援について】
４つの分科会（テーマ）に分かれて、協議体を開催しています。テーマによっては、オブザーバー
の方も話し合いに参加していただきながら、どのような形で支援できるのか協議をしています。

①タクシー活用検討チーム

②ボランティアによる移動支援開拓チーム

移動といったら、ドア to ドア。タクシー会社
の方と一緒にタクシーの利用状況やどんな支
援が可能なのかを話し合っています。

地域のサロンに出向き、移動についてアンケ
ート調査を実施しました。また、既存の団体か
らも話を聞き、実態調査をしています。

③資源開発チーム

④デマンド交通調査チーム

社会福祉法人の送迎車両の空き時間を利
用した移動支援が可能か、アンケートを取り、
できそうな施設へ説明に伺います。今後、より
多くの法人協力を呼びかけます。

予約のしづらさが課題のデマンド交通。試
乗体験を行い、予約の仕方を簡単にまとめ
たチラシを作成して、配布を行います。

【その他の取り組み】
生活支援サポーター養成講座を毎年開催し、担い手の養成を行っております。まずは地域に関心を持ち、
ちょっとした支え合い活動を一緒に始めてみませんか。
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本庄西地域第２層協議体

さいあい

『西愛ネットワーク』
本庄西地域担当エリア （概ね本庄西中学校区）
千代田・若泉・中央・銀座・小島南・小島・万年寺・下野堂・（照若町）・都島・山王堂・沼和田・杉山・新井・三友

西愛ネットワークメンバー

第２層生活支援コーディネーター

と

ば

たかお

鳥羽 孝夫（小島南自治会長）
本庄西地域包括支援センター
本庄市社会福祉協議会
ほし

わたる

星

亘

かねこ

はるお

おおぬき

ひでこ

金子 治夫（沼和田地域住民）
大貫 英子（照若町自治会副会長）
や

の

てる よ

矢野 輝与（旭地区民生委員）
はぎわら

萩原 かおり（デイサービス管理者）

西愛ネットワークでは、小島南自治会内の地
域住民のみなさまのご協力をいただきなが
ら、支えあいの活動を行っています。

西愛ネットワークは平成３０年７月に発足し
ました。
西愛と書いて「さいあい」と読み、
「最愛」と
掛けたネーミングとなっています。
地域に愛着を持ち、愛のある支え合いの活動
を広げていきたい、という想いが込められて
います。

支援内容は、日常のゴミ出し・日常の買い物
代行・日常の簡単な掃除・出前サロン・話し
相手・簡単な修繕・不用品撤去・スマートフ
ォンやインターネットのお手伝いを行って
います。

～活動風景～
生活の中のちょっとしたことをお手伝いします

まごころさぽーと
小島南自治会内の住民同士の支えあい活動です
こんなお手伝いができます・・・

お話相手
１００円/１回

日常のゴミ出し
１００円/１回（２袋まで）

日常の買い物代行
２００円/１回

日常の簡単な掃除
４００円/３０分（２人対応）

利用対象者
スマホ・インター
ネットのお手伝い
５００円/６０分

出前サロン
100円／１回

実際に利用をしている利用者さん
からも「とても助かった」、「地域と
の繋がりができて安心」との
ご感想をいただいています。
申し込み・連絡先

まごころさぽーと事務局

自治会内にお住まいで、日常の家事を
一人で行うことが困難な方で、以下に該
当する方。
・６５歳以上の一人暮らしの方
・障害のある一人暮らしの方
・同居家族がいる場合は、家族の協力
を得ることが困難な方
◆入会金５００円とサービスチケット
の事前購入をしていただきます。
◆その他、お困り事がありましたら、
ご相談ください。
本庄西地域第２層生活支援体制整備協議体

西愛ネットワーク

２２－７０８８ （本庄西地域包括支援センター 担当：星）
０９０－２４１１－９０８０（小島南自治会長）
受付時間 ： 月～金曜日 午前9時～午後3時 （土・日・祝日はお休み）

お手伝いしていただけるサポーターも募集しています！
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本庄東地域包括支援センター安誠園

「希望とどけ隊」

河田 雅子（かわた まさこ）

私たちは本庄東地域（概ね本庄東中学校区）の活動を応援しています♪

【協議体メンバー】（順不同・敬称略）
石橋

淳一

小野

恭子

（元牧西民生委員） （元小和瀬民生委員）

田村

絹代

（上仁手民生委員）

戸塚

和江

（元滝瀬民生委員）

川瀬

京子

（台町民生委員）

長友

清水

正一

（本町自治会長）

植子

（ボランティア）

【現在の活動内容】

みなさんとお店の情報
出し合い、お店にも聞き取りを
行いました♪

１枚にまとまっているので
見やすい等の声を頂きました♪

店内での様子♪

久しぶりに買物に出
かけられてよかった等

送迎時の様子♪

5

感想頂きました♪

本庄南地域第２層協議体

略して「南サポチーム」♪

第 2 層生活支援コーディネーター
本庄南地域包括支援センター
シャローム

「南でもサポートチーム」

笛田大介（ふえだだいすけ）
担当地域・・・おおむね本庄南中学校の学校区
（南・前原・柏・栄・駅南・けや木・見福・緑・五十子・四季の里・早稲田の杜・
北堀・栗崎・西五十子・東五十子・東富田・西富田・四方田・今井・共栄・いまい台）
はや かわ

メ ン バ ー・・・

いさお

早川 勲
たか はし

（元四季の里自治会長）

まもる

高橋 衛
おり も

（元末広町民生委員）
え

折 茂 ハマ江
やまざき

山﨑 直枝
やまざき

（元西富田民生委員）

なお え

（西五十子ボランティア）

よし み

山崎 良美

（末広町民生委員）
※写真はコロナ禍前の会議の様子です。

取り組んでいること
重たい荷物が持てないから普段の買い物では量をセーブしたり、家族に車を出してもらう
からあまり時間を掛けないようにしたり・・・。いつもは我慢していたことを気にしないで買い
物を楽しめるよう、南サポチームは“買い物に係る移動支援”に力を入れて活動しています！

◇社会福祉法人による移動支援事業
① 四季の里自治会
「社会福祉法人 明正会」が空き車両を提供してくれる
ことで、市内スーパーまでの送迎をおこなう事業です。
自治会にもご協力いただき、周知や参加者募集をしてお
ります。
南サポチームは店内で参加者の見守りをしたり、困り
事をサポートしたりしています。
② 栗崎自治会
こちらは「社会福祉法人 宥和」が空き車両を提供し
てくれて、同じように市内スーパーまでの送迎をおこ
ないます。
自治会の回覧板で開催日などを周知しております。
南サポチームも同じように、見守りやサポートをして
います。
南サポチームでは一緒にボランティアをしてくれる方を募集しています！活動の見学も大歓迎ですの
で、ご興味のある方はコーディネーターの笛田までご連絡ください☆
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第２層協議体（児玉地域）
第２層生活支援コーディネーター

「ささえ愛チームこだま」

冨田美由紀（とみたみゆき）

【構成員の紹介】
（順不同・敬称略）
青木 陽子（高関・ボランティア） 大山 美佐保（上真下・民生委員） 髙橋 キミエ（八幡山・ボラン
ティア） 中林 薫（共栄・ボランティア） 長岡 令子（下町・ケアマネジャー）
取り組み その１ 上真下地区移動支援
（株）ノエルさんの送迎車をお借りして、地域の高齢者のお買い物を支援しています。
11/25 コロナ禍を乗り越え再開しました！
あった

取り組み その２ 畑サロン開設（R4.5）準備中
地域共生を目指し、高校生（児玉白楊高校）と高齢者の「土」を介しての集いの場となるよう奮闘中
です。準備が整い次第、周知いたしますのでお楽しみに！！

取り組み その３ 移動販売の誘致再検討
地域のサロンなどに伺い住民の皆さんのお声を聴き、コロナ禍で中断した移動販売の再開を検討して
います。
近くに買い物ができる場所がない

直接聞きに行って

から〇〇地区がいいんじゃない？

取り組み その４ プラチナ・サポート・ショップ登録依頼活動
長年地域で活躍してきたメンバーさんの協力があれば、周知や依頼活動もスムーズ！！
一緒に「高齢者にやさしいお店」を広めていきます
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みましょう！

「プラチナ・サポート・ショップ制度」とは、埼玉県が実施する「高齢者の暮らしを支えるサ
ービス登録制度」です。情報はウェブ上に公開され、どなたでも気軽にご利用可能です。地域
にお住いの高齢者のみなさまのご利用、市内店舗等のみなさまのご登録をお待ちしております。
【登録するには】
地域で高齢者の暮らしをサポートする取組みすべてが対象となり
ます。ご興味のある事業者様は、社協までお問い合わせください。
【利用するには】
「埼玉県プラチナ・サポート・ショップ」と入力して検索!!カテゴ
リー別にお店を探すことができます。
▲希望店舗には、ステッカー
を配布しております。

登録店舗の一部をご紹介！！

【ご紹介ください】

【銀座通り眼鏡】
65 歳以上の方は、1 割引。ご自宅から店舗まで無料送迎
します。
【ヘアサロン アサミ】
ご自宅から、理容室まで無料送迎や出張理容します。
【山田石材店】
お墓の掃除とお墓参りを有償で代行します。

お知り合いやご近所などの、店
舗がありましたら生活支援コーデ
ィネーターまで、ご連絡をお願い
します。店舗様に伺わせていただ
き、登録についてご案内をさせて
いただきます。

■ 第１層（市全域）協議体「本庄まるごと応援団」
本庄市社会福祉協議会
（生活支援コーディネーター 江原） ☎２４－２７５５
■ 第２層（日常生活圏域）協議体
本庄西地域「西愛ネットワーク」
本庄西地域包括支援センター本庄市社会福祉協議会
（生活支援コーディネーター 星 ） ☎２２－７０８８
本庄東地域「希望とどけ隊」
本庄東地域包括支援センター安誠園
（生活支援コーディネーター 河田） ☎２２－６２６２
本庄南地域「南でもサポートチーム」
本庄南地域包括支援センターシャローム
（生活支援コーディネーター 笛田） ☎２３－９５８０
児玉地域「ささえ愛チームこだま」
児玉地域包括支援センター
（生活支援コーディネーター 冨田） ☎７３－１５４５
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支え合いには、みなさんの
力が必要です。活動に参加
してみませんか？

