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第５章 高齢者保健福祉サービス 
 

第１節 健康づくりと介護予防の充実 

１ 健康増進事業の充実 

（１）健康手帳の交付 
 

現況と課題 

健康手帳は、住民自らの健康管理と適切な医療の確保のために 40 歳以

上の人に交付しています。 

健（検）診結果を記録することなどにより、「自らの健康は自らが守る」

という意識を高めるため、活用方法を周知する必要があります。 

施策の方向 

①がん検診や杉戸町国民健康保険が行う特定健診の集団健診時においても

健康手帳を交付します。 

②特定健診・保健指導の記録、その他健康の保持のために必要な事項を記

入して、自らの健康管理と適切な医療に資することに役立てられるよう、

健康手帳の活用方法の周知を図ります。 

担当課等 健康支援課（保健センター） 

 

■健康手帳の交付状況                                                   （単位：冊） 

区分 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込） 

交付数 291 295 200 

注：交付対象者は、40歳以上。 
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（２）健康教育 
 

現況と課題 

「自らの健康は自らが守る」という認識と自覚を高め健康の保持増進に

資することを目的に、保健センターでの各種検診の場を活用し健康教育を

実施しています。 

また、広く一般住民を対象とした医療講演会を開催しています。 

集団健康教育として一般健康教育、歯周疾患健康教育、ロコモティブシ

ンドローム健康教育、骨粗しょう症健康教育、病態別健康教育を行うほか、

生活習慣病の予防を目的としたヘルストレーニング教室などの事業を実施

しています。 

今後も、健康増進事業として生活習慣病の予防その他健康に関する事項

について正しい知識の普及を図ることが必要です。 

施策の方向 

①集団健康教育の実施にあたっては、高齢介護課、町民課、社会教育課（生

涯学習センター）と十分に連携を図ります。 

②要介護状態を招く骨粗しょう症や生活習慣病について、積極的に健康教

育を実施し健康寿命の延伸を目指します。 

③60 歳以上の方については、ふるさと元気村において筋力向上トレーニ

ングを実施し、健康増進に努めます。 

④医師、歯科医師、健康運動指導士等の協力を得て、専門的指導内容の充

実を図ります。 

担当課等 健康支援課（保健センター）、高齢介護課 

 

■集団健康教育の実施状況                               （単位：回、人） 

区分 

第5期計画実績 

平成24年度 平成25年度 平成26年度（見込） 

実施回数 延参加者数 実施回数 延参加者数 実施回数 延参加者数 

歯周疾患 1 17 1 15 1 37 

病態別 1 31 1 11 1 40 

一般 35 655 41 848 40 650 

小計 37 703 43 874 42 727 

65歳以上 21 573 18 628 15 550 

合計 58 1,276 61 1,502 57 1,277 

 

●集団健康教育の目標量                                 （単位：回、人） 

区分 

第6期計画目標量 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実施回数 延参加者数 実施回数 延参加者数 実施回数 延参加者数 

合計 60 1,500 60 1,500 60 1,500 
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■ふるさと元気村（トレーニング機器一般利用事業）の実施状況・目標量       （単位：回、人） 

区分 
第5期計画実績 第6期計画目標量 

平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込） 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

事前講習実施回数 12 12 12 12 12 12 

新規登録者 59 125 140 150 160 170 

年間利用者数(延人数) 4,179 6,522 9,000 10,000 11,000 12,000 

 

 

（３）健康相談 
 

現況と課題 

重点健康相談、総合健康相談を実施しています。 

重点健康相談は、高血圧、脂質異常症、糖尿病、歯周疾患、骨粗しょう

症、女性の健康、病態別（肥満・心臓病等）の健康相談となっています。 

また、総合健康相談は、個人の心身の健康に関する一般的な事項につい

て総合的に指導・助言を行っています。 

今後、継続して対応する体制を整備していく必要があります。 

施策の方向 

①重点健康相談については、個人の食生活、運動その他の生活習慣を勘案

して行う必要があり、住民からの相談に対応します。 

②総合健康相談については、多様な相談のニーズに応じられるよう保健師、

管理栄養士が対応します。 

担当課等 健康支援課（保健センター） 

 

■健康相談の実施状況                                  （単位：回、人） 

区分 
平成24年度 平成25年度 平成26年度（見込） 

実施回数 延参加者数 実施回数 延参加者数 実施回数 延参加者数 

重点健康相談 64 100 29 81 30 90 

総合健康相談 随時実施 91 随時実施 220 随時実施 220 

合計 ― 191 ― 301 ― 310 
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（４）各種健康診査 
 

現況と課題 

健康診査は、生活習慣病やがん等の早期発見と予防対策の一環として、

がん検診、骨粗しょう症検診を実施しています。 

子宮頸がん、乳がん検診については、保健センターの集団検診、指定医

療機関による個別検診を実施しています。 

胃がん、肺がん、大腸がん検診の同時実施と、さらに平成 22 年度から

は、特定健診との同時実施により、住民の利便性に配慮しています。 

また、平成 26 年度からは男性特有のがん対策として、前立腺がん検診

を新規に開始しています。 

骨粗しょう症検診は、年齢にかかわらず食生活や運動習慣の改善を図る

ことが重要であることから、20歳以上の女性を対象に実施しています。 

杉戸町国民健康保険では、40 歳以上の被保険者を対象に、特定健康診

査（集団・個別）、特定保健指導を実施しています。 

今後も、受診率向上にむけ、受診しやすい環境の整備、効果的な受診勧

奨等について、国民健康保険部門等との連携を強化していく必要がありま

す。 

施策の方向 

①がん検診は、受診率や実施方法、対象年齢、精度管理の見直し等、効果

的な実施に努め、また、がんの早期発見を目的として、特に若年層への

受診勧奨・周知・啓発を図ります。 

②がん検診推進事業を実施し、がん検診受診率の向上を図ります。 

（乳がん、子宮頸がん、大腸がん） 

③骨粗しょう症検診については、若い世代の受診者の拡大、さらに検診か

ら保健指導、予防教室までの一連の事業において、住民の意識を高める

事業展開に努めます。 

④特定健康診査とがん検診を同時に実施し、住民の利便性に配慮します。 

⑤特定保健指導対象者に、保健師・管理栄養士による健康相談・栄養相談

だけではなく、より効果的な保健指導を展開します。 

担当課等 健康支援課（保健センター）、町民課 

 

■胃がん検診の実施状況                                              （単位：人、％） 

区分 

第5期計画実績 

平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込） 

対象者数 16,847 16,847 16,847 

受診者数 1,320 1,417 1,420 

受診率 7.8 8.4 8.4 

   注：対象者は、40歳以上。 

     対象者数は、平成22年の国勢調査より算出。以下同じ。 
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■乳がん検診の実施状況                                                （単位：人、％） 

区分 

第5期計画実績 

平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込） 

対象者数 8,454 8,454 8,454 

受診者数 789 847 850 

受診率 18.7 18.1 18.1 

注：受診率については国の「がん検診実施のための指針」に基づく受診率です。 

対象者は、40歳以上の女性。 

 

■子宮頸がん検診の実施状況                                               （単位：人、％） 

区分 

第5期計画実績 

平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込） 

対象者数 10,686 10,686 10,686 

受診者数 1,053 1,121 1,120 

受診率 19.2 20.0 20.0 

注：受診率については国の「がん検診実施のための指針」に基づく受診率です。 

   対象者は、20歳以上の女性。 

 

■肺がん検診の実施状況                                                          （単位：人、％） 

区分 

第5期計画実績 

平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込） 

対象者数 13,386 13,386 13,386 

受診者数 1,733 1,856 1,860 

受診率 12.9 13.9 13.9 

注：対象者は、40歳以上。 

 

■大腸がん検診の実施状況                                                       （単位：人、％） 

区分 

第5期計画実績 

平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込） 

対象者数 13,386 13,386 13,386 

受診者数 2,070 2,187 2,190 

受診率 15.5 16.3 16.4 

注：対象者は、40歳以上。 

 

 

２ 介護予防事業 

 
  第６章・第４節・２介護予防事業（Ｐ77参照） 
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第２節 在宅生活支援の充実 

１ 生活支援等の充実 

（１）生活援助事業（すぎと・まごころとどけ隊） 
 

現況と課題 

杉戸町商工会と連携し、ボランティア（協力会員）が援助の必要な高齢

者（利用会員）に家事などの手助けを行い、その謝礼を地域商品券で受け

取る、家事援助サービスを実施しています。 

具体的なサービス内容は、住居の掃除、簡易な身の回りの世話、食事の

支度、話し相手、買い物、朗読、代筆などです。 

引き続き、利用会員の拡大について周知を図ります。 

施策の方向 
サービスの担い手である協力会員の育成を行うとともに、商工会との連

携を図り、まごころとどけ隊の充実に努めます。 

担当課等 社会福祉協議会 

 

（２）高齢者の移送サービス 
 

現況と課題 

社会福祉協議会では、高齢者の移動手段確保のため、医療機関への通院・

入退院、保健福祉施設への入退所、公的機関を利用する際など、リフト付

車両の貸し出しサービスを行っています。 

また、要介護認定者の場合は、訪問介護において移送付き添い型のサー

ビスや、町内巡回バスの無料化が実施されています。 

今後は、高齢者の移送ニーズを把握し、より利用しやすい移送サービス

の検討が必要です。 

施策の方向 移送サービスについて検討し、その充実に努めます。 

担当課等 社会福祉協議会、高齢介護課、住民参加推進課 

 

（３）給食サービス事業 
 

現況と課題 

調理及び食の確保が困難なひとり暮らし高齢者等に対して、栄養改善と

健康の増進を図ることを目的として配食しています。 

利用者の状態に合わせた内容やサービスの提供が必要です。 

施策の方向 調理及び食の確保が困難な人に対して、給食サービスの充実に努めます。 

担当課等 高齢介護課 

 

■給食サービス事業の実施状況・目標量                  （単位：食、人） 

区分 

第5期計画実績 第6期計画目標量 

平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込） 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

延食数 2,274 2,278 1,793 2,300 2,350 2,400 

利用者数 38 29 31 30 35 40 
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（４）ふれあい事業 
 

現況と課題 

民生委員の協力を得て、ひとり暮らし高齢者及びねたきり高齢者、認知

症高齢者を対象に、年2回慰問品を届ける友愛訪問事業を実施しているほ

か、ひとり暮らし高齢者ふれあいバス旅行、ひとり暮らし高齢者ふれあい

会食会を実施しています。 

また、年賀状を 75 歳以上のひとり暮らし高齢者に送り、孤独感の解消

を図っています。 

高齢化に伴い事業の必要性は高まるものと思われ、民生委員を中心とし

て、関係機関との連携を図りながら、地域ぐるみの事業展開を進めていく

必要があります。 

施策の方向 
地域の民生委員や関係機関との連携を図り、ふれあい事業の充実に努

めます。 

担当課等 社会福祉協議会 

 

■ふれあい事業の実施状況・目標量                             （単位：人） 

 第5期計画実績 第6期計画目標量 

区分 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込） 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

友愛訪問事業 1,217 1,275 1,282 1,350 1,400 1,450 

ひとり暮らし高齢者 

ふれあいバス旅行 
104 90 82 110 110 110 

ひとり暮らし高齢者 

ふれあい会食会 
121 127 133 134 140 148 

友愛通信 677 789 450 480 510 540 

注：友愛通信は、H26から年賀状のみの事業に変更しています。 

 

（5）緊急通報システム整備事業 

現況と課題 

ひとり暮らし高齢者等が、急病や災害などで緊急に救助を必要とする場

合に、迅速な通報手段を確保し、速やかな救助活動を行うこと、悩みを相

談出来ることによる不安軽減と定期的な安否確認を目的として緊急通報シ

ステム整備事業を実施しています。 

急病や災害時に、緊急ボタンを押すと、緊急通報センターの看護師につ

ながり、速やかな救急活動などが行われるとともに、不安や悩みを相談す

る事もできます。また、定期的に「お元気コール」による安否確認が行わ

れています。今後は、ひとり暮らし高齢者等が増えることが予想されるた

め、制度の普及に努め、必要な方への設置を図る必要があります。 

施策の方向 制度の普及と利用促進に努めます。 

担当課等 高齢介護課 
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■緊急通報システム整備事業の実施状況・目標量                （単位：件） 

区分 

第5期計画実績 第6期計画目標量 

平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込） 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

設置件数 167 180 187 200 210 220 

 

 

２ 家族介護支援の充実 

（１）ねたきり老人等手当支給事業 
 

現況と課題 

ねたきり高齢者や重度の認知症高齢者など、日常生活に著しく支障のあ

る方に対し、経済的負担を軽減するため手当を支給しています。 

今後は、在宅介護への支援につながるような施策のあり方について検討

する必要があります。 

施策の方向 制度を周知し、サービスが必要な方への支給に努めます。 

担当課等 高齢介護課 

 

■ねたきり老人等手当支給事業の実施状況                      （単位：人） 

区分 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込） 

支給者数 28 22 17 

 

（２）日常生活用具給付・貸与事業 
 

現況と課題 

ひとり暮らし高齢者等の生活の安全を確保するため、介護保険給付サー

ビスの福祉用具購入・貸与事業の対象外となっている日常生活用具の給

付・貸与を行っています。 

今後は、日常生活用具給付・貸与の種目の検討が必要です。 

施策の方向 
ひとり暮らし高齢者等に必要とされている種目を検討し、サービスが必

要な方への支給に努めます。 

担当課等 高齢介護課 

 

（３）訪問理容事業 
 

現況と課題 

散髪等を希望するねたきり高齢者等に対し、理容師が自宅に訪問する、

出張による理容サービスを実施しています。 

今後も、衛生面などに配慮したサービスを実施していくことが必要です。 

施策の方向 関係機関との連携を密にし、制度の普及と利用促進に努めます。 

担当課等 社会福祉協議会 
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（４）紙おむつ等支給事業 第6章・第４節 ４任意事業（2）家族介護支援事業（Ｐ88参

照） 

 

（5）介護マークの普及促進 

現況と課題 

認知症の方などの介護をする場合、一見介護していることが分かりに

くく、男性介護者が女性トイレに介護目的で入室する際や女性用下着を

購入する際、誤解や偏見を持たれる可能性があります。そのため、①町

内に住所を有する介護者または介護される方、②町内の介護事業者を対

象に「介護中」と大きく標記された腕章とネックストラップを交付しま

す。 

介護する方が「介護者」であることを周囲に知らせるための「介護マ

ーク」の普及を図る必要があります。 

施策の方向 制度を周知し、必要な方への交付に努めます。 

担当課等 高齢介護課 

 

 

３ 地域支援の充実 第6章・第4節 ４任意事業（2）家族介護支援事業（Ｐ88参照） 
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第３節 保健・福祉施設の確保・活用 

１ 介護保険施設以外の入所・入居施設の確保 

（１）養護老人ホーム 
 

現況と課題 

養護老人ホームは、入所者の処遇計画を作成し、社会復帰の促進及び自

立のための必要な指導や訓練などを行い、自立した生活を継続できるよう

にするとともに、地域に戻って自立した生活を営むことを支援する施設と

して重要な役割を担っています。 

本来の養護老人ホームの目的である入所者の生活支援とともに、社会復

帰の促進や入所者の自立支援などの強化が必要です。 

施策の方向 既存施設との連携を図り、適正な措置に努めます。 

担当課等 高齢介護課 

 

■養護老人ホームの入所状況                            （単位：人） 

区分 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込） 

入所者数 ３ ３ 3 

 

（２）ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅 
 

現況と課題 

ケアハウスやサービス付き高齢者向け住宅は、身体機能の低下や独立し

て生活することに不安がある高齢者が入居する施設で、町内には２か所あ

ります。 

今後は、需要量の動向を踏まえた利用者のニーズに対応できるよう、民

間の活力が必要です。 

施策の方向 
入所対象者が原則として介護の必要のない人であることから、現在の定

員数を維持できるよう努めます。 

担当課等 高齢介護課 
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２ 既存施設の利用促進・有効活用 

（１）保健センターの活用 
 

現況と課題 

妊産婦から乳幼児、さらに高齢者に至る地域の保健活動の場として保健

センターがあり、健康増進事業としての健康教育や健康相談を担っていま

す。 

介護予防を含めた健康づくり事業の拡大を図るため、健（検）診や健康

教室を衛生・安全に行えるよう環境整備が必要です。 

施策の方向 

①各種保健事業の拠点として、また気軽に相談できる施設としての周知を

図ることで、施設の利用促進に努めます。 

②「健康日本21すぎと計画」に基づき、健康づくりに関する情報発信を進

めます。 

担当課等 健康支援課（保健センター） 

 

（２）すぎとピアの活用 
 

現況と課題 

多目的ホールなどを利用した生涯学習の場、集会室や入浴施設などは高

齢者の憩の場として利用されています。 

また、社会福祉協議会やボランティアセンターを中心とした地域福祉の

拠点として相談支援などに利用されています。 

さらに、世代間交流やレクリエーション施設として、複合的な施設サー

ビスの整備が必要です。 

施策の方向 

①子どもたちと高齢者の世代間交流や児童生徒の体験学習の場としての活

用に努めます。 

②高齢者のための教育・啓発、レクリエーション施設として各関係機関と

の連携に努めます。 

③高齢者の運動機能の維持向上及び運動習慣の定着を図ることに努めま

す。 

担当課等 高齢介護課 

 

■すぎとピアの利用状況                           （単位：人） 

区分 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込） 

利用者数（延人数） 49,665 47,706 47,000 
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（３）その他既存施設の有効活用 
 

現況と課題 

高齢者の健康づくりや生きがいづくりの拠点として、保健センターやす

ぎとピアの他にも生涯学習センター、公民館、アグリパークゆめすぎと、

高野農村センター、杉戸深輪産業団地地区センターなどの既存施設の有効

活用を図る必要があります。 

施策の方向 

①公民館などを活用した高齢者の介護予防を含めた健康づくり事業を推進

します。 

②地域の高齢者が自主的に地域集会施設を活用した、閉じこもり防止事業

などを支援します。 

担当課等 農業振興課、商工観光課、社会教育課（公民館、生涯学習センター） 
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第４節 地域みんなで支え合い・交流のある社会づくりへの支援 

１ 生きがい活動の充実 

（１）敬老事業 

①高齢者長寿祝い事業 
 

現況と課題 

町内在住の 80 歳・90 歳・100 歳・101 歳以上の高齢者を対象に、

長寿を祝福するため記念品（商品券）を贈呈しています。 

なお、社会福祉協議会では、85 歳以上になった夫婦を対象に長寿記念

品贈呈事業を実施しています。 

施策の方向 高齢者の生きがいとして長寿の祝いに努めます。 

担当課等 高齢介護課、社会福祉協議会 

 

■高齢者長寿祝い事業の実施状況・目標量                      （単位：人） 

区分 

第 5 期計画実績 第 6 期計画目標量 

平成 24 年度 平成 25 年度 
平成 26 年度 

（見込） 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

80 歳 ― ― 335 410 476 480 

90 歳 ― 97 103 113 133 147 

100 歳 5 3 10 12 10 10 

101 歳以上 10 7 4 12 19 29 

85 歳夫婦 25 25 37 45 55 65 

 
 

  ②地区敬老事業 
 

現況と課題 

地区敬老会の開催支援を行っています。 

こうした事業は、高齢者の外出のきっかけづくりとしての効果も大きく、

より身近なところでの開催が必要です。 

施策の方向 身近な地区で開催される敬老会を支援します。 

担当課等 社会福祉協議会 

 

 

 



 

40 

（２）生涯学習活動 
 

現況と課題 

公民館や生涯学習センターは、高齢者を含めた各年齢層の生涯学習活動

の拠点となっています。 

公民館では、高齢者の学習活動を支援しており、生涯学習センターでは、

生涯学習を通じた行政と住民が一体となったまちづくりを推進するため、

生涯学習まちづくり出前講習会「まなびっちゃすぎと塾」を実施していま

す。 

これからも様々な学習機会の提供を図りながら、高齢者が自主的に活躍

できる環境整備を一層進めていく必要があります。 

施策の方向 
高齢者の多様な学習ニーズの把握に努めるとともに、高齢者の生きがい

づくりや自主的な学習活動を促進します。 

担当課等 社会教育課（公民館、生涯学習センター） 

 

（３）生涯スポーツ・レクリエーション活動の普及 
 

現況と課題 

高齢者の健康増進と相互の交流を図るため、各種スポーツイベントの開

催やスポーツ活動団体への支援などを通じ、生涯スポーツやレクリエーシ

ョン活動を推進しています。また、スポーツ推進委員や総合型地域スポー

ツクラブなどが主体となって軽スポーツやニュースポーツの普及を図って

います。 

これからは、いつでも、どこでも、誰でも、ひとりでも取り組むことの

できるスポーツ活動に対して継続的な支援を行う必要があります。 

施策の方向 
①軽スポーツやレクリエーション活動の充実に努めます。 

②地域スポーツ活動の活性化を図るための人材の育成に努めます。 

担当課等 社会教育課（公民館） 

 

 

２ 就労機会の充実 

（１）シルバー人材センター 
 

現況と課題 

シルバー人材センターは、高齢者の能力開発の促進と技能や経験、知識

を還元できる就労機会を提供するために重要な役割を果たしています。 

今後、多様な人材が活躍できる就労機会を開拓する必要があります。ま

た、平成 29 年度から開始する新しい総合事業の担い手として、生活援助

等の訪問型サービスを展開していく必要があります。 

施策の方向 
①就労機会の確保を支援します。 

②民間団体としての自主的事業を促進します。 

担当課等 高齢介護課 
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■シルバー人材センターの状況・目標量                    （単位：人） 

区分 

第 5 期計画実績 第 6 期見込み量 

平成 24 年度 平成 25 年度 
平成 26 年度 

（見込） 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

会員数 408 396 408 420 430 440 

 

（２）就労の促進 
 

現況と課題 

高齢者の雇用促進を図るため、公共職業安定所（ハローワーク）などの

協力を得ながら、ポスターの掲示やパンフレット、リーフレットの配布を

行っています。 

近年、団塊の世代の多くが定年退職の年齢を迎え、地域で働ける場を拡

大する必要があります。 

施策の方向 
①希望者への相談体制の充実、情報の提供に努めます。 

②事業者への啓発活動などに努めます。 

担当課等 商工観光課 

 

 

３ 自主的活動・地域交流の促進 

（１）老人クラブ活動 
 

現況と課題 

老人クラブ連合会及び各単位老人クラブの育成支援のため、活動費など

の助成を行っています。 

老人クラブは、地域を基盤とする高齢者の自主組織として、介護予防や

相互の生活支援等が期待されます。若手高齢者や未加入者の加入促進、活

動内容の充実が必要です。 

施策の方向 
①老人クラブの自主的活動などの支援に努めます。 

②会員の増加・クラブの活性化に努めます。 

担当課等 高齢介護課 

 

■老人クラブの状況・目標量                      （単位：団体、人） 

区分 

第 5 期計画実績 第 6 期見込み量 

平成 24 年度 平成 25 年度 
平成 26 年度 

（見込） 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

クラブ数 31 30 31 32 32 32 

会員数 1,206 1,164 1,185 1,200 1,220 1,240 
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（２）老人クラブ講師派遣事業 
 

現況と課題 

各老人クラブ単位で講座の開催を行い、老人クラブの活動機会を増やし、

会員同士の交流を図ることを目的としています。 

今後、老人クラブ未加入者の方に対する、老人クラブのＰＲ、加入への

きっかけづくりをすることが必要です。 

施策の方向 老人クラブの活性化を図り、会員の増加に努めます。 

担当課等 高齢介護課 

 

■老人クラブ講師派遣事業の実施状況・目標量                （単位：団体） 

区分 

第 5 期計画実績 第 6 期見込み量 

平成 24 年度 平成 25 年度 
平成 26 年度 

（見込） 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

参加クラブ数 

（体操） 
23 19 8 32 32 32 

参加クラブ数 

（音楽） 
24 18 11 32 32 32 

 

（３）世代間交流 
 

現況と課題 

社会福祉協議会では、町内の保育園、幼稚園、小・中学校を福祉協力校

として指定し、高齢者等との様々な交流事業を行っています。 

幼稚園では、運動会等に高齢者を招待して交流などを行っています。 

小・中学校では、運動会への招待、施設訪問を行っているほか、クラブ

活動や生活科（小学校）、総合的な学習の時間などにおける外部指導者を依

頼しています。 

さらに、一部の小学校で実施している放課後子ども教室では、地域の高

齢者が指導者として活躍するプログラムを企画し、参加している子どもと

の世代間交流を図っています。 

引き続き、世代間交流を進める中で高齢者の生きがいと、子どもたちの

情操教育をつなげる必要があります。 

施策の方向 

①保育園や幼稚園、小・中学校において、幼児・児童・生徒と高齢者の交

流事業など世代間の交流を進めます。 

②伝統行事や芸能などの伝承・保存活動を通じた世代間交流を促進します。 

担当課等 社会福祉協議会、子育て支援課、学校教育課、社会教育課（公民館） 
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（４）地域コミュニティ活動への参加支援 

①シニアサロン事業の促進 

現況と課題 

高齢者がこれまで培ってきた豊かな経験と知識を地域活動等に活か

すことができるよう、活動場所や交流機会の提供を行うなど、高齢者の

社会参加を促進し、高齢者の生きがいづくりに努めます。 

施策の方向 各地域に高齢者の支え合い活動ができる環境の整備に努めます。 

担当課等 高齢介護課 

 

②いきいきサロンの実施支援 

現況と課題 

地域で生活している高齢者は、地域コミュニティ維持のために重要な役

割を担っています。 

社会福祉協議会では、ひとり暮らし高齢者や日中一人きりで、会話もな

く家に閉じこもりがちな高齢者等に対し、地域の中でいきいきと元気に暮

らせるよう「いきいきサロン」の実施を支援しています。 

今後も、地域コミュニティで自主的な活動を推進できるよう支援する必

要があります。 

施策の方向 

①地域サロンの開催など地域の自主活動として行う住民相互の援助活動へ

の支援に努めます。 

②高齢者が参加しやすいよう、各地区で実施するサロン数の増加に努めま

す。 

担当課等 社会福祉協議会  

 

（５）社会福祉協議会活動への支援 
 

現況と課題 

社会福祉協議会では、リフト付車両の貸し出しをはじめ、高齢者福祉に

関わる重要な活動を行うとともに、住民参加の福祉活動を積極的に実施し

ています。 

しかし、高齢化の急速な進行により、援助を必要とする高齢者や障がい

者等が増加し、地域における福祉ニーズはますます増大・多様化すること

が見込まれるため、より多くの人々の福祉活動への参画を促進し、住民総

参画の地域福祉体制をつくりあげていくことが必要です。 

施策の方向 
社会福祉協議会が地域福祉推進の中心的な役割を発揮できるよう、環

境の整備に努めます。 

担当課等 福祉課 
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■高齢者福祉に関する社会福祉協議会のその他の自主事業 

事業名 内容 

福祉機器の貸し出し 介護する者の日常生活を容易にするための車椅子の貸し出し 

友愛訪問 民生委員によるひとり暮らし高齢者宅訪問 

歳末慰問 地域でささえあう支援活動 

友愛通信 ひとり暮らし高齢者を対象に年賀状を送る 

あんしんカード配布 疾病等をもつ高齢者が緊急時に対応できるようカードを配布 

 

（６）ボランティア活動 

現況と課題 

住民のボランティア活動を支援するため、ボランティア登録制度を設け

るとともに、ボランティアセンターを運営し各種相談に応じています。 

また、福祉関係のボランティアの育成、個人や団体のボランティア活動

への支援活動などを行っています。 

今後、活動拠点の整備、ボランティアの機会の提供と育成、ボランティ

アセンターの充実が必要です。 

施策の方向 ボランティア活動を通じて、住民の意識向上に努めます。 

担当課等 社会福祉協議会 

 

■ボランティア登録者数の状況・目標量                      （単位：人） 

区分 

第5期計画実績 第6期計画目標量 

平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込） 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

登録者数 822 1,144 1,150 1,160 1,180 1,200 

注：人数は社会福祉協議会への登録者数。 

 

（７）要援護者あんしん見守りネットワークの活用 

現況と課題 

高齢者等が住み慣れた地域で、安心して自立した生活が送れるよう、地

域住民、民間事業者、関係機関及び行政が連携して、地域全体で要援護者

を見守る体制を確立するとともに、効果的な支援を行うことを目的として、

平成 22 年 11 月に「杉戸町要援護者あんしん見守りネットワーク」が発

足しました。 

見守りや声かけの活動を主体として、ネットワークを活かした構成機関

の連携による早期発見・相談などを通した、効果的な支援が必要です。 

施策の方向 ネットワークの支援体制の充実に努めます。 

担当課等 高齢介護課、福祉課 
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第５節 高齢者にやさしいまちづくりの推進 

１ 居住環境の整備 

（１）高齢者向け住宅の普及促進 
 

現況と課題 
今後、町営住宅の改修などの際に、高齢者等の入居に配慮した対応が必

要です。 

施策の方向 
町営住宅の改修に際しては、居住者のニーズにあわせた良質な居住環境 

づくりを進めます。 

担当課等 建築課 

 

（２）福祉のまちづくりの推進 
 

現況と課題 

公共施設の整備にあたり、埼玉県福祉のまちづくり条例に基づき、福祉

的観点に配慮したまちづくりを進めています。 

生涯学習センターや公民館では、高齢者や障がい者、乳幼児を抱えた保

護者などのための多目的トイレ、障がい者用駐車場、施設出入り口へのス

ロープなどを設置しています。 

さらに、学校施設については、障がい児などの学習環境を改善するため

エレベーターや多目的トイレを整備しています。 

今後、民間の施設についても、高齢者や障がい者などに配慮した対応が

必要です。 

施策の方向 

①公共施設の整備にあたっては、ユニバーサルデザインに配慮した整備を

進めます。 

②民間施設についても、ユニバーサルデザインに配慮した整備を促進しま

す。 

担当課等 政策財政課、福祉課、ほか施設管理担当課 

 

（３）公園・緑地などの整備 
 

現況と課題 

公園・緑地等の整備に際して、高齢者等へ配慮した整備を行っています。 

倉松公園、西近隣公園及び深輪産業団地内のいずみ公園・さくら公園に

は車椅子対応トイレを設置しています。 

今後も公園等のユニバーサルデザインに配慮した整備を進めることが必

要です。 

施策の方向 

公園等の整備に際し、車椅子対応トイレを設置するなど、高齢者が利

用しやすいようユニバーサルデザインに配慮した整備、改善を進めま

す。 

担当課等 都市施設整備課 
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（４）道路環境の整備 
 

現況と課題 

道路環境の整備に際しては、道路のバリアフリー化を推進するとともに、

設置可能な範囲で歩道整備を行っています。 

今後も、関係機関と連携し整備を進めることが必要です。 

施策の方向 
歩道の整備や段差の解消、案内板の設置などにあたっては、ユニバーサ

ルデザインに配慮した安全な道路環境の整備を進めます。 

担当課等 都市施設整備課 

 

（５）交通機関の整備・改善 
 

現況と課題 

東武動物公園駅及び杉戸高野台駅は、エスカレーター・エレベーターな

ど高齢者等に配慮した整備がなされていますが、より一層の利便性を図る

ため、案内表示や待合室の設置等について鉄道事業者に要望をしています。 

路線バスについては、東武動物公園駅を起点とする境車庫線、関宿中央

ターミナル線がありますが、路線から離れた地域では、交通手段の不便さ

があります。 

そのため、町では巡回バス（２台）を運行しており、平成 24 年度には

コース等を見直し、利用者の利便性を図っているところです。 

今後は、巡回バスのあり方も含め、住民ニーズや社会環境の変化等に適

合した公共交通手段を検討する必要があります。 

施策の方向 

①鉄道・バス輸送においては、利用しやすい環境づくりを進めるため関係

機関に要望します。 

②巡回バスのあり方も含め、住民ニーズや社会環境の変化等を踏まえ、多

くの方々に利用していただくための公共交通を目指し、検討を進めます。 

担当課等 政策財政課、住民参加推進課 

 

２ 安全な生活の確保 

（１）防災対策 
 

現況と課題 

災害時の住民の安全確保を図るため、自主防災組織による高齢者等に対

する災害時のネットワークの強化を図っています。 

また、防災訓練を実施した団体や防災用資機材を購入した団体には補助

金を交付し、自主防災活動の支援を行っています。 

今後は、高齢者など避難行動要支援者に対する災害時の支援体制の整備

を図る必要があります。 

施策の方向 

迅速な避難行動をとりにくい高齢者等を災害から守るため、地域防災計

画に基づき、各地域に避難行動要支援者の避難行動支援体制の確立や見守

りネットワークの連携に努めます。 

担当課等 住民参加推進課、福祉課、高齢介護課 
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（２）防犯対策 
 

現況と課題 

高齢者が被害者となる様々な犯罪が発生している中、特にひとり暮らし

高齢者等の被害を未然に防止することが重要になっています。 

また、近年、高齢者を狙う振り込め詐欺事件が発生しています。 

このため、犯罪が起きにくい地域環境づくりを推進し、高齢者等が安心・

安全に暮らせるまちづくりを図る必要があります。 

施策の方向 

①住民一人ひとりの防犯意識の高揚に努めます。 

②関係機関との協力のもと、地域住民と連携した防犯活動の充実に努めま

す。 

担当課等 住民参加推進課 

 

（３）交通安全対策 
 

現況と課題 

高齢者の交通事故を防止するため、交通安全運動期間において警察や関

係団体の協力を得て、自動車や自転車乗車のルールやマナーについて啓発

を図っています。 

また、自動車運転の適性を認識していただくために、シルバードライバ

ー講習への参加を呼びかけています。 

今後、ますます高齢化が進む中で、より一層の交通安全対策の充実を図

る必要があります。 

施策の方向 

①高齢者を対象にした交通安全教室の内容を充実します。 

②ドライバーへの注意を喚起するため、道路反射鏡や路面標示の設置など

を推進します。 

③運転に不安を持つ高齢者に対し、自主的に運転免許証を返納しやすい

環境づくりを支援するため、返納された方に写真付き住民基本台帳カ

ードを無料で交付します。 

担当課等 住民参加推進課、町民課 

 

（４）消費者保護 
 

現況と課題 

低金利時代を反映して近年の悪質商法は、モノではなく金融商品の詐欺

商法による大きな被害が発生しています。 

また、高齢者世帯の地震被害への不安をあおり、不必要な住宅改修工事

契約を結ぶ事件も起きています。 

悪質商法から高齢者を守るため、消費生活相談を実施していますが、迅

速な情報の提供や対応が必要です。 

施策の方向 
①広報等を通じて情報の提供に努めます。 

②相談体制の充実に努めます。 

担当課等 商工観光課 
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（５）緊急情報キット配布事業 
 

現況と課題 

急病や災害などで緊急時に必要な情報をあらかじめ指定の用紙に記入

し、ペットボトルに入れ冷蔵庫に保管するものです。 

今後、さらに住民への周知・普及を始め、認識を高めることが必要です。 

施策の方向 事業の継続を図り、緊急情報キットの普及に努めます。 

担当課等 高齢介護課 

 

■緊急情報キット配布事業の実施状況・目標量                   （単位：本） 

区分 

第5期計画実績 第6期計画目標量 

平成24年度 平成25年度 
平成26年度 

（見込） 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

累計本数 1,638 1,769 1,832 2,000 2,500 3,000 

 

 

３ 高齢者の権利擁護 

（１）福祉サービス利用援助事業 
 

現況と課題 

高齢者や知的障がい者、精神障がい者などの方が、安心して生活が送れ

るよう、定期的に訪問し、援助する福祉サービス利用援助事業（あんしん

サポートねっと）を実施しています。 

具体的な内容は、福祉サービス利用の手続き・書類の整理、日常生活に

必要な事務手続きの手伝い、日常的金銭管理、書類預かりサービスです。 

今後は、ひとり暮らし高齢者が増えることが予想されるため、サービス

の拡大が必要です。 

施策の方向 
一人で生活する利用者等が安心して生活が送れるよう、あんしんサポ

ートねっとの利用を促進します。 

担当課等 社会福祉協議会 

 

（２）成年後見制度 第 6 章・第 4 節 ３包括的支援事業 （２）権利擁護業務（P83 参照） 
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４ ＩＴ技術の高齢者への普及・活用 

（１）ＩＴ技術活用能力の向上 
 

現況と課題 

情報通信技術の急速な普及によってＩＴ技術能力は、日常生活において

も不可欠な能力の一つになりました。 

また、生活に関する身近な情報は、インターネット等を通じて迅速に取

得することができる社会となりました。 

このような中、高齢者が情報格差によって不利益を被ることがないよう

行政によるサポートが必要となります。 

施策の方向 

①高齢者のＩＴ技術向上を図るために高齢者を含めた初心者向けＩＴ講座

などを継続して開催します。 

②ボランティア団体の活動を活用し、ＩＴに関する高齢者の相談などに対

応します。 

担当課等 社会教育課（生涯学習センター） 

 

（２）保健・医療・福祉情報の提供 
 

現況と課題 

ホームページや杉戸町メール配信サービス「すぎめー」を活用して住民

サービスに関する様々な情報を提供しています。 

今後は、今まで以上にわかりやすい情報提供が必要です。 

施策の方向 

①ホームページや杉戸町メール配信サービス「すぎめー」を活用して、高

齢者の生活に必要な保健・医療・福祉に関する情報提供を進めます。 

②希望する高齢者などに対し、メールマガジンを活用した最新の保健・福

祉サービス情報や介護保険事業者に関する情報提供に努めます。 

担当課等 高齢介護課 

 

 


