
地域の課題解決や取組みに向けて、令和元年8月から計６回の協議体を開催しました。
「生活支援体制整備事業」について理解を深め「この地区のいいところ、魅力」などを話しあいました。

生活支援体制整備事業

平野中学校地区協議体だより

〔第2回〕令和元年9月30日（月） 〔場所〕蓮田市総合文化会館（ハストピア）

推薦会で選出されたメンバー全員で地区協議体の立上げについて承認しました。
自己紹介を含め、日頃の活動から感じていることをメンバー間で話しあいました。

話しあったこと・意見
・地域活動に集まる人はいつも同じ、出てこない人への参加を促したい

・若い世代を巻き込んでいきたい、子どもたちのことも話したい
・隣近所との交流はできている、活動したい人を、どうしたら活動に繋げていけるか
・年齢とともに自転車や車の移動ができなくなってきた
・地域によっては病院やお店のないところがある
・認知症の人には、チェックリストなどがあれば受診もすすめやすい

〔第1回〕令和元年８月2日（金） 〔場所〕特別養護老人ホーム ひので

協議体メンバーの集い 講演会 協議体ですすめる「お互いさまの地域づくり」
講 師 ルーテル学院大学学⾧ 市川 一宏氏

〔第3回〕令和元年11月6日（水） 〔場所〕特別養護老人ホーム ひので
～協議体メンバーの集い～のポイントを振り返り「この地区のいいところ、気になるところ」

について話しあいました。

メンバーの感想 ・既存のものを活用すること、自分のできることから始めることが大切だ、と改めて感じた
・障がい・高齢者・子どもを分けずに、一緒に何ができるか考えたい

〔第4回〕令和元年12月12日（木） 〔場所〕特別養護老人ホーム ひので
「この地区のいいところ、気になるところ」のつづき。
特に場所（施設）や環境（その他）について話しあいました。

〔第5回〕令和２年1月30日（木） 〔場所〕特別養護老人ホーム ひので
「この地区のいいところ、気になるところ」のつづき。
特に団体やグループ、個人について話しあいました。

〔第1回〕令和２年10月27日（金） 〔場所〕ふれあい福祉センター

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2月からの協議体の開催は中止延期となりました。

平野中学校地区は、蓮田市の北部に位置する自然豊かなエリ
アです。平野小学校、平野中学校での小中一貫教育の取組み、
地区全体での『敬老会（※）』、『平野地区子どもまつり
（※）』、伝統行事『おししさま（※）』など “ふれあい、つな
がり”を大切にしている地域です。（※の行事は新型コロナウイ
ルスの影響により今年度は中止となりました。）

♪平野中学校地区はこんなところ♪

平野中学校地区にある福祉施設です
🎵多様な福祉施設があります🎵

＜特別養護老人ホーム＞
ひので

＜グループホーム＞
平野ひので

＜小規模多機能型施設＞
あおい

＜デイサービス＞
うるひらデイ

＜生活介護＞
はなみずき作業所

令和元年度

感染症対策を講じて、約9カ月ぶりにメンバーが顔を合わせて開催することができました。
コロナの中での地域の生活の様子や課題、今後の活動などについて話しあいました。

令和２年度



地域の課題解決や取組みに向けて、令和元年7月から計5回の協議体を開催しました。
「生活支援体制整備事業」について理解を深め、「この地区のいいところ、魅力」などを話し合いました。

生活支援体制整備事業

黒浜西中学校地区協議体だより

コロナ禍における生活意識・行動の変化

今年6月、「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に
関する調査（内閣府）」が発表されました。同調査によると、新型コロナウイルス
感染症拡大前後において「社会とのつながりの満足度」が減少し、同居する人以外との会話につい
て「誰とも話さない」が増加したとの調査結果でした。また、感染拡大前と比較し「社会とのつな
がりの重要性をより意識するようになった」との回答が39.3%でした。
この調査結果からも、改めて「人や社会とのつながり」の大切さが伺えます。「人や社会とのつ

ながり」の重要性は今後の協議体の大きなをテーマです。

〔第2回〕令和元年9月30日（月） 〔場所〕蓮田市総合文化会館（ハストピア）
～協議体メンバーの集い～ 講演会 協議体ですすめる「お互いさまの地域づくり」
（講師）ルーテル学院大学学⾧ 市川 一宏氏
・みんなで考え一緒にやっていく、できることからチャレンジする
・地域にあるものを資源として考える、子供たちに姿を見せていく など

「この地区のいいところ、魅力」の続き。地区内の団体や個人に焦点を当て話し合いました。
〔第4回〕令和2年1月8日（水） 〔場所〕ふれあい福祉センター

・地域の行事やお祭り、音楽や文化のサークル活動、班会、防犯や下校パトロール、ラジオ体操が盛ん
・特技を活かして活動している、地域独自の活動がある など

〔第３回〕令和元年11月14日（木） 〔場所〕ふれあい福祉センター
前回の講演会のポイントの振り返りから「この地区のいいところ、魅力」などについて、
場所（施設）、環境（その他）をラベル化して話し合いました。
・自治会館が活用されている、防犯や防災の意識が高い など

推薦会で選出されたメンバー全員で地区協議体の立上げについて承認しました。
初めての顔合わせ、自己紹介を含め日頃の活動から感じていることを話し合いました。

〔第1回〕令和元年7月31日（水） 〔場所〕ふれあい福祉センター

・一歩踏み出せないひとを地域で見守るにはどうしたら良いか
・高齢になり、さいたま栗橋線を1回で渡り切れない人が増えている
・「この場所に住んで良かった」と思えるような地区になったら良いと感じている など

地区担当コーディネーター

（発行）蓮田市社会福祉協議会

蓮田市関山4-5-6 ☎048-769-7111

※本事業は蓮田市からの受託事業です

令和元年度

令和２年度

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、２月からの地区協議体の開催は中止延期となりました。

感染症対策を講じて、約10か月ぶりにメンバーが顔を合わせて開催することができました。
コロナの中での地域での生活や課題、今後の活動に向けた取組みアイデアなどについて話し
合いました。

〔第1回〕令和2年11月11日（水） 〔場所〕ふれあい福祉センター

・外出の機会が減り、身体も気持ちも不調なかたがいる
・外出のきっかけとして、外でできる活動があると良い
・たまに顔を合わせるとホッとする など



地域の課題解決や取組みに向けて、令和元年8月から4回の協議体を開催しました。
「生活支援体制整備事業」について理解を深め「この地区のいいところ、魅力」などを話しあいました。

生活支援体制整備事業

黒浜中学校地区協議体だより

〔第2回〕令和元年9月30日（月） 場所:蓮田市総合文化会館（ハストピア）

推薦会で選出されたメンバー全員で地区協議体の立ち上げを承認しました。
その後、自己紹介を含め日頃の活動から感じていることを話しあいました。
話しあったこと

・サロンの活動が広がってきているが、誘っても来ない人、来れない人がいる
・誰とでも楽しめる、誰とでも集えることがしたい
・おせっかいできる人やグループが地域に必要 ・自治会を抜ける人が増えている
・パルシー、ハストピアにいく交通手段がない ・車の運転や交通手段が課題になってきている

〔第1回〕令和元年8月9日（金） 場所:蓮田市社会福祉協議会 会議室

～協議体メンバーの集い～ 講演会 協議体ですすめる「お互いさまの地域づくり」
（講師）ルーテル学院大学学⾧ 市川 一宏氏

〔第３回〕令和元年11月19日（火） 場所:蓮田市社会福祉協議会 会議室
前回の講演会のポイントを振り返り、「この地区のいいところ、見えてくる魅力」についてラベル化して
話しあい、「東埼玉病院」「サービスエリア」についての意見が多くありました。

〔第4回〕令和２年1月22日（水） 場所:蓮田市社会福祉協議会 会議室
「この地区のいいところ、見えてくる魅力」の続き。団体、個人の活動についてラベル化して話しあいま
した。「サロン活動」「地域での自主活動」などについて意見がありました。

♥ 魅力がいっぱい！地区コーディネーターによるちょこっと魅力紹介コーナー ♥

様々な福祉施設等があります

就労継続支援B型作業所
かもめ作業所

障害福祉サービス事業
蓮田はすの実作業所

障害者支援施設
蓮田太陽の里 大地

国立病院機構
東埼玉病院

季節の花が綺麗に咲きます

東埼玉病院の敷地内にある遊歩道
には曼珠沙華が綺麗に咲きます♪

江ヶ崎の154号線沿いに
コスモスが綺麗に咲きます♪

認知症対応型共同生活介護
グループホームひので

介護老人福祉施設
蓮田園

（発行）蓮田市社会福祉協議会

蓮田市関山4-5-6 ☎048-769-7111

※本事業は蓮田市からの受託事業です

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、 ２月からの地区協議体の開催は中止延期となりました。

〔第１回〕令和２年10月2８日（水） 場所:蓮田市社会福祉協議会 会議室

★協議体メンバー紹介★

黒浜中学校地区協議体のメンバーは、民生委員・自治会・サロン代表者・新聞店所長・
郵便局長・社会福祉法人職員で構成され、活動しています。

令和元年度

感染症対策を講じて、約９か月ぶりにメンバーが顔を合わせて開催することができました。コロナの中で
の地域での生活や課題、今後の活動に向けた取組みアイデアなどについて話しあいました。

令和２年度



地域の課題解決や取組みに向けて、令和元年7月から計5回の協議体を開催しました。
「生活支援体制整備事業」について理解を深め、「この地区のいいところ、魅力」などを話し合いました。

生活支援体制整備事業

蓮田南中学校地区協議体だより

〔第2回〕令和元年9月30日（月）〔場所〕蓮田市総合文化会館（ハストピア）
～協議体メンバーの集い～ 講演会 協議体ですすめる「お互いさまの地域づくり」

（講師）ルーテル学院大学学長 市川 一宏氏

〔第1回〕令和元年7月30日（火）〔場所〕医療法人社団 心の絆 蓮田よつば病院
推薦会で選出されたメンバー全員で地区協議体の立上げについて承認しました。
初めての顔合わせ、自己紹介を含め日頃の活動から感じていることを話し合いました。

〔第3回〕令和元年11月16日（火） 〔場所〕医療法人社団 心の絆 蓮田よつば病院
前回の講演会のポイントを振り返り、「蓮田南中学校地区のいいところ」について環境や施設
に焦点を当てて話し合いました。地域の様々な魅力を整理しました。

〔第4回〕令和2年1月28日（火）〔場所〕医療法人社団 心の絆 蓮田よつば病院
前回の「蓮田南中学校地区のいいところ」の続きとして、地域で活動しているグループや団体
と個人に焦点を当てて話し合いました。地域の人々の多様な活躍・取り組みを再確認し、協議
体メンバーそれぞれが取り組んでいる活動も共有しました。

〔第１回〕令和2年10月27日（火） 〔場所〕ふれあい福祉センター
感染症対策を講じて、約9か月ぶりにメンバーが顔を合わせて開催することができました。
コロナの中での地域での生活や課題、今後の活動に向けた取り組みなどについて話し合いました。

◎地区のいいところの意見
【環境】見沼代用水、田園地帯、のくぼ通り、駅に近い立地 等
【施設】蓮田よつば病院、慶福寺、老人福祉センター、根ヶ谷戸公園、中央公民館 等

◎地区のいいところの意見
【団体】防犯パトロール、オレンジカフェ、茶の友会、ミニデイサービス南蓮田 等
【個人】小学校の見守り、手話の普及に努めている方、民生委員 等

日本は2007年には高齢化率が21%を超え、超高齢社会に突入しています。
そのような中、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると推計され
ています。2015年には「新オレンジプラン（認知症施策推進総合戦略）」が策
定され、認知症の人も自分らしく暮らし続けることができる社会の実現が目標と
なっています。
高齢化率は今後も上昇し続ける見込みです。蓮田南中学校地区協議体では、高

齢で認知症になってもみんなが住みよい街づくりに向けて、地域の中でできるこ
とについて話し合いをすすめています。

認知症サポーターの証
オレンジリング

（発行）蓮田市社会福祉協議会

蓮田市関山4-5-6 ☎048-769-7111

※本事業は蓮田市からの受託事業です

令和元年度

令和２年度

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、 ２月からの地区協議体の開催は中止延期となりました。

◎メンバーの声
・地域のニーズを吸収していきたい ・高齢者、男性のひとり暮らし増えている
・クリーン作戦に親子参加の姿がある、子どもが活動に馴染むと大人にも広がる
・リタイアした男性も多い、災害、緊急時の助け合いが出来るのではないか
・ふるさとを感じてもらえるような場づくりを模索している



地域の課題解決や取組みに向けて、令和元年7月から計５回の協議体を開催しました
「生活支援体制整備事業」について理解を深め、「地区のいいところ、魅力」などを話し合いました

生活支援体制整備事業

蓮田中学校地区協議体だより

話し合ったこと
・サロンなどの地域活動に参加する人は同じ、出てこない人をどうしていくか
・空き家を活用してサロンを開催しているが、参加者の多くは女性、男性の参加はない
・外出が難しい高齢者が増えている反面、危ない車の運転をやめない高齢者がいる
・草取りが困難になっている。道に出ている枝木の「緑の終活」をすすめてはどうか
・地域の気づきが命を救った事例もあった ・コミュニケーションやあいさつが増えるようになればいい

〔第2回〕令和元年9月30日（月） 〔場所〕蓮田市総合文化会館（ハストピア）
協議体メンバーの集い 講演会 協議体ですすめる「お互いさまの地域づくり」

講 師 ルーテル学院大学学⾧ 市川 一宏氏

〔第3回〕令和元年11月13日（水） 〔場所〕社会福祉法人吉祥福寿会 吾亦紅
～協議体メンバーの集い～のポイントを振り返り、「この地区のいいところや魅力」について、個人や団体の
活動をラベル化し話し合いました。「パトロール、防犯、見守り」「自治会を中心としたコミュニティ」など
について意見がありました。

〔第4回〕令和２年1月14日（火） 〔場所〕社会福祉法人吉祥福寿会 吾亦紅
「この地区のいいところや魅力」のつづき。今回からグループワークを蓮田北小学校地区と蓮田中央小学校地区に
分かれて行いました。「場所・施設」や「環境・その他」に関する内容を中心に話し合い、小地域での「いいとこ
ろや魅力」「課題」などについて意見がありました。

メンバーの感想 ・既存のものを使うこと、できることから始めることを改めて感じた
・地域で活かせる活動を幅広い視点で考えたい

〔第1回〕令和２年11月12日（木） 〔場所〕ふれあい福祉センター
感染症対策を講じて、約10か月ぶりにメンバーが顔を合わせて開催することができました。
コロナの中での地域での生活や課題、今後の活動に向けた取組みアイデアなどについて話し合いました。

〔第1回〕令和元年7月25日（木） 〔場所〕社会福祉法人吉祥福寿会 吾亦紅
推薦会で選出されたメンバー全員で地区協議体の立上げについて承認しました。
自己紹介を含め、日頃の自身の活動から感じていることなどを話し合いました。

令和元年11月29日（金）
蓮田中学校での小学校中学校の合同福祉教育の視察
〇蓮田中央小学校4学年3クラス(96名)、蓮田中学校2学年4クラス(141名)
〇聴覚に障がいのあるかたへの理解と手話体験、「誰もが住みよい町」について考える
（協力:蓮田市聴覚障害者協会、手話「はすの実会」）

協議体メンバーの活動紹介

☆蓮田中学校は…☆
生徒数４１７人 １４学級 （蓮田一大きな中学校）
あいさつ日本一をめざしています。平成３０年度埼玉県社会福祉協議会主催の福祉作文
コンクールでは、在校生の応募作品が審査員特別賞を受賞しました。

吾亦紅、翔裕園、グッドタイムリビング、
オークプラザなどの入所施設もあります

蓮田中学校地区には

高齢者の福祉施設が充実してます

～社会福祉法人吉祥福寿会 吾亦紅～ ～社会福祉法人元気村 蓮田ナーシングホーム翔裕園～

（発行）蓮田市社会福祉協議会

蓮田市関山4-5-6 ☎048-769-7111

※本事業は蓮田市からの受託事業です

令和元年度

令和２年度

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、２月からの地区協議体の開催は中止延期となりました。


