
 
 
 
 
 
 

「しあわせ倍増プラン２００９」実績評価シート（７事業） 
 
 
 

●８月１０日審議分● 

Ｈ22.8.10 第１２回都市経営戦略会議 会議資料 



４　高齢者「安心して長生きできるまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）
・

（コスト・効率性）
② 取組内容
・
・ （課題）

・

・ ⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

　26人

所管課　　保健福祉局　福祉部　介護保険課　（問合せ先：048-829-1264）
　　　　　保健福祉局　福祉部　高齢福祉課　（問合せ先：048-829-1259）

　　　－

・地域の高齢者とその家族の総合的な支援を図るために地域
　包括支援センターの更なる機能強化・充実が必要です。

事業費（千円） 498,032

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

体制強化に向けた事業者
への説明会

1か所
(累計：26か所）

相談員の増員

地域包括支援センターの
整備

連絡システムの構築

地域包括支援センターの
年中無休化

H24

・平成22年度中に、地域包括支援センターを1か所増やし、市内26か所とします。
・平成22年度末までに、今後増加が見込まれる認知症相談等に対応するため、相談員を増や
　すなど地域包括支援センターの相談体制を強化します。
・平成22年度から、地域包括支援センターを、年末年始を除き年中無休で開設します。

H21 H22 H23

　26人

地域包括支援センターは、市内に25か所設置し
ており、保健師、社会福祉士、主任ケアマネー
ジャーの3人体制を基本として運営しています。
地域包括支援センターの開設日は、月曜から金
曜までの5日間を基本としています。

平成22年度中に、地域包括支援センターを1か所増やします。
平成22年度末までに、全ての地域包括支援センターの相談員を1人増やし、介護者サロンを
主宰するとともに、今後増加が見込まれる認知症相談などに対応します。
全ての地域包括支援センターにおいて、夜間、早朝でも必ず介護者と相談員の連絡がとれる
通信機器等を活用した連絡システムを構築します。
体制整備の整った地域包括支援センターから、年中無休（年末年始を除く）に取り組み、平
日に相談が困難な介護者の利便性の向上を図ります。

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

H23 H24

相談員の増員

地域包括支援センターの
年中無休化

H21（実績） H22

・平成22年度以降は、①地域包括支援センターを１か所増設、②全地域包括支援セン
　ターに相談員１名を増員、③介護者サロンの開催、④連絡システムの構築、⑤年中
　無休（年末年始を除く）に取り組みます。

地域包括支援センターの
整備 開設準備

1か所
(累計：26か所）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

体制強化に向けた事業
者への説明会 2回開催

連絡システムの構築

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので
　「ｂ」と判断。

・地域包括支援センターでは、通常の介護相談を始め、高齢
　者虐待や介護疲れの相談等も受け付けています。

・平成22年4月に地域包括支援センターを1か所（浦和
　区）開設するための準備作業を行いました。
・平成22年4月からの相談員の増員、年末年始を除く
　年中無休で開設するなどの体制強化のため、事業者
　への説明会を2回開催しました。

31　介護する人への支援体制を充実します。(すぐ)

【地域包括支援センターとは】

地域包括支援センターは、行政や地域
の医療機関、サービス提供事業者、ボ
ランティアなどと協力しながら地域の
高齢者のさまざまな相談に対応してい
ます。

・介護予防ケアプランの作成や

　介護予防指導

・事業者やケアマネージャーへの

　支援

・高齢者の権利擁護に関する相談

　　　　　　　　　　　　など

社会福祉士

保健師

主任ケア

マネージャー
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４　高齢者「安心して長生きできるまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　保健福祉局　福祉部　介護保険課　（問合せ先：048-829-1264）

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので
　「ｂ」と判断。

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

　　　－

・配食サービス事業の趣旨を踏まえ、継続的なボランティア
　の確保が必要です。

・平成22年6月から配食サービスを週5回に拡充します。

・平成22年6月から配食サービスを週5回に拡充するた
　め、委託先である社会福祉協議会、給食業者及び調理
　を行う福祉施設と協議を行いました。
・市報さいたまのさいたまんがにおいて配食サービスの
　周知及びボランティア募集の記事を掲載し、市のホー
　ムページにボランティア募集の記事を掲載しました。
　（ボランティア数  631人 H22.3月現在）

・配食サービスの周知やボランティアの募集に当たっては、
　その意義や内容について市民が理解しやすいように、さ
　いたまんがを活用しました。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯に対し、配
食サービスを週4回（月・火・木・金） 実施してい
ます。

社会福祉協議会の協力を得て、ひとり暮らしの高齢者などの、健康管理、孤独感の解消、安
否の確認などを目的として、配食サービスを週4回から週5回に拡充します。
市及び社会福祉協議会の広報誌に募集記事を掲載するなど、配食サービス事業に協力するボ
ランティアの確保に努め、実施します。

配食サービスの拡充

関係団体との協議
関係団体との協議

H24

・平成22年度の早い時期に、配食サービスを週5回（月・火・水・木・金）に
　拡充します。

H21 H22 H23 H24

関係団体との協議
関係団体との協議

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23

配食サービスの拡充
6月から週5回

事業費（千円） 143,383

32　配食サービスの拡充を図り高齢者の自立を支援します  (すぐ)
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４　高齢者「安心して長生きできるまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《33-1　高齢者サロン》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

・ （市民満足度向上に向けた取組）

② 取組内容 （課題）
・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　保健福祉局　福祉部　高齢福祉課　（問合せ先：048-829-1259）

南区
老人福祉センターの整備

　　　　　　　　　　準備 浦和区

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

実施地区（累計：27地区）
9地区

(累計：36地区)
4地区

(累計：40地区)
7地区

（累計：４７地区）

H24

・平成24年度末までに、市内全47地区社会福祉協議会で高齢者サロンを実施し
　ます。
・平成24年度末までに、老人福祉センターを2か所増やし、全10区に整備します。

H21 H22 H23

4地区
(累計：43地区)

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

実施地区（累計：30地区）

高齢者サロン未実施地区
への説明・開設支援

老人福祉センターの整備
南区

4地区
(累計：47地区)

9地区
(累計：39地区)

浦和区

　　　－

地区社会福祉協議会が、自治会や老人クラブを
単位として、高齢者サロンを実施しています。
老人福祉センターは、8区に整備しています。

地域の高齢者が集う場としての高齢者サロンの活動について、未実施の地区に実施のノウハウ
を伝える説明会を開催するなどの方法により、全地区への高齢者サロンの展開を促進します。
老人福祉センターを浦和区と南区に整備します。

（コスト・効率性）
　　　－

・高齢者サロン活動は地域住民の自主的な取組のため、ボラ
　ンティア募集や活動内容の打合せなど、活動開始までのプ
　ロセスが長く、時間をかけた支援が必要です。

・平成22年度は、市内の自治会に回覧板をお願いして、実際に高齢者サロンを開催して
　いる地域の情報を提供します。併せて、市社会福祉協議会・同区事務所、福祉総務
　課、区高齢介護課とも連携し、高齢者サロン未実施地区への開設支援を行います。

事業費（千円） 13,809

H24

高齢者サロン未実施地
区への説明・開設支援

⑤ 評価理由

・平成21年度の高齢者サロンの実施地
　区数が27であり、目標数の30に到達
　しなかったので、「ｃ」と判断。

達 成 度
進捗度 加点･減点

４点ｃ →

・平成21年度の高齢者サロン実施地区数は、新たに6地
　区で実施しましたが、5地区で未実施となったため、
　増減プラス1の27地区となり、目標の30地区に届き
　ませんでした。
・老人福祉センター未整備の2区のうち、浦和区内の事
　案については、平成22年度の備品購入費用の予算を
　計上するとともに、老人福祉センター設置条例改正の
　準備を行いました。南区の事案についても施設の一部
　を取得する予算を計上し、整備に向け順調に進捗して
　います。

33　空き教室や空き店舗、遊休施設などを活用し、各区に高齢者サロン・介護
       者サロンを設置します。 (4年以内)

【高齢者サロン実績】

区
高齢者サロン実施
地区社協数

老人福祉センター
設置状況

西 3 ○
北 4 ○
大宮 5 ○
見沼 3 ○
中央 1 ○
桜 0 ○
浦和 4 －
南 1 －
緑 3 ○
岩槻 2 ○
計 26
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４　高齢者「安心して長生きできるまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《33-2　介護者サロン》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・
（市民満足度向上に向けた取組）

・

② 取組内容
・

・

⑦ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　保健福祉局　福祉部　介護保険課　（問合せ先：048-829-1264）

事業費（千円） ※（498,032）

達 成 度
進捗度 加点･減点

９点a →

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

地域包括支援センターは市内に25か所（平成22
年度1か所増）設置しています。
3か所の地域包括支援センターで介護者サロン
を実施しています。

市内全ての地域包括支援センターで介護者サロンを実施し、介護者同士の交流の機会を拡大
し、情報交換と悩み事の相談を行うことにより、介護疲れの軽減を図ります。
介護サービス実施時の声かけなどにより、介護者の参加を促し、介護者が悩み事を1人で抱
え込まないよう働きかけます。

・平成24年度末までに、市内全ての地域包括支援センターで介護者支援のための
　介護者サロンを実施します。

H21 H22 H23

介護者サロンの周知

3か所 26か所
介護者サロンの実施

H24

介護者サロンの実施

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

26か所

H23 H24

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標である3か所
　を上回る11か所で介護者サロンを実
　施したため　「ａ」と判断。

・平成21年度は、11の地域包括支援センターが介護者
　サロンを実施し、31回開催、延べ268人が参加しま
　した。
・平成24年度末までに全ての地域包括支援センターで
　介護者サロンを実施するために、事業者への事前説明
　を2回行いました。

・平成22年度以降も、各地域包括支援センターの状況に応じて介護者サロンを実施し
　ていくとともに、介護者サロンの周知に取り組みます。

（課題）

　　　－

・介護者が一人で悩み事を抱えないように、介護者サロンの
　周知をきめ細かく行っていく必要があります。

H21（実績）

【介護者サロン参加者の主な声】
・今後もこのような交流会、介護者
　の健康状態、気分転換の方法、施
　設見学会などを実施してほしい。
・兄弟や友人に話せないこともここ
　に来れば話すことができる。
・経験が浅く戸惑っていたが、ベテ
　ラン介護者の対応方法を聞くこと
　ができて参考になった。
・同じような悩みを抱える者同士が
　意見交換でき、気分が楽になっ
　た。次回の参加希望あり。
・気兼ねなく来れるところが良く、
　色々な考えが聞け学べた。
・継続した開催を希望する。　　等

※事業費については、「31　介護する人への支援体制を充実します。（498,032
　千円）」で総括的に算定しており不可分です。

H22

11か所

・介護者サロンでは、高齢者を介護する家族の方が参加し、
　介護に関する簡単な勉強会を行ったり、グループに分か
　れてお茶などを飲みながら参加者が自由に話し合える場
　をつくっています。

（コスト・効率性）

介護者サロンの周知

33　空き教室や空き店舗、遊休施設などを活用し、各区に高齢者サロン・介護
       者サロンを設置します。 (4年以内)

【介護して困っていること】

41.1

22.5

21

19.8

9.1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

精神的な負担が大きい

（ストレスがたまっている）

身体的な負担が大きい

他に介護する家族などがいない

（家族などの協力が得られない）

本人についつらくあたってしまうことがある

悩みなどを話し合える仲間がいない

（H20.3月アンケートから）
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４　高齢者「安心して長生きできるまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

・
（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　保健福祉局　福祉部　高齢福祉課　（問合せ先：048-829-1260）

※　就業率=年間就業実人員／3月末(21年度)会員数×100＝4,206人/5,049人×100=83.3%

・

・

　　　　　300件

シルバーバンクのマッチ
ング数の拡大 130件 200件 250件

シニア生き方発見セミ
ナーなどの充実 　2回開催（6月・3月）

H24

シルバー人材センターの
会員数の拡大

295人
（累計：5,049人）

651人
（累計：5,700人）

300人
（累計：6,000人）

300人
（累計：6,300人）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

シルバーバンクのマッチ
ング数の拡大

300人
（累計：6,000人）

シルバー人材センターの
会員数の拡大

300人
（累計：6,300人）

シニア生き方発見セミ
ナーなどの充実

シルバー人材センターの会員数は4,754人で、
就業率は85%です。
シルバーバンクのマッチング数は、38件です。

646人
（累計：5,400人）

300人
（累計：5,700人）

150件 200件 250件

(注１)シルバー人材センターとは、高齢者雇用安定法により設立された公益法人。高齢者のために臨時的かつ短期的な仕
　　　事・その他の軽易な仕事への就業の提供・支援などを業務としている。

H24

・平成24年度末までに、シルバー人材センター（注1）の会員数を6,300人に、年間就業率を
　90％にします。
・平成24年度末までに、シルバーバンク（注2）のマッチング数を年間300件以上にします。

H21 H22 H23

シルバー人材センターの会員増や就業先拡大について周知活動などを行い、事業運営を支援
します。
社会福祉協議会や市民活動団体などの関係団体と連携を図り、シルバーバンク登録者の活動
の場を確保します。
「シニア生き方発見セミナー」など、団塊の世代などを対象としたセミナーを充実します。

・シニア生き方発見セミナーの参加は、従来、はがきによる
　申込みでしたが、参加者の増員を目指して電話による申込
　みに変更した結果、参加者数が55.6％増加しました。

　　　－

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

(注２)シルバーバンクとは、地域の中で様々な活動を希望する高齢者を4種類の人材バンクに登録し、専任のコーディネー
　　　ターによって、地域活動の人材を求める団体・施設等とのマッチングを行っている。

300件

・シルバー人材センターにおいて、引き続き「会員１人が１人を誘う運動」を推進する
　とともに、地域に浸透した、きめ細かな活動を検討し、会員及び就業の場の確保に努
　めます。シルバーバンクについても関係団体と更なる連携を図り、マッチング件数の
　拡大に努めます。

・シルバー人材センターの会員増を図るため、地域における
　勧誘活動の更なる強化を行うとともに、シルバーバンクの
　マッチング数の拡大に向けてコーディネーター自らがボラ
　ンティア受入先獲得のための訪問活動を実施するなどの必
　要があります。

シニア生きかた発見セミナー
グループワーク風景

平成21年度　2回開催　延べ6日間
　　　　　　参加者数 延べ281人

事業費（千円） 216,074

⑤ 評価理由

・平成21年度のシルバー人材センター
　会員数295人増、シルバーバンクマッ
　チング件数130件といずれも目標値
　（646人増、150件）に達しなかったの
　で、「ｃ」と判断。

達 成 度
進捗度 加点･減点

４点ｃ →

・シルバー人材センターについては、市報による会員募
　集の記事掲載などにより、平成21年度の会員数は、
　前年度から295人増加し、5,049人となったものの、
　目標の5,400人に達しませんでした。また、経済不安
　の影響もあって企業からの申込みも減少し、就業率※
　も83.3％と低下しました。
・シルバーバンクのマッチングについては、福祉施設や
　ボランティア団体などと連携を図った結果、マッチン
　グ件数は、前年度から92件増加し、130件となりま
　したが、目標の150件に達しませんでした。
・退職後の新しい生き方を考える場であると同時に、地
　域の同年代の方との出会いと交流の場となる「シニア
　生き方発見セミナー」を2回開催しました。

34　シルバー人材センターの充実や団塊の世代の市民活動の推進など、高齢者が
　　地域で働く場を増やします。（4年以内）

【シルバー人材センターの会員数と就業率】
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４　高齢者「安心して長生きできるまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

・

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

・
⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　保健福祉局　福祉部　高齢福祉課　（問合せ先：048-829-1260）

平成22年度シニアユニバーシティ
新設・定員増員

・大学　　 557名
・大学院　 467名
　 合計　1,024名

平成21年度シニアユニバーシティ
卒業生

・大学院北浦和校福祉科
　　　　　　　　定員20名新設
・大学岩槻校　　定員20名増員
・大学院岩槻校　定員20名増員
　　合計　　　　定員60名増員

⑤ 評価理由

・シニアユニバーシティの充実に関して
　平成21年度の取組内容等のとおり進
　捗したので「ｂ」と判断。ただし、卒業
　生のシルバーバンク登録者数が10名
　であり、目標の50名に達しなかったの
　で、減点。

達 成 度
進捗度 加点･減点

６点b  

卒業生の活動拠点の整
備

整備場所確定 設計等

100名

大学院卒業生のシル
バーバンクへの登録者増

10名 100名 100名

学科の新設
福祉科新設準備 福祉科設置

H23 H24

定員の拡大
定員増員準備 定員60名拡大

・卒業後、積極的に地域貢献できる人材を育成するた
　め、平成22年度からの新たな学科（福祉科）の設置
　準備や既存校の定員拡大に向けた準備を行いました。
・（仮称）大宮駅西口第４地区複合施設にシニアユニ
　バーシティの活動拠点となる本部事務局及び講座室
　を導入することとしました。
・大学院卒業生のうち、平成21年度のシルバーバンク
　登録者数は、10名でした。

　　　－

・受益者負担の観点から受講者から徴収する資料代について
　検討を行い、平成22年度から増額することとしました。

・従来のシニアユニバーシティは学びや交流を中心としてい
　ましたが、今後は卒業生の地域貢献や社会活動を促進する
　ため、シルバーバンクへの加入促進について検討します。

定員の拡大

学科の新設

シニアユニバーシティは、一般教養を学ぶ大学
（定員564人）・大学院（定員528人）を各5校、ＩＴ
科と音楽科を学ぶ専門課程（定員40人）を大学
院大宮中央校に設置しています。
卒業後の諸活動を行うシニアユニバーシティ校
友会連合会が組織されており、約6割が参加して
います。

アンケート調査などにより高齢者のニーズを把握し、カリキュラムの見直しや専門課程の新
設を行います。
平成23年度末までに、5校舎をとりまとめる本部機能を備えた、卒業生の活動拠点となる施
設を整備します。
入学募集案内の中に、卒業後は地域貢献や社会活動への参画を促す内容などを盛り込み、シ
ルバーバンクの登録者を増加します。

卒業生の活動拠点の整備

大学院卒業生のシルバー
バンクへの登録者増

50名 100名 100名 100名

H24

・平成24年度末までに、定員を1割増やし1,245人とします。
・平成23年度末までに、卒業生の活動拠点となる施設を整備します。
・平成24年度末までに、校友会活動に参加する卒業生を9割以上とします。
・大学院卒業生のうち平成21年度は1割の50人を、22年度以降は2割の100人をシルバーバンク
　へ登録します。

H21 H22 H23
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

・平成22年度以降は、卒業生の社会参加を一層促進するため、シルバーバンクへの登
　録を促進します。

事業費（千円） 12,392

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22

35　シニアユニバーシティを充実します。（4年以内）

【シニアユニバーシティの定員と卒業生の推移】
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４　高齢者「安心して長生きできるまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・ （市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

・

・ ⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　保健福祉局　福祉部　高齢福祉課　（問合せ先：048-829-1259）

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので
　「ｂ」と判断。

・高齢者のニーズに合った協賛店を多く獲得する必要があり
　ます。
・多くの高齢者に利用してもらうために、より効率的な事業
　の周知を図る必要があります。

・協賛店の獲得に向け、商店会連合会に事業概要の説明
　を行い、また、商工会議所に会報への協賛店募集記事
　の掲載を依頼しました。
・シルバー元気応援ショップ事業実施要綱案を作成する
　とともに、平成22年5月から協賛店の申込受付を開始
　するため、業務委託・チラシ作成等に係る事前の準備
　を行いました。

　　　－

・より多くの協賛店の獲得を目的として、商工会議所の会報
　に募集記事を掲載するに当たり、店舗が申込みをしやすい
　ように、会報に募集チラシを折り込んでもらうよう依頼し
　ました。

(注１)シルバーカードとは、65歳以上の市民に介護保険被保険者証送付時などに発行しているもの。緊急時の連絡先などが
　　　 記入できるようになっている。

店舗リストの送付などに
よる制度の周知

協賛ステッカー・ポスター
配布

200店舗
(累計：1,000店舗)

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22

協賛店の募集・登録
募集準備 600店舗

200店舗
(累計：800店舗)

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H23

「シルバーカード」により、市内の老人福祉セン
ターを無料で利用できる制度はありますが、市内
の店舗で割引を受けられる制度はありません。

市内の商店会連合会や商工会議所などと連携して、「（仮称）シルバー元気応援ショップ制
度」の協賛店を募ります。
協賛店には、協賛ステッカーやポスターを配布します。
協賛店リストをホームページで公表するとともに、65歳以上市民（約24万人）へ送付します。
市報やホームページなどで、「（仮称）シルバー元気応援ショップ制度」の周知を行います。

・平成22年度に制度を創設します。
・各年度の協賛店舗数の目標を達成するため、協賛店の獲得に努めるとともに、高齢者
　に対して事業の周知を図ります。

・協賛店からの申込みを委託業者が直接受理する仕組みと
　し、申込みから登録までの時間短縮を図りました。

シルバー元気応援ショップ協賛店募集
内容
～高齢者のくらし応援に協力していた
だくために～
■協賛までの流れ
①特典を決める。
（代金割引、ポイント追加、無料サ
　ービスなどの特典は協賛店で自由
　に決めていただけます。）
②申し込みをする
③登録・協賛ステッカーを提示する。
（登録無料）
■協賛のメリット
☆高齢者にやさしい店舗としてイメー
　ジがアップし、活性化が図れます。
☆協賛者の名称、所在地、電話番号、
　特典内容等は、市ホームページ等に
　掲載します。

H24

店舗リストの送付などによ
る制度の周知

200店舗
(累計：800店舗)

H24

・平成22年度中に、65歳以上の市民に配布している「シルバーカード（注1）」を提示すること
　により、市内の店舗で割引などの優待が受けられる「（仮称）シルバー元気応援ショップ
　制度」を創設します。
・平成22年度中に協賛店600店舗で開始し、平成24年度末までに1,000店舗に増やします。

H21 H22 H23

協賛店の募集・登録

協賛ステッカー・ポスター
配布

200店舗
(累計：1,000店舗)

600店舗

事業費（千円） 0

36　高齢者を対象とした、（仮称）シルバー元気応援ショップ制度（割引制度）
　　を創設します。（4年以内)

【さいたま市シルバーカード】
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