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資料編 

１ 計画の策定経過 

月日 実施内容 

平成 30 年度 

10 月 12 日 ◇第１回 第３次深谷市地域福祉計画検討委員会 

（１）地域福祉の概要及び国・県などの動向について 

（２）第３次深谷市地域福祉計画掲載項目について 

（３）今後のスケジュールについて 

11 月２日 ◇第１回 深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画策定委員会 

（１）地域福祉の概要、国・県などの動向について 

（２）市民アンケート調査項目、団体調査項目（案）について 

（３）今後のスケジュールについて 

11 月 20 日 ◇第２回 第３次深谷市地域福祉計画検討委員会 

（１）第３次深谷市地域福祉計画の概要説明について 

（２）第３次深谷市地域福祉計画ガイドラインによるまとめについて 

12 月 17 日 ◇第２回 深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画策定委員会 

（１）第３次深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画について 

（２）市民アンケート（案）について 

（３）団体・事業者アンケート（案）について 

 

12 月４日 

１月 21 日 

◇ワークショップの実施 

①第１回 40 人参加 

②第２回 41 人参加 

１月 15 日～ 

２月 12 日 

◇アンケート調査の実施 

①市民：配布数 2,000件、回答数 1,086件（平成 31 年１月 28 日～2 月 12 日） 

②団体・事業者：配布数 56件、回答数 43件（平成 31 年１月 15 日～2 月 12 日） 

令和元年度 

４月 12 日 ◇第３回 第３次深谷市地域福祉計画検討委員会 

（１）第３次深谷市地域福祉計画の概要説明について 

（２）第３次深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画の骨子案について 

４月 15 日 ◇第３回 深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画策定委員会 

（１）ワークショップ及び市民アンケート、団体・事業者アンケートの結果報告について 

（２）第３次深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画の骨子案について 

６月 25 日 ◇第４回 第３次深谷市地域福祉計画検討委員会 

（１）第３次深谷市地域福祉計画の素案について 
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月日 実施内容 

７月８日 ◇第４回 深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画策定委員会 

（１）第３次深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画の素案について 

８月２日 ◇第５回 第３次深谷市地域福祉計画検討委員会 

（１）第３次深谷市地域福祉計画の素案について 

８月８日 ◇第５回 深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画策定委員会 

（１）第３次深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画の素案について 

９月５日～ 

９月 25 日 

◇パブリックコメントの実施 

３名の市民から延べ 26件のご意見 

10 月１日 ◇第６回 第３次深谷市地域福祉計画検討委員会 

（１）第３次深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画の素案について 

10 月７日 ◇第６回 深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画策定委員会 

（１）第３次深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画の素案について 
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２ 市⺠参加概要  

◇深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画策定委員会 

目的 

地域福祉計画・地域福祉活動計画案の内容を協議し、市及び社会福祉協議会へ提案

をする。 

対象・抽出等 

学識経験者や社会福祉関係団体、市民活動関係団体、市内小・中学校長、深谷市人

材バンク登録者、市職員の代表者など 15 人で構成。 

実施時期 平成 30 年 11 月～令和元年 10 月（全６回実施） 

 

◇ワークショップの実施 

目的 

地域福祉活動の中心となる市民の視点から、地区のいいところや課題について様々

な意見をいただき、地区の課題を解決するためのアイデアや今後の目指す方向性

等、計画策定にあたっての基礎資料とするために実施した。また、ワークショップ

を通じて市民同士の交流や地域福祉に関する意識を醸成することを目的とする。 

対象・抽出等 市内 12 地区の市民（各地区３～５人） 

実施時期 

第１回：地区の現状を洗い出そう！ 

平成 30 年 12 月 4 日（40 人） 

第２回：今後の方向性を検討しよう！ 

平成 31 年１月 21 日（41 人） 

 

◇アンケート調査の実施 

市民及び市内団体・事業者に対し、福祉に関する意識や実態、要望等の情報を整理・分析

し、課題を明らかにするとともに、計画の方向性等の検討に向けた策定の基礎資料とするた

め実施しました。 

①市民アンケート 

対象・抽出等 20 歳以上の市民 2,000 人（住民基本台帳より無作為抽出） 

実施時期 配布数 2,000 件、回答数 1,086 件（平成 31 年１月 28 日～2 月 12 日） 

 

②団体・事業者アンケート 

対象・抽出等 

活動エリア及び活動内容・分野により抽出 

・ボランティア団体・市民活動団体 20 件 

・民生委員・児童委員協議会 10 件 

・自治会支会 12 件 

・社会福祉法人等事業者 14 件 

実施時期 配布数 56 件、回答数 43 件（平成 31 年１月 15 日～2 月 12 日） 

 

◇パブリックコメントの実施 

目的 市民の意見を反映した計画とするため、計画素案を公表し、意見を募集する。 

対象・抽出等 

計画素案を市内の公共施設等 17 か所に設置するとともに、ホームページ上に公開

し、市民や市内で活動する各種団体から意見を求める。 

実施時期 

令和元年９月５日～９月 25 日 

３名の市民から延べ 26件のご意見 
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３ ワークショップ結果概要 

各地区の「地区ごとで解決に向けて取り組むべき課題」を項目づけると、以下の通りにな

ります。 

 
深
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羅 

明
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大
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八
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豊
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上

柴 
南 岡

部 

川

本 

花
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地域のつながり・交流の希薄化 ● ● ● ●  ●  ● ● ● ●  

自治会のあり方・運営・存続 ● ● ●  ● ●  ● ● ●   

交流の場における参加者の減少・固定化 ● ●  ●   ● ● ●  ●  

見守りが必要な人への関わり方・働きかけ ● ● ●   ●  ● ● ●   

生活環境（交通・買い物支援・ごみ出しなど） ●  ●  ● ● ● ●  ●   

世代間交流の機会不足 ●    ● ●   ●   ● 

交流の場づくり・環境整備  ●   ●   ●  ●   

地域活動の担い手不足・高齢化  ●     ● ●     

農業振興  ●   ●     ●   

支え合いの意識醸成     ●   ●    ● 

福祉サービスの充実・提供体制     ●   ●     

課題解決のしくみづくり            ● 

少子化対策     ●        

■上位５項目の解決アイデア（概要） 
※課題に対して【自分・地域】が取り組むこと、【行政・社協】にしてほしいこと。 

 

「地域のつながり・交流の希薄化」の解決アイデア（９地区） 

【自分・地域】日常的な声かけ・回覧等による呼びかけや祭り、健康教室等のイベントの実施 

【行政・社協】空き教室の活用等、場の提供 

 

「自治会のあり方・運営・存続」の解決アイデア（８地区） 

【自分・地域】自治会に加入する魅力の発信、入会費・会長の任期の見直し 

【行政・社協】役員の候補となる人材の紹介・情報提供 

 

「交流の場における参加者の減少・固定化」の解決アイデア（７地区） 

【自分・地域】サロンの開催日程の見直し 

【行政・社協】サロンへの補助金や老人クラブの設立支援 

 

「見守りが必要な人への関わり方・働きかけ」の解決アイデア（７地区） 

【自分・地域】見守りマップの更新や意見交換の実施 

【行政・社協】地域で見守るにあたっての啓発、情報提供 

 

「生活環境（交通・買い物支援・ごみ出しなど）」の解決アイデア（７地区） 

【自分・地域】移動手段の問題に対する乗り合いや送迎の実施、空き家に関する情報収集・提供 

【行政・社協】「買い物困難者」の掘り起こしや支援、空き家の活用推進など 
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４ 深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画 

策定委員会 

深谷市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条に規定する地域福祉計画（以下「計

画」という。）を策定するため、深谷市地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。 

（１） 計画の策定に関すること。 

（２） その他計画の策定に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、概ね２０人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験者 

（２） 社会福祉関係団体の代表者 

（３） 市民活動関係団体の代表者 

（４） 市内小・中学校長の代表者 

（５） 深谷市人材バンクの登録者 

（６） 市職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に規定する事務が終了するまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見又は説明を

聴くことができる。 

（市民会議） 

第７条 委員会は、第２条に掲げる所掌事項に関し調査及び検討を行うため、市民会議を置くこ

とができる。 

２ 市民会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（庶務) 

第８条 委員会の庶務は、福祉健康部福祉政策課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 
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深谷市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 深谷市における地域福祉活動計画（以下「活動計画」という。）を策定するため、深谷

市地域福祉活動計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１） 活動計画の策定に関すること 

（２） その他活動計画の策定に必要な事項に関すること 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

（１） 学識経験者 

（２） 社会福祉関係団体の代表者 

（３） 市民活動関係団体の代表者 

（４） 市内小・中学校長の代表者 

（５） 深谷市人材バンクの登録者 

（６） 深谷市職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、活動計画の策定が終了するまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求め

ることができる。 

（市民会議） 

第７条 委員会に提案する事項について、協議し、又は調査及び検討するため、委員会に市民会

議を置くことができる。 

２ 市民会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、深谷市社会福祉協議会において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２１年３月１９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 
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深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画策定委員会委員名簿 

（要綱順・敬称略） 

  区   分 氏   名 所   属 役   職 

1 1 号 学識経験者 稲葉 一洋 立正大学社会福祉学部 教授 

2 2 号 社会福祉関係団体の代表者 逸見 治宏 

大里広域地域包括支援センター 

ふじさわ苑 

管理者 

3 2 号 社会福祉関係団体の代表者 沢野 進 深谷市社会福祉協議会 事務局長 

4 2 号 社会福祉関係団体の代表者 

楳澤 正範 

（平成 31 年３月 31 日まで） 

山崎 勝 

（平成 31 年４月１日から） 

深谷市障害者基幹相談支援センター センター長 

5 2 号 社会福祉関係団体の代表者 土居 敦志 社会福祉法人両宜会 施設長 

6 3 号 市民活動関係団体の代表者 宮坂 浩平 深谷市自治会連合会 会長 

7 3 号 市民活動関係団体の代表者 宮島 典子 深谷市民生委員・児童委員協議会 会長 

8 3 号 市民活動関係団体の代表者 堀越 寿子 

深谷市民生委員・児童委員協議会 

主任児童委員部会 

部会長 

9 3 号 市民活動関係団体の代表者 工藤 隆一 深谷市老人クラブ連合会 副会長 

10 3 号 市民活動関係団体の代表者 太田 良一 深谷市ボランティア連絡会 会長 

11 3 号 市民活動関係団体の代表者 神岡 崇 くらしの見守りと助けあい会議 副委員長 

12 4 号 市内小・中学校長の代表者 

矢島 久 

（平成 31 年３月 31 日まで） 

斉藤 実 

（平成 31 年４月１日から） 

深谷市校長会 会長 

13 5 号 深谷市人材バンク登録者 田島 裕子 深谷市人材バンク    

14 6 号 市職員 新堀 浩一 深谷市役所 こども未来部長 

15 6 号 市職員 新井 進 深谷市役所 福祉健康部長 

任期：平成 30 年 11月１日～令和２年３月 31日 
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５ 第３次深谷市地域福祉計画検討委員会 

第３次深谷市地域福祉計画検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 第３次深谷市地域福祉計画（以下、「計画」という。）の検討及び推進にあたり、庁内一

体となって取り組むため、深谷市地域福祉計画検討委員会（以下「委員会」という）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び調整等を行う。 

（１）計画案の策定及び推進に関すること。 

（２）計画案の庁内調整に関すること。 

（３）その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は福祉健康部長をもって充て、副委員長は福祉健康部次長をもって充てる。 

３ 委員は、別表第１に掲げる者、その他委員長が必要と認めるものをもって充てる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、委員会を総括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又はかけた時は、その職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 前項の規定に関わらず、委員長は必要があると認める時は、委員の一部の出席を求め、会議

を開くことができる。 

４ 委員が会議に出席できないときは当該委員の指名する職員（当該委員が属する部局の職員に

限る。）が代理して出席することができる。 

５ 委員長は必要があると認める時は、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見を聴くこ

とができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、福祉健康部福祉政策課にて処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成３０年９月１８日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

 

No. 所属 

1 秘書室 秘書課長 

2 企画財政部 企画課長 

3 企画財政部 公共施設改革推進室長 

4 総務部 総務防災課長 

5 協働推進部 協働推進課長 

6 協働推進部 自治振興課長 

7 協働推進部 人権政策課長 

8 福祉健康部 福祉政策課長 

9 福祉健康部 生活福祉課長 

10 福祉健康部 障害福祉課長 

11 福祉健康部 長寿福祉課長 

12 福祉健康部 保健センター所長 

13 こども未来部 こども青少年課長 

14 こども未来部 保育課長 

15 産業振興部 農業振興課長 

16 産業振興部 商工振興課長 

17 環境水道部 環境課長 

18 都市整備部 都市計画課長 

19 都市整備部 建築住宅課長 

20 消防本部 消防総務課長 

21 教育委員会 教育総務課長 

22 教育委員会 学校教育課長 

23 教育委員会 生涯学習スポーツ振興課長 
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６ 深谷市地区カルテ 

基礎的な統計、公共施設や福祉施設などの情報を地区ごとにまとめ、市民の誰もが気軽に

地区の状況や資源を確認することができるよう、地区カルテとして取りまとめました。 

カルテは、公民館単位に次の 12 地区に区分けし、作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載データ 

【基本情報】…いずれも平成31年４月１日現在の住民基本台帳人口 

【子ども】 

・「未就学児」「小学生」「中学生」…それぞれ０～５歳、６～11歳、12～14歳の平成31年４月

１日現在の住民基本台帳人口に基づき人数を推定 

・「保育園児」…平成31年４月１日現在：保育課 

【障害者】…いずれも平成31年３月31日現在：障害福祉課 

（深谷市が援護する方の人数であり、施設入所等で深谷市外に住民登録のある方を含む。） 

【高齢者】…いずれも平成31年４月１日現在：長寿福祉課 

【その他】 

・安否確認事業登録者数…平成31年４月１日現在：社会福祉協議会 

・災害時等要援護者名簿登録者数…平成31年２月28日現在：福祉政策課 

・自主防災組織数…平成31年４月1日現在：総務防災課 

・自治会数…平成31年４月1日現在：自治振興課 

・民生委員・児童委員数…平成31年４月１日現在：福祉政策課 

・老人クラブ会員数…平成31年４月１日現在：社会福祉協議会 

・ふれあいいきいきサロン数…平成31年４月１日現在：社会福祉協議会 

八基 

豊里 

明戸 

幡羅 

上柴 

岡部 

川本 

藤沢 

花園 

南 

深谷 

大寄 
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深谷地区 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  

 

安否確認事業登録者数：408 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：481 人 

自主防災組織数：11 組織 

地区資源の状況 

・地区人口 17,751 人 

・世帯数  7,824世帯 

・年齢階層別人数  

15 歳未満  2,032人  

15～64歳  10,584人  

65～74歳  2,497人  

75 歳以上  2,638人  

基

本

情

報 

自治会数：16 団体 

民生委員・児童委員数：33 人 

老人クラブ会員数：1,100 人 

ふれあいいきいきサロン数：9 地区 

○ 医療施設 

(1)斉藤内科医院 

(2)おぎの歯科クリニック 

(3)さくら歯科医院 

(4)高木医院 

(5)河田歯科医院 

(6)セントラル歯科 

(7)白倉医院 

(8)すずきクリニック 

(9)高橋眼科医院 

(10)中島歯科医院 

(11)白倉クリニック 

(12)田部井医院 

(13)風間医院 

(14)吉田医院 

(15)大沢歯科クリニック 

(16)木村歯科医院 

(17)石川医院耳鼻咽喉科 

(18)深谷メンタルクリニック 

(19)本間歯科医院 

(20)のざわ歯科医院 

(21)ふかや眼科 

(22)荻野整形外科クリニック 

(23)佐々木病院 

(24)飯野歯科医院 

(25)皆成病院 

(26)宮本歯科医院 

(27)はしもとクリニック 

(28)正田眼科 

(29)今井医院 

(30)松永歯科医院 

 

○ 児童福祉施設  

保[1]深谷保育園 

保[2]樫の実保育園 

保[3]稲荷町保育園 

保[4]深谷西保育園 

幼[1]深谷幼稚園 

幼[2]/学童[3]深谷西幼稚園/ 

深谷西学童保育室  

学童[1][2]第一深谷学童保育室/ 

第二深谷学童保育室  

学童[4]深谷西クラブ 

 

○ 高齢者福祉施設 

(A)西島デイサービスセンターのぞみ館 

(B)デイリハセンターうちリハ深谷 

(C)デイサービスセンター casa first 

(D)リハプライド深谷 

(E)デイサービスセンター橙 

(F)デイサービスセンターウェルーツひまわり店 

(G)デイリハセンターうちリハ深谷中山道 

(H)パワーズ村山デイサービス  

(I)ヒューマンサポート深谷デイサービスセンター 

(J)デイサービス ライムライフ 

 

・未就学児：755 人 

・保育園児：384 人 

・小学生：787 人 

・中学生：490 人 

障害者 

・身体障害者数：500 人 

・知的障害者数：118 人 

・精神障害者数：137 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：256 人 

・要介護認定者：662 人 

 

子ども 
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○ 障害者福祉施設 

[A]シェアハウスこかげ 

[B]グループホーム桑ねっこ 

[C]フレンドリー 

[D]ライムライフ在宅ケアセンター 

[E]CRANBERRY 

[F]Bridge 

[G]BAMBOO HAT KIDS 深谷駅前教室 
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藤沢地区 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：59 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：127 人 

自主防災組織数：20 組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 10,285 人 

・世帯数  4,045 世帯 

・年齢階層別人数  

15 歳未満  1,285 人  

15～64歳  5,785 人  

65～74歳  1,810人  

75 歳以上  1,405 人  

基

本

情

報 

自治会数：20 団体 

民生委員・児童委員数：15 人 

老人クラブ会員数：438 人 

ふれあいいきいきサロン数：8 地区 

子ども 

・未就学児：390 人 

・保育園児：245 人 

・小学生：579 人 

・中学生：316 人 

障害者 

・身体障害者数：473 人 

・知的障害者数：80 人 

・精神障害者数：61 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：100 人 

・要介護認定者：438 人 

○ 医療施設 

(1)プラーナクリニック 

(2)清水内科クリニック 

(3)大谷歯科クリニック 

(4)高田歯科医院 

(5)あねとす病院 

(6)大澤歯科医院 

(7)埼玉県立皆光園障害者歯科診療所 

(8)折ノ口診療所 

 

○ 児童福祉施設  

保[1]深谷藤沢保育園 

保[2]さくらんぼ保育園 

保[3]第二さくら保育園 

保[4]のぞみ保育園 

学童[1]さくらんぼ学童クラブ 

学童[2]わかばクラブ 

幼[1]/学童[3]藤沢幼稚園/藤沢学童保育室 

 

 

○ 高齢者福祉施設 

(A)デイサービスセンターみのり 

(B)グループホーム樫合ぬくもりの里/介護予防リハセンターはなみずき 

(C)グループホーム五感の里深谷 

(D)ハローステーション 

(E)デイケアこむぎ 

(F)デイサービス愛笑 

(G)デイサービス美空 

(H)介護療養型老人保健施設アルメリア 

(I)デイサービスセンターふじさわ苑/特別養護老人ホームふじさわ苑 

(J)介護老人保健施設あねとす 

(K)デイリゾートＭＯＭＯＹＡオアフ 

(L)大谷デイサービスセンターのぞみ館 

(M)デイサービス ウェルネステラス深谷 
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     (N)喜楽里 

(O)むさし愛光園デイサービスセンター/特別養護老人ホームむさし愛光園 

 

○ 障害者福祉施設 

[A]皆光園 

[B]春陽の里/深谷市障害者基幹相談支援セン

ターうらら/深谷市障害者虐待防止センター 

[C]むさし静光園 

[D]深谷たんぽぽ 

[E]盲人ホームあさひ園 

[F]風林 

[G]あゆみ作業所/あゆみ相談支援センター 

[H]ＤＲＥＡＭ 

[I]放課後ルーム BAMBOO HAT 

[J]ポプラ母子通園施設/放課後等デイサ

ービス ポプラ学童クラブ 
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幡羅地区 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：211 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：508 人 

自主防災組織数：17 組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 19,482人 

・世帯数  8,037世帯 

・年齢階層別人数  

15 歳未満  2,828人  

15～64歳  12,176人  

65～74歳  2,361 人  

75 歳以上  2,117人  

基

本

情

報 

自治会数：22 団体 

民生委員・児童委員数：27 人 

老人クラブ会員数：372 人 

ふれあいいきいきサロン数：9 地区 

子ども 

・未就学児：1,116 人 

・保育園児：523 人 

・小学生：1,114 人 

・中学生：598 人 

障害者 

・身体障害者数：458 人 

・知的障害者数：135 人 

・精神障害者数：155 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：162 人 

・要介護認定者：500 人 

○ 医療施設 

(1)上武内科クリニック 

(2)深谷中央病院 

(3)深谷肛門科 

(4)福島歯科医院 

(5)高田医院 

(6)やなせ歯科医院 

(7)デンタルケア深谷 

(8)Ｋ歯科クリニック 

(9)楽仙堂病院 

(10)こくさいじクリニック 

(11)桜ヶ丘病院 

(12)いちごこどもクリニック 

(13)グッティー歯科クリニック 

(14)休日診療所こども夜間診療所 

(15)はちす歯科医院 

(16)根津歯科医院 

(17)内田ハートクリニック 

(18)大浜歯科医院 

(19)ファミリアデンタルクリニック 

(20)カゴハラ歯科医院 

(21)しがらき医院 

 

○ 児童福祉施設  

保[1]東光保育園 

保[2]さくら保育園 

保[3]あおぞら保育園 

幼[1]幡羅幼稚園 

幼[2]常盤幼稚園 

学童[1]GENKI っこクラブ 

学童[2][3]第一常盤学童保育室/第二常盤学童保育室 

学童[4][5]第一幡羅学童保育室/第二幡羅学童保育室 

 

○ 高齢者福祉施設 

(A)深谷地域福祉事業所デイサービスだんらん 

(B)グループホーム野の花 

(C)深谷整形デイサービスセンター野の花 

(D)デイサービスセンター ソレイユ照照 

(E)デイリハセンターうちリハ深谷原郷店 

(F)グループホームスワン 

(G)デイサービスセンタービッグベンメイフェア 

(H)ケアステーションあさひ深谷第弐 

(I)ケア・トレセンター友仁 

(J)デイサービスセンターこころ 

(K)アシストハウス深谷 

(L)ケアステーションハートフレンド 

(M)深谷ケアセンターそよ風 
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○ 障害者福祉施設 

[A]ハミング 

[B]ケアホームハーモニー 

[C][D]東方ホーム/田島ホーム 

[E]ケアホーム柿の葉 

[F]みんなのむら 

[G]グループホームビッグきぼう 

[H]エル・フォー 

[I]ワーカーズ 

[J]ＣＲＡＮＢＥＲＲＹ かごはら 

[K]音のベリー 
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明⼾地区 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：87 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：150 人 

自主防災組織数：13 組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 4,532人 

・世帯数  1,854世帯 

・年齢階層別人数  

15 歳未満    458人  

15～64歳  2,341 人  

65～74歳    891 人  

75 歳以上    842人  

基

本

情

報 

自治会数：15 団体 

民生委員・児童委員数：11 人 

老人クラブ会員数：241 人 

ふれあいいきいきサロン数：9 地区 

子ども 

・未就学児：126 人 

・保育園児：73 人 

・小学生：217 人 

・中学生：115 人 

障害者 

・身体障害者数：187 人 

・知的障害者数：53 人 

・精神障害者数：28 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：58 人 

・要介護認定者：270 人 

 

○ 医療施設 

(1)北深谷病院 

(2)磯部クリニック 

(3)藤野木歯科医院 

 

○ 児童福祉施設  

保[1]明戸保育園 学童[1]明戸学童保育室 

 

○ 高齢者福祉施設 

(A)デイサービスセンターにこにこ 

(B)特別養護老人ホーム深緑苑 

(C)深緑苑デイサービスセンター 

(D)デイサービスセンターぽかぽか 

(E)通所介護あかつき／特別養護老人ホームあかつき 

 

○ 障害者福祉施設 

[A]ケアホーム柿の木 

[B]デイケアハウスみんなのまち 

[C]相談支援センター 陽向や 
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大寄地区 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：39 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：61 人 

自主防災組織数：13 組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 3,275 人 

・世帯数  1,283 世帯 

・年齢階層別人数  

15 歳未満    329 人  

15～64歳  1,821 人  

65～74歳    591 人  

75 歳以上    534人  

基

本

情

報 

自治会数：8 団体 

民生委員・児童委員数：7 人 

老人クラブ会員数：0 人 

ふれあいいきいきサロン数：5 地区 

子ども 

・未就学児：91 人 

・保育園児：65 人 

・小学生：146 人 

・中学生：92 人 

障害者 

・身体障害者数：120 人 

・知的障害者数：33 人 

・精神障害者数：25 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：36 人 

・要介護認定者：171 人 

○ 医療施設 

(1)丸山歯科医院 

(2)佐藤外科・胃腸科・内科医院 

(3)さわべ歯科クリニック 

(4)加藤内科クリニック 

 

○ 児童福祉施設  

保[1]桃園保育園 学童[1]大寄学童保育室 

 

○ 高齢者福祉施設 

(A)デイサービス咲楽  

 

○ 障害者福祉施設 

[A]ＴＯＭＯＳ [B]それいゆ 
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98 

八基地区 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：63 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：55 人 

自主防災組織数：4 組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 3,609 人 

・世帯数  1,381 世帯 

・年齢階層別人数  

15 歳未満    344人  

15～64歳  1,994人  

65～74歳    690人  

75 歳以上    581 人  

基

本

情

報 

自治会数：13 団体 

民生委員・児童委員数：9 人 

老人クラブ会員数：0 人 

ふれあいいきいきサロン数：5 地区 

子ども 

・未就学児：109 人 

・保育園児：73 人 

・小学生：141 人 

・中学生：94 人 

障害者 

・身体障害者数：111 人 

・知的障害者数：17 人 

・精神障害者数：38 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：46 人 

・要介護認定者：153 人 

 

○ 医療施設 

(1)緒方医院   

 

○ 児童福祉施設  

保[1]光保育園 

保[2]光第二保育園 

学童[1]八基学童保育室 

 

 

○ 高齢者福祉施設 

(A)通所介護事業所サンライズガーデン/特別養護老人ホームサンライズガーデン 

(B)健 STUDIO大塚 

 

○ 障害者福祉施設 

[A]セント・エルモ下手計教室  
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豊⾥地区 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：94 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：92 人 

自主防災組織数：6 組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 4,157人 

・世帯数  1,614世帯 

・年齢階層別人数  

15 歳未満    462人  

15～64歳  2,326人  

65～74歳    719 人  

75 歳以上    650人  

基

本

情

報 

自治会数：13 団体 

民生委員・児童委員数：11 人 

老人クラブ会員数：55 人 

ふれあいいきいきサロン数：10 地区 

子ども 

・未就学児：161 人 

・保育園児：113 人 

・小学生：189 人 

・中学生：112 人 

障害者 

・身体障害者数：149 人 

・知的障害者数：34 人 

・精神障害者数：27 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：52 人 

・要介護認定者：178 人 

 

○ 医療施設 

(1)上武歯科医院 

(2)川田歯科医院 

(3)小暮医院 

 

○ 児童福祉施設  

保[1]/学童[1]豊里保育園/豊里学童保育室  

 

○ 高齢者福祉施設 

(A)グループホーム「ここあ」深谷 

(B)デイサービス ル リアン 

(C)介護老人保健施設ＦＯＭＡ・なごみ 

(D)デイサービスセンターかがやき/特別養護老

人ホームかがやき 

(E)(F)アシストハウス豊里/アシストハウス新戒 

 

○ 障害者福祉施設 

[A]グループホームかみひこうき/障害者相談支援センター八分目 

[B]グループホームさんさん 

[C]グループホーム中瀬 
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上柴地区 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：203 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：280 人 

自主防災組織数：15 組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 19,249 人 

・世帯数  8,536世帯 

・年齢階層別人数  

15 歳未満  2,284人  

15～64歳  12,210人  

65～74歳  2,838人  

75 歳以上  1,917人  

基

本

情

報 

自治会数：20 団体 

民生委員・児童委員数：27 人 

老人クラブ会員数：280 人 

ふれあいいきいきサロン数：12 地区 

子ども 

・未就学児：847 人 

・保育園児：401 人 

・小学生：917 人 

・中学生：520 人 

障害者 

・身体障害者数：478 人 

・知的障害者数：145 人 

・精神障害者数：112 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：145 人 

・要介護認定者：442 人 

 

○ 医療施設 

(1)井原歯科クリニック 

(2)四元医院 

(3)松村泌尿器科医院 

(4)上柴メンタルクリニック 

(5)いいづかクリニック 

(6)金井デンタルクリニック 

(7)しばさき耳鼻咽喉科 

(8)深谷赤十字病院 

(9)神足眼科医院 

(10)原歯科医院 

(11)深谷さくらクリニック 

(12)矢部耳鼻咽喉科 

(13)外山ひふ科 

(14)安達皮フ科医院 

(15)スマイル歯科クリニック 

(16)古沢医院 

(17)上柴クリニック 

(18)かみしば５丁目歯科 

(19)うわの台デンタルクリニック 

(20)おおしまクリニック 

(21)新井歯科医院 

(22)あだち医院 

(23)かごはら南口歯科クリニック 

(24)岩崎医院 

(25)塩谷歯科医院 

 

○ 児童福祉施設  

保[1]あけぼの保育園 

保[2]つばき保育園 

保[3]東つばき保育園 

保[4]桃園第二ナーサリースクール 

保[5]栃の木保育園 

保[6]/学童[5]第 2 のぞみ保育園/キッズガーデンアフ

タースクールケア 

保[7]深谷上柴保育園 

幼[1]上柴西幼稚園 

学童[1]上柴東学童保育室 

学童[2]上柴西学童保育室 

学童[3]プリズムクラブ 

学童[4]こどもとおはなしの家 

学童[6]パル上柴学童クラブ 

学童[7]元気学童クラブ 

 

○ 高齢者福祉施設 

(A)デイサービス松の家深谷 

(B)あねとす生きいきデイサービス上柴 

(C)幸齢舎 

(D)深谷南地域福祉事業所だんらん上柴/深谷南地域福祉事業所ロングデイ上柴 

(E)デイサービス深谷横丁 

(F)真心の幸望庵 

(G)デイサービスセンター ミモレット 
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(H)ケアセンターさくら苑上柴 

(I)ケアセンターさくら苑/デイサービスセンターさくら苑あけぼの 

(J)むすび苑 

(K)デイサービスきらら 

(L)ぼだい樹デイサービスセンター 

(M)ハワイアンビレッヂデイサービス倶楽部 

(N)桜寿鶴ことぶきデイサービスセンター 

 

○ 障害者福祉施設 

[A]のぞみの園１号館/のぞみの園２号館 

[B]グループホームビッグ 

[C]グループホームにこにこ/未来サポート 

まなび支援教室 

[D]上柴桑の木 

[E]上柴ホーム 

[F]クローバー 

[G]コスモピア 

[H]花笑之木工房 

[I]よもぎ野事業所 

[J]はじめの一歩 

[K]みんなのいえ 

[L]未来サポート かがやき支援教室 

[M]放課後ルーム BAMBOO HAT 上柴東 
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南地区 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：296 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：380 人 

自主防災組織数：9 組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 17,456人 

・世帯数  7,556世帯 

・年齢階層別人数  

15 歳未満  2,115 人  

15～64歳  10,652人  

65～74歳  2,530人  

75 歳以上  2,159 人  

基

本

情

報 

自治会数：13 団体 

民生委員・児童委員数：26 人 

老人クラブ会員数：629 人 

ふれあいいきいきサロン数：5 地区 

子ども 

・未就学児：784 人 

・保育園児：416 人 

・小学生：863 人 

・中学生：468 人 

障害者 

・身体障害者数：501 人 

・知的障害者数：161 人 

・精神障害者数：166 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：191 人 

・要介護認定者：571 人 

○ 医療施設 

(1)深谷整形外科医院 

(2)立花歯科医院 

(3)坂本歯科医院 

(4)台坂クリニック 

(5)新井整形外科 

(6)菊地病院 

(7)深谷産婦人科医院 

(8)いとう歯科医院 

(9)石川アイクリニック 

(10)かとう歯科クリニック 

(11)白倉歯科 

(12)上野医院 

(13)太宰歯科クリニック 

(14)原口歯科医院 

(15)みやざき矯正歯科 

(16)なかや歯科 

(17)福島医院 

(18)井上こどもクリニック 

 

○ 児童福祉施設  

保[1]すみれ保育園 

保[2]仙元山保育園 

保[3]桜ヶ丘保育園 

幼[1]/学童[1]桜ケ丘幼稚園/第一桜ケ丘学童保育室 

学童[2]第二桜ケ丘学童保育室 

学童[3][4]たけのこ学童クラブ/第二たけのこ学童クラブ 

 

○ 高齢者福祉施設 

(A)ケアステーションあさひ 深谷 

(B)GENKI NEXT 

(C)深谷整形通所リハビリセンター 

(D)ディバシティ深谷 

(E)健 STUDIO 

(F)デイリゾート MOMOYAバリ 

(G)さくらホーム 

(H)グループホームみなみちゃんち 

(I)コンパスウォーク深谷 

(J)あねとすデイサービストレーニングセンター 

(K)介護老人保健施設はなみずき 

(L)デイサービス一期の家 深谷上野台 

(M)デイサービスセンターエーデルワイス 

(N)デイサービスセンターウェルーツ 
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○ 障害者福祉施設 

[A]しくね育成園/障害者生活支援センター 歩歩 

[B]すまいる/トライ 

[C]スワン深谷 

[D]ジョブサポート はぶたえ/就労定着支援事業 

つむぎ 

[E]児童デイサービス 蒼空児 

[F]かけはし 

[G]障害者相談支援センターあさがお 
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岡部地区 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：237 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：297 人 

自主防災組織数：12 組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 18,482人 

・世帯数  7,473 世帯 

・年齢階層別人数  

15 歳未満  2,367人  

15～64歳  10,580人  

65～74歳  2,944人  

75 歳以上  2,591 人  

基

本

情

報 

自治会数：19 団体 

民生委員・児童委員数：40 人 

老人クラブ会員数：654 人 

ふれあいいきいきサロン数：17 地区 

子ども 

・未就学児：755 人 

・保育園児：410 人 

・小学生：1,078 人 

・中学生：534 人 

障害者 

・身体障害者数：589 人 

・知的障害者数：168 人 

・精神障害者数：98 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：169 人 

・要介護認定者：717 人 

○ 医療施設 

(1)しようのもりクリニック 

(2)吉田眼科医院 

(3)粟澤歯科医院 

(4)本庄ひだまりクリニック 

(5)金子医院 

(6)水越医院 

(7)柳田医院 

(8)近藤歯科医院 

(9)河田歯科医院 

(10)益岡医院 

(11)橋本歯科医院 

(12)みらい矯正歯科 

 

○ 児童福祉施設  

保[1]/幼[1]みらい幼児園おかべ/おかべ幼稚園 

保[2]エンゼル保育園 

保[3]あゆみ幼児園 

保[4]ふきのとう保育園 

保[5]つばさ保育園 

学童[1][2]第一岡部学童保育室/ 

第二岡部学童保育室    

学童[3]榛沢学童保育室 

学童[4]本郷学童保育室 

学童[5][6]第一岡部西学童保育室/ 

第二岡部西学童保育室 

 

○ 高齢者福祉施設 

(A)トゥルーハートまごころ 

(B)なでしこデイサービスセンター岡部 

(C)止揚の杜デイサービスセンター 

(D)デイサービスセンター メグミ 

(E)デイサービスセンターコスモス 

(F)デイサービスセンター岡部ぬくもりの里 

(G)デイサービスセンター ビッグベン岡部 

(H)福寿園デイサービスセンターおかべ 

(I)エンゼルデイサービスセンター山河 

(J)エンゼルデイサービスセンター/特別養護老人ホームエンゼルの丘 

(K)デイサービスセンターあたたかい手 
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(L)針ヶ谷デイサービスセンターのぞみ館 

(M)デイサービスセンターウェルーツてまり店 

(N)養護老人ホーム岡部ビーラ 

(O)特別養護老人ホーム福寿園 

 

○ 障害者福祉施設 

[A]グループホームクウ/グループホームピ

ース/グループホームみらい 

[B]グループホームぷらっと 

[C]グループホームカンパーニュ 

[D]グッドライフ/ナイスデイ 

[E]共同生活ホームとまり木 

[F]歩む会 針ヶ谷ホーム 

[G]グループホーム山河 

[H]グループホーム岡部 

[I][J]グッドライフⅡ/相談支援センターＹｅａｓｔ 

[K]すまいる 

[L]ワークハウスエンゼル 

[M]ワークショップ・チボリ 

[N]ねぎぼうず作業所 
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川本地区 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：136 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：167 人 

自主防災組織数：10 組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 12,019 人 

・世帯数  4,760世帯 

・年齢階層別人数  

15 歳未満  1,454人  

15～64歳  6,958人  

65～74歳  1,848人  

75 歳以上  1,759 人  

基

本

情

報 

自治会数：21 団体 

民生委員・児童委員数：27 人 

老人クラブ会員数：599 人 

ふれあいいきいきサロン数：16 地区 

子ども 

・未就学児：511 人 

・保育園児：254 人 

・小学生：595 人 

・中学生：348 人 

障害者 

・身体障害者数：398 人 

・知的障害者数：121 人 

・精神障害者数：94 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：138 人 

・要介護認定者：469 人 

 

○ 医療施設 

(1) くろや整形外科医院 

(2) ベストデンタルクリニック 

(3) みやはらクリニック 

(4) すずき歯科医院 

(5)川本メディカルクリニック 

(6) 佐々木歯科診療所 

(7) 神山医院 

(8)神山歯科医院 

(9) 清水クリニック 

(10)藤野歯科医院 

 

○ 児童福祉施設  

保[1]川本保育園 

保[2]/学童[4]川本南保育園/川本南学童保育室 

保[3]/幼[1]川本のこキッズ保育園/川本若竹幼稚園 

学童[1]川本北学童保育室 

学童[2]川本南アフタースクールケア 

学童[3]保育ルーム いちご学童クラブ 

 

○ 高齢者福祉施設 

(A)デイサービスひびき/特別養護老人ホーム

ひびき 

(B)デイサービス飛鳥の郷/特別養護老人ホ

ーム飛鳥の郷 

(C)デイサービスセンターみんなの里 

(D)川本デイサービスセンターのぞみ館 

(E)グループホームひまわりの里 

(F)デイサービス梢 

(G)デイサービスセンターここいち深谷 

(H)デイリハセンターうちリハ本畠店 

(I)深谷市デイサービスセンター清風苑/特別

養護老人ホーム清風苑 

(J)グループホームすずかけ 

(K)デイサービスセンターゆず 
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○ 障害者福祉施設 

[A]春日園 

[B]埼玉朝日園 

[C]ハイツ川端 

[D]とびたホーム 

[E]KASUGA ホーム 

[F]グループホームビッグきぼう２/ 

グループホームビッグきぼう３ 

[G]タケカワハイツ 

[H]ウッドワーク川本 

[I]第２春日園 

[J]川本園 

[K]穂の里 

[L]ＮｏＳｉｄｅ 

[M]児童クラブスワンの森 

[N]荒川児童クラブ 第二スワン 

[O]生活支援サービスのぞみ 深谷営業所 

[P]相談支援センター のぞみ 
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花園地区 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：213 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：270 人 

自主防災組織数：15 組織 

 

 

地区資源の状況 

・地区人口 13,215 人 

・世帯数  5,270世帯 

・年齢階層別人数  

15 歳未満  1,783 人  

15～64歳  7,741 人  

65～74歳  1,971 人  

75 歳以上  1,720人  

基

本

情

報 

自治会数：20 団体 

民生委員・児童委員数：31 人 

老人クラブ会員数：358 人 

ふれあいいきいきサロン数：23 地区 

子ども 

・未就学児：677 人 

・保育園児：359 人 

・小学生：741 人 

・中学生：365 人 

障害者 

・身体障害者数：428 人 

・知的障害者数：118 人 

・精神障害者数：79 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：109 人 

・要介護認定者：495 人 

 

○ 医療施設 

(1) あおぞら歯科 

(2) 須藤医院 

(3) 彩花クリニック 

 

(4) 花園耳鼻咽喉科医院 

(5) あさみ医院 

(6) 黒田歯科医院 

 

(7) おおしま歯科 

(8) のぞみデンタルクリニック

深谷花園院 

(9) 神田クリニック 

 

○ 児童福祉施設  

保[1]花園保育園 

保[2]/幼[2]花園第二こども園 

保[3]花園エンゼル保育園 

保[4]花園第２エンゼル保育園 

幼[1]花園幼稚園 

学童[1]花園学童クラブ 

学童[2]中央学童クラブ 

 

○ 高齢者福祉施設 

(A)デイサービスセンターねこのて 

(B)デイサービスセンター ビッグベン 

(C)デイサービスセンタービッグベンハイドパーク 

(D)デイサービス ラスベガス 深谷 

(E)デイサービスセンターえがおの里 

(F)デイサービスセンターはなぞの村 

(G)デイサービスセンター花園 

(H)特別養護老人ホームフラワーヴィラ/フラワーヴィラグループホーム 

(I)デイサービスセンターかぐや姫 

(J)デイサービスどんぐり 

(K)デイサービスセンターはなえみ 
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○ 障害者福祉施設 

[A]花園/アパートメント花園 

[B]グループホーム若あゆ 

[C]若あゆ作業所 

[D]グループホーム小前田 

[E][F]ふれんず館/フレンドセンターまきの木 

[G]放課後等デイサービス なのはな 

[H]放課後等デイサービス 太陽の子 

[I]ふくろう生活サポートセンター 
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７ 統計データ 

（１）人口や世帯の状況 
総人口は微減傾向にあり、平成 31年４月１日時点で 143,512 人となっています。 

また、その内訳をみていくと、０～14 歳と 15～64 歳は減少しているのに対し、65～

74歳と 75 歳以上の高齢者は増加が続いており、少子高齢化の進行が伺えます。 

 

■年齢４区分別人口の推移 

 

資料：市民課（各年４月１日現在） 

 

世帯数は微増傾向にあり、平成 31年４月１日時点で 59,633世帯となっています。 

また、一世帯当たり人員は減少傾向にあり、平成 31年時点で 2.41人となっています。 

 

■世帯数の推移 

 

資料：市民課（各年４月１日現在） 
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 人口の世代ごとの分布は、人口ピラミッドをみると、40～49歳の子育て世代と、65～69

歳が多くなっています。 

 

■人口ピラミッド 

   

資料：市民課（平成 31 年４月１日現在） 
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（２）地域の助け合い・支え合いの状況 
 自治会加入率は、ほぼ横ばいで推移しており、平成 31年での加入率は 72.4％となってい

ます。 

 

■自治会加入率の推移 

 

資料：自治振興課（各年４月１日現在） 

 

自主防災組織数は増加傾向にあり、平成 31年時点で 145 組織となっています。 

 

■自主防災組織数の推移 

 

資料：総務防災課（各年４月１日現在） 
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災害時等要援護者名簿登録者数は減少傾向にあり、平成 31 年時点で 2,868 人となって

います。 

 

■災害時等要援護者名簿登録者数の推移 

 

資料：福祉政策課（各年２月末日現在） 

 

ふれあい・いきいきサロン数は、年々増加しており、平成 31年時点で 128件となってい

ます。 

 

■ふれあい・いきいきサロン数の推移 

 

資料：社会福祉協議会（各年３月 31 日現在） 

 

ボランティア・市民活動サポートセンターの登録者数、団体数はともに増加傾向にありま

す。 

 

■ボランティア・市民活動サポートセンターの登録者数・団体数の推移 

 

※平成 28 年度より市民活動サポートセンター事業が開始されたため、大幅に数値が増加しています。 

資料：社会福祉協議会（各年４月１日現在） 

3,210 3,151 3,100
2,991

2,868

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（人）

101

109

118

128 128

0

50

100

150

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（件）

462 469

2,741

3,166

3,78627
28

56

60

72

0

20

40

60

80

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

0

1,000

2,000

3,000

4,000

登録者数 団体数

（団体） （人）



 

116 

（３）支援を必要とする人の状況 
①子どもに関する状況 

合計特殊出生率は、全国や埼玉県と比較して低い水準にありますが、この５年間の推移は

おおむね増加傾向にあり、平成 29年時点で 1.34となっています。 

 

■合計特殊出生率の推移 

 

全国・埼玉県資料：総務省統計局 

深谷市資料：埼玉県及び総務省統計局 
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②高齢者に関する状況 

 要支援・要介護認定者数は増加傾向にあり、平成 31年時点で 6,528 人となっています。 

 

■要支援・要介護認定者数の推移 

 

資料：大里広域市町村圏組合（各年３月 31 日現在） 

 

 

 認知症高齢者数は増加傾向にあり、平成 31年時点で 3,901人となっています。 

 

■認知症高齢者数の推移 

 

※各年３月 31 日時点で要支援以上の認定を受けている 65歳以上の方のうち、認定調査票の「認知症高

齢者の日常生活自立度」がⅡ以上の方。 

資料：大里広域市町村圏組合（各年３月 31 日現在） 
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③障害者に関する状況 

 障害者手帳所持者数は増加傾向にあり、平成 31 年時点で 6,719 人となっています。特

に、療育手帳（みどりの手帳）と精神障害者保健福祉手帳の所持者はこの５年間で一貫して

増加傾向にあります。 

 

■障害者手帳所持者数の推移 

 

資料：障害福祉課（各年３月 31 日現在） 

 

④生活保護の状況 

 生活保護の世帯数は微増傾向にあり、平成 29年度時点で 1,150 世帯となっています。 

また、保護率は横ばいとなっており、平成 29年度時点では、国や県と比較して低い 1.03%

となっています。 

 

■生活保護の世帯数・保護率の推移 

 

資料：埼玉県（各年度月平均） 
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⑤虐待に関する状況 

虐待相談件数の推移は、児童虐待において平成 27 年以降年々増加しているほか、障害者

虐待において過去５年間で増加傾向にあります。 

 

■虐待相談件数の推移 

 

※高齢者に関する相談は、総合相談として受けており、個別に統計をとっていません。 

資料：こども青少年課、障害福祉課 

 

虐待件数の推移は、障害者虐待はほぼ横ばい、児童虐待、高齢者虐待は増加傾向にあり、

児童虐待は 54件（平成 30 年）、高齢者虐待は 12件（平成 30 年度）となっています。 

 

■虐待件数の推移 

 

※高齢者虐待件数のみ、年度毎に集計。 

資料：こども青少年課、長寿福祉課、障害福祉課 
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８ 用語集 

あ⾏ 
◆ＮＰＯ：Non Profit Organizationの略で、民間非営利団体と訳される。民間の営利を目的と

しない団体。平成 10（1998）年 12 月に施行された「特定非営利活動促進法（通称：NPO

法）」により法人格を取得した団体を特定非営利活動法人（NPO法人）という。 

か⾏ 
◆クラウドファンディング（Crowdfunding）：「群衆（クラウド）」と「資金調達（ファンディン

グ）」を組み合わせた造語で、インターネットを介して不特定多数の人々から資金を調達するこ

とを指す。 

◆権利擁護：自己の権利や援助ニーズを表明することが困難である人を、あらゆる形態の権利侵

害やその可能性から擁護するとともに、生活を送る上で必要なすべての権利を保障するという

考え方やその実践。 

さ⾏ 
◆災害時要援護者：高齢者世帯、要介護者、障害者、難病患者、妊婦、５歳未満の乳幼児、日本語

に不慣れな外国人といった、特に配慮を要する住民を指す。本市では、災害時等要援護者名簿

登録制度として、災害時の避難誘導や安否確認等の支援及び平常時における見守り活動を迅速

かつ円滑に行うため、災害時等要援護者名簿の登録を推進している。 

◆自殺予防週間・自殺対策強化月間：内閣府により、９月 10日の世界自殺予防デーからの 1週

間（10日から 16日まで）を「自殺予防週間」、自殺者が増える傾向のある３月を「自殺対策

強化月間」とそれぞれ定められている。期間中には集中的な啓発事業等、全国的な自殺対策の

取り組みが行われる。 

◆自主防災組織：自主的に防災活動を行う組織のこと。通常は、地域（コミュニティ、自治会、小

学校区単位の範囲等）内で組織され、地震や水害などの災害が発生した際に防災活動を行う。 

◆自主防犯組織：安心・安全なまちづくりのために、地域で自主的に防犯活動に取り組んでいる

組織（ボランティア団体）のこと。 

◆市民活動団体：都道府県や市町村により様々に定義されるが、本市では、会員５名以上で構成

され市内を活動拠点とした NPO 法人やボランティア団体、公益性のある活動を行っている団

体等で積極的に地域貢献活動を行っている団体などが市民活動サポートセンターに登録してい

る。 

◆市民後見人：親族以外の市民による成年後見人等。市町村等が実施する養成研修を受講し、成

年後見に関する一定の知識・態度を身に着けた、社会貢献への意識が高い一般市民で、家庭裁

判所により成年後見人等として選任された方。 

◆社会福祉協議会：社会福祉法に基づく、地域福祉の推進を図ることを目的とした社会福祉法人。

渋沢栄一翁が全国社会福祉協議会の前身である中央慈善協会の初代会長を務めた。また、災害

発生時には「災害ボランティアセンタ－」を設置運営し被災者支援を行う。深谷市社会福祉協

議会には、ボランティア・市民活動サポートセンター、ふれあいいきいきサロンの運営支援、

地域包括支援センターや障害者就労支援センターや成年後見サポートセンターなどが設置され

ており、高齢者や障害者のための総合相談窓口となっている。 
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◆主任児童委員：民生委員・児童委員のうち、子どもや子育てに関する支援を専門的に担当する

委員。行政や学校、児童相談所などの関係機関や、区域担当の民生委員・児童委員と連携し、

支援活動を行う。 

◆障害者基幹相談支援センター：地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、身体

障害者、知的障害者、精神障害者の相談を総合的に行う場所で、本市には１か所設置されてい

る。自ら、障害者等の相談、情報提供、助言を行うとともに、地域の相談支援事業者間の連絡

調整や、関係機関の連携の支援を行う。 

◆少子高齢化：子どもの出生率・出産数の低下と平均寿命の延伸が同時に進行することにより、

少子化と高齢化が同時に進行すること。 

◆生活支援コーディネーター：地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に

向けたコーディネート機能を果たす調整役であり、住民とともに地区の課題や社会資源の活用

などについて考え、支え合いの体制づくりを推進している。 

た⾏ 
◆団塊の世代：第二次大戦後（昭和 22～24（1947～1949）年頃）の数年間のベビーブーム

に生まれた世代。平成 19～21（2007～2009）年頃は、この団塊世代が定年を迎える年と

なることから、団塊世代の大量退職に伴う問題は 2007年問題と呼ばれた。 

◆地域包括ケアシステム：厚生労働省が構築に向けて推進する地域の包括的な支援・サービス提

供体制のことで、団塊の世代が 75 歳以上となる令和７（2025）年を目途に、高齢者の尊厳

の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを

人生の最期まで続けることができることを目指している。 

◆地域包括支援センター：福祉・介護・保健が一体となって、高齢者の生活を支える機関で、社

会福祉士・主任ケアマネジャー・保健師等の専門職が連携して、介護サービスをはじめ、福祉

サービス・権利擁護・高齢者虐待等、様々な相談を受ける。本市には６か所設置されている。 

◆超高齢社会：人口に占める高齢者（65歳以上）の割合が 21％を超える社会のこと。 

な⾏ 
◆任意後見制度：判断能力が不十分になった場合に備えて、財産管理や身上保護などを自分の信

頼する人に希望どおりに行ってもらえるよう、あらかじめ契約しておくことができる制度。 

◆認知症：脳の障害によって起こる病気で、アルツハイマー型と脳血管性の大きく 2 つに分けら

れる。短期間に急激に脳の機能が低下する傾向にあり、老化による機能の低下とは異なる。 

は⾏ 
◆8050問題：高齢の親とその子どもの世帯が、収入が途絶えたり、病気や介護が必要な状態に

なるなど複合的な課題を抱えることで、孤立・困窮してしまうという問題。「80歳代の親と 50

歳代のひきこもりの子どもが同居している」といった状況から呼ばれている。 

◆パブリックコメント：市民の市政への参画を進め、市民とのパートナーシップによる市政を推

進することを目的に、市が計画を策定する場合などに、あらかじめ市の原案に対する市民の意

見を聞くこと。 

◆法定後見制度：家庭裁判所で選任した成年後見人などが認知症、知的障害、精神障害などによ

って判断能力が不十分な人の意思を尊重し、その人らしい生活のために、その人に代わって財

産管理や身上保護などを行う制度。  
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◆保護司：保護司法に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員（実質的に民間の

ボランティア）。保護観察官（更生保護に関する専門的な知識に基づいて、保護観察の実施など

に当たる国家公務員）と協力して更生保護活動を行う。 

◆ボランティア：報酬を目的とせず、個人の自発的な意思により、福祉などの事業活動に参加す

る人、もしくは行為そのもの。 

◆ボランティア体験プログラム：小・中学校の児童・生徒をはじめとした市民の方がボランティ

アに参加するきっかけづくりとして、様々なメニューを用意し毎年実施しているもの。市内の

高齢者施設・障害者施設・保育園・学童と地域のふれあい・いきいきサロンにも協力いただき

約 100メニューを展開しており、年間延べ 800 人以上の方が参加している。 

や⾏ 
◆ユニバーサルデザイン：年齢、性別、障害の有無にかかわらず、すべての人が利用可能なよう

に、常により良いものに改良していこうという考え方。バリアフリーはもともとあった障壁を

取り除くことを目指しているのに対し、ユニバーサルデザインはバリアフリーをさらに進めて、

障害者のみを特別に対象とするのではなく、最初からすべての人に使いやすいように配慮され

たデザインのこと。 

◆要介護状態：寝たきりや認知症で常時介護を必要とする状態のこと。 

ら⾏ 
◆ライフライン事業者：ライフライン（lifeline）は、元は英語で「命綱」の意味だが、日本では

主にエネルギー設備、水供給設備、交通設備、情報設備など、生活に必須なインフラ設備を表

す。「深谷市見守りネットワーク」においては、訪問販売や料金検針など、日常的な業務の中で

市内住宅を訪問する事業者への協力を求めている。 

◆老老介護：高齢者の介護を高齢者が行うこと。主に 65 歳以上の高齢の夫婦や親子、兄弟など

のどちらかが介護者であり、もう一方が介護される側となるケースを指す。 

わ⾏ 
◆ワークショップ：参加型・体験型の講座や研修のこと。一方的に講習や研修を受けるのではな

く、参加者が実際に作業をしたり議論したりすることを通じて、学びや創造を促す場。 

 




