
市町村 時期 担当課

さいたま市 11月 福祉総務課

さいたま市 通年 障害支援課

さいたま市 随時 いきいき長寿推進課

さいたま市 1月（予定） いきいき長寿推進課

さいたま市 随時 いきいき長寿推進課

さいたま市 11月
子ども家庭総合セン

ター総務課

さいたま市 10月 総合教育相談室

さいたま市 10月 総合教育相談室

川越市 １１月号 地域包括ケア推進課

川越市 １１月（１ヵ月） 地域包括ケア推進課

川越市 8月23日 地域包括ケア推進課

熊谷市 不定期 長寿いきがい課

熊谷市 隔月第2土曜日10~15 長寿いきがい課

川口市 不定期 長寿支援課

川口市 不定期 長寿支援課

川口市
5月27日

8月10日
指導課

行田市
各地域包括支援センターで年２回実施（５ヵ所

×２回）
高齢者福祉課

所沢市
各地域包括支援センターごとに年４回を目途に

開催（時期は各地域包括支援センターごとに異

なります）

高齢者支援課

所沢市 11月24日～26日
こども支援課こども相

談センター

飯能市 11月号 地域・生活福祉課

加須市 11月 地域福祉課

加須市 11月15日
地域福祉課・子育て支援課すく

すく子育て相談室

加須市 通年 高齢介護課

加須市 通年 高齢介護課

加須市 通年 高齢介護課

本庄市 ６月 学校教育課

本庄市 ９月 介護保険課

本庄市 ９月～３月 地域福祉課

本庄市 １１月 地域福祉課

東松山市 11月 社会福祉課

春日部市 １１月号
介護保険課

※問合せ先は埼玉県地域包括ケア課

春日部市 10月20日 介護保険課

地域包括支援センター等職員研修の実施

認知症相談

さいたま市要保護児童対策地域協議会の関係者向けに研修会を実施

教職員やスクールソーシャルワーカ等を対象にしたヤングケアラー支援のための研修実

施

市立小中学校教職員等へヤングケアラー普及啓発マンガ（埼玉県制作）の配付

広報誌１１月号に記事掲載

ケアラー支援の取組等について

内　　容

市報11月号に「ケアラー月間」に関する記事掲載

重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業の実施

介護者サロン・認知症カフェの開催

介護教室の開催

介護者サロンの開催

人権教育に関わる研修において、人権課題の一つとしてヤングケアラーについて取り上

げ周知した。

介護教室の開催（介護保険制度についてや介護者間の交流など）

市役所内での情報モニターへ「ケアラー月間」情報の掲載

ケアラー支援に関する関係課長会議の開催

家族介護教室の開催

介護者サロン

認知症カフェ開催への支援

ホームページを通じた広告啓発

ヤングケアラー普及啓発マンガを各小・中学校へ配布

認知症普及啓発イベント

介護者リフレッシュ事業

広報誌１１月号に記事掲載

（各地域包括支援センターによる）介護者の集い

オレンジリボンキャンペーンでの周知（ポスター掲示、チラシ配布）

広報紙「広報はんのう」11月号に記事掲載

広報紙１１月号に記事掲載（予定：紙面の都合で掲載されないこともある）

加須市民生委員・児童委員協議会児童福祉部会及びかぞファミリー・サポート・セン

ターの合同研修会（予定：新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止することもあ

認知症サポーター養成講座の開催

広報紙11月号に「ケアラー月間」の記事を掲載

広報紙１１月号に記事掲載

家族介護教室の開催



市町村 時期 担当課

ケアラー支援の取組等について

内　　容

狭山市 随時 障害者福祉課

狭山市 11月号 こども支援課

狭山市 ４月～３月 青い実学園

狭山市 ５月、９月、11月 青い実学園

狭山市 6月下旬（4日間） 長寿安心課

羽生市 １１月号 社会福祉課

鴻巣市 １０月号
介護保険課

子育て支援課

学校支援課

鴻巣市
１１月１３日

１月２２日（予定）
介護保険課

鴻巣市 10月 子育て支援課

鴻巣市 11月 子育て支援課

鴻巣市 令和３年７月３０日（金） 学校支援課

鴻巣市 令和３年８月１８日（水） 学校支援課

鴻巣市 令和３年８月２３日（月） 学校支援課

鴻巣市 令和３年７月下旬～９月上旬 学校支援課

鴻巣市 令和３年１０月２６日（火） 学校支援課

鴻巣市 令和３年１２月上旬予定 学校支援課

鴻巣市 令和３年１０月下旬～１１月 学校支援課

鴻巣市 令和3年9月～
教育支援センター

こども応援課

鴻巣市 毎月１回

学校支援課

教育支援センター

こども応援課

深谷市
５月～３月

（月１回）
長寿福祉課

深谷市 11月 福祉政策課

深谷市 10月1日 教育部

深谷市 未定 福祉健康部

上尾市 11月12日 指導課

上尾市 毎月１回 発達支援相談センター

上尾市 年6回 健康増進課

上尾市 毎月第３木曜日 健康増進課

上尾市 10月18日、11月22日 高齢介護課

上尾市 １１月号 子ども家庭総合支援センター

上尾市 １１月 子ども家庭総合支援センター

草加市 11月５日号（予定） 福祉政策課

草加市 11月（予定） 福祉政策課

あおいみ教室（青い実学園通園児の保護者に対する勉強会）の開催

市内県立高校生向け認知症サポーター養成講座（作成資料の説明と、ケアラー手記抜粋

の配布）

広報誌１１月号に記事掲載

広報誌１０月号に記事掲載

介護者教室・交流会の開催　市HP掲載中

市HPに掲載

障害者相談の一環として「相談支援」の実施

広報紙11月号の児童虐待防止の特集ページにヤングケアラーについての記事も掲載予定

発達に課題のある未就学児及びその保護者に対する療育、相談対応

鴻巣市人権研修会（管理職対象・ヤングケアラー支援について）

ヤングケアラーに関する調査

SSWの子ども食堂訪問

ヤングケアラーに関する連絡会

家族介護者教室

広報誌11月号に記事掲載（予定）※県から依頼のあったもの

市主催の虐待対応力向上研修内で、ケアラー支援に関する内容を取り上げ、関係機関への周知・啓発を行う。

初任者研修会における研修（ヤングケアラー支援について）

鴻巣市教職員全員研修会における研修（ヤングケアラー支援について）

若手教員研修会における研修（ヤングケアラー支援について）

鴻巣市立小・中学校における校内研修会（ヤングケアラー支援について）

鴻巣市人権研修会（各学校人権教育担当者対象・ヤングケアラー支援について）

介護家族会の実施(非接触型)

広報誌１1号に記事掲載（ヤングケアラーのみ）

要保護児童対策地域協議会の会議にてヤングケアラーの周知、問題の共有化を図る

「広報そうか」への記事掲載（県依頼）

相談窓口等のチラシ配布

深谷市教育・福祉連携推進会議（関係各課）

ヤングケアラーサポート会議（予定）

ヤングケアラーサポートクラス（埼玉県人権教育課主催）

発達障害児家族サロン

クローバーの会（セルフヘルプグループ）　　　テーマ：うつ病、依存症、自死

統合失調症の家族サロン



市町村 時期 担当課

ケアラー支援の取組等について

内　　容

草加市 ７月、８月 福祉政策課

草加市 11月（予定） 教育支援室

草加市 12月5日号（予定） 子育て支援課

越谷市 １１月号 地域包括ケア課

越谷市 11月26日 地域包括ケア課

越谷市 11月 教育委員会教育センター

越谷市 7月 教育委員会教育センター

蕨市 11月1日 介護保険室

蕨市 12月頃予定 学校教育課

戸田市 11月 福祉総務課

入間市 令和3年5月6日 こども支援課

入間市 令和3年7月 こども支援課

入間市
令和3年10月中

（予定）
こども支援課

入間市 １１月号 福祉総務課

入間市 １１月中 福祉総務課

入間市 11月20日（土） 介護保険課

入間市
11月15日か29日

（月）
介護保険課

朝霞市 １１月号 障害福祉課

朝霞市 年３回程度 障害福祉課

朝霞市 秋若しくは冬頃 長寿はつらつ課

朝霞市 毎月 長寿はつらつ課

朝霞市 毎月 長寿はつらつ課

朝霞市 通年 こども未来課

志木市 １１月号 共生社会推進課

志木市 10月号 長寿応援課

和光市 8月 地域包括ケア課

和光市 １１月 地域包括ケア課

和光市 １１月 長寿あんしん課

和光市 １１月 長寿あんしん課

新座市 １１月 介護保険課

新座市 １１月 介護保険課

新座市 １１月 教育相談センター

ケアラー支援に関する関係課会議の開催

広報誌１１月号に記事掲載

市立小・中学校児童生徒への埼玉県作成ハンドブックの配布

広報誌１１月号に記事掲載

ヤングケアラーに関する教職員向け研修会の開催

「広報そうか特集号」への記事掲載

広報誌１１月号に「ケアラー月間」、「介護マーク」の周知記事掲載

家族介護者講演会の開催

教育相談主任研究協議会の開催（ケアラー支援の周知）

ヤングケアラー実態調査アンケートの実施

「介護者のうつについて」

・介護者家族支援事業として、豊岡地区の介護者家族サロンへ参加されている方を対象

広報誌１１月号に記事掲載

当事者団体の地域相談会（ピアカウンセリング）に職員を派遣

認知症家族介護教室の開催（認知症が心配な家族がいる方向けの教室）

知恵袋（認知症の方を介護している家族の方の集い）

認知症カフェ（通称：オレンジカフェ、認知症の方後その家族の方が地域の方と共に気軽に集い、交流する場）

地元ラジオ局でのヤングケアラーの周知

入間市ヤングケアラー実態調査の実施

入間市ヤングケアラー実態調査の公表

広報いるま１１月号に記事掲載

ホームページでのケアラー支援の周知

「認知症フォーラム2021　in西武」

・介護施設長や介護者家族会代表の方から認知症についての講話と体操を行う予定で

広報１１月号に介護の日の特集・そこにケアラー支援条例を記載する予定

広報にいざ１１月号に記事掲載

中央図書館において、ケアラー関連図書の特集展示

令和３年度新座市「ヤングケアラー」に関する実態調査結果の学校送付及び検証

ショートステイ事業の周知（チラシ作成、ホームページ）

広報１１月号に記事掲載

広報１０月号に市内にある介護者サロン主催の講演会の記事掲載

民生委員を対象として、県政出前講座「ケアラー支援のために」受講

広報１１月号に記事掲載予定

日常生活圏域ニーズ調査によるケアラー調査



市町村 時期 担当課

ケアラー支援の取組等について

内　　容

新座市 １１月 教育相談センター

桶川市 10月18日（予定） 学校支援課

桶川市 随時 高齢介護課

桶川市 随時 高齢介護課

桶川市 随時(現在休止中) 高齢介護課

久喜市 １０月中には掲載予定 高齢者福祉課

久喜市 11月10日 高齢者福祉課

久喜市 11月17日 高齢者福祉課

久喜市 11月25日 高齢者福祉課

久喜市 11月24日 高齢者福祉課

久喜市 10月27日 高齢者福祉課

久喜市 11月25日 高齢者福祉課

久喜市 11月16日 高齢者福祉課

久喜市 11月10日
高齢者福祉課

(久喜市社会福祉協議会)

久喜市 11月18日
高齢者福祉課

(久喜市社会福祉協議会)

久喜市 11月26日
高齢者福祉課

(久喜市社会福祉協議会)

北本市 11月 高齢介護課

北本市 11月 高齢介護課

八潮市 毎月１回 健康増進課

八潮市 毎月第2木曜日 長寿介護課

八潮市 ５月２６日実施 子育て支援課

八潮市 八潮市教職員人権教育オンライン研修会（ヤングケアラー支援等について） ７月２１日実施 指導課

八潮市 8・9・11・1月号 長寿介護課

八潮市 10・11・12・2月 長寿介護課

八潮市 １１月１０日号 子育て支援課

八潮市 １１月実施予定 長寿介護課

富士見市 １１月号 福祉政策課

三郷市 11月 指導課

三郷市 令和3年5月号 長寿いきがい課

三郷市 11月 障がい福祉課

蓮田市 11月15日 在宅医療介護課

坂戸市
通年（委託事業者の開催

時期による）
高齢者福祉課

子どもと親の相談員研修会にて、「ヤングケアラー」を取り上げる

市内相談員研修会の実施

オレンジカフェ(菖蒲地区)　　※隔月で開催

オレンジカフェ(栗橋地区)　　※隔月で開催

オレンジカフェ(鷲宮地区)　　※隔月で開催

認知症サポーターステップアップ講座

物忘れ相談　　　　　　※市内各地区のいずれかで毎月第三火曜日に開催

介護者の会　　　　　　※市内各地区のいずれかで毎月開催

介護者のつどい

認知症ケア相談室

おれんじカフェ

ケアラー月間についてホームページに掲載

家族介護講演会(講師：若年性認知症本人、若年性認知症コーディネーター)

オレンジカフェ(久喜地区)　　※隔月で開催

こころの健康相談

介護者家族会ひかりネットワーク

要保護児童対策地域協議会　代表者会議での周知

広報紙に家族介護教室の記事掲載(11月号は「介護の日」にあわせ、仕事と生活の両立支

援相談窓口も併せて周知）

家族介護教室の開催

広報誌１１月号にヤングケアラーに関する記事の掲載

介護者サロン四つ葉　　※毎月第３木曜日

介護者サロン・おしゃべりサロンくりはし四つ葉　　※毎月第４金曜日

オレンジカフェ（認知症カフェ）の開催

広報誌１１月号に記事掲載

家族介護教室

「介護の日」にあわせ普及啓発（ロビー展示）

広報誌１１月号に記事掲載

各校の学校だより等への記事掲載、掲示物の掲示による周知

広報誌で総合相談窓口（地域包括支援センター）の周知

高次脳機能障害地域相談会

広報誌１１月号に記事掲載



市町村 時期 担当課

ケアラー支援の取組等について

内　　容

坂戸市 月1回 高齢者福祉課

坂戸市 年2回 市民健康センター

幸手市 通年 社会福祉課

幸手市 10月29日 社会福祉課

幸手市 １１月号 介護福祉課

幸手市 8月実施済み 学校教育課

鶴ヶ島市 11月号 福祉政策課

鶴ヶ島市 10月29日 健康長寿課

吉川市 8月号 生涯学習課

吉川市 9月 学校教育課

吉川市 11月号
子育て支援課・障がい

福祉課（記事には担当

吉川市 随時 障がい福祉課

吉川市 随時 障がい福祉課

ふじみ野市 8月27日
福祉総合支援チーム

子育て支援課

学校教育課

ふじみ野市 11月号 高齢福祉課

ふじみ野市 11月2日 学校教育課

ふじみ野市 ２月頃 福祉総合支援チーム

ふじみ野市 未定 福祉総合支援チーム

白岡市 １１月
福祉課・いきいき教育

課

白岡市 通年 高齢介護課

白岡市 通年 高齢介護課

伊奈町 １１月号 福祉課

三芳町 １１月号 福祉課

三芳町 月1回 福祉課

三芳町 未定 福祉課

三芳町 常時・イベント開催時 福祉課

毛呂山町 １１月号 福祉課

毛呂山町 １１月中 福祉課

越生町 11月号 健康福祉課

越生町 11月22日、30日 健康福祉課

滑川町 １１月号 健康福祉課

嵐山町 ６月 長寿生きがい課

介護者サロン

介護者サロン（障害者のケアラー）

「幸手市障がい者の福祉ガイド」の配布及び市ホームページへの掲載

統合失調症の家族教室（埼葛北地区地域自立支援協議会（蓮田市、幸手市、白岡市、宮

代町、杉戸町）、久喜市自立支援協議会の共催、幸手保健所の協力）

広報誌１１月号に記事掲載

家族会の紹介

ケアラー相談窓口

ヤングケアラーについての庁内打合せ

広報誌１１月号に記事掲載

校長会でのケアラー月間の周知

ヤングケアラーに関する研修会の開催

「幸手市教職員全員研修会及び人権教育研修会」において、県教育局市町村支援部人権教育課による講演動画『ヤングケアラーの現

状と今後の方針』を市内全教職員で視聴し、学校におけるヤングケアラー支援における留意点等を共有した。

広報紙11月号に記事掲載

家族介護教室の開催（ラジオ体操、介護者のリフレッシュ）

広報よしかわ８月号に人権啓発記事掲載

ケアラー月間について各校に周知

広報よしかわ１１月号にケアラー月間記事掲載予定

精神障がい者家族会開催

統合失調症家族教室（統合失調症の家族に向けた学習会）

医療的ケア児の親の会（NPO法人mamacare）への日常的な支援とイベント開催支援

広報誌１１月号に記事掲載

１１月中に町ＨＰへ「ケアラー月間」の掲載

広報11月号に記事掲載

子どもの貧困対策関係会議、研修等での周知（チラシ配布）

ヤングケアラーに関する講座を動画配信

窓口にケアラーについての漫画を配架

窓口に介護休業制度のチラシを配架

広報いな１１月号への掲載

広報誌１１月号に記事掲載

介護者家族のつどい開催

広報誌１１月号に記事掲載

家族の集い



市町村 時期 担当課

ケアラー支援の取組等について

内　　容

嵐山町 毎月１回 長寿生きがい課

嵐山町 11月 長寿生きがい課

嵐山町 2月 長寿生きがい課

小川町 １１月号 健康福祉課

川島町 6月 教育総務課

川島町 年間５回 子育て支援課

川島町 毎月 子育て支援課

川島町 １１月 健康福祉課

川島町 奇数月 地域包括支援センター

吉見町 令和4年1月 長寿福祉課

吉見町 令和3年11月 長寿福祉課

鳩山町 毎月第２・第４木曜日 長寿福祉課

鳩山町 １１月号 地域包括支援センター

鳩山町 11月 地域包括支援センター

鳩山町 9月16日、R4.3月1日 保健センター

鳩山町 １０月
長寿福祉課・町社会福祉協議

会

鳩山町 9月16日
長寿福祉課・保健センター・

教育委員会

鳩山町 9月23日
長寿福祉課・町社協・地区中

学校

ときがわ町 11月号 福祉課

ときがわ町 令和３年度中 福祉課

横瀬町 １１月号 健康づくり課

皆野町 12月号 福祉課

長瀞町 毎月第2火曜日 健康福祉課

長瀞町 10月発行 健康福祉課

長瀞町 ６月発行 健康福祉課

小鹿野町 １１月号 福祉課

小鹿野町 １１月号 保健課

小鹿野町 11月16日 保健課

小鹿野町 計画中 保健課・福祉課

東秩父村 Ｒ３年度中(未定） 住民福祉課

美里町 １１月 福祉課

神川町 １１月号 町民福祉課

広報誌１１月号に記事掲載

カウンセリングスタッフ会議でのSSWによる研修会

要保護児童対策地域協議会において、ケアラー等の早期発見に努めている

広報に「よい子の電話相談窓口」（24時間悩みなどの相談ができる）を掲載している

広報誌にケアラーの記事掲載

「認知症を支える家族の交流会」の開催

嵐カフェ（認知症カフェ）

県作成パンフ（みんないつかは年をとる）の配布（町内の中学2年生）

県作成パンフ（みんないつかは年をとる）の配布（町内の中学３年生）

重層的支援体制整備事業全体会議の開催（ケアラー支援の取り組みと周知）

ヤングケアラーに関する教育部局への情報伝達（就学支援委員会内）

ケアラー支援に関する教育部局との連携会議

広報誌１１月号に記事掲載

ヤングケアラーをテーマに比企地区主任児童委員研修会を書面開催

広報誌１１月号に記事掲載

成人式にて埼玉県作成のマンガを配布

介護者サロンの開催・チラシの配布

鳩山町精神障がい者等コミュニティサロンの開催

広報誌１１月号に記事掲載

町HP掲載

こころの健康相談

認知症家族会・介護者講座

ケアラー支援に関する関係各課連絡会議の開催

広報誌に記事掲載

広報誌１１月号にヤングケアラーについての記事を掲載

広報誌１１月号にケアラー月間の周知記事掲載予定

広報誌に記事掲載

介護家族のつどい

広報掲載（長瀞町・皆野町介護家族のつどい合同実施）

地域包括支援センターだよりに掲載

広報誌１１月号に記事掲載

ケアラーに関する啓もう啓発



市町村 時期 担当課

ケアラー支援の取組等について

内　　容

神川町 偶数月
保険健康課（地域包括支援

センター）

神川町 年度末
保険健康課（地域包括支援

センター）

神川町 偶数月
保険健康課（地域包括支援

センター）

神川町 １２月号
保険健康課（地域包括支援

センター）

上里町 年間 町民福祉課

上里町 年間 町民福祉課

上里町 11月号 高齢者いきいき課

上里町 年間 高齢者いきいき課

上里町 年間 子育て共生課

寄居町 １１月号 福祉課

寄居町 コロナ禍の為未定 福祉課

宮代町 11月 子育て支援課

杉戸町 １１月号 福祉課

杉戸町 10月29日 福祉課

松伏町 令和３年８月
教育文化振興課

・企画財政課

認知症家族会の実施　

統合失調症の家族教室

広報８月号に掲載し、当事者及び町民の意識向上を図った

家族介護者相談窓口（高齢者）のホームページ掲載

ケアラー・ヤングケアラーの相談受付

町広報誌１１月号に記事掲載

介護者サロンの開催

広報みやしろ及びホームページに掲載

広報誌１１月号に記事掲載

専門職による座談会（認知症家族会内）

臨床心理士による介護者の心の相談

広報１２月号に特集記事掲載予定

ホームページを通じた広報・啓発活動

ハンドブック・リーフレット等の配布

家族介護者相談窓口（高齢者）広報掲載


