
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域敬老会運営マニュアル  

令和２年度版 

宮代町健康介護課 高齢者支援担当 
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はじめに 

当町は、近隣市町の中でも急速に高齢化が進んでおり、特に一人暮らし高齢者

や高齢者のみ世帯が年々増えている状況にあります。町では、こうした超高齢社

会を迎えるに当たり、地域の皆さんと高齢者の方との繋がりを強化し、地域全体

で支え合う仕組みづくりを構築していくことを推進しています。その一つとして、

第４次総合計画前期実行計画に「地域敬老会支援事業」を掲げ、全町敬老会を見

直し、平成２５年度から高齢者が参加しやすい地域単位での敬老会に移行させて

いただきました。昨年度は、地域敬老会に移行して８年目となり、初めて実施し

た自治会や合同開催した自治会も含めまして７７自治会中６７自治会で地域敬老

会が開催されました。これからも身近な地域の皆さんによる手作りの敬老会を通

して、より一層の地域コミュニティの活性化と高齢者の方が安心していきいきと

暮らし続けられる環境づくりを進めてまいります。皆様のご理解とご協力をお願

い申し上げます。  

 

地域敬老会運営マニュアルについて 

地域敬老会には、特に決まった運営方法等があるわけではありません。地域の

皆さんの話し合いと創意工夫により実施していただくことを基本としています。  

このマニュアルは、「地域敬老会の準備をどのように進めれば良いのか」や「当

日の運営の仕方が良くわからない」等の声を受けまして、地域でご検討いただく

際の参考となるよう、昨年度の事例等をもとにとりまとめたものです。  

ご活用いただければ幸いです。  

 

１ 地域で敬老会を開催するために 

（１）自治会等で話し合いをしましょう 

 

▼まず、自治会で敬老会を開催するためには、区長さんを中心に自治会で話し合

いをしていただくことが大切です。  

 

話し合いのポイント  

１  実施形態について（単独もしくは合同）  

２  対象者のおおまかな把握※  

３  日時はいつ頃にするのか  

４  会場はどこにするのか  

※町で大まかな人数をお教えします。  

話し合いがある程度まとまりましたら、まず町（高齢者支援担当）までご相談

ください。  

▼次からは、地域敬老会開催までの概ね 2 か月前から前日までのスケジュールを

掲載していますので、参考にしてください。
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（２）準備から当日、終了後までのスケジュール 

概ね２か月前 

１ 開催日時と会場を決めます。 

開催にあたっては、何人参加するかによって会場や日時、内容等が左右される

ことがありますので、参加者の把握をすると良いでしょう。  

参加者を把握します  

・町から自治会の区域にお住まいの対象者（年度内に７５歳になられる方及び

75 歳以上）の方に対して、地域敬老会への参加の確認を郵送で行います。な

お、自治会区域の確認を相談時にお願いする場合があります。  

・「参加」と回答した高齢者の方の名簿をお渡しします。  

・参加予定者名簿をお渡しするまでには、概ね 1 か月程度かかります。  

※開催の意向がありましたら、必ず町に連絡をしてください。  

・敬老会に招待する対象年齢については、各自治会独自で決めることができま

す。ただし、補助金の対象者は、年度内に７５歳になられる方及び７５歳以

上の方のみです。  

 

開催する規模（参加者数）に応じて会場を決定（予約）します  

地域敬老会は、身近な地域の皆さんによる手作りの敬老会を通して、より一層

の地域コミュニティの活性化と高齢者の方が安心していきいき暮らし続けられる

環境づくりの一環ですので、１つの自治会で開催する場合は、集会所で開催する

と良いでしょう。  

また、自治会合同や地区連絡会単位での開催で参加者数が多い場合は、下記の

公共施設や民間施設等の活用を検討しましょう。  

 

参考 

複数の自治会や地区連絡会で開催する場合の会場として想定される公共施設 

会場  予約開始 備考 

進修館大ホール ６か月前 ※進修館で開催のみ使用可 

和戸公民館 

日程が決まり次第予

約可能（通常の予約開

始前に予約できます） 

イス 76・机 32：洋室、和室の合計 

座布団 68 枚 小さめなイス 24 

百間公民館 
イス 80・机 36：洋室、和室の合計 

座布団 60 枚 折り畳みイス 8 

川端公民館 
イス 59・机 32：洋室、和室の合計 

座布団 79 枚 折り畳みイス 51 

ぐるる宮代 
６か月前 イス・机多数有り。 

貸し出しＯＫ 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の利用に制限のある場合があります。  

早めにご相談ください。  
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２ 内容、役割分担を決めます。 

 

特に内容については、決まったものがあるわけではありません。地域の皆

さんの創意工夫により温もりのある会を開催していただくことが大切です。

今までの開催実績を見ると、式典的なものと懇親会を融合したもので開催し

ているようです。必要に応じて、打ち合わせの会議を行いましょう。  

余興を行いたい場合  

・余興を行う、趣味サークルや子供会等に協力してもらいましょう。  

（謝礼の有無、人数、演出時間、事前に必要なものを打合せします。）  

⇒余興等の依頼に心当たりがない場合は町（高齢者支援担当）にご相談く

ださい。  

  懇親会を行いたい場合  

・会食、記念品配布等を行う場合の手配。発注個数や納品日、納品時間を確

認すると良いでしょう。  

予算について  

・全体でどのくらい費用がかかるか計算しておくと良いでしょう。  

役員の人数について  

・参加者の人数や内容にもよりますが、役員の人数は、10 人から 20 人程度

見込んでおくと良いでしょう。  

 

（参考として掲載していますので、強制するものではありません。） 

 

 

 

 ３ 運営費補助金の手続き（補助金を活用する場合）をします 

 内 容 

前 日 会場準備等 

10：00 受付 

10：30 ・開式の辞  

・自治会長あいさつ  

・来賓祝辞   

・子供達からのお祝いの言葉  

・長寿祝金贈呈  

・お礼の言葉  

・閉式の辞  

11：00 余興 

12：00 懇親会 

13：30 閉会 

《予想される敬老会の主な役割分担》  
 ●責 任 者 
 全体の進行を把握し、各係に指示 
 ●受 付 係 
 参加予定者名簿を基に、参加者等の受付 
 ●案 内 係 
 参加者等の案内 
 ●司   会  
 敬老会の進行 
 ●会 食 係  
 食事の準備、受け取り、配布 
 ●余 興 係  
 余興の実施、出演者の調整 
 ●記 念 品 係 
 記念品の手配、準備、管理、配布 
 ●会場設営係 
 会場の机、イス、飾り等の設置 
 ●会 場 係 
 参加者の身の回りの世話 
 ●誘 導 係 
 会場の外で、車や自転車の誘導 

式次第の例 

地域敬老会の補助金については、「宮代町地域敬老会運営費補助金 申請の手引

き」をご覧ください。 



- 4 - 

 

概ね１か月前 

４ 参加者へのご案内をします。 

 当日の内容等について案内すると良いでしょう。一例ですが案内方法は下記のようなも

のがあると考えられます。 

  ・個別通知（通知文、はがきでの郵送等） 

  ・班長さんからの伝達 

  ・電話連絡 

  ・回覧 等 

※概ね２ヶ月前のところで記載した「町が行う参加者意向確認」の際に、一緒に案内通知

を同封することもできます。そのときは通知文書を必要部数印刷し、町へ提出してくだ

さい。 

 

５ 事前準備の確認をします。 

■留意点 

  ・準備の都合上、最終出欠をいつまでにするのか確認しておきましょう。 

  ・敬老会当日の式次第、対象者名簿やプログラム等の作成について必要に応じて検討

しておきましょう。 

・事前に机、イス等の数量や配置や飾りつけ等について確認をしておきましょう。 

・駐車場、駐輪場の確認をしておきましょう。 

・会場の危険箇所（段差）等の確認をしておきましょう。 

・会食がある場合は、発注個数、納品時間等の最終確認をしておきましょう。 

※イス、テーブル等の備品については、町で貸出ししているものもあります。詳しく

は「自治会ハンドブック」をご覧ください。また、座卓の貸出しを希望される場合

は、高齢者支援担当窓口までご相談ください。 

 

前日 

６ 敬老会前日または当日に会場づくりをします。 

■留意点 

・必要に応じて音響（マイク等）、机、イスの配置や飾り等の設置をしましょう。 

・必要に応じて余興出演者のリハーサルをしましょう。 
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当日  

７ 有意義な地域敬老会にしましょう。 

 

■留意点 

・送迎時における交通事故等に気をつけましょう。 

・受付時には、参加者数の確認をしましょう。 

・開催中には、会場内の温度等室内環境に注意しましょう。 

・全体を通じて、高齢者の方の体調に十分注意しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当日の様子（中央・新道・宮代・笠原８町会）  

当日の様子（姫宮） 
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地域敬老会の補助金については、「宮代町地域敬老会運営費補助金 申請の手引

き」をご覧ください。 

開催後１ヶ月以内  

８ 運営費補助金の実績報告（補助金を活用した場合）をします。 

補助金の実績報告をします。 

 

 

手続き等終わりましたら  

９ 次回開催のために、引継書を作成しておきましょう。 

当日までの準備、当日の様子（装飾等もわかるように、写真で残しておくといいでしょ

う）、後片付け、決算報告、開催して気づいたこと等を記録して、次回開催がスムーズに

できるようにしておきましょう。バインダー等につづっておくと引継ぎしやすいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催当日に撮った写真、ぜひ町のホームページに掲載しませんか？そのまま、記録とし
て保存するのはもったいない！ぜひ、みんなで楽しい思い出を共有しませんか？ 
ホームページに掲載すれば、見たいときに誰でも開催当日の様子を見ることができます。

また、次年度以降開催する場合の参考として、役員さんが見ることもできます。他の地区
での開催の様子も見ることができるので、みんなで地域敬老会を盛り上げていきましょ
う！ 
地域敬老会に限らず、地域での敬老事業を行ったときの写真もあれば掲載します。 
できれば簡単な概要を文章にしたものを写真といっしょにいただけると、より伝わりや

すい内容にすることができます。 
なお、写真については、顔が写ると困る方もいると思いますので、地区で判断していた

だき、掲載しても差し支えないものをご提供ください。ホームページに載せる予定でいる
ようでしたら、開催当日に一声かけて確認し、撮影していただくのがよろしいかと思いま
す。 
地域敬老会を一緒に盛り上げることができるよう、ぜひ、地区のみなさまからの文章・

写真をお待ちしております。よろしくお願いいたします。 

 

あなたの地域の敬老会写真を 

町のホームページに載せませんか 
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事例１  単位自治会で開催する事例  

１  開催内容（11 時～13 時）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  運営主体：自治会  

３  内容の企画：自治会班長会の打ち合わせにより決定  

４  会合の回数：5 回程度  

５  当日出席者  

対象者人数（75 歳以上の方）：３０人  

75 歳以上の敬老会出席者数：１９人（参加率 63.3％）  

役員関係  自治会役員（班長）：７人  民生委員：1 人  その他：2 人  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記念写真撮影（敬老者及び全員の写

真撮影） 

・開会あいさつ（自治会長） 

・記念品贈呈（写真用額縁）  

・食事会 

・「宮代町民体育祭」開催のビデオ  

上映及び余興  

余興 

・踊り 
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事例２  複数の自治会が合同で開催する事例  

 

１  開催内容（１１時～１５時１５分）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  運営主体：連合自治会（４自治会）  

３  内容の企画：自治役員会議で決定  

４  会合の回数：５回程度  

５  当日出席者  

対象者人数（75 歳以上の方）：１１８人  

75 歳以上の敬老会出席者数：５２人（参加率 4４ .１％）  

６  役員：10 人    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・開会 

・主催者あいさつ（連合自治会長）  

・招待者あいさつ・乾杯  

・来賓あいさつ（町議会議員）  

・余興 

・懇親会 

・閉会 

余興の内容  

・スコップ三味線  

・新作舞踊  

・カラオケ  
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令和元年度の地域敬老会開催記事掲載内容＜参考＞
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令和元年度地域敬老会実施結果 

 

 

  

Ｎｏ 実施自治会名 開催日 開催会場 自治会数 催し物の内容
対象
者数

参加予
定者数

参加
者数

参加
率

1
新道・宮代・中央・笠原

８町会
9月8日 進修館 8

講演、合唱、踊り、ビンゴゲーム。

497 210 214 43.1%

2 学園台 9月16日 日本工業大学 1

長寿祝い贈呈、独協大学チアリー
ディング、中学生ピアノ演奏、高校
生日本舞踊、サックスアンサンブ
ル演奏、町をアルバムに発表、日
本工業大学吹奏楽団演奏

361 159 161 44.6%

3 須賀下 9月15日 須賀集会所 1

ハーモニカ演奏（宮代ハーモニカク
ラブ）、食事会、健康体操、ゲーム
（輪投げ）、記念撮影

44 18 18 40.9%

4 新若 9月22日 百間公民館 1

楽器演奏と合唱、ビンゴゲーム、
写真撮影 74 42 40 54.1%

5 中須 9月16日 中須集会所 1

お祝品の贈呈、落語、記念写真、
カラオケ、ビンゴゲーム 38 16 16 42.1%

6 須賀上 9月14日 須賀上集会所 1

写真撮影、ラウナハワイアンズに
よる演奏・歌・ダンス、カラオケ、ビ
ンゴゲーム

52 22 20 38.5%

7 川島１・２ 9月29日 百間公民館 2

懇親会、落語、アコーディオン演
奏、合唱、カラオケ 139 33 35 25.2%

8 姫宮南団地 9月29日 南団地集会所 1

ウクレレ、大正琴、ハーモニカ）み
んなで歌おう楽しい歌を！、記念
写真

174 80 80 46.0%

9 若宮 9月29日 若宮集会所 1

記念写真、音楽療法士による癒し
の歌、ビンゴゲーム 43 26 26 60.5%

10 切戸･弁天・桜木 10月6日 切戸会館 3

ハーモニカ演奏、日本舞踊、抽選
会 63 26 26 41.3%

11 辰新田・蓮谷 10月13日 日本工業大学 2

進修太鼓、音頭・舞踊、カンツォー
ネ、フラダンス、詩吟、シャンソンと
おしゃべり、マジックとおしゃべり、
コーラス、ラッキーゲーム

338 124 127 37.6%

12 道仏１ 10月27日 道仏集会所 1

賀寿表彰、記念撮影、健康体操、
大正琴演奏、じゃんけんゲーム 147 37 35 23.8%

13 新中町 9月8日 百間公民館 1

自己紹介ゲーム、余興：「おたま
じゃくし」演奏 119 52 53 44.5%

14 姫宮北団地 9月16日 宮代高校同窓会館 1

祝品贈呈、記念撮影、歌、楽器演
奏、踊り、ビンゴゲーム 172 90 96 55.8%

15 金剛寺 9月16日 須賀集会所 1

舞踊鑑賞、オカリナの演奏鑑賞、
お楽しみ抽選会、記念撮影 47 22 21 44.7%

16 川端１・２・３ 9月8日 川端集会所 3
プリム・レイによるバンド演奏、地
元フラダンスチームによる踊り、記
念撮影

261 84 84 32.2%

17 旭町１・２ 9月15日 百間公民館 2
懇親会、合唱、福引

62 24 24 38.7%

18 西原団地 9月29日 西原団地集会所 1
防犯ビデオ視聴、マジックショー、
ハーモニカ演奏（みんなで歌う）
飴細工、ビンゴゲーム

47 25 25 53.2%

19 姫宮 11月17日 姫宮集会所 1
集合写真、お巡りさん講和、防災
関連講和、記念品贈呈、卵詰め
ゲーム、ビンゴゲーム

123 36 37 30.1%

20 東粂原１・２ 9月16日 東粂原集会所 2

ギターコンサート、記念撮影

95 40 38 40.0%
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実施率（自治会の割合）→ 87.0％   令和元年度自治会数 ７７自治会で計算 

■実施した地区の参加率（1,935 人÷5,131 人×100）→ 37.7% 

■町全体の参加率（1,935 人÷5,540 人×100）→ 34.9% 

 

75 歳以上の高齢者（Ｒ2.1.1） 5,540 人 

 

 

Ｎｏ 実施自治会名 開催日 開催会場 自治会数 催し物の内容
対象
者数

参加予
定者数

参加
者数

参加
率

21 宮代台 11月18日 宮代台集会所 1

民謡（踊り）、みんなで歌おう、
ハーモニカ独奏、踊り、コーラス、
合唱

536 168 168 31.3%

22 須賀島 9月23日 須賀島集会所 1

記念撮影、ストレッチ、落語、ビン
ゴゲーム、カラオケ大会 117 31 31 26.5%

23 和戸町内会 9月29日 和戸公民館 7

お祝いのことば（子供会）、余興
（子供たちによる南中ソーランな
ど）

491 147 148 30.1%

24 国納南・北 9月16日 国納集会所 2

県政出前講座「振り込め詐欺被害
防止ワークショップ講座」、マジック
ショー、福引き大会、記念写真撮
影

58 23 22 37.9%

25 東 11月23日 東集会所 1

駐在講話、落語寄席、東踊りの会
踊り、記念品配布 114 39 39 34.2%

26 沖の山 11月4日 沖の山集会所 1

ハワイアンバンド演奏及びフラダン
ス、カラオケ、記念撮影 46 20 20 43.5%

27 姫川２区 1月19日 川端公民館 1

記念写真、宮代流し踊り、カラオ
ケ、ビンゴゲーム 69 35 35 50.7%

28 桃山台 11月17日 桃山台自治会館 1

民生委員紹介、日本舞踊鑑賞、ギ
ター・マンドリン演奏、サキソフォン
演奏、記念撮影

104 21 21 20.2%

29 道仏３ 11月2日 道仏集会所 1

健康体操・マジック・ビンゴゲーム

78 32 32 41.0%

30 西粂原 11月17日 西粂原集会所 5
オカリナ・ハーモニカショー・ビンゴ
ゲーム 133 40 40 30.1%

31 八河内 10月25日 八河内集会所 1

健康講話、ゲーム、くじ引き、記念
撮影 11 7 7 63.6%

32 中寺 1月13日 中寺集会所 1

講演（姫宮駐在所員）、腹話術・手
品、踊り（新相馬節）、ビンゴゲー
ム、カラオケ

74 36 36 48.6%

33 宮東 12月15日 宮東集会所 4

踊り、スコップ三味線、合唱、数名
の踊り 154 65 62 40.3%

34 稲荷町１・２ 2月16日 百間公民館 2

オカリナ、ビンゴゲーム、記念撮影

85 39 39 45.9%

35 エクレール久喜宮代 12月8日 エクレール内集会室 1

空手の型、ダンス、マジック、音ク
イズ、オカリナ、ギター、歌、抽選会 8 8 2 25.0%

36 姫宮東団地 1月26日 姫宮北団地集会所 1
姫宮駐在所より講話、演奏会（午
前の部、午後の部）、記念撮影、
ゲーム

79 19 19 24.1%

37 姫川１区 1月12日 川端公民館 1

ハワイアンバンド＆ポップスバンド
コンサート、記念品授与、カラオ
ケ、記念撮影

78 38 38 48.7%

計 67 5131 1934 1935 37.7%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談窓口 

宮代町健康介護課 高齢者支援担当  

電話 ０４８０－３４－１１１１ 

（内線３８２・３８３）  

            ＦＡＸ 0480－３４－３３９６ 

Ｅメール kaigo@town.miyashiro.saitama.jp 

 


