ささえあい買い物事業

しゃきょう

と
が協同で
買い物に困っている高齢者を
支える事業です

社会福祉法人 渋川市社会福祉協議会
生活支援課 担当 ： 伊藤 山田
電話 ： ０２７９－２５－０５００
令和元年７月１日発行

Ｑ：どんな事業なの？
買い物が困難な状況にある高齢者がタクシーに相乗りして買い物に行く事業です。
店舗からの距離に応じた利用料金をお支払いいただきますが、タクシー料金の
一部は店舗と社協でも負担するので、通常のタクシー料金より大幅に安い料金で
買い物に行くことができます。
事業の運営費は「渋川市社協の介護事業による利益」と「店舗等からいただく
協賛金」を財源としています。民間同士の協同による事業です。
社会福祉協議会（社協）ってなに？
社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人で、「福祉のまちづくり」をすすめる
ために、地域住民や関係機関の協力を得ながら、共に考え実行していくことを目指す営利を
目的としない民間組織です。
民間組織としての「自主性」と、広く住民や社会福祉関係者に支えられた「公共性」という２
つの側面を併せもっています。

Ｑ：だれが使えるの？
渋川市にお住まいの７５歳以上で買い物に困っている人が使えます。
※ タクシーの乗降や買い物が一人で困難な方は介助者の同乗が必要となります。

Ｑ：利用料金はどのくらい？
利用料金はご自宅から店舗までの片道距離（道のり）によって決まります。

ご利用１回（１往復）の料金
店舗までの
片道距離

本来の
利用料金

平成30年10月～翌年9月
（１年間）の利用料金

２．０ｋｍ未満

５００円

４００円

2.0～2.5km未満

６００円

５００円

＋１００円

＋１００円

以降、500mごとに

利用料金は、集まった
一般協賛金に応じて、
毎年１０月に減額して
います。

一般協賛金については背表紙を
ご覧ください。

※ 同一世帯から２名以上で利用される場合は利用料金が１００円ずつ割引となります。
介助者として同行する方も同様に割引されます。

－ １ －

－ １

－

Ｑ：いつ、どこに買い物に行けるの？
月に２回、買い物に行きます。店舗と日時は以下のとおりです。
ご自宅から最も近い店舗が買い物場所となります。
最寄りの店舗や利用料金を知りたい方は、お気軽にお問合せください。
買い物店舗

買い物日

買い物時間

とりせん渋川店
（行幸田63-1）

第１、第３ 火曜日

午後２時～３時

第２、第４ 火曜日

午後２時～３時

とりせん子持店
（吹屋660-34）

第２、第４ 水曜日

午後２時～３時

フレッセイ阿久津店
（阿久津41- 1）

第１、第３ 水曜日

午後１時30分～２時30分

Aコープ北橘店
（北橘町真壁1386-1）

第１、第３ 木曜日

午後２時～３時

ベルク渋川店
（渋川1815-42）

第２、第４ 木曜日

午後２時～３時

すーぱーこいけ敷島店
（赤城町津久田195-22）

第１、第３ 金曜日

午後２時～３時

※タクシーがご自宅にお迎えにあがるのは買い物開始時間の約１５～３０分前くらいです。
ご自宅にお帰りになる時間は、買い物終了から約１５～３０分後くらいです。

店舗様からは、利用者数に
応じた協賛金をご負担いた
だいています。

月２回の買い物で不足する方には
月に２回の買い物で不足する方には、宅配サービスの業者等をご紹介します。
社協と宅配サービス業者とで連携を取り、不足する買い物日を補うお手伝いをします。

Ｑ：どうやって申し込むの？
下記の連絡先にお電話ください。
相談員がご自宅にうかがい、事業の説明をします。

渋川市社会福祉協議会 生活支援課
電話：０２７９（２５）０５００
担当：伊藤、山田
－

２

－

お電話
お待ちしてます

２年ぶりに買い物に来た。本当に懐かしくて
嬉しかった。普段は宅配を使っているから冷
凍の魚しか食べられない。今日は魚の目を
見て、鮮度を確かめながら買い物ができた。
（７０代男性）

タクシーが家の目の前まで送ってくれるから、
お米や醤油など、重い物が気兼ねなく買えた。
手厚いサービスに感謝します。ずっと続けて
欲しいです。（８０代女性）

お店と自宅が近いからタクシーを呼ぶのは
気が引ける。でも歩いて行くには遠いから
困っていた。今日はみんな一緒だったから気
兼ねなくタクシーに乗れた。（８０代女性）

一人で買い物してタクシーを呼んで帰ってい
たけど、タクシーを呼んでから到着するまで
３０分くらいかかることがあり、スーパーの
入口で待っているのが大変だった。今日はみ
んなで楽しく待てた。（８０代女性）

たまに息子が買い物に連れて行ってくれるけ
ど、息子は駐車場で待ってるので落ち着いて
買い物ができない。今日はゆっくり買い物が
できて嬉しかった。（８０代女性）

免許を返納してから買い物に行く手段がなく
なってしまった。誰かに連れていってもらうの
も気が引けて、自分で買い物に行くのは諦め
ていた。こうして地域のみんなで買い物できて
本当に幸せです。（８０代女性）

Ｑ＆Ａ（よくある質問）
質問

４人一組で申し込むの？

回答
４人でお申し込みいただく必要はございま
せん。大半の方がお一人で申し込まれてい
ます。社協で調整して４人一組を作りま
す。

集まる必要はございません。タクシーはご
タクシーに乗るときは、どこかに集
自宅までお迎えにあがり、帰りもご自宅前
まるの？
で下車できます。

利用料は片道の料金？往復の料金？ 往復の料金です。

片道の距離です。距離がご不明な方はお気
料金は自宅からお店までの往復距離
軽にお問い合わせください。お調べいたし
で決まるの？片道距離で決まるの？
ます。
－ ３ －

－

３

－

ご利用の流れ

お電話でお申し込みをいただくと、
相談員がご自宅にうかがい、事業の
説明をします。

ご自宅を訪問した際、専用の買い物かごを
お渡しします。
この買い物かごが利用登録証代わりになります。
なくしてしまう心配がなくて安心！

タクシーはご自宅前まで迎えに行きます。
乗車の際は、運転手さんが専用のボードで、
忘れ物の確認をしてくれます。

買い物中の様子。
買い物の「考えながら動く」という動作が介護予防につ
ながります。

かごはそのまま自宅に持ち帰れます。
商品が見えるので、タクシーを降りる際、荷物の
取り違え防止にもなります。
ゴミも出ないしエコですね♪

さらに運転手さんが、かごの名前も確認してくれ
ます（名前は普段は見えないようになっています）。
運転手さんは、ご自宅の玄関先まで荷物を運ん
でくれます。
－ ４ －

【店舗協賛金】

利用者が買い物に行く店舗からいただく協賛金です。
利用者１人あたり100円以上の協賛金をご負担いただいています。

とりせん渋川店・とりせん子持店 様

フレッセイ阿久津店 様

「安全です！新鮮です！！」をモットーに普段の生活に欠かせない生鮮食料品か
ら日用雑貨まで豊富に取り揃えて皆様のご来店をお待ちしております。「私のお
店（とりせん）」と思っていただけるよう、皆様の暮らしのお手伝いをさせていただき
ます。ぜひご利用ください！

フレッセイは今年スーパーマーケット創
業60周年を迎えました。フレッセイポイン
トカード提示で水曜は終日ポイント2倍で
す。是非、ご利用下さい。

Aコープ北橘店 様

ベルク渋川店 様

すーぱーこいけ敷島店 様

赤城橘の生産者が作った新鮮野菜の直
売と安全・安心な国産のお肉を中心に
国産原料を使用したAコープマーク品等
を取り揃えてますので是非ご利用くださ
い。

「地域社会の人々により充実した生活
を」をコンセプトに、地域に密着したお店
作りに取り組んでいます。新鮮でお買い
得な商品を数多く取り揃えていますの
で、是非ご来店ください。

小さなお店ですが、美味しい手作り惣菜
や、新鮮な生鮮食品を取り揃えて、皆様
の豊かで笑顔のある生活を、お手伝い
をさせていただきます。

【一般協賛金】

個人や企業からいただく協賛金です。１口２万円をいただいています。
この事業の利用料は、集まった協賛金の数に応じて、毎年１０月に
変更します。

医療法人恒和会 関口病院 様 北毛保健生活協同組合北毛病院 様 はるかぜ居宅介護支援事業所様
協賛数

３口

（累計６口）

関口病院は、整形外科中心の病院で
す。地域の皆様の健康と心の支えとな
る病院を目指しています。

あいケアサポート 様
協賛数

１口

（累計２口）

協賛数

３口

（累計６口）

協賛数

２口

（累計２口）

北毛病院は、お金のあるなしに関係なく 「買い物に行くのに不安がある。」その方
誰もが平等な医療”いのちの平等”を守 に使ってほしい事業です。
る医療活動を続けています。
私達にも応援させてください！！

株式会社 丸福家具店 様
協賛数

１口

（累計２口）

生活協同組合パルシステム群馬様
協賛数
１口 （累計２口）

いつまでも住みやすい渋川市であるよう 福祉用具貸与・販売・住宅改修工事の みなさまの生活を豊かに、安心・安全・
「ささえあい買い物事業」を応援していま 専門店。どんなことでもお気軽にご相談 おいしい商品を配達員の笑顔と共に玄
す。
ください。
関先までお持ちします！

匿名
協賛数

１口

（累計２口）

株式会社シブカワ包装 様
協賛数

１口

（累計２口）

望んでいた事業です。
パッケージはまごころを伝えます。
今後さらに継続発展することを期待して
あいのり事業を応援しています。
おります。

医療法人石井会 渋川伊香保分院様

協賛数

１口

西洋医学・東洋医学、その他様々な治
療の融合を実現すべく、患者様一人ひと
りの悩みに添った医療の提供を目指し
ております。

匿名
協賛数

１口

（累計１口）

身近な困り事に対応してくれる血の通っ
た事業だと思います。渋川全体に拡が
るといいと思います。

（累計２口）

免許返納しても生活できる
社会を目指して

