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１ 

 

１ 会議開催状況 

 

（１）正副会長会議 4回開催 

 開催日 内    容 

第65回 
令和2年 

5月26日 

 

【審議事項】 

・第77回理事会提出案件について 

・第60回評議員会提出案件について 

 

会長1名 副会長3名出席  

第66回 
令和2年 

11月26日 

 

【審議事項】 

・第78回理事会提出案件について 

・第61回評議員会提出案件について 

 

会長1名 副会長2名出席  

第67回 
令和2年 

12月18日 

 

【審議事項】 

・第79回理事会提出案件について 

・第62回評議員会提出案件について 

 

会長1名 副会長3名出席  

第68回 
令和3年 

3月 2日 

 

【審議事項】 

・第80回理事会提出案件について 

・第63回評議員会提出案件について 

 

会長1名 副会長3名出席  

 



２ 

 

（２）理事会 5回開催 

 開催日 内    容 

第77回 
令和2年 

6月 4日 

  

【報告事項】 

・会長及び常務理事に係る職務執行状況について 

・会長専決処分の報告承認について 

（令和元年度第3次資金収支補正予算、職員就業規程 

の一部改正、常勤職員就業規程の一部改正、非常勤職 

員就業規程の一部改正、処務規程の一部改正、石巻市 

社協みどり園運営規程の一部改正、石巻市社協かしわ 

ホーム運営規程の一部改正、石巻市障害者地域活動支 

援センター事業運営規程の一部改正） 

・令和元年度社会福祉法人指導監査結果及び改善状況報告

について 

【審議事項】 

・令和元年度事業報告について 

・令和元年度決算報告について 

 （監査報告） 

・定款の一部改正（案）について 

・諸規程の一部改正（案）について（給与規程の一部改正） 

・評議員候補者の推薦（案）について 

・評議員選任・解任委員会委員の選任（案）について 

・第7回評議員選任・解任委員会の開催について 

・令和2年度定時評議員会（第60回評議員会）の開催につ

いて 

 

理事13名 監事3名出席  

第78回 
令和2年 

12月 8日 

【報告事項】 

・会長及び常務理事に係る職務執行状況について 

・会長専決処分の報告承認について 

（経理規程の一部改正、表彰に関する規程の一部改正、 

  職員給与規程の一部改正） 

【審議事項】 

・定款の一部改正（案）について 

・諸規程の一部改正（案）について 

（事務局規程の一部改正、介護保険及び障害福祉事業所

の運営規程の一部改正） 

・令和2年度第1次資金収支補正予算（案）について 

・評議員候補者の推薦（案）について 

・第8回評議員選任・解任委員会の開催について 

・第61回評議員会の開催について 

理事12名 監事2名出席  



３ 

 

第79回 
令和2年 

12月23日 

【審議事項】 

・介護サービス事業等拠点整備事業用地取得（案）につい

て 

・介護サービス事業等事務所整備（案）について 

・令和2年度第2次資金収支補正予算（案）について 

・第62回評議員会の開催について 

 

 

理事12名 監事3名出席  

第80回 
令和3年 

3月12日 

 

【報告事項】 

・会長専決処分の報告承認について 

 （令和2年度第3次資金収支補正予算）   

・介護サービス事業等事務所整備工事に係る第2回プロポ

ーザル選定委員会審査結果について 

【審議事項】 

・定款施行細則の一部改正（案）について 

・諸規程の一部改正（案）について 

（部会及び委員会設置規程、寄附金配分委員会設置規

程、評議員選任・解任委員会設置運営規程、職員解雇・

懲戒等審査委員会規程、ボランティアセンター設置運

営規程、職員被服貸与規程、地域福祉推進委員会設置

規程、事務局規程、処務規程、就業規程、給与規程、 

 評議員及び役員等の報酬並びに費用弁償に関する規

程、経理規程、石巻市社協みどり園運営規程の一部改

正） 

・役員等賠償責任保険の契約について 

・介護サービス事業等事務所整備工事設計施工委託契約 

 について 

・令和3年度事業計画（案）について 

・令和3年度資金収支当初予算（案）について 

・管理職等の人事（案）について 

・理事候補者の推薦について 

・第63回評議員会の開催について 

 

理事10名 監事3名出席  

第81回 
令和3年 

3月26日 

【審議事項】 

・常務理事の選定について 

 

理事12名 監事3名出席  



４ 

 

（３）評議員会 4回開催 

 開催日 内    容 

第60回 
令和2年 

6月26日 

 

【報告事項】 

・会長専決処分の報告承認について 

（令和元年度第3次資金収支補正予算） 

・令和元年度社会福祉法人指導監査結果及び改善状況報告

について 

【審議事項】 

・令和元年度事業報告について 

・令和元年度決算報告について 

  （ 監査報告 ） 

・定款の一部改正（案）について 

  

評議員22名 理事2名 監事1名出席  

第61回 
令和2年 

12月22日 

 

【審議事項】 

・定款の一部改正（案）について 

・令和2年度第１次資金収支補正予算（案）について 

  

評議員25名 理事2名出席  

第62回 
令和3年 

1月 6日 

 

【審議事項】 

・介護サービス事業等拠点整備事業用地取得（案）につい   

 て 

・介護サービス事業等事務所整備（案）について 

・令和2年度第2次資金収支補正予算（案）について 

 

評議員25名 理事2名出席  

第63回 
令和3年 

3月25日 

 

【報告事項】 

・会長専決処分の報告承認について 

 （令和2年度第3次資金収支補正予算）  

・介護サービス事業等事務所整備工事に係る第2回プロポ 

ーザル選定委員会審査結果について  

【審議事項】 

・介護サービス事業等事務所整備工事設計施工委託契約に

ついて 

・令和3年度事業計画（案）について 

・令和3年度資金収支当初予算（案）について 

・理事の選任（案）について 

評議員26名 理事2名出席  



５ 

 

（４）監査会 1回開催 

 開催日 内    容 

第1回 
令和2年 

5月19日 

 

・令和元年度事業内容及び理事の業務執行、並びに一般 

 会計、特別会計収支決算、貸借対照表及び財産目録の 

 監査 

 

監事3名出席  

 

（５）評議員選任・解任委員会 2回開催 

 開催日 内    容 

第7回 
令和2年 

6月12日 

【審議事項】 

・評議員の選任について 

委員4名出席  

第8回 
令和2年 

12月15日 

 

【審議事項】 

・評議員の選任について 

委員5名出席  

 

（６）寄附金配分委員会 2回開催 

 開催日 内    容 

第1回 
令和2年 

9月 3日 

 

【報告事項】 

・令和元年度寄附金の受領状況について 

・基金を充当した令和元年度事業について 

・令和2年度地域福祉推進事業の予算について 

【協議事項】 

・令和元年度受領寄附金の積立について 

・令和元年度寄附金の事業配分について 

委員10名出席  

第2回 
令和3年 

2月17日 

 

【報告事項】 

・令和2年度寄附金の受領状況について 

・令和2年度地域福祉推進事業の予算の執行状況について 

【協議事項】 

・令和3年度地域福祉推進事業の当初予算配分（案）につ

いて 

委員11名出席  



６ 

 

（７）プロポーザル選定委員会 2回開催 

 開催日 内    容 

第1回 
令和3年 

1月28日 

 

【審議事項】 

・委員長の選任について                 

・（仮称）介護サービス事業等事務所整備工事指名型プロ

ポーザル実施要領（案）について                  

・指名業者（案）について 

委員6名出席 

  

第2回 
令和3年 

3月 1日 

 

【事業者審査】 

・技術提案書ヒアリング 

・審査採点 

【審議事項】 

・事業者ヒアリングの審査結果について 

 委員6名出席 

  

 

 

（８）地域福祉推進委員会 

 ◆石巻支所 2回開催 

 開催日 内    容 

第1回 
令和2年 

8月 7日 

・令和元年度事業報告について 

・令和元年度収支決算報告について  

委員7名出席  

第2回 
令和3年 

2月22日 

・令和3年度事業計画（案）について 

・令和3年度当初予算（案）について 

委員8名出席  

 

 

 

 



７ 

 

◆河北支所 2回開催 

 開催日 内    容 

第1回 
令和2年 

7月29日 

・令和元年度河北支所事業報告並びに収支決算について 

・生活支援体制整備事業について 

委員13名出席  

第2回 
令和3年 

2月19日 

・令和3年度石巻市社協河北支所事業計画及び収支予算 

 （案）について 

・生活支援体制整備事業について 

・地域福祉推進委員会委員について 

委員13名出席  

 

◆雄勝支所 2回開催 

 開催日 内    容 

第1回 
令和2年 

7月17日 

・令和元年度雄勝支所事業報告並びに決算報告について 

・令和2年度社会福祉協議会会費並びに赤い羽根共同募 

金の依頼方法について 

・生活支援体制整備事業について 

委員11名出席  

第2回 
令和3年 

2月26日 

・令和3年度雄勝支所事業計画(案)について 

・令和3年度雄勝支所収支予算(案)について 

・任期満了に伴う地域福祉推進委員会委員及びボランテ 

ィアセンター運営委員会委員の推薦について 

・地域福祉推進委員会の委員長及び副委員長の選任につ 

いて 

・地域福祉推進委員会選出理事及び評議員の選任について 

・ボランティアセンター運営委員会委員の選任について 

・地域福祉推進委員会に於ける生活支援体制整備事業の 

協議について 

委員11名出席  

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 

 

◆河南支所 3回開催 

 開催日 内    容 

第1回 
令和2年 

7月20日 

・令和元年度河南支所事業報告・収支決算について 

・ボランティアセンター業務について 

・その他 

委員10名出席  

第2回 
令和2年 

10月28日 

・研修会「生活支援体制整備事業（第2層協議体）」に 

ついて 講師 健康部介護保険課 鈴木信一氏 

・生活支援体制整備事業（第2層協議体）に関するヒアリ

ングのまとめについて 

委員10名出席  

第3回 
令和3年 

 2月24日 

・令和3年度河南支所事業計画（案）・収支予算（案）につ

いて 

・生活支援体制整備事業（第2層協議体）について活動紹

介「助け合いネットワーク広渕」 

・生活支援体制整備事業（第2層協議体）の設立について 

・任期満了に伴う地域福祉推進委員会委員及びボランテ 

 ィアセンター運営委員会委員の推薦について 

・地域福祉推進委員会選出理事及び評議員の選任について 

 

委員9名出席 

 

 ◆桃生支所 2回開催 

 開催日 内    容 

第1回 
令和2年 

7月14日 

 

・令和元年度桃生支所事業報告並びに桃生支所収支決算 

報告について 

・令和2年度桃生支所事業について 

・第2層協議体の設置について 

・その他 

委員9名出席  

第2回 
令和3年 

2月24日 

 

・令和3年度桃生支所事業計画（案）・事業収支予算（案）

について 

・任期満了に伴う地域福祉推進委員会委員及びボランテ 

 ィアセンター運営委員会委員の推薦について 

・第2層協議体の進め方について 

・その他 

委員11名出席  
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 ◆北上支所 2回開催 

 開催日 内    容 

第1回 
令和2年 

7月27日 

 

・令和元年度事業報告並びに決算報告について 

・令和2年度北上支所主要事業について 

・その他 

 

委員9名出席  

第2回 
令和3年 

2月25日 

 

・令和3年度北上支所事業計画（案）について 

・令和3年度北上支所収支予算（案）について 

・任期満了に伴う地域福祉推進委員会委員の推薦について 

・地域福祉推進委員会選出理事及び評議員の選任について 

・その他 

 

委員9名出席  

 

 ◆牡鹿支所 2回開催 

 開催日 内    容 

第1回 
令和2年 

7月29日 

 

・令和元年度牡鹿支所事業報告 

 及び収支決算報告について 

・令和2年度社協会費及び赤い羽根共同募金の依頼に 

ついて 

・令和2年度牡鹿支所各福祉団体の役員改選について 

 

委員9名出席  

第2回 
令和3年 

2月22日 

 

・令和2年度牡鹿支所会費実績について 

・令和2年度赤い羽根共同募金実績について 

・牡鹿地区ボランティアの活動状況について 

・令和3年度牡鹿支所事業計画（案）について 

・令和3年度牡鹿支所当初予算（案）について 

・任期満了に伴う地域福祉推進委員会委員及びボランテ 

 ィアセンター運営委員会委員の推薦について 

 

委員10名出席  
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２ 会員の加入状況 

  【活動計画４ 福祉に関する情報提供・啓発活動の推進】 

 

 ◆令和２年度 会員加入世帯数等（令和２年度実績参考比較） 

支所 

地区数 

年度 

会   員 

合 計 

件 数 

（件） 

会費収納額 

（円） 

一般 

(世帯) 

500円 

賛助 

(個人・団体) 

1口 1,000円 

(1口以上) 

特別 

(事業所・団体) 

1口 1,000円 

(3口以上) 
世帯数 

石巻 
238  ２年度 19,630  252  6  19,888  9,672,850  

45,516  元年度 20,047  369  25  20,441  10,237,600  

河北 
40  ２年度 3,140  81  43  3,264  1,992,000  

3,933  元年度 3,183  85  48  3,316  2,046,500  

雄勝 
17 ２年度 471  0  0  471  235,500  

597  元年度 472  0  0  472  236,000  

河南 
37  ２年度 5,349  1  0  5,350  2,550,300  

7,243  元年度 5,410  3  0  5,413  2,583,400  

桃生 
25  ２年度 1,803  63  53  1,919  1,412,500  

2,429  元年度 1,851  71  60  1,982  1,508,500  

北上 
19  ２年度 646  0  0  646  323,000  

720  元年度 650  0  0  650  325,000  

牡鹿 
20  ２年度 900  6  76  982  532,000  

1,238  元年度   914 5  58  977  520,000  

計 
396  ２年度 31,939  403 178  32,520  16,718,150  

61,676  元年度 32,527  533  191  33,251  17,457,000  
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３ 寄付金品の受入状況 

  【活動計画４ 福祉に関する情報提供・啓発活動の推進】 

 

支 所 
寄 付 金 

寄 付 物 品 
件 数 金  額 

石 巻 33件 1,786,210円 

 

布マスク380枚、手作りマスク641枚、ど根性

ひまわり写真集、リボン、ビデオデッキ1台、

ビデオテープ64本、タオル995枚、消毒ジェ

ル、定規セット170組、日用消耗品、菓子類、 

木製いす2脚、子ども衣類50着、衣類、 

だるま15個、鏡餅323個、介護用品、 

切り花500本 

 

河 北 11件 227,000円 
シルバーカー、おむつ、ストーマ、 

尿取りパッド 

雄 勝 0件 0円 なし 

河 南 5件 178,372円 
電動ベッド（中古）1台、紙おむつ、尿取り

パット、毛糸１箱、米 

桃 生 2件  115,357円 タオル70枚・プルタブ（426グラム） 

牡 鹿 0件 0円 
生花、観葉植物、クリスマスオーナメントセ

ット、調味料 

みどり園 2件 150,000円 どら焼き 

かしわホーム 0件 0円 
どら焼き、銅線類、タオルケット、シーツ・

衣類 

復興支援課 0件 0円 マスク111枚、のど飴 

合 計 53件 2,456,939円  

(元年度)  78件 4,026,769円  
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４ 調査・広報等事業 

  【活動計画３ 市民の生活課題の把握と相談対応の推進】 

  【活動計画４ 福祉に関する情報提供・啓発活動の推進】 

 

（１）広報誌「いしのまき社協だより」の発行（年6回 全戸配布） 

   ・第70号発行（令和2年 5月27日） 

   ・第71号発行（令和2年 7月 8日） 

   ・第72号発行（令和2年 9月10日） 

   ・第73号発行（令和2年11月11日） 

   ・第74号発行（令和3年 1月14日） 

   ・第75号発行（令和3年 3月12日） 

 

（２）福祉人材育成（資格取得・職場体験） 

学校名等 
受入 

人数 
資格名等 受入部署 日数 

東北文化学園大学 1名 社会福祉士 
総務課・地域福祉課・ 

在宅福祉課・復興支援課 
24日間 

宮城県社会福祉 

協議会 
5名 

介護支援 

専門員実務 

研修実習 

介護プランセンター 

介護プランセンター渡波 

介護プランセンター河北 

介護プランセンター雄勝北上 

介護プランセンター河南桃生 

 3日間 

宮城県立 

石巻支援学校 
1名 職場体験 デイサービスセンター福寿荘  9日間 

宮城県石巻西 

高等学校 
3名 

インターン

シップ 
みどり園  2日間 
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５ 老人福祉センター・地域福祉センター等管理運営事業 

  【活動計画１ 小地域福祉活動の推進】 

  【活動計画５ ボランティア活動の推進】 

  【活動計画７ 在宅福祉事業の推進】 

 

◆石巻市河南老人福祉センター利用状況 

 集会室 図書室 工作室 生活相談室 栄養指導室 計 

２年度 2,513名 0名 698名 272名 0名 3,483名 

元年度 3,603名 26名 820名 1,117名 444名 6,010名 

※新型コロナウイルス感染防止の為、貸館利用及び事業実施制限による減少 

 

◆石巻市桃生地域福祉センター利用状況 

 団体 

２年度 166団体(1,098名) 

元年度 117団体(1,722名) 

※新型コロナウイルス感染防止の為、貸館利用及び事業実施制限による減少 

 

◆石巻市北上高齢者生活福祉センター利用状況 

 個人 

２年度 9名 

元年度 737名 

※令和2年4月30日まで（事務所移転の為） 
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６ 共同募金事業【全支所】 

  【活動計画４ 福祉に関する情報提供・啓発活動の推進】 

（１）赤い羽根共同募金実績 

区 分 年 度 募金実績額 

石 巻 
２年度 10,683,642円 

元年度 11,585,497円 

河 北 
２年度 2,016,318円 

元年度 1,949,850円 

雄 勝 
２年度 289,984円 

元年度 276,600円 

河 南 
２年度 2,818,425円 

元年度 2,812,823円 

桃 生 
２年度 1,086,408円 

元年度 1,124,816円 

北 上 
２年度 401,259円 

元年度 415,654円 

牡 鹿 
２年度 588,577円 

元年度 595,683円 

合 計 
２年度 17,884,613円 

元年度 18,760,923円 

 

（２）赤い羽根募金実績（石巻支所内訳） 

区 分 年 度 募金実績額 

本 庁 
２年度 5,759,262円 

元年度 6,591,117円 

渡 波 
２年度 2,175,680円 

元年度 2,141,000円 

稲 井 
２年度 729,900円 

元年度 733,650円 

荻 浜 
２年度 93,800円 

元年度 93,800円 

蛇 田 
２年度 1,925,000円 

元年度 2,025,930円 

合 計 
２年度 10,683,642円 

元年度 11,585,497円 

 

（３）歳末たすけあい募金実績 

支 所 年度/比較 募金実績額 

石 巻 
２年度 160,800円 

元年度 100,000円 



１５ 

 

（４）共同募金配分事業概要（令和２年度社協配分事業） 

配 分 事 業 名 金   額 事 業 内 容 

老人福祉活動費 1,606,442円 
・小地域福祉活動助成 

・紙おむつ等購入助成事業 

障害児・者福祉活動費 16,631円 ・障害者交流事業 

児童・青少年福祉活動費 240,000円 
・子育てセンター等との共催 

 事業（4ヶ所） 

福祉育成・援助活動費 1,244,009円 

・福祉学習推進事業 

 38校へ助成 

・福祉作品コンクール 

ボランティア活動育成事業費 3,363,288円 

・ボランティア団体活動助成 

・サロン活動研修会・情報 

 交換会 

・広報費 

（社協だより6回発行分） 

合   計 6,470,370円  

 ※宮城県共同募金会からの配分金を受け、社協事業として実施 

 

（５）歳末たすけあい配分事業 

配 分 事 業 名 配分額 事 業 内 容 

認可外保育施設支援事業 160,800円 

・認可外保育施設に対する支援 

   50,000円×3施設 

・配分諸経費    10,800円 

合   計 160,800円  
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（６）小規模災害見舞金［宮城県共同募金会より］ 

支 所 
火災見舞金並びに弔慰金 

全焼 半焼 死亡 金 額 

石 巻 1件 1件 1件 80,000円 

河 北 0件 1件 0件 20,000円 

河 南 1件 0件 0件 30,000円 

合 計 2件 2件 1件 130,000円 

(元年度) 5件 1件 0件 170,000円 

  ※火災見舞金並びに弔慰金 

   全焼（30,000円） 半焼（20,000円） 死亡弔慰金（30,000円） 

 

（７）災害義援金受入状況 

災 害 名 件 数 配分額 

令和2年7月豪雨災害義援金 2件 3,034円 

令和元年台風第19号災害義援金 3件 53,302円 

合   計 5件 56,336円 

 

（８）住民支え合い活動助成事業 

P52 復興支援事業に記載 
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７ 地域福祉活動の強化事業 

  【活動計画１ 小地域福祉活動の推進】 

  【活動計画２ 地域福祉関係団体の活動の推進】 

  【活動計画４ 福祉に関する情報提供・啓発活動の推進】 

 

（１）地区座談会・出前講座 

    ≪地区座談会≫          ≪出前講座≫ 

 開催回数 参加者 

 

 開催回数 参加者 

２年度 0回 0名 ２年度 7回 102名 

元年度 0回 0名 元年度 7回 195名 

※地区座談会については、新型コロナウイルス感染防止のため中止 

 

（２）あんしんカード設置事業 

 男性 女性 合計 

設置数 
２年度 1,570名 3,321名 4,891名 

元年度 1,604名 3,175名 4,779名 

    ※復興公営住宅含む 

 

（３）地域サロン活動支援事業助成金・子育てサークル活動支援助成金 

   〇市内で活動する地域サロン団体及び子育てサークルの支援を目的に 

    助成金を交付 

   ≪立ち上げ助成≫ 

 サロン団体 助成額合計 子育てサークル 助成額合計 

２年度 1団体 30,000円 0団体 0円 

元年度 11団体 330,000円 8団体 240,000円 

   ≪小規模団体助成≫ 

 サロン団体 助成額合計 子育てサークル 助成額合計 

２年度 6団体 60,000円 0団体 0円 

元年度 9団体 90,000円 3団体 30,000円 

     ■のぼり旗を作成し、サロン活動団体等へ配付 

     

（４）石巻市支え合い活動支援業務（石巻市委託） 

   〇地域コミュニティ構築及び推進を図ることを目的に被災者の引きこもり 

    や孤立予防のための活動を行う各種サロン団体に対し、補助金を交付 

 サロン団体 助成額合計 子育てサークル 助成額合計 

２年度 90団体 2,700,000円 12団体 360,000円 

元年度 151団体 4,530,000円 17団体 510,000円 
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（５）子育て支援事業 

    令和2年12月14日 なかよし保育園子育て支援センターとの共催事業 

             （人形劇観劇〔人形劇団ボッケ座〕） 

    令和3年 2月16日 釜子育て支援センターとの共催事業 

             （人形劇観劇〔人形劇団ボッケ座〕） 

（６）第2回社会福祉大会 

    ・開 催 日：令和2年11月1日 

    ・開催場所：石巻市河北総合センタービッグバン 

    ・内  容：①表彰式 

［表彰］◇社会福祉協議会功労          6 名 

◇民生委員児童委員功労         42 名 

◇ボランティア功労          10 団体 

◇社会福祉活動協力           61 名 

◇篤志寄付            3 名・4 団体 

［感謝］◇社会福祉協議会功労          22 名 

◇篤志寄付            19 名・17 団体 

◇事業協力            5 名・2 団体 

［表彰］◇福祉作品コンクール 

・ポスターの部＜小学校の部＞      5 名 

・ポスターの部＜中学校の部＞     3 名 

・標語の部              5 名 

        ②記念講演 講師 ルーテル学院大学教授・学術顧問 

                      市 川 一 宏 氏 

                演題 「コロナ禍における地域福祉のあり方 

～ 新たな社協の役割 ～」 

（７）社協支部活動 

 

  ◆河北支所 

活動名 開催日 参加者数 

福祉協力員連絡会 令和2年 7月 3日 35名 

 

  ◆雄勝支所 

活動名 開催日 参加者数 

福祉協力員研修会 
※新型コロナウイルス

感染防止のため中止 
0名 

 

  ◆河南支所 

活動名 開催日 参加者数 

福祉協力員会議 令和2年 6月24日 26名 
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  ◆桃生支所 

活動名 開催日 参加者数 

入沢・九郎沢地区「地域交流会」 
※新型コロナウイルス

感染防止のため中止 
0名 

福祉協力員会議 令和2年 7月29日 24名 

拾貫西・東地区「住民の集う会」 
※新型コロナウイルス

感染防止のため中止 
0名 

中津山上・下地区 

「地域交流パークゴルフ大会」 

※新型コロナウイルス

感染防止のため中止 
0名 

高須賀上・下地区「親子三代福祉大会」 
※新型コロナウイルス

感染防止のため中止 
0名 

向永井・表永井・西前地区「地域交流会」 
※新型コロナウイルス

感染防止のため中止 
0名 

   

 

◆北上支所 

活動名 開催日 参加者数 

福祉協力員会議 令和 2年 6月12日 15名 

福祉協力員・民生委員児童委員 

合同研修会 

※新型コロナウイルス

感染防止のため中止 
0名 

 

  ◆牡鹿支所 

活動名 開催日 参加者数 

福祉協力員会議 
※新型コロナウイルス

感染防止のため中止 
0名 
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（８）その他の地域福祉活動強化事業 
  ◆石巻支所 
   □世代間交流事業 
    （１）住吉地区世代間交流事業 
       ※新型コロナウイルス感染防止のため中止 
 
    （２）渡波地区世代間交流事業 
       ※新型コロナウイルス感染防止のため中止 
 
  ◆河北支所 
   □河北地区サロン活動情報交換会 

    ・開 催 日：令和3年 1月20日 
    ・開催場所：社協河北支所 2階研修室 
    ・参 加 者：8名 ※新型コロナウイルス感染防止のため規模縮小 
 
  ◆雄勝支所 
   □雄勝地区男の介護教室 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止  
   

   □雄勝町わくわくお達者交流会 
    ※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

     
  ◆河南支所 
   □世代間交流陶芸教室 
    ※新型コロナウイルス感染防止のため中止 
   
   □世代間交流親子でミニバスケット作り教室 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 
 

◆桃生支所 
 □桃生地区サロン情報交換会 

    ・開 催 日：令和2年10月16日 

    ・開催場所：桃生地域福祉センター 
    ・参 加 者：29名（延べ人数）※新型コロナウイルス感染防止のため 

人数制限 
  ◆牡鹿支所 
   □声がけ郵便事業 
    ・利用者数： 5名 
    ・実施回数：13回（原則毎月第4土曜日） 
    ・対 象 者：定期的に安否確認が必要な世帯 
   □安心箱支給事業 
    ・配 布 数：13箱（総数126箱） 

    ・対 象 者：①70歳以上の一人世帯 
          ②80歳以上の二人世帯 
          ③緊急時の対応が心配な世帯 
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８ 老人福祉事業 
  【活動計画１ 小地域福祉活動の推進】 

  【活動計画２ 地域福祉関係団体の活動の推進】 

 

（１）ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯への給食サービス実施団体への助成事業 

支 所 活 動 団 体 
(延べ)実績 

２年度 元年度 

石 巻 渡波ふれあいの会 0食 424食 

河 北 
ボランティア有志 

河北地区民生委員児童委員協議会 
0食 396食 

河 南 
河南地区ボランティア友の会 

河南地区民生委員児童委員協議会 
0食 965食 

北 上 北上ボランティア友の会 0食 406食 

牡 鹿 

牡鹿給食ボランティア 

牡鹿地区民生委員児童委員協議会 

絵てがみサークルふきのとう 

0食 498食 

合 計  0食 2,689食 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

 

（２）ひとり暮らし高齢者福祉のつどい開催事業 

 ◆石巻支所 

地 区 場  所 参加人員 実施回数 

石巻地区  0名 0回 

住吉地区  0名 0回 

門脇地区  0名 0回 

湊地区  0名 0回 

山下地区  0名 0回 

蛇田地区  0名 0回 

荻浜地区  0名 0回 

渡波地区  0名 0回 

稲井地区  0名 0回 

釜･大地区  0名 0回 

合 計  0名 (元年度1,014名) 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 
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（３）ひとり暮らし高齢者ふれあい昼食会事業 

   ◆牡鹿支所 

    ・場  所：牡鹿保健福祉センター 清優館 

    ・対 象 者：70歳以上ひとり暮らし世帯 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

 

（４）その他の老人福祉事業 

   ◆雄勝支所 

    □雄勝町民交流事業 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

     

   ◆河南支所 

    □人生楽しみ会事業 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

     

   ◆桃生支所 

    □高齢者特別研修会事業 

    ・会場：ホテル観洋（南三陸町） 

    ・対 象 者：桃生地区にお住まいの80歳以上の方 

     ※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

  

   ◆北上支所 

    □ひとり暮らし高齢者の集い「ひだまりの会」 

    ・対 象 者：北上地区にお住まいの70歳以上のひとり暮らしの方 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

 

    □見守り訪問活動（ひだまりの会・おせち料理宅配事業の代替事業） 

    ・利用者数：59名 

    ・開 催 日：令和2年12月15日 

    ・対 象 者：70歳以上の独居高齢者 

    ・内  容：民生委員児童委員がひとり暮らしの高齢者へ、感染予防 

          グッズとお楽しみ袋をお届けしながら見守り活動を行った。 

 

◆牡鹿支所 

□ひとり暮らし高齢者への声がけ事業 

・利用者数：73名 

 ・開 催 日：令和2年12月21日、令和3年 2月20日 

 ・対 象 者：牡鹿地区にお住まいの70歳以上のひとり暮らしの方で給 

食サービスを利用されている方への代替事業。 
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９ 福祉学習推進事業 

  【活動計画６ 福祉学習・啓発活動の推進】 

 

（１）福祉学習推進助成事業 

    助成額：１校あたり30,000円以内（指定校60,000円以内） 

   ◆石巻支所（17校 528,553円）※指定校 

    ①石巻小学校  ②釜小学校   ③山下小学校  ④蛇田小学校 

    ⑤稲井小学校  ⑥向陽小学校  ⑦貞山小学校  ⑧開北小学校 

    ⑨万石浦小学校 ⑩大街道小学校 ⑪中里小学校  ⑫鹿妻小学校 

    ⑬蛇田中学校  ⑭荻浜中学校 ※⑮渡波中学校  ⑯稲井中学校 

    ⑰青葉中学校   

キャップハンディ体験学習（車椅子体験・白杖・手話・点字）、交流事

業（祖父母参観・異学年・運動会）、環境美化運動（校内外の美化・学

区内清掃・公園清掃、花壇整備）、ゲストティーチャー学習、文化伝承

活動・学校内外のボランティア活動 ほか 

 

   ◆河北支所（4校 120,000円） 

    ①飯野川小学校 ②大谷地小学校 ③二俣小学校 ④河北中学校 

キャップハンディ体験学習（車椅子体験・視覚障害体験）、介護老人福

祉施設入所者との交流事業（お手紙、もち米）、地域高齢者との交流、

幼稚園・保育園児との交流、地域清掃・環境美化活動 ほか 

 

   

   ◆雄勝支所（2校 60,000円） 

    ①雄勝小学校 ②雄勝中学校 

ミニ1年生を迎える会、雄勝めぐり、雄勝保育所との交流、6年生を送る

会、学校浜活動、学校周辺緑化活動、雄勝地区小中学校合同文化祭 

 ほか 
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   ◆河南支所（7校 210,000円） 

    ①広渕小学校  ②須江小学校  ③北村小学校  ④前谷地小学校 

    ⑤和渕小学校  ⑥鹿又小学校  ⑦河南西中学校 

キャップハンディ体験、美化活動、清掃奉仕活動、招待・ふれあい活動、

訪問交流活動（一心苑、花水木）、学校農園、花壇整備、文化伝承活動 

ほか 

 

   ◆桃生支所（3校 90,000円） 

    ①中津山第一小学校 ②中津山第二小学校 ③桃生小学校 

交流活動（家族招待、異学年、1年生を迎える会、6年生を送る会）、キ

ャップハンディ体験（車椅子体験・視覚障害体験）、点字学習、盲導犬

と交流、環境美化、花壇整備、文化伝承活動 ほか 

 

   ◆北上支所（1校 30,000円） 

    ①北上小学校 

キャップハンディ体験、緑化活動、高齢者とのふれあい、社会を明るく

する運動・鼓笛演奏、清掃活動等、盲導犬訓練体験 ほか 

 

   ◆牡鹿支所（4校 120,000円） 

    ①大原小学校 ②寄磯小学校 ③鮎川小学校 ④牡鹿中学校 

地域清掃奉仕活動（笑顔創造プロジェクト）、除草活動、収穫祭、学習

発表会、グラウンドゴルフ交流会 ほか 
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（２）体験学習等事業 

支所 学校／対象 対応内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石巻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蛇田小学校 3年生 

（令和2年 9月16日） 

・福祉についての講話 

職員1名派遣 

渡波小学校 5年生 

（令和2年 9月30日） 

・車椅子体験 

・白杖体験 

職員4名派遣 

蛇田小学校 3年生 

（令和2年10月21日） 

・手話についての学習 

・ボランティア講師派遣(4名) 

職員1名派遣 

湊中学校 1年生 

（令和2年11月12日） 

・認知症についての学習 

・地域包括支援センター職員が講師(4名) 

職員2名派遣 

蛇田小学校 3年生 

（令和2年11月16日） 

・身体障害(視覚)についての学習 

・ボランティア講話派遣 

職員1名派遣 

蛇田小学校 3年生 

（令和2年11月17日） 

・身体障害(視覚)についての学習 

・ボランティア講話派遣 

職員1名派遣 

稲井小学校 3年生 

（令和2年11月19日） 

・車椅子体験 

・白杖体験 

職員4名派遣 

稲井小学校 3年生 

（令和2年11月26日） 

・盲導犬についての学習 

・ボランティア講師派遣 

職員2名派遣 

貞山小学校 3年生 

（令和3年 1月14日） 

・車椅子体験 

・白杖体験          

職員4名派遣 

貞山小学校 3年生 

（令和3年 1月19日） 

・パラスポーツ体験（ボッチャ） 

職員4名派遣 

釜小学校 4年生 

（令和3年 1月20日） 

・福祉についての講話 

職員1名派遣 

中里小学校 3年生 

（令和3年 1月28日） 

・盲導犬についての学習 

・ボランティア講師派遣 

職員2名派遣 
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河北 
飯野川小学校 3年生 

（令和2年 9月29日） 

・ユニバーサルデザイン学習 

・車椅子体験 

・視覚障害体験         職員3名派遣 

雄勝 ※依頼なし  

河南 

北村小学校 4年生 

（令和2年 7月29日） 
・車椅子体験 

・視覚障害体験 

・高齢者疑似体験 

職員2名派遣 
須江小学校 4年生 

（令和2年10月27日） 

桃生 

中津山第一小学校 5年生 ※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

中津山第二小学校 4年生 

（令和2年12月2日、3日） 

・視覚障害体験・車椅子体験・高齢者疑似体験 

※新型コロナウイルス感染防止のため 

職員派遣依頼は中止、用具貸出のみ 

桃生小学校 3年生 

（令和3年 2月5日） 

・視覚障害体験、ボランティア講師派遣 

・車椅子体験          職員3名派遣 

北上 
北上中学校1・2年生 

（令和2年10月1日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験        職員2名派遣 

牡鹿 

大原小学校、鮎川小学校 

寄磯小学校合同 

（3・4年生） 

（令和2年12月 2日） 

・視覚障害者のお話と、盲導犬との交流会 

 

職員3名派遣 

 

（３）石巻市福祉学習推進研修会 

   各学校よりの事業報告書を取りまとめ周知 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

 

（４）福祉作品コンクール 

   ・応募対象：市内の小学生及び中学生 

   ・応 募 数：ポスター32点／標語90点 

   ・福祉作品コンクール表彰式（令和2年11月1日第2回福祉大会にて） 

    ※入賞された作品は、令和3年1月25日から31日までイトーヨーカ堂石巻

あけぼの店に展示したほか、作品を掲載したカレンダーを作成し、市

内の小・中学校等に配布 
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１０ 福祉団体等の事務取扱事業 

  【活動計画２ 地域福祉関係団体の活動の推進】 

（１）石巻市民生委員児童委員協議会 

◆構成［単位民児協16地区・復興枠］ 

名        称 定数 
実委員数 

()内は主任児童委員数 

石巻地区民生委員児童委員協議会 17名 16（ 2）名 

住吉地区民生委員児童委員協議会 34名 32（ 2）名 

門脇地区民生委員児童委員協議会 9名 8（ 2）名 

湊地区民生委員児童委員協議会 22名 21（ 2）名 

山下地区民生委員児童委員協議会 18名 17（ 2）名 

蛇田地区民生委員児童委員協議会 36名 34（ 2）名 

荻浜地区民生委員児童委員協議会 9名 9（ 2）名 

渡波地区民生委員児童委員協議会 31名 30（ 2）名 

稲井地区民生委員児童委員協議会 17名 17（ 2）名 

釜・大街道地区民生委員児童委員協議会 26名 20（ 2）名 

河北地区民生委員児童委員協議会 40名 37（ 2）名 

雄勝地区民生委員児童委員協議会 12名 12（ 2）名 

河南地区民生委員児童委員協議会 43名 38（ 3）名 

桃生地区民生委員児童委員協議会 19名 19（ 2）名 

北上地区民生委員児童委員協議会 11名 11（ 2）名 

牡鹿地区民生委員児童委員協議会 18名 13（ 1）名 

復興枠 8名 ― 

合       計 370名 334（32）名 

  

◆会 議 

  □石巻市民生委員児童委員協議会総会（書面決議） 

  □地区会長会（3回）※臨時正副会長会を含む 

  □主任児童委員会部会（2回） 

  □研修部会（3回） 

  □広報部会（2回） 

  □各地区（16地区）にて毎月定例会開催（4月、5月は自粛中止） 
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◆事業等 

  □あんしんカード設置事業 4,891名設置（男：1,570名、女：3,321名） 

  □乳幼児健診時相談支援事業 ※新型コロナ感染防止のため中止 

  □広報誌発行（年1回） 

  □石巻ブロック民生委員児童委員連絡協議会研修会 

   （※代替研修としてビデオ研修を各単位民児協定例会で実施） 

  □ふれあいサロン（年13回開催：子育て支援センター） 

  □こども友遊村 ※新型コロナ感染防止のため中止 

  □全国・県民児協主催各研修会 

   ・会長研修会（令和2年 9月 3日：仙台市） 

   ・県中堅民生委員児童委員研修会（令和2年10月12日：仙台市） 

   ・県主任児童委員研修会（令和2年 9月17日：仙台市） 

   ・県相談技法研修会（令和2年11月20日：仙台市） 

   ・県新任民生委員児童委員研修会（令和3年 1月27日：仙台市） 

 

 

（２）石巻市老人クラブ連合会 

 ◆構 成 

名        称 単位クラブ数 会 員 数 

石巻支部老人クラブ連合会 27クラブ 778名 

河北支部老人クラブ連合会 14クラブ 516名 

雄勝支部老人クラブ連合会 1クラブ 35名 

河南支部老人クラブ連合会 13クラブ 408名 

桃生支部老人クラブ連合会 5クラブ 99名 

北上支部老人クラブ連合会 6クラブ 136名 

牡鹿支部老人クラブ連合会 2クラブ 57名 

合       計 68クラブ 2,029名 

 ◆会 議 

  □総会（書面決議） 

  □正副会長会（3回） 理事会（2回）  

  □保健体育部会、企画研修部会、女性部会、若手委員会等の開催 

 ◆事 業 

  □会員視察研修会並びに交流会（市老連主催） 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

  □東北ブロック老人クラブリーダー研修会への参加 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 
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  □レインボークラブ石巻大運動会（市老連主催） 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

  □川開き祭り大漁踊り参加 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

  □石巻市老人クラブ連合会第14回シニアスポーツ大会（市老連主催） 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

  □石巻地区(石巻市・東松島市・女川)老人クラブ健康づくり研修会への参加 

   （県老連主催） 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

  □レインボークラブ石巻わくわくフェスティバル（市老連主催） 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

  □第24回宮城県シニアスポーツ大会への参加（県老連主催） 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

  □第40回宮城県老人クラブ大会への参加（県老連主催） 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

  □令和2年度指導者研修会（市老連主催） 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

  □移動理事会（市老連主催）         

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 
    

※各支部の会議・各種事業についても新型コロナウイルス感染防止の 

ため中止 

 

（３）石巻・女川地区遺族会連絡会 

 ◆構 成 

石  巻 224名 

河  北 232名 

雄  勝 81名 

河  南 211名 

桃  生 194名 

北  上 退会 

牡  鹿 67名 

合  計 1,009名 

 ◆会 議 

  □石巻・女川地区遺族会連絡会役員会（書面決議） 

  □石巻・女川地区遺族会連絡会理事会（書面決議） 
 
 ◆事 業 

  □各遺族会間の連絡調整 

□靖国神社参拝事業 ※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

□会員研修会 ※新型コロナウイルス感染防止のため中止 
 

※各遺族会の会議・各種事業についても新型コロナウイルス感染防止の 

ため中止 
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（４）石巻市身体障害者福祉協会 

 ◆構 成 

地  区 会 員 数  

石  巻 30名  

河  北 39名 ※休会中  

雄  勝 17名  

河  南 52名  

桃  生 31名  

北  上 29名  

牡  鹿 9名  

合  計 207名  

 ◆会 議 

□総会（書面決議）※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

  □正副会長会議（1回） 

  □理事会（1回） 

 ◆事業関係 

  □石巻市役所（1階、5階）への自動販売機設置 

  □市町村身体障害者福祉協会会長・事務担当者会議（県身障協会主催） 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

□スポーツ大会 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

□新年会並びにレクリエーション大会 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

   

※各支部の会議・各種事業についても新型コロナウイルス感染防止の 

ため中止 
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（５）社会を明るくする運動石巻市推進委員会 

 ◆会 議 

  □第70回社会を明るくする運動宮城県推進委員会 

   ※新型コロナウイルス感染防止のため資料の配布のみ 

  □第70回社会を明るくする運動監査会 

   （令和2年 5月26日：本所他） 

  □第70回社会を明るくする運動石巻市推進委員会 

   ※新型コロナウイルス感染防止のため資料の配布のみ 

 ◆事 業 

  □啓発事業 

   ・内閣総理大臣メッセージ伝達式（令和2年 7月 1日：石巻市役所） 

   ・作文コンクール（各小中学校へ公募） 

   ・ラジオスポット放送（令和2年 7月 1日～ 7月10日） 

  □施設訪問活動（令和2年12月21日：青葉女子学園,東北少年院） 

  □後援事業 

   ・石日旗争奪少年野球大会 

    ※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

    ※各支所においても、会議や啓発活動(社明幟旗設置等)を実施 

 

（６）石巻市職親会（牡鹿地区）［会員数：12名］ 

 ◆会議等 

  □総会(令和2年 6月25日：清優館) 

  □職子移動研修会（令和2年 9月10日～11日：金華山・石ノ森萬画館ほか） 
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１１ ボランティアセンター事業 

  【活動計画１ 小地域福祉活動の推進】 

  【活動計画２ 地域福祉関係団体の活動の推進】 

  【活動計画５ ボランティア活動の推進】 

 

（１）ボランティアセンター運営委員会開催 2回 

 開催日 内    容 

第1回 

令和2年 

10月 9日 

 

【協議事項】 

・令和元年度事業報告、決算報告について 

・令和2度事業計画（案）・予算（案）について 

・災害ボランティアの登録状況について 

 

委員12名出席 

第2回 
令和3年 

   3月17日 

 

【協議事項】 

・令和3年度事業計画について 

・令和3年度収支予算について 

・災害ボランティア登録について 

 

委員9名出席 

 ※支所ボランティアセンター運営委員会については、河北支所2回(書面決議)、

雄勝支所2回、河南支所3回、桃生支所2回、北上支所1回、牡鹿支所2回開催 

 

（２）ボランティアセンター運営事業 

 ◆ボランティア活動相談・連絡調整（個人・グループ、団体、学校等） 

  各支所で随時対応 

  

 □ボランティア登録数  

 石巻 河北 雄勝 河南 桃生 北上 牡鹿 計 

個 人 24名 0名 0名 0名 1名 1名 1名 27名 

グループ 81団体 25団体 10団体 49団体 29団体 6団体 5団体 205団体 

（人数） (2,339名) (203名) (214名) (465名) (306名) （74名) (46名) (3,647名) 

合計人数 2,363名 203名 214名 465名 307名 75名 47名 3,674名 

   

□ボランティア活動相談件数  

石巻 河北 雄勝 河南 桃生 北上 牡鹿 計 

53件 1件 48件 85件 77件 0件 20件 284件 



３３ 

 

  ◆災害ボランティア関係 

   □災害ボランティア登録者数           個人 53名 

 

   □災害ボランティア講座開催 

    ・開催日：令和3年 3月13日 

    ・会 場：復興支援課 2階集会室 

    ・講 師：一般社団法人ピースボード災害支援センター 

         事務局長 上島安裕氏（リモート説明） 

    ・内 容：コロナ禍における災害ボランティアセンターについて 

                          参加者 30名 

  

  ◆ボランティア講座・講習会開催(3回) 

   □レクリエーション講座（2回）       延べ参加者 55名 

   □アルミホイルアート講座          参加者  7名 

    

                        合計参加者 62名 

 

（３）ボランティア活動事業 

支所 行 事 等 
参加 

人数 
開催期日・場所 内    容 

石巻 

｢24時間テレビ｣ 

ボランティア打合せ会 
0名 

※新型コロナウイ

ルス感染防止のた

め中止 

24時間テレビチャ

リティ募金活動の

事前打合せ会 

｢24時間テレビ｣ 

ボランティア派遣 
0名 

※新型コロナウイ

ルス感染防止のた

め中止 

24時間テレビチャ

リティ募金活動 

ボランティアサロン 

「新舞踊」 

延べ 

120名 

令和2年 7月 

 ～令和2年12月 

月2回 12回開催 

中央公民館 

石巻市ささえあい

センター3階 

市民活動室 

日本舞踊 

ボランティアサロン 

「花あそび」 
0名 

※新型コロナウイ

ルス感染防止のた

め中止 

生け花など 

ボランティアサロン 

「本をよんでみましょ

う」 

延べ 

50名 

令和2年 7月 

 ～令和2年12月 

計7回開催 

石巻市ささえあい

センター 3階市民

協働室 

読み聞かせ 
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河北 食事サービス 0名 

※新型コロナウイ

ルス感染防止のた

め中止 

調理、配達 

雄勝 ダンベル会 20名 令和2年12月23日 リモート研修会 

河南 

ボランティア団体 

料理講習会 
0名 

※新型コロナウイ

ルス感染防止のた

め中止 

 

ボランティア 交流 会

（サロン活動実践研修

会） 

28名 
令和3年 3月 4日 

遊楽館 

コロナ禍でもでき

るレクリエーショ

ン研修 

桃生 
地域交流会等への 

ボランティア派遣 
0名 

※新型コロナウイ

ルス感染防止のた

め中止 

ダンベル健康体操

等 

北上 

見守り訪問活動 40名 令和2年11月26日 

クリスマスカード

と折り鶴を作成。 

見守り訪問実施。 

配食サービス事業への 

ボランティア派遣 
0名 

※新型コロナウイ

ルス感染防止のた

め中止 

 

北上地区ボランティア 

交流会 
0名 

※新型コロナウイ

ルス感染防止のた

め中止 

 

北上放課後児童クラブ 

とボランティアの 

交流会 

0名 

※新型コロナウイ

ルス感染防止のた

め中止 

 

牡鹿 ボランティア講座 8名 

令和2年 7月22日 

ささえあい拠点 

センター 

復興支援課 

絵てがみ教室 

 



３５ 

 

（４）ボランティア団体育成・支援事業 

 ◆石巻市ボランティア連絡協議会の運営支援と協働 

会議・行事等名称 内 容 

役員会 
開催日：令和2年 7月 9日 

場 所：復興支援課 2階会議室 

総 会 
※新型コロナウイルス感染防止のため 

役員会を代替えとして対応 

福祉まつり ※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

大崎地域・登米市ボランティア 

交流会 
※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

 

 ◆ボランティア団体の事務取扱 

支 所 団体名 会議・行事等内容 

河 南 河南ボランティア友の会 

料理講習会   

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

地区懇談会  

 開催日：令和3年 2月 4日 

     令和3年 2月 5日 

     令和3年 2月 8日 

     令和3年 2月 9日 

     令和3年 2月10日 

     令和3年 2月19日 

 場 所：支所内6ヶ所 

役員会 

(第1回)開催日：令和2年 6月 3日 

    場 所：河南老人福祉センター 

(第2回)開催日：令和2年10月 6日 

    場 所：河南老人福祉センター 

(第3回)開催日：令和3年 1月18日 

    場 所：河南老人福祉センター 

(第4回)開催日：令和3年 3月10日 

    場 所：河南老人福祉センター 

総会 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 
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（５）他機関事業への協力 

支所 行  事  名 開催日 場 所 

石巻 ベビスマ子育てフェスタ  
※新型コロナウイルス 

 感染防止のため中止 

河北 谷地お茶会 令和2年 7月28日 
谷地公民館 

職員3名派遣 

河南 

子育て支援団体連絡会  
※新型コロナウイルス   

感染防止のため中止 

子育て広場 

親子運動あそび会 
令和2年 9月27日 

河南子育て支援センター 

「パプラ」 

職員1名派遣 

子育て広場 

親子コンサート 
令和3年 3月14日 

河南子育て支援センター 

「パプラ」 

職員1名派遣 

桃生 どんぐり子育て広場[8回] 

令和2年 5月～ 

  令和3年 2月 

(6回開催・2回中止) 

子育て支援センター 

永井いきいき交流ｾﾝﾀｰ等 

 

職員1名派遣 
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（６）ボランティア保険加入推進事業 

   ボランティア保険の加入状況 

支 所 加入件数 人 数 行事保険 人 数 サロン保険 人 数 

石 巻 105件 1,152名 138件 8,119名 7件 3,468名 

河 北 9件 69名 1件 230名 1件 132名 

雄 勝 5件 62名 0件 0名 0件 0名 

河 南 7件 236名 6件 270名 21件 5,157名 

桃 生 13件 119名 1件 34名 0件 0名 

北 上 3件 32名 0件 0名 0件 0名 

牡 鹿 7件 47名 0件 0名 0件 0名 

復興支援課 14件 130名 7件 812名 0件 0名 

合 計 163件 1,847名 153件 9,465名 29件 8,757名 

(元年度) 540件 3,068名 220件 17,987名 60件 18,304名 
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１２ 福祉団体等への助成事業 

  【活動計画２ 地域福祉関係団体の活動の推進】 

  【活動計画５ ボランティア活動の推進】 

 

◆石巻支所 

渡波手話勉強会 石巻手話勉強会 

がん哲学外来 日和山カフェ スマイルダンベルクラブ 

石巻点字勉強会 石巻さくら福祉会 

蛇田手話サークル 石巻視覚障害者福祉協会 

石巻シネマボランティアサークル 
読み聞かせボランティア「なないろの 

会」 

 

◆河北支所 

竹扇会 二俣舞踊愛好会 

ひだまりの会（読み聞かせ） 

 

◆雄勝支所 

チャレンジ会 大須灯台会 

雄勝ヘルスメイト  

 

◆河南支所 

河南地区ボランティア友の会 読み聞かせボランティア「お話びっくり箱」 

かなん楽らくニギニギ隊 河南子育て支援ネットワーク「スクエア」 

子育てボランティアネットワーク「吾子の会」 おだづっちゃ 

石巻アマチュアマジック協会  

 

◆桃生支所 

ピーチダンベルクラブ 神取ロコモン会 

子育て支援サークル「どんぐりの会」  

 

◆北上支所 

北上ボランティア友の会 

 

◆牡鹿支所 

絵てがみサークルふきのとう 牡鹿ダンベル会 
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１３ 生活相談事業 

  【活動計画１ 小地域福祉活動の推進】 

  【活動計画３ 市民の生活課題の把握と相談対応の推進】 

 

 ◆生活相談事業における相談実績 

 年 度 取扱件数 
処 理 状 況 

解 決 他機関へ紹介 再来(再掲) 

全市 
２年度 221件 200件 11件 10件 

元年度 250件 230件 12件 8件 

 

１４ 無利子または低利の資金貸付事業 

  【活動計画３ 市民の生活課題の把握と相談対応の推進】 

 

（１）無利子の資金貸付事業 

 ①生活安定資金 

 貸付件数 ２年度貸付金額 原  資 償還指導件数 

全 市 0件    0円 13,441,000円 31件 

 ②一時援護資金 

 貸付件数 ２年度累計貸付金額 原  資 

全 市 50件 1,390,000円  1,300,000円 

 

（２）低利の資金貸付事業［宮城県社協が貸付主体・金利3％以内］ 

 ①生活福祉資金 

支 所 
２年度 

新規貸付件数 

償還指導件数 

令和3年3月31日現在 

石 巻 0件 0円 52件 

河 北 0件 0円 6件 

雄 勝 0件 0円 3件 

河 南 0件 0円 9件 

桃 生 1件 240,000円 2件 

北 上 0件 0円 0件 

牡 鹿 0件 0円 1件 

合 計 1件 240,000円 73件 

 

 ②特例緊急小口資金償還指導件数   1,529件 

内訳 
東日本大震災 特例 1,525件 

令和元年台風第19号 特例 4件 
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③新型コロナウイルス特例貸付 

 相談件数 
申請件数 

緊急小口資金 総合支援資金 

在宅福祉課 1,548件 327件 154件 

本 所 566件 113件 11件 

河 北 169件 24件 7件 

雄 勝 15件 4件 2件 

河 南 140件 31件 11件 

桃 生 121件 22件 12件 

北 上 3件 2件 0件 

牡 鹿 9件 3件 0件 

合 計 2,571件 
526件 197件 

94,200,000円 107,000,000円 

※相談件数は、電話・メールでの問い合わせ、来所対応が含まれます。 
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１５ 在宅福祉活動事業 

  【活動計画７ 在宅福祉事業の推進】 

 

（１）在宅重度心身障害者(児)・ねたきり高齢者等への紙おむつ購入助成事業 

  ◆対象者：在宅で概ね3か月以上常時紙おむつを使用し、世帯の市民税額 

       30万円以下で、下記のいずれかに該当する者 

       ①要介護4以上の者 

       ②身体障害者(児)1級・2級及び療育手帳A所持者(児) 

  ◆助成額：一人当たり 月額 500円（購入助成券） 

支 所 対象者数 助成額 

石 巻 121名 690,000円 

河 北 19名 111,000円 

雄 勝 2名 12,000円 

河 南 42名 237,000円 

桃 生 15名 84,000円 

北 上 9名 54,000円 

牡 鹿 3名 15,000円 

合 計 211名 1,203,000円 

(元年度) 249名 1,417,500円 

 

（２）福祉用具貸出事業 

  ◆対象者：身体に障害を有する者または高齢等により介護を必要とする者 

       （原則として介護保険制度等の対象者を除く） 

  ◆利用料金：返却時に消毒・クリーニング代実費を負担 

         ※令和2年度実費内訳：電動式ベッド 6,000円 

                    手動ベッド  5,000円 

                    車椅子    4,000円 

支 所 
貸出中 在 庫 保有台数 

介護用ベッド 車椅子 介護用ベッド 車椅子 介護用ベッド 車椅子 

石 巻 124台 69台 5台 22台 129台 91台 

河 北 52台 16台 9台 28台 61台 44台 

雄 勝 5台 0台 0台 2台 5台 2台 

河 南 40台 18台 1台 12台 41台 30台 

桃 生 13台 8台 0台 5台 13台 13台 

北 上 7台 0台 0台 5台 7台 5台 

牡 鹿 5台 1台 0台 5台 5台 6台 

合 計 246台 112台 15台 79台 261台 191台 

(元年度) 236台 182台 33台 69台 269台 251台 
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（３）在宅高齢者等移動支援事業 

  ◆河北支所 

   □車椅子仕様軽自動車（すまいるミニ）の貸出 

    ・対象者：在宅において移動が困難な高齢者や障害者 

 利用回数(延べ日数) 

２年度 33回（58日）  

元年度 32回（49日）  

 

１６ 日常生活自立支援事業（まもりーぶ事業）（宮城県社協委託） 

  【活動計画３ 市民の生活課題の把握と相談対応の推進】 

  【活動計画７ 在宅福祉事業の推進】 

 

  ◆契約利用状況 

支 所 
実利用件数 生活 

支援員数 認知高齢者 知的障害者 精神障害者 他 計 

石 巻 17件 18件 43件 8件 86件 10名 

河 北 2件 1件 1件 0件 4件 1名 

雄 勝 1件 0件 0件 0件 1件 1名 

河 南 0件 2件 1件 0件 3件 0名 

桃 生 1件 2件 0件 1件 4件 2名 

北 上 0件 0件 0件 0件 0件 0名 

牡 鹿 2件 2件 0件 0件 4件 1名 

合 計 23件 25件 45件 9件 102件 15名 

(元年度) 19件 23件 45件 9件 96件 15名 

 ※東松島市 18名、女川町 2名の実利用あり 
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１７ 地域包括支援センター受託運営事業（石巻市委託） 

  【活動計画１ 小地域福祉活動の推進】 

  【活動計画３ 市民の生活課題の把握と相談対応の推進】 

  【活動計画７ 在宅福祉事業の推進】 

 

 （１）石巻市渡波地域包括支援センター 

   ◆実態把握件数（延べ件数） 

 件数 

２年度 140件 

元年度 138件 

 

   ◆相談業務件数 

   ＜相談方法内訳（延べ件数）＞ 

 電話 来所 訪問 その他 合計 

２年度 1,257件 59件 614件 5件 1,935件 

元年度 788件 61件 364件 10件 1,223件 

   ＜相談内容内訳（延べ件数）＞ 

内容 ２年度 元年度 内容 ２年度 元年度 

介護保険関連 711件 555件 生活相談 474件 65件 

介護予防サービス 323件 338件 保健・健康相談 41件 35件 

地域支援サービス 50件 59件 介護方法 5件 1件 

福祉サービス 48件 18件 医療相談 127件 22件 

虐待 14件 17件 認知症関連 123件 49件 

権利擁護 1件 16件 その他 7件 44件 

住宅相談 11件 4件  

 

   ◆介護予防プラン作成者数（延べ件数） 

 件数 

２年度 3,319件 

元年度 3,190件 

 

   ◆指定介護予防支援委託 

 事業所数 対象者数（延べ） 

２年度 15事業所 600名 

元年度 15事業所 599名 
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   ◆各種会議・打合せ会等への参加 

会議名称 
参加

回数 
会議名称 

参加

回数 

市包括ケア会議 1回 
地区民生委員児童委員協議 

会定例会（渡波・荻浜） 
20回 

多職種連携会議 4回 
地域包括支援センター 

管理者会議 
1回 

主任ケアマネジャー打合せ 7回 
認知症カフェ打合せ 

（3包括合同) 
1回 

運営推進会議（※書面による開催） 

（あいわ・希慈・よってがいん） 
12回 認知症推進員打合せ会 4回 

3圏域合同介護支援専門員事例

検討会 
1回 

認知症サポーター養成講座

（主催） 
1回 

居宅介護支援事業所主催 

事例検討会 
1回 社会福祉士打合せ会 2回 

地域ケア会議（個別課題） 6回 看護師職打合せ会 2回 

地域ケア会議（地域課題） 2回 その他会議・研修会等 6回 

 

   ◆認知症カフェ（湊・渡波・牡鹿合同開催） 

 回数 

２年度 3回 

元年度 10回 

 

   ◆地域介護予防教室等の開催及び自主団体活動支援 

名称 回数 参加人数(延べ) 

地域介護予防教室 9回 98名 

地域介護予防教室（委託外） 1回 16名 

はつらつ元気教室 5回 50名 
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（２）石巻市北上地域包括支援センター 

   ◆実態把握件数（延べ件数） 

 件数 

２年度 64件 

元年度 86件 

 

   ◆相談業務件数 

   ＜相談方法内訳（延べ件数）＞ 

 電話 来所 訪問 その他 合計 

２年度 72件 16件 107件 33件 228件 

元年度 96件 9件 144件 44件 293件 

   ＜相談内容内訳（延べ件数）＞ 

内容 ２年度 元年度 内容 ２年度 元年度 

介護保険関連 79件 55件 生活相談 99件 46件 

介護予防サービス 2件 34件 保健・健康相談 11件 24件 

地域支援サービス 17件 50件 介護方法 0件 5件 

福祉サービス 3件 3件 医療相談 3件 8件 

虐待 0件 5件 認知症関連 9件 37件 

権利擁護 0件 0件 その他 3件 10件 

住宅相談 2件 16件  

 

   ◆介護予防プラン作成者数（延べ件数） 

 件数 

２年度 297件 

元年度 253件 

 

   ◆指定介護予防支援委託 

 事業所数 対象者数（延べ） 

２年度 1事業所 2名 

元年度 1事業所 2名 
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   ◆各種会議・打合せ会等への参加 

会議名称 
参加

回数 
会議名称 

参加

回数 

市包括ケア会議 1回 
地区民生委員児童委員協議

会定例会（北上） 
10回 

地域包括支援センター 

管理者会議 
1回 

エリアミーティング(北上) 

多職種連携会議 
7回 

主任ケアマネジャー打合せ会 5回 支え合いマップ作り 4回 

看護師打合せ会 2回 認知症推進員打合せ会 4回 

社会福祉士打合せ会 2回 認知症サポーター養成講座 1回 

自立支援型地域ケア個別会議 1回 北上中学校福祉学習 1回 

ケアマネジャー説明会 1回 その他会議・研修会等 23回 

 

   ◆主催会議・研修会 

名     称 回数 

河北・雄勝・北上合同地域ケア会議（個別課題） 1回 

河北・雄勝・北上合同研修会及び事例検討会打合せ会 4回 

河北・雄勝・北上合同研修会及び事例検討会 5回 

地域ケア会議（個別課題） 1回 

 

   ◆地域介護予防教室等の開催及び自主団体活動支援 

名     称 回数 参加人数（延べ） 

地域介護予防教室（委託分） 16回 249名 

地域介護予防教室（委託外） 12回 122名 

はつらつ元気教室 5回 13名 

地区勉強会 18回 182名 
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１８ 介護保険関連事業 

  【活動計画３ 市民の生活課題の把握と相談対応の推進】 

  【活動計画７ 在宅福祉事業の推進】 

 

 ◆サービス提供件数 

 居宅介護支援 通所介護 訪問介護 
地域包括 

支援センター 

石 巻 
（石巻）1,045名 

（渡波）1,050名 
5,973名 1,313名 3,314名 

河 北 2,235名 ― 1,011名 ― 

桃 生 1,246名 ― ― ― 

北 上 1,091名 ― ― 297名 

合 計 6,667名 5,973名 2,324名 3,611名 

(元年度) 6,955名 6,935名 2,452名 3,443名 

 

 ◆介護予防支援・介護予防ケアマネジメント受託件数（居宅介護支援事業所） 

 石巻 渡波 河北 雄勝北上 河南桃生 

２年度 193名 34名 258名 79名 324名 

元年度 160名 151名 291名 86名 371名 

 

 ◆利用者の情報及び介護サービス提供についての留意事項伝達等を目的 

  とした会議の開催（居宅介護支援事業所） 

 石巻 渡波 河北 雄勝北上 河南桃生 

２年度 52回 50回 49回 48回 46回 

元年度 50回 49回 49回 48回 49回 

※毎週開催 
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 ◆他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等の実施 

  （居宅介護支援事業所） 

 石巻 渡波 河北 雄勝北上 河南桃生 

２年度 2回 1回 1回 3回 

0回 

※新型コロナウ

イルス感染防止

のため他法人の

意向により中止 

元年度 1回 1回 3回 3回 

※新型コロナウ

イルス感染防止

のため中止 

 

 ◆地域包括支援センターが実施する事例検討会等への参加 

  （居宅介護支援事業所） 

 石巻 渡波 河北 雄勝北上 河南桃生 

２年度 1回 2回 1回 3回 

    0回 

※新型コロナウ

イルス感染防止

のため中止 

元年度 2回 1回 5回 5回 2回 

 



４９ 

 

１９ 障害福祉関連事業 

  【活動計画３ 市民の生活課題の把握と相談対応の推進】 

  【活動計画７ 在宅福祉事業の推進】 

 

  ◆サービス提供件数 

 訪問介護（延べ） 

石 巻 408名 

河 北 81名 

合 計 489名 

(元年度) 665名 

※石巻市養育支援ホームヘルプサービス事業（訪問介護）石巻 延べ17名 

 

 ■就労継続支援Ｂ型事業所・障害者地域活動支援センター 

 

（１）みどり園 

   ◆利用者数 

 男性 女性 合計 

指定就労継続支援Ｂ型事業 
２年度 16名 3名 19名 

元年度 17名 3名 20名 

障害者地域活動支援センター 
２年度 5名 3名 8名 

元年度 4名 2名 6名 

   ◆活動内容 

   ・創作的活動……音楽・工作等楽しみにつながる活動支援 

           （ＤＶＤ鑑賞） 

          （絵画、カラオケ、映画）※新型コロナウイルス感染防止

のため中止 

   ・生産活動………働く機会の提供・作業支援 

          （市指定ごみ袋の加工・販売、箱折り、その他各種内職） 

   ・社会適応訓練…社会的自立に必要な知識の習得支援 

          （カレーライス調理、掃除） 

          （お買い物体験）※新型コロナウイルス感染防止のため 

中止 

   ・機能訓練………運動等による体力維持の支援 

          （体操、散歩、レクリエーション） 

   ・社会交流………地域社会との交流活動 

（クリスマス会） 

（芋煮会慰問）※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

（みどり園祭）※新型コロナウイルス感染防止のため中止 
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（２）かしわホーム 

  ◆利用者数 

 男性 女性 合計 

指定就労継続支援Ｂ型事業 
２年度 6名 8名 14名 

元年度 6名 9名 15名 

障害者地域活動支援センター 
２年度 1名 3名 4名 

元年度 4名 3名 7名 

  ◆活動内容 

   ・創作的活動……音楽・工作等楽しみにつながる活動支援 

           （コンサート鑑賞、カラオケ） 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 
   ・生産活動………働く機会の提供・作業支援 

           （ウエス加工､古銅線剥離､出張作業、老人福祉施設 

            洗濯物たたみ作業、サンプル畳作業、支所清掃作業） 

   ・社会適応訓練…社会的自立に必要な知識の習得支援 

           （調理実習、畑作業、買い物実習、清掃活動） 

（映画鑑賞）※新型コロナウイルス感染防止のため中止 
・機能訓練………運動等による体力維持の支援 

（体力づくり、レクリエーション、クリスマス会） 

   ・社会交流………地域社会との交流活動（施設間交流活動） 

           ※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

   ・生活指導………利用者個人面談、体重測定、職員会議（1回/月） 
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２０ 高齢者生きがいデイサービス受託運営事業（石巻市委託） 

  【活動計画１ 小地域福祉活動の推進】 

  【活動計画７ 在宅福祉事業の推進】 

 

 ◆地区別利用者状況 

 
令和２年度 

備 考 
男 女 計 

石 巻 2名 971名 973名 各地区集会所で実施 

河 北 79名 96名 175名   〃 

雄 勝 3名 237名 240名   〃 

河 南 
25名 1,294名 1,319名 老人福祉センターで実施 

66名 749名 815名 各地区集会所で実施 

北 上 62名 930名 992名 各地区集会所等で実施 

合 計 237名 4,277名 4,514名  

(元年度) 236名 5,545名 5,781名  
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２１ 復興支援事業 

  【活動計画１ 小地域福祉活動の推進】 

  【活動計画２ 地域福祉関係団体の活動の推進】 

  【活動計画３ 市民の生活課題の把握と相談対応の推進】 

 

（１）講師等の派遣 

年 月 場 所 会 議 名 

令和2年 

 10月22日 

～10月23日 

広島県 
「広島県地域支え合いセンター」における 

管理者研修並びに課題解決研修 

令和3年 

 2月 6日 
仙台市 

「内閣府（防災）」 

防災とボランティアつどい 

 

（２）ボランティア等の連絡・調整・支援 

 ◆団体・グループ等のイベント調整 

コーディネート件数 備考 

21件 191名  

4件 0名 新型コロナウイルス感染防止のためイベント中止 

  

 ◆いしのまき支援連絡会の開催 

   ＮＰＯ等被災者支援団体が情報を共有し、勉強会、交流会等を開催 

   主な参画団体：石巻じちれん・Ｋコラボ・みらいサポート石巻・ 

          おらほの家プロジェクト・復興庁宮城復興局石巻支所 

 

（３）赤い羽根共同募金「住民支え合い活動助成事業」の事務取扱 

募集期間 決定件数 総助成額 

第54次～57次 

（ 4月～ 9月） 
130件 6,447,000円 

   ※1団体に付き1回5万円上限 
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２２ 復興公営住宅等生活相談支援事業（石巻市委託） 

  【活動計画１ 小地域福祉活動の推進】 

  【活動計画２ 地域福祉関係団体の活動の推進】 

  【活動計画３ 市民の生活課題の把握と相談対応の推進】 

 

（１）人員配置 

  ◆事務局 

   総括として、課長、及び担当職員を配置。 

   所属職員への助言・指導、勤怠の管理 

  ◆地域福祉コーディネーター：13名 

   地区民児協単位（16地区）を基準として配置。 

  ◆エリア主任：5名（アドバイザー含む） 

   地域生活支援員の報告整理、担当区域内の調整を業務として配置 

   訪問宅の実情把握、緊急性の高いものは、行政や医療機関等へ連絡 

  ◆地域生活支援員：11名（令和3年 3月31日現在） 

   復興公営住宅及び防災集団移転地の巡回訪問等の業務 

   現状や安否情報をエリア主任に報告 

 

（２）復興公営住宅入居者への支援 

   市内全地区の復興公営住宅の入居世帯への巡回訪問、また茶話会等の開催 

   支援や住民主体の互助グループの立ち上げ支援等、地域コミュニティ推進

の支援を実施 

 

  ≪入居世帯数状況≫ 

 世帯数 

入居世帯 3,661世帯 

    ※令和3年 3月31日現在 
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復興公営住宅訪問活動実績①（訪問状況等） 

 

住宅情報 

設置戸数 

（戸） 

入居世帯数 

(世帯) 

入居者人数 

（名） 

3,872 3,661 6,610 

  

セーフティネット支援(件) 

巡
回
数 

訪問 

面会 不在 訪問なし 合 計 

Ａ Ｂ Ⅽ Ⅾ Ａ Ｂ Ⅽ Ⅾ Ａ Ｂ Ⅽ Ⅾ Ａ Ｂ Ⅽ Ⅾ 

5,629 80 1,869 12,917 1,147 27 874 11,603 260 0 27 148 0 107 2,770 24,668 1,407 

 

※寄り添い(A)：本人又は家族から希望及び社協側で支援が必要と思われる方  

 ※定期訪問(B)：本人又は家族から希望及び社協側で声掛けや情報提供が必要と思われる方  

 ※情報提供(C)：自立または情報提供が必要と思われる方（元気な方も含む）  

 ※そ の 他(D)：民生委員・町内会長・班長・キーマン等 

 

復興公営住宅訪問活動実績②（セーフティネット支援区分） 

 

地区名 団地数 世帯数 
Ａ 

寄添い 

Ｂ 

定期訪問 

Ⅽ 

情報提供 

Ⅾ 

その他 
合計 

石巻 6 200 0 21 172 7 200 

住吉 16 363 0 75 277 11 363 

門脇 2 143 0 16 125 2 143 

湊 6 388 0 59 322 7 388 

山下 3 39 0 4 34 1 39 

蛇田 15 1,161 2 111 1,037 11 1,161 

渡波 10 554 2 41 507 4 554 

釜･大街道 18 712 1 74 618 19 712 

河北 2 43 0 6 37 0 43 

河南 2 58 0 5 50 3 58 

合計 80 3,661 5 412 3,179 65 3,661 
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復興公営住宅訪問活動実績③（相談・対応、地域コミュニティ支援状況） 

 

相談・対応、地域コミュニティ支援状況(件) 

対
応
数 

相談・対応 地域コミュニティ 

内容 連携 合 計 

介
護 

健
康 

就
労
経
済 

そ
の
他 

計 市
役
所 

総
合
支
所 

包
括 

介
護
事
業
所 

か
ら
こ
ろ 

こ
け
せ
ん 

そ
の
他 

計 打
ち
合
わ
せ 

情
報
収
集 

参
加
人
数 

開
催 

参
加
人
数 

85 14 25 7 45 91 19 1 27 3 4 41 95 271 39 23 279 

 

 

防災集団移転地訪問活動実績① 

 

住宅情報 

設置戸数 

（戸） 

入居世帯数 

(世帯) 

入居者人数 

（名） 

1,208 1,025 2,507 

 

セーフティネット支援(件) 

巡回数 

訪問 

面会 不在 訪問なし 合 計 

Ａ Ｂ Ⅽ Ⅾ Ａ Ｂ Ⅽ Ⅾ Ａ Ｂ Ⅽ Ⅾ Ａ Ｂ Ⅽ Ⅾ 

819 1 283 1,919 161 0 119 1,546 79 0 0 6 0 1 402 3,471 240 

 

※寄り添い(A)：本人又は家族から希望及び社協側で支援が必要と思われる方  

 ※定期訪問(B)：本人又は家族から希望及び社協側で声掛けや情報提供が必要と思われる方  

 ※情報提供(C)：自立または情報提供が必要と思われる方（元気な方も含む）  

 ※そ の 他(D)：民生委員・町内会長・班長・キーマン等 
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防災集団移転地訪問活動実績②（セーフティネット支援区分） 

 

地区名 団地数 世帯数 
Ａ 

寄添い 

Ｂ 

定期訪問 

Ⅽ 

情報提供 

Ⅾ 

その他 
合計 

荻浜 10 73 0 8 56 9 73 

渡波 3 17 0 2 14 1 17 

河北 2 353 0 27 318 8 353 

雄勝 18 155 0 36 111 8 155 

北上 13 186 0 3 180 3 186 

牡鹿 18 241 0 13 215 13 241 

合計 64 1,025 0 89 894 42 1,025 

 

防災集団移転地訪問活動実績③（相談・対応、地域コミュニティ支援状況） 

 

相談・対応、地域コミュニティ支援状況(件) 

対
応
数 

相談・対応 地域コミュニティ 

内容 連携 合 計 

介
護 

健
康 

就
労
経
済 

そ
の
他 

計 市
役
所 

総
合
支
所 

包
括 

介
護
事
業
所 

か
ら
こ
ろ 

こ
け
せ
ん 

そ
の
他 

計 打
ち
合
わ
せ 

情
報
収
集 

参
加
人
数 

開
催 

参
加
人
数 

15 2 1 0 13 16 4 2 2 0 0 16 24 6 3 2 55 

 

（３）その他 

 ◆訪問支援事業の総括及び生活相談支援、関係機関との連携を実施  

 ◆各種会議の開催 

  ・被災者生活支援事業情報交換会（毎月1回開催） 

  ・居住支援会議（石巻市住宅課） 

  ・定例ミーティング（毎月1回開催） 

 ◆各種研修会への参加 

  ・「地域生活支援事業担当職員研修会」の開催 

  （宮城県、宮城県サポート支援事務所との共催） 

 

 

 

 

 

 



５７ 

 

（４）地域福祉コーディネーター（ＣＳＣ）の配置 

 ◆業務の範囲及び内容 

  ・復興公営住宅等における個別支援の調整、コミュニティ支援  

  ・民協単位、行政区単位における個別支援の調整、コミュニティ支援  

  ・互いに支え合う地域や地域福祉推進のためのネットワーク・協議体づくり 

  ・町内会や住民主体による地域活動の立ち上げ、および活性化支援 

  ・各関係機関との連携（保健師、地域包括支援センター、民生委員児童委員、 

   ＮＰＯ等） 

 ◆会議への参画、協力 

  ・地区民生委員児童委員協議会定例会への参加（16地区） 

  ・多職種連携会議（石巻市包括ケアセンター）への参加 

・地区座談会への参加 

  ・地域ケア会議等（地域包括支援センター等）への参加 

  ・その他、各種会議への参画、参加 

 ◆その他 

  ・各研修会への参加・協力 

 

地域福祉コーディネーター業務実績 

 

区分 業務内容 件数（件） 

１ 相談支援 

個人の生活相談 340 

団体等の活動相談 243 

その他の相談 29 

２ サロン支援 

立ち上げ相談 28 

活動に参加 421 

その他 264 

３ 関係機関調整 

市役所 231 

関係団体 340 

町内会・行政区役員等 419 

その他 59 

４ 会議・研修への参加 

会議の企画または参加 978 

研修の企画または参加 71 

地区の集まりを企画または参加  26 

５ その他 その他 101 

合計 3,550 

 



５８ 

 

２３ 生活支援コーディネーター事業（石巻市委託） 

  【活動計画１ 小地域福祉活動の推進】 

  【活動計画２ 地域福祉関係団体の活動の推進】 

  【活動計画３ 市民の生活課題の把握と相談対応の推進】 

  【活動計画４ 福祉に関する情報提供・啓発活動の推進】 

  【活動計画７ 在宅福祉事業の推進】 

 

（１）生活支援コーディネーターの配置 

   地域福祉コーディネーターが「生活支援コーディネーター」を兼務 

   地域福祉コーディネーターが実施する業務のうち、介護保険制度の生活 

   支援体制整備事業等として65歳以上の高齢者に関する業務を生活支援 

   コーディネーターの兼務として位置付け実施 

  ◆業務の範囲及び内容 

   ・地域ニーズと資源の状況の見える化、問題提起 

   ・町内会や行政区等、地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ 

   ・関係者のネットワーク化 

   ・生活支援の担い手の養成やサービスの開発 

   ・ニーズとサービスの調整 

   ・地域包括支援センターとの連携 

   ・日常生活圏域へ設置する協議体に関する業務 

    ※協議体設置の地区（９地区） 

     石巻、住吉、山の手、蛇田、釜･大街道、雄勝、河南、北上、牡鹿 

    ※協議体設置合意の地区（２地区） 

     河北、桃生 

    ※引き続き協議体設置に向けた取り組みを推進する地区（５地区） 

     湊、山下、荻浜、渡波、稲井 

  ◆事業説明及び住民へのヒアリング 

    ※町内会・行政区の役員会等での事業説明及び町内会長・行政委員等 

     とのヒアリングの実施。 

 

 

 

 


