
平成１７年度　

社会福祉法人石巻市社会福祉協議会事業報告

◆事業概要
平成１７年４月、新たに社会福祉法人石巻市社会福祉協議会を設立し、石巻・河

北・雄勝・河南・桃生・北上・牡鹿の７支所を組織、社会福祉法に定める『地域福

祉の推進役』としての使命を円滑に推進できるよう、地域一体感の構築を目標に掲

げ、役職員一丸となって事業を推進した。

合併初年度は、各支所において長期にわたり進められてきた地域福祉活動を継

続し、各々の特色を尊重しながら事業を進めた。平成１２年度から開始された介護

保険制度に対しては、各支所によって取り組み事業内容が多様であるが、６支所で

独自経営を展開し、積極的な参入を図っている。

支所毎に地域住民へのきめ細かなサービス提供の実績を生かし、石巻市からの

受託事業運営や福祉団体の合併等、支所間の連携を図りながら、効率的な運営と関

係諸団体の発展に努めた。

改正介護保険法の施行などを踏まえ、平成１８年度に新設される石巻市地域包

括支援センターの受託に向けて、本会デイサービスセンター「福寿荘」の隣地に用

地を取得するなど、拠点整備を行った。

１．会議開催状況
（１）正副会長会議　５回開催

回数 月　日 内　　　　容

１回 5月13日
平成１６年度旧１市６町社会福祉協議会事業報告並びに

決算報告、他

２回 8月10日 合併後の事業推進状況について、他

３回 11月22日 新地域包括支援センターについて、他

４回 2月17日 地域包括支援センター受託に伴う用地取得について、他

５回 3月20日 平成１８年度事業計画並びに予算について、他

（２）理事会　６回開催

回数 月　日 内　　　　容

第３回 4月 1日
評議員の選任について、他

理事１４名　監事３名出席

第４回 5月25日

平成１６年度旧１市６町社会福祉協議会事業報告並びに

決算について、他

理事１３名　監事３名出席

第５回 6月 1日
会長及び副会長の選任について、他

理事１３名　監事３名出席

第６回 11月29日
定款の変更について、他

理事１３名　監事２名出席

1



第７回 2月23日
固定資産の取得について、他

理事１３名　監事１名出席

第８回 3月24日
石巻市渡波地域包括支援センター管理運営受託について、他

理事１３名　監事１名出席

（３）評議員会　５回開催

回数 月　日 内　　　　容

第１回 4月 1日
石巻市社会福祉協議会　組織体制の承認について、他

評議員２７名出席

第２回 5月25日

平成１６年度旧１市６町社会福祉協議会事業報告、決算につ

いて、他

評議員２６名、監事２名出席

第３回 11月29日
定款の変更について、他

評議員２１名出席

第４回 2月23日
固定資産の取得について、他

評議員２３名出席

第５回 3月24日
石巻市渡波地域包括支援センター管理運営受託について、他

評議員２２名出席

（４）監　査

◆監事会………社協監事３名による監査を実施した。

回数 月　日 内　　　　容

１回 5月11日

平成１６年度旧１市６町社会福祉協議会事業内容及び理事

の業務執行、並びに一般会計、特別会計収支決算書、会計帳

簿、関係書類、貸借対照表及び財産目録を監査。

２．会員の加入促進
町内会長（支部長･区長）や行政委員、民生委員等の協力を得て、会費を集金し、

会員加入を促進した。

◆平成１６～１７年度社協会員加入世帯数等

支所

地区数

世帯数
年　度

普通会員

会　　費

会　　　員

普　通
特　別

（賛助）

合　計

件　数

会費収納額

（円）

石巻
194 16年度

42,000 17年度
500円

26,100 3,391 29,491 16,711,450

26,335 3,339 29,674 16,750,280

河北
40 16年度

3,500 17年度
1,200円

3,201 159 3,360 5,431,200

3,190 148 3,338 5,307,400

雄勝
20 16年度

1,700 17年度
1,200円

1,568 17 1,585 2,193,800

1,601 15 1,616 1,940,900

河南
36 16年度

5,100 17年度
1,200円

3,828 581 4,409 6,032,800

3,885 522 4,407 5,954,000
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桃生
25 16年度 2,000円 1,901 243 2,144 5,516,000

2,200 17年度 1,200円 1,931 212 2,143 3,733,200

北上
27 16年度

1,100 17年度
1,200円

1,014 35 1,049 1,566,800

1,004 ― 1,004 1,204,800

牡鹿
22 16年度

1,800 17年度
1,200円

1,642 32 1,674 2,100,400

1,611 34 1,645 2,067,200

計
364 16年度 39,254 4,458 43,712 39,552,450

57,400 17年度 39,557 4,270 43,827 36,957,780

３．寄附金及び寄附物品受付

支　所
寄　附　金

件　　数 金　　額
寄　附　物　品

石　巻 ７６件 ７，５８４，１５２円
ワゴン車、防災避難用テント、

車椅子等１２件

河　北 ４２件 １，８６７，４１３円
エアマット、ポータブルトイレ

等２９件

雄　勝 １０件 ７３８，３１５円 なし

河　南 ５８件 １，５１０，６２２円 なし

桃　生 ３件 ６７，７００円 吸引器等２件　

北　上 ２件 ４０，０００円 簡易ベッド等５件　

牡　鹿 １１件 ３１１，８００円 なし

合　計 ２０１件 １２，１２０，００２円

４．調査・相談業務
（１）住民の福祉ニ－ズに対応する福祉意識調査【全支所】

◆要援護世帯の状況調査……民生委員児童委員の協力により常時実施した。　

（２）生活相談所における専門相談実施【石巻支所･河北支所】

①生活相談所運営状況

石巻支所（相談員９名） 河北支所（相談員５名）

１６年度 １７年度 １６年度 １７年度

開 設 日 数 ４７日 ４７日 ３４日 ３３日

取 扱 件 数 １３６件 ９１件 ２５件 ２４件

出 席 相 談 員 延４５名 延４３名 延１１０名 延９１名

②取扱状況（平成１７年度）

支　所 取扱件数
処　理　状　況

解　決 他機関へ紹介 再来（再掲）

石　巻 ９１件 ４７ ４４ ５

河　北 ２４件 ２３ １ １０
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５．福祉教育の推進（全支所）
（１）宮城県社会福祉協議会がボランティア活動協力校として指定（３年間）

◆平成１５～１７年度指定（石巻支所）

①石巻小学校　②石巻中学校

公園清掃奉仕活動、キャップハンディ体験、交流事業（学年間の交

流）、ボランティア体験（施設訪問）、他

◆平成１６～１８年度指定（北上支所）

①北上中学校

地区清掃活動（花壇整備・除雪）、交流事業（高齢者宅訪問）、

キャップハンディ体験、他

◆平成１７～１９年度指定（河北支所）

①大川小学校　②大川中学校

キャップハンディ体験（学習発表会）、交流事業（独居老人招待・

施設訪問）、清掃（環境美化）活動、視覚障害と聴覚障害に関する

用具の購入、他

（２）石巻市社会福祉協議会が福祉教育協力校として指定

◆石巻支所指定（県指定終了後３年間）

①東浜小学校　②住吉小学校　③湊第二小学校　④青葉中学校　

⑤住吉中学校　⑥渡波中学校

環境美化運動（校内外の美化・学区内清掃・海浜清掃）、交流事業

（祖父母参観・運動会・施設・幼稚園訪問）、親子奉仕活動、

体験学習（北上川ウォッチング）、緑化運動、リサイクル活動、他

◆河北支所指定（平成１７年度指定）

①飯野川第一小学校　②飯野川第二小学校　③大谷地小学校　

④二俣小学校　　⑤飯野川中学校　　⑥河北中学校　　⑦飯野川高等学校

キャップハンディ体験、環境美化運動（校内外の美化・学区内、海浜清

掃）、手話学習（聴覚障害者との交流）、交流事業（祖父母参観・運動会・

施設・幼稚園訪問）、体験学習（北上川ウォッチング）、緑化運動、リサイ

クル活動、親子奉仕活動、老人クラブ交流会・ボランティア活動（施設訪

問）・募金活動、社協行事協力、他

◆雄勝支所（平成１７年度指定）

①雄勝小学校　②大須小学校　③船越小学校　④雄勝中学校　

⑤大須中学校　⑥雄勝公民館

清掃活動（学区内清掃）、交流活動（雄心苑、はまなす作業所訪問）、美化

活動（植栽）、独居老人宅訪問交流活動、シルバー交流塾の開催、他

◆河南支所（平成１７年度指定）

①鹿又小学校　　②北村小学校　③須江小学校　　④広渕小学校　

⑤前谷地小学校　⑥和渕小学校　⑦河南東中学校　⑧河南西中学校　

⑨河南高等学校　⑩鹿又保育所　⑪北村保育所　　⑫前谷地保育所　

⑬和渕保育所　　⑭須江保育所　⑮広渕保育所

キャップハンディ体験、美化活動、ふれあい活動、交流活動（一心苑訪問）、

石巻養護学校との交流、清掃活動、飼育栽培活動、募金活動、鹿又駅の

花壇整備、施設交流（花水木）、他
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◆桃生支所（平成１７年度指定）

①中津山第一小学校　②中津山第二小学校　③桃生小学校　④桃生中学校

募金活動、あいさつ運動、交流活動（祖父母参観・学校行事に高齢者や

地域の方々を招待）、キャップハンディ体験、アルミ缶回収、環境美化・

緑化活動、募金活動、施設交流（せんだんの杜等訪問）、他

◆牡鹿支所（平成１７年度指定）

①鮎川小学校　②大原小学校　③谷川小学校　④寄磯小学校　

⑤鮎川中学校　⑥大原中学校　⑦寄磯中学校

祖父母参観、敬老集会、網地島の方々との交流、キャップハンディ体験、緑

化活動、声がけ郵便事業、清掃活動（親子通学路清掃・大谷川浜清掃・十

八浜海岸・前網浜・寄磯浜等）、交流事業（地域住民・清優館訪問）、

美化活動（校内清掃・花壇整備）、他

（３）研修会開催、出前講座等

◆石巻市福祉教育推進研修会開催

日　時：２月１７日（金曜日）　於：石巻地方広域水道企業団

内　容：１７年度宮城県社協指定終了校の活動報告

（石巻小学校・石巻中学校）

講話と演習「キャップハンディ体験学習について」

講　師・宮城県心身障害者福祉センター　佐々木明子主任指導員

グループ演習「児童生徒の安全管理と見守りボランティア活動」

◆学校でのキャップハンディ体験の指導事業

◆学校でのキャップハンディ体験事業に伴う車椅子、白杖の貸出

６．在宅福祉活動の実施
（１）各種遺児等の激励事業実施【石巻支所】

各種災害遺児及び病死による遺児への激励金贈呈

中学生以下

(乳幼児を含む)

平成１７年度

件　数 金　額

支給対象児 ７０名 ３５０，０００円

（２）在宅重度心身障害児（者）・ねたきり老人等への紙おむつ支給(斡旋)事業

◆石巻支所（助成額：９，５２６，８９５円）

高齢者・障害者（児）への紙おむつ購入費一部助成。

毎月１，５００円　年間対象者（児）５４３名

◆河北支所（助成はなし）

高齢者・障害者への紙おむつの斡旋と配達。

毎月実施　年間延べ２３０名

◆北上支所（助成額：７３，０４０円）

在宅重度心身障害児（者）・ねたきり老人等への紙おむつ購入助成。

延べ助成物品数　５８３個　

◆牡鹿支所（助成額：２０１，０００円）

要介護４以上、重度心身障害者（児）への紙おむつ購入費一部助成。

毎月１，０００円　年間対象者（児）２１名
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（３）ふれあい交流会開催【石巻支所】

高齢者・親と子、同じ地域社会に住む世代が、主任児童委員等とともに「一

緒に遊び楽しむ」ことで世代間の交流を図り「支えあう地域社会」を目指す。

月　　　日 会　　　場 参加者数

第１回 ２月２５日（土） 石巻市立山下小学校 ６０名

第２回 ２月２６日（日） 石巻市立開北小学校 ８０名

（４）各種福祉機器及び介護用品貸出事業

支　所
平成１７年度　貸出状況

介護用ベッド 車椅子 エアマット その他

平成18年3月31日現在　

貸　出　台　数　累　計

石　巻 １１ １５ １ ３２２台

河　北 ４３ ５４ １ ３ ７４台

雄　勝 ８ ７ ２ ２６台

河　南 ２７ ２２ ９ １ １５６台

桃　生 １２ １３ ５ ２ ９８台

北　上 ５ ３ ２ １７台

牡　鹿 ２ ４ １ ４８台

合　計 １０８ １１８ ２１ ６ ７４１台

※その他…歩行器、吸引器、介助バー、電動昇降座椅子。

（５）ひとり暮らし老人、老人世帯への給食サービス事業実施団体への助成事業

支　所 活　動　団　体 （延べ）実績

石　巻
門脇地区民生委員児童委員協議会・サークル「こすもす」 ４８２食

渡波地区ふれあいの会 １，１７８食

河　北
河北ボランティア友の会、福祉活動推進員、河北地区民生

委員児童委員協議会
８１０食

雄　勝 雄勝ボランティア友の会 ９９７食

河　南
河南婦人ボランティア友の会、河南地区民生委員児童委員

協議会
１，２１９食

北　上 北上ボランティア友の会 ８２３食

牡　鹿 ボランティア、牡鹿地区民生委員児童委員協議会 ５８７食

（６）「ひとり暮らし老人福祉のつどい」開催【石巻支所】

地　　区 場　　所 参加人員 実施回数

石巻地区 羽黒会館 １０８名 １回

住吉地区 水押会館 １１２名 １回

門脇地区 門脇三丁目会館 ８０名 １回

湊地区 みなと荘 １３３名 １回

山下地区 湯殿山神社 ８９名 １回

蛇田地区 蛇田公民館 １３５名 １回
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渡波地区 渡波公民館 ２１０名 １回

稲井地区 友愛訪問 ８４名 １回

釜・大街道地区 ひたかみ園 ９０名 ３回

（７）在宅高齢者等移動支援事業（河北支所）

　　　・リフト付ワゴン車の貸し出し…………利用延べ回数　　　　１０８回

　　　・すまいるミニ（軽自動車）……………利用延べ回数　　　　　９１回

内　容：リフト付きワゴン車（車椅子２台、移動式寝台車兼用）「すまい

る」の利用方について、あらゆる会議や研修会等の機会をとらえ、

啓蒙、啓発を図り、在宅で寝たきり状態等の状態で移動が困難な

高齢者や障害者の方へ貸し出した。他に、行事の際の救援車とし

て、河北地区健康の集い、同産業祭時に展示、試乗、説明チラシの

配布をし、啓蒙啓発に努めた。

・福祉バスの運行（市委託事業）………運 行 日 数　　　　２１１日

　　　　　　　　　　　　　　………延べ利用者数　　５，７５１名

（８）人生楽しみ会の開催（河南支所）

　　　・ひとり暮らし老人招待旅行の実施（天童温泉）……３０名参加

（９）在宅福祉活動の実施（桃生支所）

　　　・日帰り旅行の会（８０歳以上の高齢者）………１回

　　　・ひとり暮らし老人のつどい………………………２回

　　　・新敬老者記念品贈呈（約１００名）……………新７０歳以上の方

（10）在宅福祉活動の実施（牡鹿地区）

　　　・安心箱支給事業……………………………………３８箱

内　容：高齢者世帯へ訪問し、緊急連絡先等の確認を行うとともに緊急時

に備えるための安心箱を配布。

対象者：①７７歳以上一人世帯

　　　　②７７歳以上の方がいる７０歳以上二人世帯

　　　　③緊急時の対応が心配な世帯

　　　・声がけ郵便事業…………………利用者１４名、実施回数１８回

　　　　内　容：安否確認が必要な一人世帯等へ定期的にハガキを郵送し、郵便配

達員による声がけの実施。

　　　・活き活き教室開催………………参加者７６名、実施地区５地区

（11）無利子又は低利の資金貸付事業

◆無利子の資金貸付事業

①生活安定資金　

支　所 貸付件数 平成１７年度貸付金額 原　　資

石　巻 ８件 ４００，０００円 ８，０００，０００円

河　北 ２件 １１０，０００円 １，０００，０００円

雄　勝 １件 ７０，０００円 ３９８，０００円
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河　南 ９件 ２６８，０００円 １，２００，０００円

桃　生 １件 ５０，０００円 ８１０，０００円

北　上 １件 ７０，０００円 ４００，０００円

牡　鹿 ０件 ０円 １，６３３，０００円

合　計 ２２件 ９６８，０００円 １３，４４１，０００円

※平成１６年度以前貸付金額は除く。

②一時援護資金

支　所 貸付件数
平成１７年度

累計貸付金額
原　　資

石　巻 １７１件 ４，０２７，０００円 １，３００，０００円

◆低利の資金貸付事業

①生活福祉資金［宮城県社会福祉協議会が貸付主体］（貸付金利3％以内）

支　所
平成１７年度

新規貸付件数

償還指導件数合計

平成18年3月31現在

石　巻 ０件 ２５件

河　北 ０件 ３３件

雄　勝 ０件 ７件

河　南 ０件 ５６件

桃　生 ０件 ７件

北　上 ０件 ２件

牡　鹿 ０件 ５件

合　計 ０件 １３５件

７．地域福祉活動の強化
（１）ボランティアセンター事業の推進

◆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

◆ボランティア数（増加数は前年度比）

石巻 河北 雄勝 河南 桃生 北上 牡鹿

個　　人 34 4 0 0 28 3 4

グループ

（人数）

50

(1,596)

26

(529)

5

(93)

6

(150)

3

(45)

3

(82)

11

(98)

協力団体

（人数）

23

(21,462)

42

(1,962)

0 0 4

(889)

0 0

合計人数

（増加数）

23,092

(583)

2,495

(-14)

93

(10)

150

(0)

962

(12)

85

(0)

102

(11)

◆ボランティアセンター運営委員会の開催（河北・桃生）

◆ボランティアセンター広報誌の発行（河北／１回）

◆センター登録ボランティア説明会（河北／１回）
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◆ボランティア講座等の開催

支所 講座名
参加

者数
日時・会場 内　　容

石巻

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
座

第
１
回

31名

9月27日

石 巻 地 方 広 域

水 道 企 業 団

・起震車による地震体験、造水

機の展示体験、非常食の試食

体験

・講話「防災と減災」

第
２
回

41名

9月29日

向陽地区コミュニ

ティセンター

・パネルディスカッション

パネラー：石巻市防災対策課、

石巻ﾚｽｷｭｰｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｲｸﾈｯﾄﾜｰｸ、

お多須快人(おたすけまん)、

宮城県建築士会石巻支部

河北

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

研修会（河

北総合支所

との共催）

30名
5月14日

河北総合支所
会議

350名
6月12日

飯野川第二小学校
災害訓練の演習

100名
3月12日

鶴家地区公民館
机上訓練（講習・演習・訓練）

日赤家庭看

護 講 習 会

延べ

41名

7月21,22,28,29日

河北福祉活動ｾﾝﾀｰ
家庭看護について、実技講習

施 設 体 験

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座
30名

3月17日

河北福祉活動ｾﾝﾀｰ
講習・交流・作業体験

雄勝
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

研 修 会
20名

6月3日

津波体験館(唐桑)
｢津波｣の体験等災害について

桃生
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

登録者講習会
15名

11月21日

地域福祉センター

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ桃生「ひだまり」

登録者を対象とした講習会

牡鹿

ﾎ ﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ

懇 談 会
７団体

5月12日

保健福祉センター

牡鹿地区で活動中のボランテ

ィア団体に呼びかけ、交流・

情報交換を行った。

災害に備える

住民研修会
70名

11月11日

保健福祉センター

災害時のボランティア活動、

日常生活における備えや自主

防災組織について

ｼﾞｭﾆｱ

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽｸｰﾙ
10名

12月26,27日

保健福祉センター

小学校５・６年生を対象とし

たボランティア入門講座

◆ボランティアの祭典

① ②

石巻福祉まつり（石巻）
ピーチフェスティバル（桃生）

前夜祭 本祭

日　時 10月2日(日) 11月12日(土) 11月13日(日)

会　場 石巻市立開北小学校
ピーチランド

(保健ｾﾝﾀｰ、地域福祉ｾﾝﾀｰ、桃源荘)
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参加者数 ２，０００名 １２０名 ６００名

準備会等
実行委員会（４回開催）

各部門会議（４回開催）
各部門会議（４回開催）

◆市内福祉施設行事への協力・他機関事業への協力

支

所
行    事    名 開催日 場　所

全

支

所

宮城県ボランティア協会総会

ダンスパラダイス2005インいしのまき

ＮＰＯキャラバンイン石巻

5月18日

12月18日

 3月 4日

ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ（仙台市）

石巻文化センター

石巻文化センター

石

巻

日本赤十字社資材整理協力

石巻市ボランティア連絡協議会総会

石巻悠々の里コスモス祭

和香園夏祭り

映画「火火」上映会（石巻市Ⅴ連）

石巻市石巻地区敬老会

“おひさまといっしょに”に協力

日赤石巻市地区大会

5月18日

5月27日

6月 4日

8月10日

9月18日

9月19日

9月19日

2月17日

みなと荘

社福協ビル　会議室

悠々の里コスモス

和香園

石巻文化センター

石巻市民会館

総合体育館

石巻文化センター

石

巻・

河

北

24時間テレビ街頭募金

河北地区敬老会

石巻市敬老会

赤い羽根共同募金街頭募金

8月28日

9月 4日

9月10日

10月 1日

石巻2ヶ所・河北1ヶ所

河北総合センター

市民会館

石巻6ヶ所、河北2ヵ所

河

北

河北ボランティア友の会総会

河北老人クラブ連合会スポーツ大会

わたしを海に連れてって

　　（障害者マリンスポーツ）

サマーフェスタインかほく

仁風園夏祭り

地域NPO自立促進支援事業講座

5月26日

7月15日

 7月24日

 7月30日

8月 7日

8月18日

11月28日

河北総合センター

河北総合センター

長面海水浴場

　　　〃

河北総合センター

仁風園（特養）

河北福祉活動センター

雄

勝
雄勝ボランティア友の会総会 4月14日 あさや

河

南

河南地区婦人ボランティア友の会総会

　　　　　　〃　　　　　　移動研修会

3月 7日

 9月14日

ﾌﾟﾚｾﾃｨｱ内康（東松島）

ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ・ｲｽﾞﾐ

桃

生

桃生町ボランティア友の会総会

　　　〃　　　流しそうめんを食する会

桃次郎劇団公演

 4月27日

 7月30日

　4回

地域福祉センター

　　　〃

北

上

北上ボランティア友の会総会

にっこりマラソン大会

北上ボランティア友の会移動研修会

 4月21日

10月16日

11月23日

北上町中央公民館

にっこりサンパーク

岩手県遠野（～24日）

◆ボランティア保険の加入状況

支　所 加入件数 人　数 助成件数 人　数 行事保険 人　数

石　巻 98件 2,268名 46件 907名 44件 4,556名
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河　北 15件 356名 ― ― 35件 2,400名

雄　勝 1件 40名 ― ― ― ―

河　南 20件 190名 ― ― 5件 574名

桃　生 4件 85名 ― ― ― ―

北　上 4件 115名 ― ― 1件 20名

牡　鹿 11件 108名 10件 90名 3件 1,697名

◆災害救援ボランティアセンター資機材整備

支　所 物　　品　　名

石　巻

電子住宅地図システム、テント、発電機、デジタルカメラ、パソコン、非常

用電源、簡易トイレ・汚物処理セット、一輪車、防滴コードリール、担架、

サイレン付メガホン

河　北 電子住宅地図システム、パソコン、テント、発電機

雄　勝 発電機、テント

河　南 なし

桃　生 電子住宅地図システム、発電機

北　上 デジタルカメラ、パソコン

牡　鹿 デジタルカメラ、パソコン

◆防災マップ作成準備【桃生支所】

民児協との連携で、地区の見回り点検と懇談会（６地区）を実施した。

地図は支所内全世帯へ配布する。

（２）社協支部活動【河南支所・桃生支所】

　　◆河南支所

・新田町支部「ふれあい敬老のつどい」………５月２９日

・中山上谷地支部移動研修会……………………７月　５日

・根方支部移動研修会…………………………１０月　２日

・和渕支部移動研修会…………………………１０月２６日

・梅木支部移動研修会…………………………１１月１３日

・広渕町下支部「長寿会」……………………１１月３０日

◆桃生支所

・支部長会２回、福祉委員会

・早苗振り昼食会（第２０支部）………………６月２１日　

　　　・流しそうめんの会（第９･１０支部） ………８月２８日　

・かぼちゃの会(第２支部)……………………１２月１８日　

・高須賀親子三代福祉大会（第１６支部）…１２月１８日　
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８．福祉団体助成事業
◆石巻支所

石巻市視覚障害者福祉協会 石巻ろうあ福祉会

石巻身体障害者「歩む会」 石巻市精神障害者家族会「さくら会」

少年の主張石巻地区大会実行委員会 石巻市ボランティア連絡協議会

石巻市身体障害者福祉協会

◆河北支所

河北ことばの教室親の会 河北母子福祉会

河北老人クラブ連合会 河北身体障害者福祉協会

宮城県傷痍軍人会石巻市河北分会 河北ねたきり老人介護者家族の会

河北ボランティア友の会 石巻市河北遺族会

河北ゲートボール協会 石巻市社会を明るくする運動河北支所

河北手をつなぐ親の会

◆雄勝支所

雄勝傷痍軍人会妻の会 桃生地区更生保護女性会雄勝支部

雄勝遺族会 雄勝母子福祉会

雄勝老人クラブ連合会

◆河南支所　なし

◆桃生支所

桃生手をつなぐ親の会 石巻市身体障害者福祉桃生支部

桃生母子福祉会 桃生老人クラブ連合会

◆北上支所　なし

◆牡鹿支所

牡鹿老人クラブ連合会 牡鹿身体障害者福祉協会

宮城県傷痍軍人会石巻市牡鹿分会 牡鹿遺族会

石巻市社会を明るくする運動牡鹿支所 職親会

９．共同募金運動【全支所】
（１）赤い羽根共同募金実施状況

◆目標額　29,340,000円

◆実績額　29,446,200円【100.36%】………全額宮城県共同募金会に送金

支　所 目標額 実績額 達成率

石　巻 17,730,000円 17,280,095円 97.46％

河　北 2,720,000円 2,635,660円 96.89％

雄　勝 1,490,000円 1,674,887円 112.40％

河　南 3,160,000円 3,564,378円 112.79％

桃　生 1,690,000円 1,845,444円 109.19％

北　上 1,280,000円 1,067,641円 83.40％

牡　鹿 1,270,000円 1,378,095円 108.51％

合　計 29,340,000円 29,446,200円 100.36%
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（２）歳末たすけあい募金運動実施状況

◆総　額　12,802,510円

支　所 戸別募金 個人・団体募金 職域募金 学校募金

石　巻 3,792,693 2,259,176 151,025 112,937

河　北 2,267,800 111,900 ― ―

雄　勝 815,200 58,142 ― 3,010

桃　生 2,159,100 20,000 ― ―

牡　鹿 848,959 1 ― ―

合　計 9,883,752 2,449,219 151,025 115,947

◆在宅配分（民生委員経由）

区　　　分 配分額（円） 内　　　訳

１．生活困窮世帯 8,068,000 生活保護世帯、要援護世帯等

２．福祉施設配分 420,372 石巻市かもめ学園他

３．地域福祉・在宅

福祉サービス事

業配分・施設入

所者

4,314,138
ひとり暮らし老人への給食、老人施

設入所者、長期療養者等

合　　　計 12,802,510

（３）災害義援金受付

◆新潟県中越地震災害義援金………………２件　　２４，７０１円

◆福岡県西方沖地震災害義援金……………２件　　５１，５７１円

◆台風１４号による災害義援金……………２件　　６７，０３２円

１０．作業所管理運営事業
（１）石巻市福祉作業所「みどり園」

◆開所年月日　昭和５７年４月１日（週５日　月～金曜日）

◆在園者数　　３０名（男２３名・女７名）

◆作業内容　　①ゴミ袋製作販売・雑巾加工販売　②内職作業　③その他

（２）石巻市河北福祉作業所「かしわホーム」

　　◆開所年月日　平成９年４月１日（週５日　月～金曜日）

　　◆作業生　　　１０名（男４名・女６名）

　　◆作業内容　　①古電線の剥線作業　②ウエスづくり（古着活用）

③造花づくり（古着活用）

（３）雄勝はまなす共同作業所

◆開所年月日　平成元年４月１日（週５日　月～金曜日）

◆在所者数　　８名（男５名・女３名）

◆作業内容　　①養殖漁業下準備作業　②高齢者施設清掃等作業　

③その他販売収入
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１１．石巻市老人福祉センター管理運営事業
◆寿楽荘個人利用状況

平成１７年度

男 女 計

利用者数 12,173名 3,434名 15,607名

◆寿楽荘団体利用状況

平成１７年度

団体数 男 女 計

214団体 1,061名 2,090名 3,151名

◆河南老人福祉センター

集会室 図書室 工作室 生活相談室 栄養指導室

利用延人数 3,605名 1,333名 808名 1,630名 454名

稼働率 93.8％ 58.6％ 44.0％ 42.3％ 9.4％

１２．石巻市ガイドヘルパー派遣事業
　◆利用者実績数

石巻支所……………延べ３７回　派遣（視覚障害者　４名）

北上支所……………延べ３１回　派遣（視覚障害者　１名）

１３．在宅介護支援センター受託運営事業
（１）石巻市基幹型在宅介護支援センター

　　　◆在宅介護支援センタースタッフ会議…年８回

　　　◆家族介護者教室開催……………………５会場（延べ参加人員１１５名）

　　　◆家族介護者交流事業……………………年２回（　　　〃　　　５３名）

　　　◆ケアマネ情報交換会……………………年４回

　　　◆地域ケア会議……………………………年５回

　　　◆かけはし発行……………………………年３回

　　　◆第１回　介護フェア（延べ参加人員１５０名）

日　時：平成１７年１１月１６日　

会　場：石巻文化センタ－

◆相談業務　　相談件数　１４７件（電話９９件・来所４８件）

（２）石巻市渡波在宅介護支援センター（デイサービスセンター福寿荘内）

◆相談業務　　相談件数　７１５件（電話　１６１件・訪問　５５４件）

１４．介護保険関連事業

支　所
ヘルパー

利用者数

介護ﾌﾟﾗﾝ

ｾ ﾝ ﾀ ｰ

在宅介護

支援ｾﾝﾀｰ

居宅介護

支援事業

通所介護

事 業

身 障 者

訪問入浴

石　巻 2,475名 2,166名 1,613名 ― 7,613名 ―

河　北 17,319名 ― 2,271名 ― ― 63名

雄　勝 420名 ― ― 564名 ― ―

河　南 369名 136名 ― ― ― ―

桃　生 ― 377名 ― ― ― ―

北　上 382名 ― ― 1,095名 4,459名 ―
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１５．支援費事業等

サービス種別 石　巻 河　北 雄　勝 河　南

老　　人

身体障害

知的障害

精神障害

ヘルパー

69名 12名 ― 6名

259名 56名 4名 10名

22名 7名 ― ―

188名 18名 ― ―

身体障害
デイサービ

ス
6名 ― ― ―

身体障害 訪問入浴 ― 24名 ― ―

１６．高齢者生きがい対応デイサービス事業
　生きがいデイサービス事業は、高齢者の関心が高く、市内全域で利用希望者の増

加があり、実施会場を増やす等で対応し、介護予防事業を実施している。

◆地区別利用者状況

１７．社会福祉団体の事務取扱業務
（１）宮城県連合遺族会

◆業　務

①会費集金業務（会員数　１，６０６人）

②「英霊にこたえる会」維持会費取扱業務

◆会議等

①支部長・副支部長会議・理事会・役員会の開催

②石巻・女川地区遺族会連絡会設立総会…………………………３月　３日

（２）宮城県傷痍軍人会

◆業　務

①会費集金業務（会員数１４７人一同妻の会の会員を含む）

②（財）日本傷痍軍人会発行の「日傷月刊」を毎月送付

◆会議等

①総会・研修会の開催

支　所
平成１７年度　

男 女 計

石　巻 3名 4,401名 4,404名

河　北 214名 703名 917名

雄　勝 ― ― ―

河　南 159名 2,001名 2,160名

桃　生 0名 357名 357名

北　上 530名 2,273名 2,803名

牡　鹿 ― ― ―

合　計 906名 9,735名 10,641名
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（３）石巻市民生委員児童委員協議会

◆単位民児協１６地区（定数３６９名）

［民生委員児童委員３３６・主任児童委員３２名　計３６８名］

◆会  議　　

①石巻市民生委員児童委員協議会総会（５月２４日：石巻文化センター）

②地区会長会（年４回開催）

③主任児童委員部会（１月１９日設立）

④研修部会（３月３０日委員選出）

⑤各地区にて定例会開催

◆事  業

①こども友遊村（石巻中央公民館）………………………………６月２６日

②石巻市民生委員児童委員協議会研修会（石巻文化センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……１１月１０日

③会長・中堅・主任児童委員・新任研修会（県民児協主催）

④みやぎ福祉大会（仙台国際センター）…………………………９月　２日

⑤各地区にて独自の事業を開催

（４）石巻市老人クラブ連合会［単位クラブ数１３７クラブ］

◆会　議

①役員会・正副会長会・女性部会等の開催

◆事　業

①市町村老連会長事務担当者会議（秋保・水戸屋）…６月１４日～１５日

②県老連女性委員会（仙台　パレス宮城野）……………………６月２４日

③東北ﾌﾞﾛｯｸ老人ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ研修会（花巻温泉）……………７月７日～８日

④ブロック別体力づくり研修会（遊楽館）………………………８月　３日

⑤県老連女性リーダーセミナー（仙台市　ホテル白萩）………９月　２日

⑥第２６回宮城県老人クラブ大会（多賀城市民会館）………１１月１０日

⑦県シルバーリーダー研修会（仙台市　パレス宮城野）……１２月　１日

⑧県認知症サポーター養成講座……………………………………２月２８日

⑨各地区でスポーツ大会を開催

（５）社会を明るくする運動

①社明セレモニー（石巻中央公民館）……………………………７月　１日

②ティシュ配布（市内中学校)………………………………………７月１５日

③矯正施設訪問（青葉女子学園）…………………………………７月　８日

（東北少年院）……………………………………９月２８日

④後援（少年野球大会、いしのまきキッズ交流会、石巻市スポーツ少年団交

流マラソン大会）

⑤作文コンテスト（４４作品推薦、優秀賞１作品）

⑥不審者対策事業の推進

⑦鼓笛隊啓発パレード（相川小学校・吉浜小学校）

⑧街頭パレード（牡鹿地区全域）

⑨各地区で、のぼり旗の掲揚・ミニ集会を開催
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