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平成２０年度 

社会福祉法人石巻市社会福祉協議会事業報告書 
 

◆事業概要 

  平成２０年度は、平成２０年３月に策定した「地域福祉活動計画」に基づ
き、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を推進するとともに、地
域住民の福祉意識を高め、関係機関が連携・協力しながら、福祉サービスが
必要な方々と地域の中で「共生」し、社会、経済、文化などあらゆる機会に
参加できるような事業を展開した。 

  また、新たな事業として、若年層を対象にしたボランティアスクールの開
催をはじめ、世代間交流（ふれあい交流会）事業の拡充を図るとともに、広
報啓発事業については、職員によるウェブサイト運営プロジェクトチームを
立ち上げ、ウェブサイト（ホームページ）による情報提供を実施し、さらに、
各支所まちまちであった紙おむつ等購入助成事業については、経過措置はあ
るものの全市で実施した。 

  さらに、障害者小規模作業所等の通所施設は、「地域活動支援センター」
へと移行し２年目となり、より一層、利用者の自立支援に向けた取り組みを
実施するとともに、介護保険事業においても、公益法人として質の高い福祉
サービスを継続して提供するため、介護保険部会を中心に利用者本位の考え
に立った事業を展開した。 

  一方で、今後高い確率で予想されている大規模地震災害の発生に備え、災
害危機管理体制の整備を行うとともに、既に制定している本会の災害対策要
綱並びに災害ボランティアセンター設置要綱に基づき、行政や関係機関と連
携を図った災害支援に関する訓練を実施し、緊急時において組織的な支援が
円滑に行われるよう取り組んだ。 

  なお、福祉諸団体については、団体運営のあり方を各団体と検討協議し、
事務局として効率的な運営に努めるとともに、従来からの各団体の事業推進
のため、関係機関・団体等との連絡調整等に積極的に取り組んだ。 

  また、合併当初からの懸案事項であった、会費統一については、会費検討
部会を設置し会費額を決定し、合併５年目を迎える平成２１年度からを統一
することとした。 

  最後に、共同募金・歳末たすけあい募金について、社協会費同様まちまち
であったため、平成２０年度に募金額並びに配分計画について全市で統一し
た。 
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１ 会議開催状況 

 
（１）正副会長会議 ４回開催 

回数 月 日 内    容 

第15回 
平成20年 

5月20日 
第20回理事会及び第12回評議員会提出案件について 

第16回 
平成20年 

9月10日 
第21回理事会及び第13回評議員会提出案件について 

第17回 
平成20年 

12月 8日 
第22回理事会及び第14回評議員会提出案件について 

第18回 
平成21年 

3月18日 
第23回理事会及び第15回評議員会提出案件について 

 
（２）理事会 ４回開催 

回数 月 日 内    容 

第20回 
平成20年 

5月29日 

平成19年度事業報告並びに決算について 
評議員の選任について 
規程の一部改正について 

理事１２名・監事３名出席 

第21回 
平成20年 

9月26日 

上半期事業報告について 
会費検討部会中間報告について 
平成20年度共同募金運動について 
定款の一部改正について 
資金収支補正予算について 
評議員の選任について 

理事１２名・監事３名出席 

第22回 
平成20年 

12月18日 

平成20年度歳末たすけあい運動について 
資金収支補正予算について 
石巻市社会福祉協議会会員会費について 
事務用パソコン整備について 
介護請求システムの新規導入について 

理事１１名・監事３名出席 
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第23回 
平成21年 

3月27日 

平成20年度共同募金・歳末たすけあい募金について 
下半期事業報告並びに地域福祉活動計画の進捗状況に
ついて 
評議員の選任について 
諸規程の改廃について 
平成21年度事業計画並びに予算について 
福祉サービス苦情解決第三者委員の選任について 
施設長の任命について 

理事１２名・監事３名出席 

 

（３）評議員会 ４回開催 

回数 月 日 内    容 

第12回 
平成20年 

5月29日 

平成19年度事業報告並びに決算について 
評議員２９名出席 

第13回 
平成20年 

9月26日 

上半期事業報告について 
会費検討部会中間報告について 
平成20年度共同募金運動について 
定款の一部改正について 
資金収支補正予算について 
理事の選任について 

評議員２４名出席 

第14回 
平成20年 

12月18日 

平成20年度歳末たすけあい運動について 
資金収支補正予算について 
石巻市社会福祉協議会会員会費について 
事務用パソコン整備について 
介護請求システムの新規導入について 

評議員２１名出席 

第15回 
平成21年 

3月30日 

平成20年度共同募金・歳末たすけあい募金について 
下半期事業報告並びに地域福祉活動計画の進捗状況に
ついて 
平成21年度事業計画並びに予算について 

評議員２４名出席 
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（４）監 査  １回開催 

◆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 

第１回 
平成20年 

5月16日 

平成19年度社会福祉法人石巻市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。 

 

（５）寄付金配分委員会 ２回開催 

回数 月 日 内    容 

第１回 
平成20年 

8月27日 

平成19年度寄付金受領状況について 
平成19年度指定寄付金当期配分報告について 
平成19年度指定寄付金次年度配分計画について 
平成19年度一般寄付金次年度配分計画について 

８名出席 

第２回 
平成20年 

10月31日 

平成20年度上半期寄付金等受領状況について 
平成20年度石巻市共同募金委員会第１回理事会並びに
第１回評議員会提案内容について 
平成20年度歳末たすけあい募金の配分について 

１０名出席 

 

（６）地域福祉推進委員会 

◆石巻支所１回開催 

回数 月 日 内    容 

第１回 
平成20年 

11月18日 

平成20年度上半期事業報告について 
平成20年度下半期事業について 
石巻市社会福祉協議会会員会費について 
平成20年度共同募金運動の取組みについて 
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◆河北支所 ２回開催 

回数 月 日 内    容 

第１回 
平成20年 

6月20日 

平成19年度石巻市社協河北支所事業報告・収支決算につ
いて 
平成20年度石巻市社協河北支所組織構成について 

第２回 
平成21年 

3月24日 

平成21年度石巻市社協河北支所事業計画・収支予算(案) 
について 

 
◆雄勝支所 ３回開催 

回数 月 日 内    容 

第１回 
平成20年 

6月27日 

平成19年度石巻市社会福祉協議会事業報告について 
平成19年度石巻市社会福祉協議会収支決算について 
石巻市社会福祉協議会処務規程の一部改正について 
石巻市社会福祉協議会評議員の選任について 
平成19年度雄勝支所事業報告及び収支決算について 
平成20年度紙おむつ等購入助成事業について 
ボランティアセンター雄勝設置運営委員について 

第２回 
平成20年 

12月 2日 

平成20年度上半期石巻市社会福祉協議会事業報告及び
平成20年度雄勝支所上半期各種関連事業報告について 
平成20年度雄勝支所第２次一般会計補正予算について 
平成20年度雄勝支所一般会費収納調書について 
平成20年度石巻市共同募金委員会雄勝支所奉仕員別戸
別募金集計表及び平成20年度歳末たすけあい事業に係
る配分について 
雄勝支所事務所移転要望に伴う資料一覧について（経過
報告） 
石巻市社会福祉協議会「会費」について 

第３回 
平成21年 

3月25日 

雄勝支所事務所移転要望に伴う経過報告について 
紙おむつ等購入助成事業の実施状況について 
平成21年度石巻市社会福祉協議会事業計画（案）並びに 
収支予算(案)について 
※一般会計 資金収支当初予算書（案） 
※一般会計 資金収支当初予算書（案）【本支所別】 
支所選出評議員の選任について 
雄勝地区苦情解決第三者委員の推薦について 
介護請求システム新規導入について 
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◆河南支所 ３回開催 

回数 月 日 内    容 

第１回 
平成20年 

6月 5日 

平成19年度石巻市社会福祉協議会河南支所事業報告及
び収支決算報告について 
石巻市社会福祉協議会地域福祉活動計画について 
石巻市社会福祉協議会会費について 
共同募金運動について 

第２回 
平成20年 

12月 3日 

石巻市社会福祉協議会会費統一について 
石巻市社会福祉協議会河南支所支部活動助成金（案）に
ついて 
平成20年度共同募金運動について 

第３回 
平成21年 

3月24日 

石巻市社会福祉協議会会費について 
平成20年度共同募金運動結果報告 
平成21年度石巻市社会福祉協議会河南支所事業計画及
び収支予算について 
各種委員の推薦について 

 
◆桃生支所 ４回開催 

回数 月 日 内    容 

第１回 
平成20年 

6月19日 

平成19年度桃生支所事業報告並びに決算について 
その他 

第２回 
平成20年 

9月30日 

講演会の開催について 
その他 

第３回 
平成20年 

12月 1日 

会員会費額の統一について 
その他 

第４回 
平成21年 

3月25日 

平成21年度支所事業計画(案)・収支予算(案)について 
その他 
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◆北上支所 ３回開催 

回数 月 日 内    容 

第１回 
平成20年 

6月16日 
平成19年度北上支所事業報告及び収支決算報告 ほか 

第２回 
平成20年 

12月 5日 

平成20年度上半期事業報告について 
平成21年度社協会費の統一について 

第３回 
平成21年 

3月24日 

平成20年度事業経過について 
平成21年度事業計画(案)及び予算(案)について 

 
◆牡鹿支所 ３回開催 

回数 月 日 内    容 

第１回 
平成20年 

6月 4日 
平成19年度事業報告・決算報告について 

第２回 
平成20年 

12月 5日 

平成20年度赤い羽根共同募金運動について 
平成20年度歳末たすけあい運動について 
社会福祉協議会会費の統一について 

第３回 
平成21年 

3月24日 

平成20年度共同募金実績について 
平成21年度事業計画（案）・予算（案）について 
評議員・苦情解決第三者委員の推薦について 
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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２０年度社協会員加入世帯数等（平成１９年度実績参考比較） 

地区数 会   員 

支所 
世帯数 

普通会員 

会  費 
年度 

普通 賛助 特別 

合 計 
件 数 

会費収納額 

（円） 

194 20年度 26,355 － 2,775 29,130 15,957,780 
石巻 

44,212 
500円 

19年度 26,574 － 2,894 29,468 16,168,330 

40 20年度 3,145 92 28 3,265 4,456,000 
河北 

3,632 
1,200円 

19年度 3,184 91 32 3,307 4,511,900 

20 20年度 1,347 － － 1,347 1,616,000 
雄勝 

1,680 
1,200円 

19年度 1,551 18 － 1,569 1,913,000 

36 20年度 4,216 95 34 4,345 5,408,600 
河南 

5,341 
1,200円 

19年度 4,179 169 34 4,382 5,523,300 

25 20年度 1,878 111 51 2,040 3,318,600 
桃生 

2,299 
1,200円 

19年度 1,888 123 57 2,068 3,450,600 

27 20年度 984 － － 984 1,180,800 
北上 

1,159 
1,200円 

19年度 989 － － 989 1,186,800 

22 20年度 1,554 15 40 1,609 2,109,800 
牡鹿 

1,881 
1,200円 

19年度 1,569 18 39 1,626 2,131,800 

364 20年度 39,479 313 2,928 42,720 34,047,580 

計 
60,204 

 
19年度 39,934 419 3,056 43,409 34,885,730 
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３ 寄付金及び寄付物品受付 

寄 付 金 
支 所 

件 数 金  額 
寄 付 物 品 

石 巻 ７１件 ３，０３９，３７９円 

電動ベッド2台 
ギャッチベッド1台 
車椅子2台､子供用車椅子2台 
吸引器1台 
デスクトップ型パソコン1台 
タオル100枚、雑巾300枚 
浴衣生地10反、紙おむつ3袋 
米30㎏、プルタブ15㎏ 
使用済み切手5件(1.5㎏) 
ポリエチレン製おもちゃ60個 

河 北 ２４件 ９１０，１７１円 

車椅子1台、アルミ缶52㎏ 
プルタブ(9件)17.4㎏ 
使用済み切手12件(4.8㎏) 
ウエス2㎏、着物、タオル 
紙おむつ1,399枚 

雄 勝 ０件 ０円 － 

河 南 ７１件 ８２４，１１９円 電動ベッド1台 

桃 生 ５件 ７２，５２７円 － 

北 上 ０件 ０円 
レーザーディスク 2件 計91枚 
タオル54枚、雑巾60枚 
ウエス用古着２袋 

牡 鹿 ５件 １５３，６００円 
毛布・シーツ（未使用） 
米40kg・牡蠣5kg 

みどり園 １件 １００，０００円 － 

かしわホーム １件 ２５，０００円 

掃除機1台、冷蔵庫1台 
ロッカー、テレビ1台 
石油ファンヒーター1台 
（いずれも、はまなす） 

合 計 １７８件 ５，１２４，７９６円  

（19年度寄付 ２２３件 ２３，０４５，１３４円） 
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４ 調査・広報 

（１）住民の福祉ニ－ズに対応する福祉意識調査 
□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
ている。 

 
（２）広報誌「いしのまき社協だより」の発行（年４回 全戸配布） 

□第１３号発行（７月１０日）、第１４号発行（１０月１４日） 
□第１５号発行（１月１４日）、第１６号発行（３月３１日） 

 
（３）広報誌「支所だより」の発行 

□「かほく支所だより」発行（3/27）[河北地区全戸配布] 
□「おがつ潮騒だより」発行（1/1）[雄勝地区全戸配布] 
□「かなん支所だより」発行（6/1、11/1）[河南地区全戸配布] 
□「ミニ社協だより」発行（8/13）[桃生地区全戸配布] 
□「北上支所だより」発行（6/30、10/15、3/31）[北上地区全戸配布] 
（「北上在宅介護支援センターだより」、「デイサービスセンターはま

ぎくだより」を併せて発行） 
□「はぴねす」発行（2/27）[牡鹿地区全戸配布] 

 
（４）ウェブサイト運営プロジェクト会議の開催 
   □職員６名によるプロジェクトチームを立ち上げ、既存ウェブサイト(ホ

ームページ)を充実するための再構築や運営方法について検討、協議
をし、市民に安定した情報提供を行っている。 

    ７回開催（7/28、9/1、10/7、12/4、1/22、2/5、2/26） 
 

５ 相談業務 

（１）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 

処 理 状 況 
 年 度 開設日数 取扱件数 出席相談員 

解 決 他機関へ紹介 再来(再掲) 

20年度 常時開設 １３２件 (職員対応) ７６件 ５６件 ２１件 
石 巻 

19年度 常時開設 １１０件 (職員対応) ８５件 ２５件 １３件 

20年度 常時開設 ２件 (職員対応) ２件 ０件 ０件 
河 北 

19年度 ２４日 ９件 延５０名 ８件 ０件 １件 
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６ 無利子また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 

 貸付件数 償還指導件数 20年度貸付金額 原  資 

石 巻 ４件 ３５件 180,000円 8,000,000円 

河 北 ２件 ６件 100,000円 1,000,000円 

雄 勝 ０件 ０件 0円 398,000円 

河 南 ７件 １６件 350,000円 1,200,000円 

桃 生 ０件 ０件 0円 810,000円 

北 上 １件 ０件 50,000円 400,000円 

牡 鹿 ０件 ０件 0円 1,633,000円 

合 計 １４件 ５７件 680,000円 13,441,000円 

（19年度貸付金額 550,000円） 
 

②一時援護資金 

 貸付件数 20年度累計貸付金額 原  資 

全 市 ４０件 1,055,000円 1,300,000円 

（19年度貸付金額 1,150,000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。原資は厚生労働省］ 
（貸付金利3％以内） 

 
平成２０年度 
新規貸付件数 

償還指導件数 
平成21年3月31現在 

石 巻 ０件 ２３件 
河 北 ０件 １６件 
雄 勝 ０件 ６件 
河 南 ０件 ２２件 
桃 生 ０件 ５件 
北 上 ０件 ０件 
牡 鹿 ０件 ３件 
合 計 ０件 ７５件 

（19年度貸付指導件数 83件） 
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７ 地域福祉活動の強化 

（１）社協支部活動 
◆河南支所 
□新田町支部「ふれあい敬老の集い」……………平成20年 5月25日 
□支部長会議１回……………………………………平成20年 6月10日 
□中山上谷地支部研修会……………………………平成20年 7月 8日 
□小崎支部ミニ敬老会………………………………平成20年10月24日 
□広渕町下支部長寿会………………………………平成20年11月28日 
□駅前支部高齢者忘年会……………………………平成20年12月 7日 
□支部長会議２回目…………………………………平成20年12月22日 
□福祉協力員研修会…………………………………平成21年 3月28日 

 
◆桃生支所 
□支部長会議２回 
□入沢・九郎沢地区「早苗振り昼食会」…………平成20年 6月29日 
□新田下地区「福祉委員研修会」…………………平成20年 7月19日 
□中津山地区「マレットゴルフ大会」……………平成20年 7月27日 
□拾貫西・東、宗前山地区「住民の集う会」……平成20年 8月23日 
□城内地区「高齢者リフレッシュ事業」…………平成20年10月26日 
                        11月2日・16日 
□深山・牛田地区「かぼちゃの会」………………平成20年12月14日 
□高須賀地区「親子三代福祉大会」………………平成20年12月14日 

 
（２）小地域ネットワーク推進活動 
   ■福祉協力員研修会の開催 
     平成２１年３月２８日（土）に石巻市民会館において、｢災害ボラ 

ンティアフォーラム｣を、福祉協力員研修会を兼ねて実施した。 
※内容及び参加者数については、３５頁の｢災害ボランティアフォ
ーラム｣の報告欄を参照 

     参加者１，１００名中、福祉協力員２１２名参加 
 

■世代間交流事業「ふれあい交流会」開催 

高齢者・親と子など、同じ地域の各世代が、ボランティア・主任児
童委員とともにレクリエーションを通して交流を図った。 

 月   日 会   場 参加者数 

第１回 平成20年11月16日（日） 石巻市立貞山小学校 ６０名 

第２回 平成20年11月22日（土） 石巻市立吉浜小学校 ２７名 

第３回 平成20年11月30日（日） 石巻市立万石浦小学校 ４８名 



 １３ 

 

８ 在宅福祉活動の実施 

（１）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事業 

 対象者数 助成額 

石 巻 ６２６名 ６，４３２，７９９円 

河 北 １１６名 ３１６，４９０円 

雄 勝 １８名 １１７，１６８円 

河 南 ４９名 １６１，４８０円 

桃 生 ２８名 １４９，５００円 

北 上 １９名 ６５，４９６円 

牡 鹿 １３名 ８５，２００円 

合 計 ８６９名 ７，３２８，１３３円 

 

（２）福祉用具貸出事業 

貸出中 在 庫 保有台数 
支 所 

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 １３７台 １４３台 ３台 ４７台 １４０台 １９０台 

河 北 ８７台 ４８台 ５台 １５台 ９２台 ６３台 

雄 勝 １台 ２台 １８台 ２０台 １９台 ２２台 

河 南 ６７台 ３６台 ５台 １８台 ７２台 ５４台 

桃 生 ４４台 ２６台 ４台 ２台 ４８台 ２８台 

北 上 １６台 １台 ２台 ７台 １８台 ８台 

牡 鹿 ７台 ６台 ０台 １１台 ７台 １７台 

合 計 ３５９台 ２６２台 ３７台 １２０台 ３９６台 ３８２台 

(19年度) ３５２台 ２７１台 ３８台 １０７台 ３９０台 ３７８台 

 
※ 利用料金は、返却時の消毒・クリーニング代実費（以下のとおり）のみ
の負担 

            ※平成２０年度実費内訳：電動式ベッド 5,000円 
                        手動ベッド  4,000円 
                        車椅子    3,500円 
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（３）在宅高齢者等移動支援事業 

  ◆河北支所 

□リフト付ワゴン車（すまいる）の貸出 
利用延べ回数 １２１回（19年度 70回） 
内 容：在宅において寝たきり状態等で移動が困難な高齢者や障害

者の方々へ、リフト付きワゴン車（車椅子２台、移動式寝
台車兼用）の貸出。 

 
□軽自動車（すまいるミニ）の貸出 

利用延べ回数  ６７回（19年度 57回） 
内 容：在宅において移動が困難な高齢者や障害者の方々へ、車椅

子仕様の軽自動車の貸出。 

 

（４）その他の在宅福祉活動 

  ◆河南支所 
□人生楽しみ会の開催 

参加者数：４３名 
日  時：平成２０年１１月１２日（水） 
場  所：登米市、大崎方面 
対 象 者：概ね６５歳以上の一人暮らし高齢者 
内  容：ひとり暮らし老人招待旅行の実施 

 
□男の料理教室 

参加者数：８名 
日  時：平成２０年１０月１、１５、２９日 全３回 
場  所：石巻市河南老人福祉センター 
対 象 者：概ね６０歳以上の男性 
内  容：男性が調理を通して「食」について興味を持ち、自分で

作る楽しさと栄養バランスの取れた食事の重要性を知る
ことと、自立した生活及び仲間づくりができるよう開催 

  ◆桃生支所 
□日帰り旅行の会 

参加者数：２１２名 
日  時：平成２０年１０月２２日（水） 
場  所：南三陸町志津川 ホテル観洋 
対 象 者：８０歳以上の高齢者 
内  容：外出する機会の少ない高齢者ためのの昼食会の実施 
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  ◆牡鹿支所 
□安心箱支給事業 

配 付 数：２５箱 
対 象 者：①７０歳以上一人世帯 
     ②８０歳以上二人世帯 
     ③緊急時の対応が心配な世帯 
内  容：高齢者世帯を訪問し、急な入院等に備えるための安心箱

を配付するとともに、緊急連絡先等の確認を行う。 
□声がけ郵便事業 

利用者数： ９名 
実施回数：２２回（毎月第２・４土曜日） 
対 象 者：定期的に安否確認が必要な世帯 
内  容：絵てがみサークルや小・中学校児童生徒が作成したハガ

キを郵送し、郵便配達員の協力により、声がけ・安否確
認を実施。 

□活き活き教室事業 
参加人数：８０名 
実施地区：小渕・給分・鮎川・鮫浦地区 
対 象 者：開催地区に居住する方 
内  容：各地区集会所を会場に、関係機関・地域ボランティアと

合同で、健康体操や講話などを実施。 
 

９ 老人福祉事業 

（１）ひとり暮らし老人、老人世帯への給食サービス実施団体への助成事業 

(延べ)実績 
支 所 活 動 団 体 

２０年度 １９年度 

石 巻 渡波地区ふれあいの会 １，２０４食 １，３８９食 

河 北 
河北ボランティア友の会、福祉協力員、
河北地区民生委員児童委員協議会 

７０９食 ７３２食 

雄 勝 雄勝ボランティア友の会 １，３１３食 １，１５８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 

１，６７３食 １，３７９食 

北 上 北上ボランティア友の会 ８１２食 ８６８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 

４２４食 ４０３食 

合 計  ６，１３５食 ５，９２９食 
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（２）ふれあい会食会（昼食会） 
◆河南支所 

内  容：ボランティアによる６５歳以上ひとり・ふたり暮らし世
帯招待会食会の実施 

日  時：平成２０年 ６月２７日（水） 
場  所：河南老人福祉センター 
参加人数：４０名 

 
◆牡鹿支所 

内  容：給食事業ボランティアとの交流会食を実施 
日  時：平成２０年 ５月２７日 
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 
参加人数：７１名 

 

（３）「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 ９０名 １回 

住吉地区 開北会館 １１４名 １回 

門脇地区 門脇町三丁目集会所 ７３名 １回 

湊地区 みなと荘 １５４名 １回 

山下地区 湯殿山神社会館 １１３名 １回 

蛇田地区 蛇田公民館 １３０名 １回 

渡波地区 渡波公民館 ２００名 １回 

釜・大街道地区 釜会館 １０９名 １回 

合 計  ９８３名 (19年度938名) 

◆北上支所 

地  区 場  所 参加人員 実施回数 

北上地区 白浜荘 １６名 １回 

合 計  １６名  
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10 障害者福祉推進事業 

（１）石巻市障害児（者）交流事業の開催 

◆本 所 

    □秋の味覚満喫ツアー 

     内  容：貸し切りバスで仙台市太白区秋保に行き、天守閣自然公
園の見学や周辺の散策、｢いも煮会｣等を通じて交流を楽
しんだ。 

     日  時：平成２０年１０月５日（日） 
     参 加 者：障害者とその家族・関係者、ボランティア（合計72名） 
 

（２）視覚障害者への情報提供 

    □点字使用者への情報提供（利用者１２名） 

・「社協だより（点字版）」の作成・配付 
 
    □「視覚障害者用活字文書読み上げ装置」利用者へのＳＰコード付き

印刷物の配付（利用者１０名） 
     ・「社協だより（ＳＰコード版）」の作成・配付（第１５号より） 
     ・「福祉みやぎ」の配付 
 

11 児童家庭福祉事業 

（１）交通・海難・労災遺児支援 

□交通・海難・労災遺児への見舞金贈呈事業（県社協助成事業） 
内  容：平成２１年２月、遺児１名につき5,000円ずつ（県社協

からの助成金全額）を、民生委員を通して見舞金とし
て贈呈した。 

対 象 者：市内の遺児３４名 
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12 日常生活自立支援事業（まもりーぶ事業） 

（１）契約利用状況 

実利用件数 
 

計 認知 知的 精神 他 

終了 
件数 

延べ契約 
件数 

生活 
支援員数 

石 巻 ２４ ５ １ １１ ７ １３ ３７ ６名 

河 北 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０名 

雄 勝 ２ ０ ２ ０ ０ ３ ５ １名 

河 南 １ ０ ０ ０ １ ６ ７ ２名 

桃 生 ６ ０ ３ ３ ０ ３ ９ ２名 

北 上 ０ ０ ０ ０ ０ ２ ２ １名 

牡 鹿 １ １ ０ ０ ０ １ ２ １名 

合 計 ３４ ６ ６ １４ ８ ２８ ６２ １３名 

 

13 福祉教育の推進 

（１）平成２０年度石巻市社会福祉協議会福祉教育推進事業助成金交付 

内  容：石巻市内の学校等を拠点に、児童・生徒の社会福祉に対す
る関心と理解を深め、ボランティア学習を通して「ともに
生きる社会」の一員としての自覚を育み、地域福祉の向上
を図ることを目的として交付した。 

助 成 額：１校あたり30,000円以内 

 

◆石巻支所（１２校 344,000円） 

①石巻小学校 ②住吉小学校 ③蛇田小学校 ④稲井小学校 

⑤釜小学校 ⑥湊第二小学校 ⑦鹿妻小学校 ⑧貞山小学校 

⑨石巻中学校 ⑩門脇中学校 ⑪湊中学校  ⑫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・異学年・運動会・施設訪問）、 

募金活動、体験学習（高齢者・障害者疑似体験、手話、点字）、 

バリアフリー・ユニバーサルデザイン学習、他 

 



 １９ 

◆河北支所（８校 240,000円） 

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大川小学校    ⑥飯野川中学校 

⑦河北中学校    ⑧大川中学校 

キャップハンディ体験、手話学習（聴覚障害者との交流）、 

環境美化運動（校内外の美化・学区内、海浜清掃）、 

交流事業（祖父母参観・運動会・施設・幼稚園訪問）、 

体験学習、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、他 

 

◆雄勝支所（５校 150,000円） 

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 

敬老参観、ふれあい給食、クリーン大作戦、親子奉仕作業、 

ハタケシメジ栽培活動、お年寄りと遊ぼう、環境緑化活動、 

環境美化運動、福祉体験学習、老人ホーム訪問活動 

 

◆河南支所（８校 240,000円） 

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 

キャップハンディ体験、美化活動、清掃活動、ふれあい活動、 

訪問交流活動（一心苑、石巻養護学校、花水木）、 

学校農園、募金活動、鹿又駅の花壇整備、他 

 

◆桃生支所（４校 120,000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 

④桃生中学校 

募金活動、あいさつ運動、施設交流（せんだんの杜等訪問）、 

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、他 
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◆北上支所（４校 120,000円） 

①橋浦小学校 ②吉浜小学校 ③相川小学校 ④北上中学校 

福祉講演会、地域美化活動、福祉施設訪問、アルミ缶等回収活動、 

各種募金活動、他 

 

◆牡鹿支所（７校 210,000円） 

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 

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)、 

網地島での交流活動(網小医院や高齢者宅訪問)、声がけ郵便事業、 

キャップハンディ体験、清掃活動(海浜清掃・親子通学路清掃)、 

美化活動(校内清掃・花壇整備)、独居老人宅訪問、 

寄磯診療所での作品展示会、他 

 
（２）研修会開催 

□石巻市福祉教育推進研修会開催（参加人数：２５名） 

日 時：平成２１年２月１８日（水） 

場 所：石巻市桃生公民館 視聴覚室 

内 容：①基調報告「宮城県内の福祉教育活動の現状」 

      宮城県社会福祉協議会より 

②「福祉教育推進事業助成金」について（本会より説明） 

③グループ演習 

 

□河北地区福祉教育推進連絡会開催（参加人数：１１名） 

日 時：平成２０年６月２０日（金） 

場 所：河北支所 

内 容：平成20年年度各校の事業計画について 

    福祉教育推進事業について 

平成20年度ボランティアセンター河北事業について 

助成金交付 
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（３）体験学習等への協力 

支所 学校／対象 対応内容 

稲井小学校 
４学年体験学習 
（平成20年 5月30日 

～ 6月 6日） 

※利き手不自由体験用具の貸出 

  〃 
（平成20年 6月23日） 

聴覚障害者との交流と手話体験 
※協力者３名派遣 

  〃 
（平成20年 6月25日） 

障害者との交流、車椅子・視覚障害体験 
※職員１名、協力者３名派遣 
※車椅子・アイマスクの貸出 

石巻養護学校 
（平成20年 7月28日） 

高校生ボランティアスクールでのキャッ
プハンディ体験 
※職員１名、協力者１名派遣 

和渕小学校６学年 
（平成20年 7月17日） 

車椅子の方との交流 
※協力者１名派遣 

山下小学校４学年と保護者 
（平成20年 9月 4日） 

親子キャップハンディ体験・講話 
※職員２名、協力者４名派遣 
※車椅子、アイマスク、ビー玉等の貸出 

蛇田小学校３学年 
（平成20年 9月19日） 

障害者との交流・キャップハンディ体験 
※職員１名、協力者３名派遣 
※車椅子・アイマスクの貸出 

  〃 
（平成20年10月24日） 

障害者との交流・手話体験、点字体験 
※協力者６名派遣 
※点字器の貸出 

門脇中学校１学年 
（平成20年10月10日） 

障害者との交流・キャップハンディ体験 
※職員１名、協力者３名派遣 
※車椅子､アイマスク､名札ケースの貸出 

万石浦中学校 
（平成20年10月7日～8日） 

バリアフリー調査学習 
※車椅子の貸出 

石巻 

門脇小学校４学年 
（平成20年10月1日～2日） 

キャップハンディ体験 
※車椅子・アイマスクの貸出 
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門脇小学校４学年 
（平成21年 1月21日、23日） 

お話しを聞こう会 
（車椅子の方、視覚障害者との交流） 
※協力者３名派遣 

釜小学校４学年 
（平成20年10月1日～9日） 

バリアフリー学習 
※車椅子・アイマスクの貸出 

  〃 
（平成21年 2月20日） 

聴覚障害者との交流と手話体験 
※協力者４名派遣 

  〃 
（平成21年 2月24日） 

お話しを聞く会（車椅子の方との交流） 
※協力者１名派遣 

河南西中学校１学年 
（平成20年11月13日） 

グループ校外学習 
視覚障害者支援ボランティアについて 
※ボランティア団体見学の連絡調整 
※視覚障害者支援内容の説明 職員対応 

鹿妻小学校４学年 
（平成20年12月8日～12日） 

キャップハンディ体験 
※白杖の貸出 

  〃 
（平成21年 1月22日） 

障害者との交流・手話体験 
※協力者３名派遣 

  〃 
（平成21年 1月28日） 

点字体験 
※協力者３名派遣 
※点字器の貸出 

湊第二小学校５学年 
（平成21年 1月22日） 

障害者との交流・キャップハンディ体験 
※職員１名、協力者３名派遣 
※車椅子、アイマスク、カラーコーンの 
貸出 

渡波小学校５学年 
（平成21年 1月22日） 

キャップハンディ体験 
※車椅子、アイマスク、白杖の貸出 
※体験学習マニュアルビデオ貸出 

開北小学校３学年 
（平成21年 2月10日） 

障害者との交流・車椅子体験 
※職員１名、協力者２名派遣 
※車椅子の貸出 

 

貞山小学校４学年 
（平成21年 2月13日） 

視覚障害者との交流と点字体験 
※協力者３名派遣 

石巻 
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大谷地小学校 
（平成20年 5月12日） 

※玉入れカゴ貸出 

橋浦小学校 
（平成20年 6月17日） 

※高齢者体験セット貸出 

相川小学校 
（平成20年11月27日） 

※高齢者体験セット貸出 

河北 

大谷地小学校 
（平成21年 2月26日） 

キャップハンディ体験学習 
職員２名派遣 

稲井小学校 
４学年体験学習 
（平成20年 5月30日 
    ～ 6月 6日） 

※高齢者疑似体験セット貸出 

貞山小学校 
３学年総合的な学習の時間 
（平成21年2月16日～20日） 

※高齢者疑似体験セット貸出 
雄勝 

大谷地小学校 
（平成21年 2月26日） 

※高齢者疑似体験セット、車椅子貸出 

河南西中学校 
１学年体験学習 
（平成20年 7月11日） 

※車椅子、アイマスク、白杖貸出 

広渕小学校 
１学年体験学習 
（平成20年 9月25日） 

上肢障害、下肢障害、視覚障害体験 
職員３名派遣 
※車椅子、白杖、アイマスク貸出 

須江小学校 
４学年体験学習 
（平成20年11月17日） 

上肢障害、下肢障害、高齢者疑似体験 
職員３名派遣 
※車椅子、白杖、アイマスク貸出 

河南 

鹿又小学校 
４学年体験学習 
（平成21年 1月30日） 

上肢障害、下肢障害、視覚障害体験 
職員３名派遣 
※車椅子、白杖、アイマスク貸出 

中津山第二小学校 
（平成21年 3月 4日） 

キャップハンディ体験 職員２名派遣 
※車椅子、白杖 

桃生 
中津山第一小学校 
（平成21年 3月 6日） 

キャップハンディ体験 職員２名派遣 
※車椅子、白杖 
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橋浦小学校４学年 
（平成20年 6月17日） 

キャップハンディ体験 職員２名派遣 

北上中学校１・２・３学年 
（平成20年12月 4日） 

キャップハンディ体験 職員２名派遣 
（うち、雄勝支所職員１名） 

北上 

相川小学校４学年 
（平成20年12月16日） 

キャップハンディ体験 職員２名派遣 

牡鹿 
鮎川小学校５学年 
（平成20年12月24日 

～25日） 

①ボランティア体験 職員１名派遣 
②キャップハンディ体験 

職員１名、協力者２名派遣 

 

（４）参考図書の配付 

  ・配付物 「福祉教育・ボランティア学習のてびき」ＣＤ 
・配付先 市内の小学校（４３）、中学校（２４）、高等学校（１０） 

と社協各支所（７）の合計８４ヵ所 
 
（５）福祉人材育成（資格取得・職場体験） 

支所 学校名 
受入 
人数 

資格名等 受入部署 日数 

東北福祉大学 ２名 社会福祉士 
本所、みどり園 
渡波包括、福寿荘 
牡鹿支所 

24日 

東北文化学園大学 ２名 社会福祉士 
本所、みどり園 
渡波包括、福寿荘 

24日 

宮城県立飯野川高校 ５名 
ホームヘルパ
ー２級 

石巻市ホーム 
ヘルパーセンター 

 5日 

東北福祉大学 １名 介護福祉士 
石巻市ホーム 
ヘルパーセンター 

 5日 

石巻赤十字看護専門 
学校 

８名 
看護師 
（各２日間） 

福寿荘 16日 

宮城県立石巻養護学校 
（現・宮城県立石巻 
支援学校） 

１名 職場体験 福寿荘 13日 

宮城県石巻商業高等 
学校 

２名 職場体験 福寿荘  2日 

石巻 

石巻市立湊中学校 ３名 職場体験 福寿荘  2日 

北上 石巻市立北上中学校 ７名 職場体験 
デイサービスセ
ンターはまぎく 

 2日 
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14 ボランティアセンター事業 

（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（増減数は前年度比） 

 石巻 河北 雄勝 河南 桃生 北上 牡鹿 計 

個 人 98 3 0 1 0 3 9 114 

グループ 
（人数） 

107 
(23,951) 

23 
(607) 

9 
(334) 

9 
(204) 

6 
(85) 

6 
(150) 

13 
(125) 

173 
(25,456) 

合計人数 
[増減数] 

24,049 
[3,156] 

610 
[20] 

334 
[6] 

205 
[-5] 

85 
[34] 

153 
[109] 

134 
[26] 

25,570 
[3,346] 

 

□ボランティアセンター運営委員会の開催 

（石巻１回、河北２回、雄勝２回、河南２回、北上２回） 

□ボランティアセンター登録ボランティア説明会 

（河北３回、河南１回、北上１回） 

□ボランティアセンター広報誌の発行 

（石巻２回、河北１回、河南１回、北上１回、牡鹿１回） 

□ボランティアハンドブックの発行 

（石巻1,000部、河北500部、雄勝200部、河南200部、桃生50部、 
北上50部、牡鹿200部） 

（２）ボランティア関係事業の開催 

支所 行事名 
参加 
者数 

日時・会場 内  容 

「基礎講座Ⅰ」 
テーマ 「市民活動・ボラン 

ティア活動」 
講師 杜の伝言板ゆるる 

代表 大久保朝江氏 

本所 
ボランティア 
スクール 

10名 
平成20年 

8月10日 
社福協ビル 

「24時間テレビチャリティ 
募金活動の事前打合せ会」 
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12名 

平成20年 
8月31日 

エスタ、上品の郷 
イオン石巻ショッ
ピングセンター、 
イオンスーパー 
センター石巻東店 

「体験活動Ⅰ」 
24時間テレビチャリティ 

募金活動 

「基礎講座Ⅱ」 
テーマ 「福祉について理解 

を深めよう」 
講師 地域活動支援センター
かしわホーム 
施設長 齋田泰博 

10名 
平成20年 

9月21日 
社福協ビル 

障害者交流事業説明 

10名 

平成20年 
10月 5日 

秋保（天守閣自然
公園・木の家） 

「体験活動Ⅱ」 
障害者交流事業 
（散策と芋煮会） 

「基礎講座Ⅲ」 
テーマ 「石巻市地域の福祉 

課題ってなあに」 
講師 石巻市社協 

主任主事  髙橋 了 
9名 

平成20年 
10月26日 

社福協ビル 

世代間交流事業説明 

7名 
平成20年 

11月16日 
貞山小学校 

1名 平成20年 
11月22日 

吉浜小学校 

  

6名 
平成20年 

11月30日 
万石浦小学校 

「体験活動Ⅲ」 
世代間交流事業 

「ふれあい交流会」 

本所 
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「基礎講座Ⅳ」 
まとめ（福祉ってなんだろう 
～基礎講座と体験活動を振り
返って」 

 

10名 
平成20年 

12月14日 
社福協ビル 

修了式 

いしのまき市民
ひろば 

17団体 

平成21年2月7日 
～2月15日 

イオン石巻ショッ
ピングセンター 

いしのまきNPOセンターとの 
共催で実施 
（全体では35団体参加） 
・ステージでの活動発表 
・体験・相談コーナー設営 
・活動内容の展示 
※実行委員会 ３回 
※参加団体説明会 ４回 

大河原町ボラン
ティア友の会と
の交流研修・市
内参加団体情報
交換会 

5団体 
(13名) 

平成21年 
2月 2日 

社協河北支所 

・大河原町ボランティア友の会
と市内の5友の会との意見交換 
･市内ボランティア友の会情報
交換会 

 

ボランティア研
修会 

238名 
平成21年 

3月28日 
石巻市民会館 

災害ボランティアフォーラム 

ボランティアサロン 
「読み聞かせ」 

延 
59名 

平成20年 
4月～8月 

月1回 全5回 
社福協ビル 

読み聞かせ勉強会 

ボランティアサロン 
「足もみ」 

延 
75名 

平成20年 
4月～7月 

月1回 全4回 
社福協ビル 

足もみ体験 

ボランティアサロン 
「新舞踊」 

延 
191名 

平成20年4月～ 
隔週 25回開催 
社福協ビル 

新舞踊勉強会 

ボランティアサロン 
「りふれっしゅ」 

延 
238名 

平成20年4月～ 
月2回 24回開催 
社福協ビル 

介護予防につながる体操、 
創作等の実践 

石巻 

ボランティアサロン 
「いけ花」 

延 
67名 

平成20年4月～ 
月1回 11回開催 
社福協ビル 

いけ花、リース作り等 

本所 
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アイサポートボ
ランティア養成
講座 

14名 
(延 
45名) 

平成20年 
 10月22日 
 ～11月12日の 
毎週1回（全4回） 
社福協ビル 

石巻視覚障害者福祉協会、 
石巻点字勉強会との共催で 
実施 

ボランティア 
センター河北 
登録ボランティ
ア団体・グルー
プ連絡会 

17名 
平成20年 

5月27日 
社協河北支所 

ボランティアセンター河北の
事業推進について 
活動紹介、情報交換 
ボラセン登録、ボラ活動助成
金、ボラ保険助成について 

手作り絵本講座 28名 
平成20年 
 7月30日、8月6日 
河北総合センター 

小学３年生～６年生対象 
本に対する興味や関心を持っ
てもらう。読み聞かせを通して
ボランティアに対する関心を
もってもらう。 

夏休みボランテ
ィア（キャップ
ハンディ体験）
講座 

51名 
平成20年 

8月 5日 
かしわホーム 

中学生、高校生対象 
かしわホームとの交流 
障害や障害者の理解 
ボランティア活動のきっかけ
づくり 

自主ミニデイサ
ービスグループ
交流研修会 

38名 
平成20年 

10月17日 
河北総合センター 

情報交換、研修、交流 
誰でも気軽に楽しめるレクリ
エーション 

家庭看護法短期
講習会 

28名 
平成20年 
   10月21日 
新田交流会館 

お話と実技 
ベッドメイキング、体の移乗、
足浴、手浴、マッサージ、衣服
の着脱等 

かしわ支援ボン
ティアグル－プ
交流会 

41名 
平成21年 

2月 3日 
社協河北支所 

支援グル－プとかしわホ－ム
との交流会 

河北 

子育て支援「絵
本 の 読 み き か
せ」ボランティ
ア講座 

28名 
平成21年 

2月 7日 
河北総合センター 

子育て支援活動が円滑に展開
できるよう、担い手の養成 

石巻 
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ボランティア 
団体連絡会 

10名 

平成20年 
4月17日 

河南老人福祉 
センター 

ボランティアセンター登録 
ボランティア保険説明 
ボランティア助成金説明 
情報交換 河南 

ボランティア 
団体交流会 

96名 
平成21年 

3月 6日 
遊楽館 

ボランティア活動報告会 
講習会 

読み聞かせ 
ボランティア 
養成講座 

13名 
平成20年 
5月1日、9日 

保健福祉センター 

講話…「読み聞かせによる 
心の成長について」 

講師…絵本文庫「ぐるんぱ」 
主宰 末永 榮子氏 

牡鹿 

ジュニアボラン
ティアスクール 

5名 

平成20年 
12月24日～25日 
保健福祉センター 
保育所 

小学５、６年生を対象とした 
ボランティア入門講座 
体験先：牡鹿第一保育所 

 

（３）ボランティア団体の育成・支援 

□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 北 河北ボランティア友の会 
河北ボランティア友の会総会 
日 時：平成20年 5月16日 
場 所：河北総合センター 

河 南 
河南地区ボランティア
友の会 

河南地区ボランティア友の会総会 
日 時：平成21年 3月 6日(年度前) 
場 所：遊楽館 

北 上 北上ボランティア友の会 
北上ボランティア友の会総会 
日 時：平成21年 3月27日(年度前) 
場 所：北上総合支所 

 
□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 
総会 平成２０年５月２０日 
理事会  ４回 
執行部会関係  ８回 
会計監査  １回（平成２０年５月８日） 

２０周年記念事業関係 
（大会：平成20年10月4日開催） 

・実行委員会    １７回 
・全体実行委員会   ４回 
・記念誌編集委員会  ３回 
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（４）他機関事業への協力 

支所 行  事  名 開催日 場 所 

全市 
２４時間テレビチャリティ募金 

参加ボランティア５５名 
平成20年 
8月31日 

エスタ、イオン石巻ショッ
ピングセンター、イオンス
ーパーセンター石巻東店、
かほく・上品の郷 

日赤石巻市地区「物資仕分け
作業」 

ボランティア１５名派遣 

平成20年 
4月18日 

みなと荘 

骨髄バンク 
「いのちの輝き展」 
ボランティア 延べ２２名

派遣 

平成20年 
6月23日 
～27日 

イオン石巻ショッピング 
センター 

石巻地区高等学校 
ボランティア担当職員連絡会 

職員１名出席 

平成20年 
7月23日 

石巻工業高等学校 

和香園夏祭り 
模擬店手伝い・入所者見守り
のボランティア１６名派遣 

平成20年 
8月20日 

和香園 

石巻地区敬老会 
受付・会場案内ボランティア 

３０名派遣 

平成20年 
9月15日 

石巻市民会館 

緑町自主防災会総合訓練 
災害時の車椅子操作等指導 
職員１名派遣、車椅子貸出 

平成20年 
10月 5日 

筒場公園 

女川町社協ボランティア講座 
指導協力ボランティア紹介、

点字器貸出 

平成20年 
10月10日 

女川町社協 

石巻 

石巻市民交響楽団定期演奏
会への視覚障害者招待 
案内状とプログラムの点訳
と周知、当日の介助ボランテ
ィア派遣 

平成20年 
11月 9日 

石巻市民会館 
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骨髄バンク 
「いのちの輝き展」 
ボランティア 延べ１６名

派遣 

平成20年 
11月25日 
～28日 

イオン石巻ショッピング 
センター 

宮城県ろうあ協会 
「宮城県聴覚障害者福祉 
大会」 

・託児ボランティア４名派遣 
・職員１名出席 
・おもちゃ、毛布の貸出 

平成20年 
12月21日 

石巻文化センター 

 

石巻地域総合生活支援 
センター 
「かっこいい大人になるた
めのスキルアップセミナー」
ボランティア ５名派遣 

平成21年 
2月 7日 

石巻駅周辺（オリエンテ
ーリング） 

中野・牧野巣ミニデイサー 
ビス会 
 ボランティア３名派遣 

平成20年 
 5月15日 

中野林業センター 

河北ねたきり老人介護者 
家族の会研修会 
 ボランティア３名派遣 

平成20年 
 5月23日 

社協河北支所 

河北老人スポーツ大会 
職員等１４名派遣 

平成20年 
 7月10日 

河北総合センター 

河北地区ミニデイサービス 
 ボランティア８名派遣 

平成20年 
7月 9日 
16日 

五十五人生活センター 
鶴家公民館 

河北地区ミニデイサービス 
 ボランティア３名派遣 

平成20年 
 8月 6日 

7日 

五十五人生活センター 
鶴家公民館 

仁風園夏祭り模擬店協力 
 ボランティア１６名 

平成20年 
8月 8日 

仁風園 

河北 

河北地区夏まつり 
 ボランティア１４名協力 

平成20年 
8月10日 

ビッグバン 
・メディアシップ 

石巻 
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大森デイサービスセンター
敬老会ボランティア 
（芸能協力）延 ４６名派遣 

平成20年 
9月 8日 
～12日 

大森デイサービス 
センター 

河北地区ミニデイサービス 
 ボランティア ４名派遣 

平成20年 
10月22日 

五十五人生活センター 

手づくり絵本読み聞かせ会 
 ボランティア ４名派遣 

平成20年 
10月26日 

河北総合センター 

自主ミニデイグループ 
川の上なかよし会 
室内用ペタンクセット貸出 

平成20年 
11月10日 

川の上構造改造センター 

谷地老人クラブ松葉会 
室内用ペタンクセット貸出 

平成21年 
2月13日 

谷地公民館 

 

中野・牧野巣ミニデイサー 
ビス会 
室内用ペタンクセット貸出 

平成21年 
2月16日 

中野林業センター 

ボランティア友の会配食 
サービス職員協力 

平成20年 
4月22日 
5月20日 
6月17日 
7月15日 
8月19日 
9月 9日 
10月21日 
11月18日 
平成21年 
1月20日 
2月17日 
3月10日 

 雄勝 

ぱんぷきん株式会社 
ヘルパー養成講座 
高齢者疑似体験セット貸出 

平成20年 
7月25日 

平成21年 
1月16日 

ぱんぷきん株式会社 
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障害者レクリエーション 
NPO石巻広域 
アドベンチャークラブ 
室内用ペタンクセット貸出 

平成20年 
9月26日 
～29日 

石巻市総合体育館分館 
山下屋内運動場 

 

宮城県ボランティアコー 
ディネーター養成研修会 
 職員参加 

平成20年 
11月 6日 

宮城県民会館 
講義 
相談技法・相談技術 

子育て支援団体連絡会 
８サークル参加 

 職員１名参加 

平成20年 
4月 3日 

河南子育て支援センター 
「パプラ」 

親子ふれあいコンサート 
 職員３名参加 

平成20年 
9月27日 

遊楽館 

平成20年度石巻市地区 
赤十字大会 
 職員１名協力、 
 ボランティア５名派遣 

平成21年 
11月21日 

遊楽館 

河南 

石巻市身体障害者スポーツ
大会 
 ボランティア１０名派遣 

平成21年 
3月11日 

遊楽館 

北上 
にっこり祭りバザー協力 
 職員３名参加 

平成20年 
10月26日 

にっこりサンパーク 
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（５）ボランティア保険加入推進 

内  容：ボランティアセンターに登録しているボランティア団体・

個人のうち、公的な補助金等を受けていない団体等に対し

て、保険料を助成し、地域福祉活動の推進を図った。 

助 成 額：１人あたり２００円 

◆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 133件 1,663名 82件 650名 31件 6,455名 

河 北 19件 329名 16件 209名 24件 2,689名 

雄 勝 6件 89名 6件 89名 0件 0名 

河 南 8件 258名 4件 154名 21件 9,075名 

桃 生 6件 85名 2件 35名 5件 454名 

北 上 3件 50名 3件 50名 11件 446名 

牡 鹿 14件 108名 14件 108名 9件 450名 

合 計 189件 2,582名 127件 1,295名 101件 19,569名 

(19年度) 182件 2,172名 90件 1,287名 89件 14,518名 

 

（６）災害救援ボランティアセンター準備事業 

◆研修会等の実施 

支所 行事名 
参加 
者数 

日時・会場 内  容 

災害ボランティ
アセンター設置
訓練 

59名 

平成20年 
6月12日 

遊楽館、河南支
所、桃生支所 

災害ボランティアセンター設
置と、ニーズ受付、ボランティ
ア派遣等の運営訓練 

全市 

岩手・宮城内陸
地震被災地（栗
原市）への職員
派遣 

延べ 
13名 

平成20年 
6月25日～28日 
7月 7日～ 8日 
7月14日～17日 

栗原市社会福祉
協議会 

栗原市社会福祉協議会の被災
者支援対応の応援 
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石巻市災害ボラ
ンティアフォー
ラム 

1,100 
名 

平成21年 
3月28日 

石巻市民会館 

[寸劇] 
「オラ、どうしたらいいんだべ」 

[講演] 
・テーマ 
「日本における災害時の支援活動」 

・講師 
 レスキューストックヤード 

 代表理事 栗 田 暢 之  氏 
[パネルディスカッション] 
・コーディネータ 
レスキューストックヤード 

 代表理事 栗 田 暢 之 氏 
・パネラー 
 石巻市防災対策課 

 危機管理監 平 松 進 氏 
 石巻市民生委員児童委員協議会 

 湊地区委員 蟻 坂 隆 氏 
 石巻市社会福祉協議会 

 係 長 阿 部 由 紀 

河北 
災害ボランティ
ア研修会 

54名 
平成20年 

11月19日 
河北総合センター 

災害発生時に一人も見逃さな
い地域のネットワ－クづくり
の大切さや、大地震に見舞われ 
たその時に備えて被災地の活
動経験から学ぶ機会とした 

災害ボランティ
アフォーラム 

6名 

平成21年 
1月17日 

仙台市 
太白区文化セン
ター 

地区防火婦人クラブの協力に
より参加 

雄勝 

雄勝地区 
防災研修会 

60名 
平成21年 

2月28日 
雄勝公民館 

本所地域福祉係長を講師とし、
自主防災会役員、婦人防火クラ
ブ員を対象に自主防災会連絡
会とボランティアセンター雄
勝の共催により開催 

牡鹿 
災害に備える 
住民講座in 
網地島 

50名 

平成20年 
7月30日 

石巻市公民館 
  長渡分館 

講話…「災害時における地域 
住民の役割」 

講師…県社協 みやぎ 
ボランティアセンター所長 

 

全市 
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15 福祉団体等助成事業 

◆石巻支所 
身体障害者福祉協会石巻支部 石巻市ボランティア連絡協議会 
石巻身体障害者「歩む会」 ホッと・カフェ 
石巻ろうあ福祉会  
 
◆河北支所 
エンジョイダンベルかほく 河北ボランティア友の会 
サマンサの会（読み聞かせ） ひだまりの会（読み聞かせ） 
読み聞かせ「はなまるさん」 読み聞かせ「おかあさん」 
パンジー会（高齢者・障害者支援） 川の上なかよし会（自主ミニデイグループ） 
お茶っこのみかしわ支援支隊 
（自主ミニデイグループ兼かしわホーム支援） 仲町ふれあい会（自主ミニデイグループ） 

中野・牧野巣ミニデイサービス会 東福田ひまわり会（自主ミニデイグループ） 
 
◆雄勝支所 
チャレンジ会 すみれ会 
雄勝ボランティア友の会 さくら会 
身体障害者福祉協会雄勝支部 雄勝母子寡婦福祉会 
 
◆河南支所 
お茶っこの会 サークル「ひこばえ」 
吾子の会 もみじ会 
朗読ボランティアグループまいまい 河南マジック愛好会 
河南音楽愛好会 河南地区ボランティア友の会 
 
◆桃生支所 
桃生町手をつなぐ親の会 石巻市桃生町ボランティア友の会 
石巻市身体障害者福祉協会桃生支部  
 
◆北上支所 
北上ボランティア友の会 北上カットサークル 
北上地区更生保護女性会 ひまわりダンベル 
新古里村ほたるの会 北上子育て支援サークル COCOMA 
 
◆牡鹿支所 
絵てがみサークルふきのとう オシカハーモニカ愛好会 
朗読ボランティアＧ・ミンキー 十八成サロンボランティア 
小網倉サロンボランティア 大谷川たんぽぽ会 
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16 社会福祉団体の事務取扱業務 

（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（定数３６９名）］ 

名        称 
構 成 委 員 数 
(主任児童委員) 

石巻地区民生委員児童委員協議会 １７（ ２）名 

住吉地区民生委員児童委員協議会 ３３（ ２）名 

門脇地区民生委員児童委員協議会 １８（ ２）名 

湊地区民生委員児童委員協議会 ２７（ ２）名 

山下地区民生委員児童委員協議会 ２０（ ２）名 

蛇田地区民生委員児童委員協議会 ２９（ ２）名 

荻浜地区民生委員児童委員協議会 ９（ ２）名 

渡波地区民生委員児童委員協議会 ２９（ ２）名 

稲井地区民生委員児童委員協議会 １４（ ２）名 

釜・大街道地区民生委員児童委員協議会 ２８（ ２）名 

河北地区民生委員児童委員協議会 ３９（ ２）名 

雄勝地区民生委員児童委員協議会 １７（ ２）名 

河南地区民生委員児童委員協議会 ３８（ ２）名 

桃生地区民生委員児童委員協議会 １９（ ２）名 

北上地区民生委員児童委員協議会 １２（ ２）名 

牡鹿地区民生委員児童委員協議会 ２０（ ２）名 

合       計 ３６９（３２）名 

  ◆会 議 
   ①石巻市民生委員児童委員協議会総会（石巻文化センター）５月２２日 
   ②正副会長会（１回） 
   ③地区会長会（２回） 
   ④主任児童委員会部会（６回） 
   ⑤研修部会（３回） 
   ⑥各地区（16地区）にて毎月定例会開催 
  ◆事業等 
   ①こども友遊村（石巻：６月２９日、河南：１０月１１日） 
   ②新任研修会（７月２３日） 
   ③平成２０年度石巻ブロック民生委員児童委員連絡協議会研修会 

（８月２８日） 
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   ④県民児協主催各研修会 
    ・会長研修会（仙台市：６月１２日～１３日） 
    ・中堅民生委員児童委員研修会（松島町：７月２９日～３０日） 
    ・生き活きアクション研修会（松島町：１０月１日～２日） 
    ・主任児童委員研修会（松島町：１１月１３日～１４日） 
    ・相談技法研修会（松島町：１月２７日～２８日） 
    ・新任研修会（松島町：２月１８日～１９日） 
   ⑤岩手、宮城内陸地震被災地への義援金贈呈（７月２４日） 

・栗原市 １５０，０００円 
・大崎市  ５１，０６０円 

   ⑥各地区独自の事業を開催 
 

（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 ５０ １，９０１名 
河北支部老人クラブ連合会 ３０ １，４７１名 
雄勝支部老人クラブ連合会 ７ ３８２名 
河南支部老人クラブ連合会 ２５ １，１６０名 
桃生支部老人クラブ連合会 １１ ５０９名 
北上支部老人クラブ連合会 １２ ３３８名 
牡鹿支部老人クラブ連合会 ４ １３０名 

合       計 １３９ ５，８９１名 
  ◆会 議 
   ①総会（石巻文化センター） ５月２１日 
   ②正副会長会（３回）・理事会（３回） 
   ③保健体育部会・企画研修部会・女性部会等の開催 
  ◆事 業 
   ①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 
    （石巻市河南体育センター） 県老連主催 市老連共催 ７月７日 
   ②石巻市老人クラブ連合会第３回シニアスポーツ大会  
    （追波川河川公園） 市老連主催 ９月５日 
   ③「高齢者の体力測定」普及・啓発モデル事業（モデル指定事業） 
    １回目 渡波公民館        １１月１２日 
    ２回目 桃生地区地域福祉センター  １月２９日 
   ④石巻市老人クラブ連合会指導者研修会  
    石巻文化センター １２月５日 
   ⑤各地区でスポーツ大会を開催 
   ⑥各地区独自の事業を開催 
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（３）石巻・女川地区遺族会連絡会 

  ◆構 成 
地  区 会 員 数 

石  巻 ５３６名 

河  北 ３６３名 

雄  勝 ２１２名 

河  南 ３３６名 

桃  生 ２５９名 

北  上 １７３名 

牡  鹿 １６８名 

合  計 ２，０４７名 
  ◆会 議（地区毎に開催） 
   ①理事会、役員会等の開催 
   ②石巻・女川地区遺族会連絡会役員会 
  ◆事 業 
   ①会費集金業務 
   ②常盤台霊園清掃 
   ③慰霊祭の開催（靖国神社、護国神社等への参拝） 
   ④「英霊にこたえる会」 
 

（４）石巻傷痍軍人会 

  ◆構 成 
地  区 会 員 数 

石  巻 ５２名 

河  北 １２名 

雄  勝 － 

河  南 － 

桃  生 － 

北  上 － 

牡  鹿 ５名 

合  計 ６９名 
  ◆会議等（地区毎に開催） 
   ①総会・研修会の開催 
  ◆事 業 
   ①会費集金業務 
   ②(財)日本傷痍軍人会発行「日傷月間」を毎月送付 
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（５）石巻市身体障害者福祉協会 

  ◆構 成 
地  区 会 員 数 

石  巻 １２０名 

河  北 ２４３名 

雄  勝 １０５名 

河  南 ２９８名 

桃  生 ７３名 

北  上 １２６名 

牡  鹿 ６７名 

合  計 １，０３２名 
  ◆会 議 
   ①総会（石巻市桃生公民館） ５月２６日 
   ②支部長会議（１回） ③理事会（２回） 
  ◆事 業 
   ①石巻市身体障害者福祉協会会員研修会 

(石巻文化センター) １月１６日 
   ②石巻市身体障害者福祉協会スポーツ交流会 

(遊楽館) ３月１１日 
 
（６）社会を明るくする運動石巻市実施委員会 
  ◆会 議 
   ①地区社明実施委員会議（地区毎に開催） 
   ②第５８回宮城県実施委員会への出席    ５月１９日 
   ③第５８回石巻市実施委員会(第１回)    ６月 ３日 
   ④第５８回石巻市実施委員会(第２回)    ３月１１日 
  ◆事 業 
   ①啓発事業 

・強化月間セレモニー（石巻文化センター）７月 ３日 
・ティッシュ配布（市内全中学校で強化月間内に実施） 
・ラジオ放送（ラジオ石巻）       ６月２３日～７月１日 
・各地区にて啓発運動を展開 
（社明幟旗設置、ＪＲ沿線での啓発活動、鼓笛隊パレード等） 

②矯正施設訪問活動 
・青葉女子学園             ７月 ４日 

    ・東北少年院              ９月２０日 
③後援事業 
・石日旗争奪少年野球大会        ６月２０日～７月２日 

   ④作文コンテスト（１０作品推薦） 
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（７）河北ねたきり老人介護者等家族の会［会員数：３０名］ 

  ◆会議等 
   ①総会（社協河北支所）          ５月２３日 
   ②役員会（４回） 
  ◆事 業 
   ①研修会 
   ②移動研修交流会 
   ③介護リフレッシュ用品支給 
   ④介護研修相談会 
   ⑤交流研修会 
   ⑥会報「ホッと・ひといき」発行 
 

（８）雄勝町母子寡婦福祉会［会員数：２８名］ 

  ◆会議等 
   ①第２２回総会（雄勝公民館）       ５月１９日 
   ②役員会（１回） 
  ◆事 業 
   ①公共施設等清掃活動           ５月２８日 
   ②移動研修会（岩手県花巻市）       ９月１３日～１４日 
   ③第５２回宮城県母子寡婦福祉大会    １０月２２日 
   ④特別養護老人ホーム「雄心苑」交流事業 １１月 
 

（９）桃生町手をつなぐ親の会［会員数：１１名］ 

  ◆会議等 
   ①第２２回総会              ５月２９日 
   ②定例会（永井生活センター）       毎月第３木曜日 
 

（10）石巻市職親会［会員数：４６名］（牡鹿地区） 

  ◆会議等 
   ①総会                  ６月１７日 
  ◆事 業 
   ①職子移動研修（仙台市内）        ９月１１日～１２日 
   ②石巻市身体障害者スポーツ交流会への参加 ３月１１日 
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17 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 27,976,200円 

◆実績額 26,244,589円【93.81%】………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 20,319,600円 16,672,177円 82.05％ 

河 北 1,888,800円 2,569,225円 136.02％ 

雄 勝 844,800円 1,005,177円 118.98％ 

河 南 2,112,600円 2,798,657円 132.47％ 

桃 生 1,268,400円 1,394,850円 109.97％ 

北 上 592,800円 645,806円 108.94％ 

牡 鹿 949,200円 1,158,697円 122.07％ 

合 計 27,976,200円 26,244,589円 93.81％ 

(19年度) 26,470,000円 27,548,161円 104.07％ 
※実績額合計26,244,589円 
     内、石巻中央公民館へ設置している自動販売機の募金実績額 132,864円 
 

（２）歳末たすけあい募金運動実施状況 

◆総 額 3,116,200円 

支 所 町内会・行政区 職域・学校 法 人 個人・団体 合 計 

石 巻 614,200円 619,378円 0円 1,608,231円 2,841,809円 

河 北 0円 66,153円 0円 6,414円 72,567円 

雄 勝 0円 0円 0円 87,559円 87,559円 

河 南 0円 3,603円 0円 24,228円 27,831円 

桃 生 0円 0円 0円 21,164円 21,164円 

北 上 0円 0円 0円 49,660円 49,660円 

牡 鹿 0円 0円 0円 15,610円 15,610円 

合 計 614,200円 689,134円 0円 1,812,866円 3,116,200円 

（※１９年度実績 7,734,525円） 
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◆事業(配分)の内訳 

区   分 配分額 内   訳 

１ 
児童・生徒への支援 
事業配分 

1,610,000円 図書カード贈呈（5,000円×322件） 

２ 福祉施設配分 242,550円 
入所施設利用者への物品支給事業 

（13施設） 

３ 事業実施事務費 194,273円 通信運搬並びに消耗品代 

４ 
地域福祉・在宅福祉 
サービス事業配分 

1,069,377円 地域福祉事業としての事業配分 

 合   計 3,116,200円  

 

（３）災害義援金受付 

  ◆岩手・宮城内陸地震義援金………４５件 ２，５００，７２５円 

 

（４）小規模災害見舞金[宮城県共同募金会より]  

火災見舞金並びに弔慰金 暴風雨災害見舞金 
支 所 

全焼 半焼 死亡 金 額 全壊 半壊 浸水 金 額 

石 巻 ３件 １件 １件 140,000円 ０件 ０件 ０件 0円 

河 北 ０件 ０件 ０件 0円 ０件 ０件 ０件 0円 

雄 勝 ０件 ０件 ０件 0円 ０件 ０件 ０件 0円 

河 南 １件 ０件 ０件 30,000円 ０件 ０件 ０件 0円 

桃 生 ０件 ０件 ０件 0円 ０件 ０件 ０件 0円 

北 上 ０件 ０件 ０件 0円 ０件 ０件 ０件 0円 

牡 鹿 ０件 ０件 ０件 0円 ０件 ０件 ０件 0円 

合 計 ４件 １件 １件 170,000円 ０件 ０件 ０件 0円 
(19年度) ９件 ０件 １件 300,000円 ０件 ２件 １件 60,000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） 

  ※暴風雨災害見舞金 

   住宅全壊（30,000円） 住宅半壊（20,000円） 床上浸水（20,000円） 
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18 障害者地域活動支援センター 

（１）みどり園（石巻地区） 

◆利用者数  ３１名（男２４名・女７名） 

◆活動内容  ①創作的活動 

ちぎり絵、書道、農作業等 

②生産活動 

市指定ごみ袋の加工・販売、箱折り、シール貼り、 

その他各種内職 

③社会適応訓練 

お買い物体験等 

④機能訓練 

わなげ、ボールなどを使った各種レクリエーションの 

ほか、音楽に合わせて踊る「リズム体操」、ヨガマット 

を使った「マット運動」等を実施 

⑤社会交流 

みどり園祭の開催や石養まつりなど地域の行事に参加 
 
（２）かしわホーム（河北地区） 

◆利用者数  ９名（男３名・女６名） 

◆活動内容  ①創作的活動（絵画､ティッシュカバー作り､手作りカード、 

畑作業、牛乳パック作品、リース作り、節分豆まき等） 

②生産活動（ウエス加工､古銅線剥離､丹前直し､出張作業、 

玄米ダンベル等） 

③社会適応訓練（調理実習、畑作業、映画鑑賞、大掃除、 

買い物実習、手作りカード投函、初詣、新幹線乗車訓練、 

舟下り体験、防火訓練等） 

④機能訓練（畑作業、お誕生会、レクリエーション、 

地域散策、風船バレー、ボウリング、お花見等） 

⑤社会交流（ボランティア交流会、ボウリング大会、 

釣り大会、さくらんぼ狩り、クリスマス会、芋煮会、 

夏期施設交流会、冬期施設交流会、風船バレー大会等） 

⑥生活指導 

利用者個人・家族面談、体重測定、職員会議（2回/月） 
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（３）かしわホーム はまなす（雄勝地区） 

◆利用者数  １０名（男６名・女４名） 

◆活動内容  ①創作的活動（絵画、畑作業、お茶摘み等） 

②生産活動（ホタテ養殖用網ピン通し、老人福祉施設内清

掃作業、牡蠣養殖用ホタテ連番繋ぎ作業） 

③社会適応訓練（お花見、調理実習、初詣、釣り大会、 

買い物実習、大掃除、映画鑑賞、節分豆まき） 

④機能訓練（体力づくり、ゲートボール、風船バレー、 

レクリエーション等） 

⑤社会交流（夏期施設交流会、冬期施設交流会、 

さくらんぼ狩り、風船バレー大会、クリスマス会、 

ボウリング大会等） 

⑥生活指導 

利用者個人・家族面談、職員会議（2回/月） 

 
 
（４）かしわホーム 希望の里（桃生地区） 

◆利用者数  １２名（男６名・女６名） 
◆活動内容  ①創作的活動（絵画、畑作業、花壇つくり等） 

②生産活動（段ボール裁断作業、ヒモ巻き作業、出張作業、 
ビーズ製品、玄米ダンベル、雑巾縫い等） 

③社会適応訓練（映画鑑賞、買い物実習、大掃除、初詣、 
調理実習、防火訓練等） 

④機能訓練（レクリエーション、風船バレー、体力づくり、 
地域散策） 

⑤社会交流（夏期施設交流会、冬期施設交流会、お花見、 
さくらんぼ狩り、風船バレー大会、パークゴルフ大会、 
流しそうめんを食す会、野外炊飯、ボウリング大会、 
クリスマス会、進級・卒業生送る会等） 

⑥生活指導 
利用者個人・家族面談、職員会議（2回/月） 

 



 ４６ 

19 老人福祉センター・地域福祉センター等管理運営事業 

◆社福協ビル利用状況（延べ） 

 
1階ホール 

ボランティア 
ルーム(1階) 

2階印刷室 小会議室 大会議室 計 

平成 
２０年度 

56団体 
(1,916名) 

114団体 
(853名) 

46団体 
(100名) 

31団体 
(224名) 

18団体 
(297名) 

265団体 
(3,390名)

平成 
１９年度 

36団体 
(767名) 

98団体 
(580名) 

43団体 
(87名) 

43団体 
(308名) 

24団体 
(500名) 

261団体 
(2,361名)

 

◆石巻市老人福祉センター寿楽荘 個人利用状況 

 男 女 計 

平成２０年度 12,638名 3,302名 15,940名 

平成１９年度 12,466名 3,414名 15,880名 

 

◆石巻市老人福祉センター寿楽荘 団体利用状況 

 団体 男 女 計 

平成２０年度 199団体 1,188名 1,487名 2,675名 

平成１９年度 206団体 1,159名 1,774名 2,933名 

（※２０年度 寿楽荘の個人・団体延べ利用者数 １８，６１５名） 

 

◆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 

平成２０年度 2,973名 978名 967名 1,533名 482名 6,933名 

平成１９年度 5,166名 947名 970名 1,934名 439名 9,456名 

 
◆石巻市桃生地域福祉センター 
 ◇研修・相談事業の実施 
  ①在宅介護者リフレッシュ事業 
   参加者数  ：１５名（第１回）、１１名（第２回） 
   日  時  ：平成20年10月29日（第１回）、成21年2月25日（第２回） 
   目的及び内容：在宅介護者の重層的な負担を軽減するため、在宅で介護

に当たっている方を対象に心身のリフレッシュを図る。 
 ◇施設利用者数 
   延べ１０３団体  延べ合計 １，５８３名 
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◆石巻市北上高齢者生活福祉センターはまぎく来所状況 

 相談(来所) デイサービス 計 

平成２０年度 816名 4,448名 5,264名 

平成１９年度 665名 5,123名 5,788名 

 

20 地域包括・在宅介護支援センター受託運営事業 

（１）石巻市渡波地域包括支援センター 

◆渡波・荻浜・牡鹿地区圏域地域ケア会議……年４回 

◆家族介護者教室……………………………年３回(延べ参加人員２４名） 

◆相談業務（延べ）…………………………５４８件 

内訳 相談方法 電話133件 来所38件 訪問375件 その他 2件 

相談内容 介護サービス   152件   住宅相談  17件 

地域支援サービス 62件   生活相談  40件 

福祉サービス   27件   健康相談  23件 

保健サービス    1件   医療相談  25件 

虐待・権利擁護  10件   介護方法   9件 

介護保険関連   179件   その他    3件 

 

（２）石巻市住吉在宅介護支援センター 

◆はつらつ元気教室…………………………１０回 

◆地域包括・在介スタッフ会議…………… ８回(稲井包括と合同) 

◆地域ケア会議……………………………… ３回 

◆家族介護者教室…………………………… ４回（主催１回、共催３回） 

◆介護予防フォローアップ教室…………… ４回 

◆栄養改善・口腔機能向上教室…………… ３回 

◆地域介護研修会…………………………… ４回 

◆石巻市介護フェア………………………… １回 

◆広報発行…………………………………… ４回 

◆相談業務（延べ）………………………１９９件 

内訳(電話８３件・来所４６件・訪問６８件・その他２件) 
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（３）石巻市北上在宅介護支援センター 

◆地域包括ケア会議…………………………１０回 
◆地域ケース会議………………………………１回 
◆家族介護者教室開催…………………………４回（延べ参加人員３６名） 
◆はつらつ元気教室…………………………１０回 
◆フォローアップ教室…………………………３回 
◆言語リハビリ交流会…………………………３回 
◆介護フェア打合せ、参加……………………１回 
◆お口と食の元気アップ教室…………………４回（延べ参加人員３８名） 
◆相談業務（延べ） 相談件数…………６６８件 
内訳 相談方法 電話72件、来所69件、訪問354件、その他173件 

相談内容 介護保険関連     39件 
            介護予防サービス関連124件 
            住宅相談       2件 
            地域支援サービス  287件  生活相談   44件 
            福祉サービス     36件  健康相談   16件 
            保険サービス      0件  医療相談   71件 
            虐待・権利擁護     0件  介護方法   38件 
            その他        11件 
 

21 介護保険関連事業 

支 所 
居 宅 介 護 

支 援 
通所介護 

ヘ ル パ ー 

利 用 者 数 
訪問入浴 

地 域 包 括 

支 援 セ ンター 

石 巻 

(石巻) 
1,267名 

(渡波) 
1,365名 

7,357名 2,304名 ― 
548名 

(相談件数) 

河 北 2,124名 ― 932名 680名 ― 

雄 勝 390名 ― 479名 ― ― 

河 南 ― ― 315名 ― ― 

桃 生 754名 ― ― ― ― 

北 上 880名 4,448名 372名 ― ― 

合 計 6,780名 11,805名 4,402名 680名 548名 

(19年度) 6,124名 12,604名 4,276名 639名 654名 

 



 ４９ 

22 障害者自立支援事業等 

 訪問介護 通所介護 訪問入浴 計 

石 巻 677名 ― ― 677名 

河 北 89名 ― 20名 109名 

雄 勝 12名 ― ― 12名 

河 南 23名 ― ― 23名 

北 上 25名 ― ― 25名 

合 計 826名 ― 20名 846名 

(19年度) 751名 ― 22名 773名 

 

23 高齢者生きがい対応デイサービス受託運営事業 

 介護保険非該当の在宅高齢者に対し、集いや趣味製作等の場を提供し、社会

的孤立感の解消、心身機能の維持向上等、介護予防を目的とした事業。 

◆地区別利用者状況 

平成２０年度 
 

男 女 計 
備 考 

石 巻 22名 2,408名 2,430名 生きがいデイ 

河 北 323名 888名 1,211名 ミニデイ 

53名 2,001名 2,054名 生きがいデイ 
河 南 

80名 1,732名 1,812名 ミニデイ 

北 上 387名 2,070名 2,457名 生きがいデイ 

合 計 865名 9,099名 9,964名  

(19年度) 793名 9,351名 10,144名  

 


