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平成２１年度 事業報告書 
 

◆事業概要 

本会の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、市民の福祉意識を高め、関係機関が連携・協
力しながら、福祉サービスを必要とする方々が地域の中で「共生」し、社会・
経済・文化活動などのあらゆる機会に参加できるよう事業の展開に努めまし
た。なかでも若年層を対象に、ボランティアスクールの開催、福祉教育推進
事業によるキャップハンディ体験学習や福祉講座を実施しました。 
また、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、ホームページによる情報提供を開始し、市民向け
に情報発信するとともに、「福祉」を身近な存在としてアピールし、県内外
を問わずに幅広い年代層に周知する広報事業を実施しました。 
さらに、障害者の自立支援に向けた取り組みとして、「障害者地域活動支

援センター」の運営を充実強化するとともに、介護保険事業においても、公
益法人として質の高いサービスを継続し提供するために、介護保険部会を中
心に利用者の立場に立った事業を展開しました。 
一方で、近い将来、高い確率で発生が予測されている宮城県沖地震に備え

るため、石巻市と連携した災害時の支援に関する訓練や、石巻広域圏の２市
１町の社会福祉協議会と各関係機関による大規模災害を想定したボランティ
ア派遣訓練を実施、さらに市民自身の防災意識を高めるために「災害ボラン
ティアフォーラム」を開催するなど、災害時において組織的な支援が円滑に
行われるよう啓発・訓練に取り組みました。 
平成２１年度は、合併当初からの懸案事項であった本会会費の統一を図り

ました。当時の旧市・町社会福祉協議会の会費は、それぞれの地域事情や事
業規模により格差がありましたが、その不均衡をなくし、かつこれまでの事
業成果を損ねることのないように、地域福祉推進委員会や会費検討部会にお
いて検討を重ねた結果、一般会費を500円として事業を実施しましたが、全体
的には従前の事業内容と遜色なく推移できたものと捉えています。 
また、赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金については、昨年度におい

て募金の目安となる額の統一を実現できたものの、募金額は年々減少傾向に
あることから、地域福祉事業の財源として効果的に活用されていることを広
報紙やホームページにより、広く情報提供を実施しました。 
今後とも、市民の浄財である会費・共同募金の使途については、市民の立

場に立ち、その信頼に応えられることを念頭に事業の推進に努めます。 
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１ 会議開催状況 

 
（１）正副会長会議 ５回開催 

回数 月 日 内    容 

第19回 
平成21年 

5月21日 

第24回理事会及び第16回評議員会及び第25回理事会提

出案件について 

第20回 
平成21年 

9月14日 
第26回理事会及び第17回評議員会提出案件について 

第21回 
平成21年 

11月11日 
社協事務所移転に伴う市からの申入れについて 

第22回 
平成21年 

12月15日 
第27回理事会及び第18回評議員会提出案件について 

第23回 
平成22年 

3月18日 
第28回理事会及び第19回評議員会提出案件について 

 
（２）理事会 ５回開催 

回数 月 日 内    容 

第24回 
平成21年 

5月27日 

平成20年度事業報告並びに決算について 
資金収支補正予算について 
評議員の選任について 
顧問の委嘱について 

理事１１名・監事３名出席 

第25回 
平成21年 

6月 1日 

会長及び副会長の選任について 
理事１４名・監事３名・顧問２名出席 

第26回 
平成21年 

9月30日 

資金収支補正予算について 
事業報告について（４月～８月分） 
石巻市養育支援事業の受託について 
諸規程の制定について 
諸規程の改正について 
評議員の選任について 

理事１４名・監事３名出席 

第27回 
平成21年 

12月21日 

介護事業業務管理・請求システムについて 
職員給与規程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１３名・監事３名出席 
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第28回 
平成22年 

3月30日 

評議員の選任について 
諸規程の改正について 
資金収支補正予算について 
平成22年度事業計画並びに予算について 
施設長の任命について 
介護業務管理・請求システムの整備について 

理事１３名・監事３名出席 
 

（３）評議員会 ４回開催 

回数 月 日 内    容 

第16回 
平成21年 

5月27日 

平成20年度事業報告並びに決算について 
資金収支補正予算について 
役員の選任について 

評議員２６名出席 

第17回 
平成21年 

9月30日 

資金収支補正予算について 
事業報告について（４月～８月分） 
石巻市養育支援事業の受託について 
役員の選任について 

評議員２４名出席 

第18回 
平成21年 

12月21日 

介護事業業務管理・請求システムについて 
資金収支補正予算について 

評議員２３名出席 

第19回 
平成22年 

3月30日 

理事の選任について 
資金収支補正予算について 
平成21年度事業計画並びに予算について 
介護業務管理・請求システムの整備について 

評議員２４名出席 
 

（４）監事会 １回開催 

回数 月 日 内    容 

第１回 
平成21年 

5月15日 

平成20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。 

監事３名出席 
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（５）寄付金配分委員会 ２回開催 

回数 月 日 内    容 

第１回 
平成21年 

8月 7日 

平成20年度寄付金受領状況について 
平成20年度一般寄付金の配分報告について 
平成20年度寄付金の配分計画について 

９名出席 

第２回 
平成21年 

11月27日 

平成21年度上半期寄付金等受領状況について 
平成21年度歳末たすけあい募金の配分について 

１１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22年 

3月24日 

平成21年度事業報告について 
平成22年度石巻支所事業計画・収支予算について 

 
◆河北支所 ２回開催 

回数 月 日 内    容 

第１回 
平成21年 

6月18日 

平成20年度河北支所事業報告・収支決算について 
平成21年度河北支所事業報告・収支決算について 
平成21年度河北支所組織構成について 

第２回 
平成22年 

3月25日 
平成22年度河北支所事業計画・収支予算(案)について 

 
◆雄勝支所 ２回開催 

回数 月 日 内    容 

第１回 
平成21年 

6月 5日 

雄勝支所地域福祉推進委員正副委員長の互選について 
雄勝支所選出理事の推薦について 
平成20年度事業報告、決算報告書（雄勝支所）について 
雄勝支所事務所移転に関する経過報告について 

１３名出席 
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資料 
配布 

平成21年 
12月24日 

 

平成21年度上半期（4月～8月）社会福祉法人石巻市社会
福祉協議会（雄勝支所抜粋）事業報告について 
社会福祉法人石巻市社会福祉協議会評議員の改選につ
いて（平成21年9月30日付け） 
社会福祉法人石巻市社会福祉協議会評議員の改選につ
いて（平成21年12月21日付け） 
介護事業業務管理・請求システムについて 
石巻市民生委員・児童委員協議会会長について 

第２回 
平成22年 
3月26日 

平成22年度石巻市社会福祉協議会事業計画（案）につい
て 
平成22年度石巻市社会福祉協議会一般会計予算「雄勝支
所分」（案）について 

 
◆河南支所 ２回開催 

回数 月 日 内    容 

第１回 
平成21年 

5月22日 

正副委員長の選任について 
平成20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 

第２回 
平成22年 

3月25日 

報告事項 
○ 21年度石巻市社会福祉協議会会費について 
○ 21年度共同募金について 
○ 21年度事業状況について 
協議事項 
平成22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 

 
◆桃生支所 ２回開催 

回数 月 日 内    容 

第１回 
平成21年 

6月5日 

理事の選任、委員長の互選 
平成20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22年 

3月25日 

平成21年度支所事務・事業執行状況について 
平成22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 ２回開催 

回数 月 日 内    容 

第１回 
平成21年 

10月29日 
平成21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22年 

3月25日 

平成21年度下半期事業報告について 
平成22年度事業計画及び収支予算(案)について 

 
◆牡鹿支所 ２回開催 

回数 月 日 内    容 

第１回 
平成21年 

6月16日 

平成20年度牡鹿支所事業報告について 
平成20年度牡鹿支所決算報告について 

第２回 
平成22年 

3月24日 

平成21年度赤い羽根共同募金実績について 
平成22年度牡鹿支所事業計画（案）について 
平成22年度牡鹿支所予算（案）について 
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２ 会員の加入促進事業 

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２１年度社協会員加入世帯数等（平成２０年度実績参考比較） 

地区数 会   員 

支所 
世帯数 

一般会員 

会  費 
年度 

普通 賛助 特別 

合 計 
件 数 

会費収納額 

（円） 

191 21年度 26,522 2,373 39 28,934 15,646,500 
石巻 

44,649 
500円 

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

40 21年度 3,164 92 27 3,283 2,045,000 
河北 

3,632 
500円 

20年度 3,145 92 28 3,265 4,456,000 

19 21年度 1,334 － － 1,334 667,000 
雄勝 

1,673 
500円 

20年度 1,347 － － 1,347 1,616,000 

36 21年度 4,445 4 11 4,460 2,273,700 
河南 

5,373 
500円 

20年度 4,216 95 34 4,345 5,408,600 

25 21年度 1,889 86 78 2,053 1,692,500 
桃生 

2,310 
500円 

20年度 1,878 111 51 2,140 3,318,600 

27 21年度 977 － － 977  488,500 
北上 

1,153 
500円 

20年度 984 － － 984 1,180,800 

22 21年度 1,526 12 29 1,567 982,000 
牡鹿 

1,871 
500円 

20年度 1,554 15 40 1,609 2,109,800 

360 21年度 39,887 2,567 184 42,608 23,795,200 

計 
60,661 

500円 

20年度 39,479 313 2,928 42,820 34,047,580 
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３ 寄付金品の受入状況 

寄 付 金 
支 所 

件 数 金  額 
寄 付 物 品 

石 巻 ８３件 ３，０４２，５４１円 

電動ベッド3台、車椅子10台､ 
ｼｬﾜｰﾁｪｱｰ1台、歩行器1台 
タオル1,297枚、雑巾700枚 
紙おむつ30袋 
米155㎏、プルタブ２６㎏ 
使用済み切手2件(330㌘) 
プルタブ10㎏、みかん1箱 
ポリエチレン製おもちゃ8箱 
ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ入れ20個 

河 北 ３０件 １，１０３，０３５円 

歩行器1台、昇降座イス1台、 
アルミ缶80㎏ 
プルタブ(16件)29.06㎏ 
使用済み切手19件(2.8㎏) 
ウエス、着物、タオル347㎏、 
紙おむつ377枚 
パルスオキシメータ、米20㎏ 
電気毛布、浴衣5枚、布ｶｰﾈｰ
ｼｮﾝ鉢物19ｾｯﾄ 

雄 勝 ０件 ０円 － 

河 南 ８１件 ７９９,２０５円 
車椅子6台、紙おむつ510枚 
タオル250枚 

桃 生 ３件 ７２，０００円 使用済み切手 1.1ｋｇ 

北 上 ２件 ３２，０００円 洗剤、シャンプー、紙おむつ 

牡 鹿 ６件 １３１，４８０円 食品、布ふきん、雑巾 

みどり園 ０件 ０円 
イベントブルゾン40着 
玄米30㎏、タオル100枚 

かしわホーム １件 ２５，０００円 古着、シーツ、タオル、銅線 

合 計 ２０６件 ５，２０５，２６１円  

（20年度寄付 １７８件 ５，１２４，７９６円） 
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４ 調査・広報等事業 

（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１７号発行（７月１３日）、第１８号発行（１０月１３日） 
□第１９号発行（１月１３日）、第２０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（3/30）[河北地区全戸配布] 
□「おがつ潮騒だより」発行（2/15）[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] 
□「桃生支所だより」発行（2/26）[桃生地区全戸配布] 
□「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、9/30、2/26）[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（3/12）[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。 

    ５回開催（6/22、7/7、8/11、8/25、10/6） 

（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 ３名 社会福祉士 
本所、みどり園 
渡波包括、福寿荘 

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 ４名 
ホームヘルパ
ー２級 

石巻市ホーム 
ヘルパーセンター 

 4日 

仙台白百合女子大学 １名 社会福祉士 
本所、みどり園 
渡波包括、福寿荘 

24日 

石巻 

石巻赤十字看護専門学
校 

８名 看護師 福寿荘 8日 
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河北 宮城県立飯野川高校 ５名 
ホームヘルパ
ー２級 

ホームヘルパー
センター河北 

 5日 

桃生 東北福祉大学 １名 
社会福祉士 
(事前学習) 

桃生支所  3日 

北上 石巻市立北上中学校 ４名 職場体験 
デイサービスセ
ンターはまぎく 

 2日 

 

５ 生活相談事業 

◆生活相談事業における相談実績 

処 理 状 況 
 年 度 取扱件数 

解 決 他機関へ紹介 再来(再掲) 

21年度 ３５０件 １９５件 ８０件 ８２件 
全市 

20年度 １３４件 ７８件 ５６件 ２１件 

 

６ 無利子または低利の資金貸付事業 

（１）無利子の資金貸付事業 
①生活安定資金 

 貸付件数 21年度貸付金額 原  資 償還指導件数 

石 巻 １１件 530,000円 8,000,000円 ３１件 

河 北 １件 50,000円 1,000,000円 ５件 

雄 勝 ０件 0円 398,000円 ７件 

河 南 １件 50,000円 1,200,000円 １６件 

桃 生 ０件 0円 810,000円 ０件 

北 上 ０件 0円 400,000円 １件 

牡 鹿 ０件 0円 1,633,000円 ０件 

合 計 １３件 630,000円 13,441,000円 ６０件 

（20年度貸付件数14件／貸付金額 680,000円） 
 

②一時援護資金 

 貸付件数 21年度累計貸付金額 原  資 

全 市 ６６件 1,860,000円 1,300,000円 

（20年度貸付件数40件／貸付金額 1,055,000円） 
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（２）低利の資金貸付事業 
◆生活福祉資金［宮城県社協が貸付主体・金利3％以内］ 

 
平成２１年度 
新規貸付件数 

償還指導件数 
平成22年3月31現在 

石 巻 ２３件 ３０件 
河 北 ０件 １６件 
雄 勝 ０件 ５件 
河 南 ０件 １５件 
桃 生 １件 ５件 
北 上 ０件 ２件 
牡 鹿 ０件 ４件 
合 計 ２４件 ７７件 

（20年度新規貸付件数 0件／貸付指導件数 75件） 
 

７ 地域福祉活動の強化事業 

（１）小地域ネットワーク推進活動 
  ◆福祉協力員研修会（石巻支所） 

日時 平成21年 6月30日 
場所 石巻文化センター 
参加 223人 
内容 映画「小地域ネットワーク活動」～支えあうたしかな手～ 

（２）社協支部活動 
◆河南支所                開催日    参加者数 
□支部長会議１回………………………………平成21年 6月12日   36人 
□新田町支部「ふれあい敬老会」……………平成21年 5月31日  100人 
□和渕山根支部「交流運動会」 ……………平成21年 6月 7日  130人 
□小崎支部「お茶飲み会」   ……………平成21年10月27日   40人 
□広渕町下支部「長寿会」   ……………平成21年11月16日   55人 
□和渕町支部「高齢者ｸﾘｽﾏｽ訪問会」 ………平成21年12月24日   75人 

◆桃生支所 
□支部長会議２回…………………………平成21年 6月26日・9月15日 
□神取上・下地区「地域内環境美化運動」……平成21年4月～10月 70人 
□太田西地区「高齢者閉じこもり予防研修」…平成21年 7月15日  30人 
□中津山上、下・四軒地区「ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ大会」…平成21年 7月26日 70人 
□樫崎西地区「地域世代交流夏まつり」………平成21年 8月11日 107人 
□拾貫西・東、宗前山地区「住民の集う会」…平成21年 8月22日 150人 
□入沢・九郎沢地区「高齢者懇話会」…………平成21年 9月 6日  23人 
□城内舘下・嶺地区「男の料理教室」…………平成21年10月25日  12人 
                             11月 8日  13人 
□深山・牛田地区「かぼちゃの会」……………平成21年12月13日  38人 
□高須賀上、下地区「親子三代福祉大会」……平成21年12月13日  87人 
※各支部役員会へ延べ１６回出席 
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８ 在宅福祉活動事業 

（１）在宅重度心身障害者(児)・ねたきり老人等への紙おむつ購入助成事業 

◆対象者 在宅で概ね３ヶ月以上常時紙おむつを使用し、世帯の市民税
額30万円以下の方で、下記のいずれかに該当する方 
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）年２回支給 
 対象者数 助成額 

石 巻 ２５５名 １，７６７，８３８円 

河 北 ６０名 ２６３，８４３円 

雄 勝 １５名 ５６，５００円 

河 南 ４０名 ２６６，１２６円 

桃 生 ３０名 １５５，３８０円 

北 上 １１名 ６６，４７７円 

牡 鹿 １１名 ７４，４３３円 

合 計 ４２２名 ２，６５０，５９７円 

(20年度) ８６９名 ７，３２８，１３３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 
         ※平成２１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 

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 １３２台 １３３台 １０台 ３９台 １４２台 １７２台 
河 北 ９２台 ５２台 ３台 ９台 ９５台 ６１台 
雄 勝 １台 １台 １８台 １９台 １９台 ２０台 
河 南 ６６台 ４４台 １１台 １５台 ７７台 ５９台 
桃 生 ４４台 ２５台 ５台 ３台 ４９台 ２８台 
北 上 １６台 １台 ２台 ７台 １８台 ８台 
牡 鹿 １２台 ６台 ２台 １４台 １４台 ２０台 

合 計 ３６３台 ２６２台 ５１台 １０６台 ４１４台 ３６８台 

(20年度) ３５９台 ２６２台 ３７台 １２０台 ３９６台 ３８２台 
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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 ６４回（平成20年度 121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  ２７回（平成20年度 67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事業 

  ◆河南支所 
□人生楽しみ会の開催 

参加者数：４０名 
日  時：平成２１年１１月１７日（火） 
場  所：登米市、岩手県金ヶ崎町 
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２１年１０月１４・２９日 
１１月１１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：１８６名 
日  時：平成２１年１０月２２日（木曜日） 
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昼食会実施。 
     今年度は、第1回地域福祉センター事業「家族が健康に暮 

らすために」の講演を併せて行いました。 
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  ◆牡鹿支所 
□安心箱支給事業 

配 付 数：１０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：１２回（毎月第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：６９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 

２１年度 ２０年度 

石 巻 渡波地区ふれあいの会 １，２４６食 １，２０４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 

６７１食 ７０９食 

雄 勝 雄勝ボランティア友の会 １，４５３食 １，３１３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 

１，７３６食 １，６７３食 

北 上 北上ボランティア友の会 ７４０食 ８１２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 

４１６食 ４２４食 

合 計  ６，２６２食 ６，１３５食 
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（２）ふれあい会食会（昼食会）事業 

◆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２１年６月１９日（金） 
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２１年 ６月 ２日（火） 
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：６６名 

 

（３）「ひとり暮らし老人福祉のつどい」開催事業 

◆石巻支所 

地  区 場  所 参加人員 実施回数 
石巻地区 羽黒会館 ６３名 １回 
住吉地区 開北会館 １１０名 １回 
門脇地区 門脇町三丁目集会所 ９１名 １回 
湊地区 みなと荘 １４２名 １回 
山下地区 湯殿山神社会館 １３４名 １回 
蛇田地区 蛇田公民館 ８３名 １回 
渡波地区 渡波公民館 １７４名 １回 
釜・大街道地区 釜会館 １００名 １回 

合 計  ８９７名 (20年度983名) 

◆北上支所 

地  区 場  所 参加人員 実施回数 
白浜荘 １４名 １回 北上地区 
ホテル観洋 １７名 １回 

合 計  ３１名  

 

10 障害者福祉推進事業 

（１）障害者教育活動支援事業助成事業（本所） 

    □市内１９の小中学校へ申請により助成金を交付して、福祉教育の 
     推進と学習活動の支援を実施した。 
     ①貞山小学校 ②蛇田小学校 ③鹿妻小学校 ④万石浦小学校 
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     ⑤中里小学校 ⑥住吉小学校 ⑦渡波小学校 ⑧釜小学校 
     ⑨開北小学校 ⑩石巻小学校 ⑪大川小学校 ⑫和渕小学校 
     ⑬橋浦小学校 ⑭相川小学校 ⑮渡波中学校 ⑯石巻中学校 
     ⑰雄勝中学校 ⑱河南東中学校 ⑲北上中学校 
 

（２）視覚障害者への情報提供事業 

    □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・労災遺児支援事業 

□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２２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３３名 
 

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 ２８ ９ １ １２ ６ ２ ３０ 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 ０ １ ２名 
桃 生 ５ ０ ３ ２ ０ ４ ９ ２名 
北 上 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １名 
牡 鹿 ２ ２ ０ ０ ０ １ ３ １名 

合 計 ３８ １１ ６ １４ ７ １０ ４８ １３名 
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13 福祉教育推進事業 

（１）福祉教育推進助成事業 

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（１７校 490,000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渡波小学校 ⑧貞山小学校 

⑨門脇小学校 ⑩向陽小学校 ⑪開北小学校 ⑫万石浦小学校 

⑬石巻中学校 ⑭稲井中学校 ⑮湊中学校  ⑯渡波中学校 

⑰万石浦中学校 

 

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 

 

◆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 
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◆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、石巻支援学校、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 

 

◆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 

河口・海岸清掃、神社・道路清掃、福祉施設訪問、祖父母交流会、 

職場体験（介護、保育等）、アルミ缶等回収活動、 

保育所との交流活動、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 
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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、他 

 

（２）研修事業 

□石巻市福祉教育推進研修会（参加人数：２５名） 

日 時：平成２２年２月２５日（木） 

場 所：石巻市河北総合センタービッグバン (集いの部屋) 

内 容：①講演「ユニバーサルデザイン」な福祉教育を目指して 

      ふくしマップ宮城 代表 伊 藤 清 市 氏 

②グループ討議 

□河北地区福祉教育推進連絡会（参加人数：８名） 

日 時：平成２１年６月１９日（金） 

場 所：河北支所 

内 容：平成21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21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 

 
 
 

（３）体験学習等事業 

支所 学校／対象 対応内容 

稲井中学校 
（平成21年 7月7日） 

障害者との交流、車椅子・高齢者体験 
 職員１名、協力者１名派遣 

渡波小学校 
（平成21年 7月8日） 

障害者との交流、車椅子・視覚障害体験 
 職員１名、協力者２名派遣 

向陽小学校 
（平成21年 6月30日） 

使用済切手の収集活動の調べ学習 
 ＦＡＸで質問を受付、回答を返信 

釜小学校 
（平成21年 9月15日） 

キャップハンディ体験 
 職員１名派遣 

石巻 

万石浦中学校 
（平成21年 9月18日） 

キャップハンディ体験 
 職員１名派遣 
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蛇田小学校 
（平成21年 9月30日） 

キャップハンディ体験 
 職員１名派遣 

鹿妻小学校 
（平成21年10月 9日） 

車椅子体験 
 職員１名派遣 

湊第二小学校 
（平成21年11月 6日） 

キャップハンディ体験 
 職員１名派遣 

 

稲井中学校 
（平成21年11月27日） 

キャップハンディ体験 
 職員１名派遣 

大谷地小学校 
（平成21年 5月12日） 

 玉入れカゴ貸出 

大谷地小学校 
（平成22年 1月28日） 

キャップハンディ体験学習 
職員２名派遣 

河北 

大川小学校 
（平成22年 3月 4日） 

キャップハンディ体験学習 
職員２名派遣 

稲井小学校 
総合的な学習の時間 
（平成21年4月14日 

～4月21日） 

高齢者疑似体験セット貸出 

雄勝 
雄勝中学校 
（平成21年 7月13日 
    ～ 7月16日） 

高齢者疑似体験セット貸出 
職員１名協力 

広渕小学校 
（平成21年 9月14日） 

上肢・下肢・視覚障害者体験 
 職員３名派遣 

和渕小学校 
（平成21年 9月15日） 

下肢・視覚障害者体験・高齢者体験 
 職員２名派遣 

河南東中学校 
（平成21年 5月12日） 

上肢・下肢・視覚障害者体験 
 職員３名派遣 

河南 

鹿又小学校 
（平成21年 5月12日） 

上肢・下肢・視覚障害者体験 
 職員３名派遣 

中津山第一小学校 
（平成22年 1月19日） 

キャップハンディ体験  
 職員１名派遣 

桃生小学校 
（平成22年 1月20日） 

キャップハンディ体験  
 職員１名派遣 

桃生 

中津山第二小学校 
（平成21年 3月 6日） 

キャップハンディ体験  
 職員１名派遣 

石巻 



 ２１ 

北上 
北上中学校学校支援委員会 
（平成21年5月20日） 
（平成22年3月17日） 

①介護事業職場体験について 
②高齢者養護施設訪問について 
③キャップハンディ体験について 
○福祉教育推進事業について 

職員１名出席 

牡鹿 
鮎川小学校 
（平成22年3月12日） 

① キャップハンディ体験 
職員２名派遣 

 
 

14 ボランティアセンター事業 

（１）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 130 3 0 1 0 3 １ 138 

グループ 
（人数） 

129 
(23,933) 

21 
(607) 

9 
(334) 

10 
(227) 

5 
(111) 

6 
(150) 

12 
(118) 

192 
(25,480) 

合計人数 
[増減数] 

24,063 
[14] 

610 
[0] 

334 
[0] 

228 
[23] 

111 
[26] 

153 
[0] 

119 
[-15] 

25,618 
[48] 

□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 

（河北４回、北上１回、牡鹿１回） 

□ボランティアハンドブックの発行 

（河北500部、桃生50部、北上50部、牡鹿200部） 
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（２）ボランティア活動事業 

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 石巻市社協 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ相談員 菅野園恵 
20名 

平成21年8月9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」 

20名 

平成21年8月30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 

13名 
平成21年9月13日 
社福協ビル 

「基礎講座Ⅱ」 
テーマ 「地域福祉～石巻の現

状と課題 その①」 
講師 石巻市社協河北支所 

係長 黒澤 直樹 

10名 
平成21年10月25日 
社福協ビル 

「基礎講座Ⅲ」 
テーマ 「地域福祉～石巻の現

状と課題 その②」 
講師 石巻市社協 

主査  髙橋 了 

「実践Ⅱ・Ⅲ」※２日選択 

2名 
平成21年11月7日 
明笑館 

盲人卓球練習会 

 
4名 

平成21年11月28日 
山下体育館 

発達障害児のソーシャルスキ
ルトレーニング 
「スポーツを楽しもう」 

1名 
平成21年11月29日 
社福協ビル 

車椅子ダンス練習会 

2名 
平成21年11月22日 
イオン石巻ショッピ

ングセンター 

2名 
平成21年11月28日 
イオン石巻ショッピ
ングセンター 

骨髄バンク「いのちの輝き展」 

「基礎講座Ⅳ」 
まとめ 
「福祉ってなんだろう」 
講師 石巻市社協 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ相談員 菅野園恵 

本所 

ボランティア 
スクール 

10名 
平成21年12月13日 
社福協ビル 

修了式 



 ２３ 

 
ボランティア研
修会 

251名 
平成22年2月21日 
石巻専修大学 

森口記念館 
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 
115名 

平成21年4月～   
月1回 全11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 
77名 

平成21年4月～7月 
月1回 全3回 

社福協ビル 
足もみ体験 

ボランティアサロ
ン 
「新舞踊」 

延 
249名 

平成21年4月～ 
隔週 24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 
375名 

平成21年4月～ 
月2回 20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 

ボランティアサロ
ン 
「いけ花」 

延 
83名 

平成21年4月～ 
月1回 12回開催 
社福協ビル 

いけ花、リース作り等 

ボランティアサロ
ン 
「いけ花」 

延 
50名 

平成21年4月～10月 
月1回 5回開催 
社福協ビル 

「気持ち」を包む「折形」の作
り方 
浴衣の着付け 

石巻 

アイサポートボ
ランティア養成
講座 

38名 
平成21年4月～8月 
月３回 11回開催 
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 

15名 
平成21年5月12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21年 7月29日 

8月 5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。 

河北 

夏休みボランテ
ィア（キャップ
ハンディ体験）
講座 

29名 
平成21年8月11日 
社協河北支所 

中学生、高校生対象 
かしわホームとの交流 
（手作りゲーム・流しそーめん）
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 

本所 
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健康生活支援 
（短期）講習会 

27名 
平成21年9月12日 
三輪田中区老人憩
いの家 

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 

手話学習会 111名 

平成21年10月 5日 
        10月 7日 
        10月 9日 
二俣小学校 
全校児童 

視覚障害者への理解とコミュ
ニケーションのしかたを学ぶ 

ふれあいいきい
きサロンサポー
ター養成講座 

38名 
平成21年10月22日 
河北総合センター 

研修・交流 
誰でも気軽に楽しめるレクリ
エーション紹介 

手作り絵本展示 
・お話会 23名 

平成21年11月 1日 
河北総合センター 

読み聞かせを通してボランテ
ィアに対する関心を持っても
らう。 

かしわ支援ボン
ティアグル－プ
交流会 

42名 
平成22年2月 4日 
社協河北支所 

支援グル－プとかしわホ－ム
との交流会 
鬼の面と恵方巻づくり 
「みんなで福をよびましょう」 

ボランティア入
門講座 

73名 
平成22年 2月19日 
河北総合センター 

お話・演習・寸劇 
「認知症になっても安心して
暮らし続けられる地域」 

 

子育て支援 
「絵本の読みき
かせ」ボランテ
ィア講座 

20名 
平成22年3月 7日 
河北総合センター 

お話・実演・実習 
子育て支援活動が円滑に展開
できるよう、担い手の養成 

ボランティア 
団体連絡会 

10名 
平成21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 

98名 
平成22年3月9日 
遊楽館 

ボランティア研修会 
情報交換 

桃生 

「いざと言うと
きの為の救急法
講習会」 

18名 
平成21年6月29日 
桃生地域福祉 
センター 

講師：日本赤十字社宮城県支部 
水澤指導員 

内容:「止血法」、「包帯の仕方」 
     「患者移動の仕方」等 

1名 
平成21年7月29日 
デイサービスセンタ
ーはまぎく 

デイサービスボランティア 
北上 

夏休みボランテ
ィア体験 

1名 
平成21年8月18日 
北上保健センター 

子育てサークルボランティア 

河北 
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ボランティア団
体交流会 

9名 
平成21年4月10日 
牡鹿保健福祉セン
ター「清優館」 

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 

蛇田・牡鹿地区
ボランティア交
流会 

33名 
平成21年6月24日 
牡鹿保健福祉セン
ター「清優館」 

情報交換 
ボランティア活動の発表 
交流 

ジュニアボラン
ティアスクール 

４名 
平成22年1月6日 
牡鹿保健福祉セン
ター「清優館」 

小学５・６年生を対象としたボ
ランティア講座、読み聞かせ 
体験先：ひよこの会 

牡鹿 

ボランティア 
養成講座 

7名 

平成22年3月9日 
16日 

牡鹿保健福祉セン
ター「清優館」 

講話 
「高齢者のこころとからだ」
「高齢者の食生活について」 
講師：牡鹿総合支所 
   保健師久野敏美氏 
   栄養士及川倫子氏 

 

（３）ボランティア団体育成・支援事業 

□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21年 5月27日 
場 所：河北総合センター 

雄 勝 
雄勝ボランティア友の
会 

雄勝ボランティア友の会総会 
日 時：平成21年 4月16日 
場 所：追分温泉 

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22年 3月 9日 
場 所：遊楽館 

桃 生 
桃生町ボランティア 
友の会 

桃生町ボランティア友の会総会 
日 時：平成21年 4月13日 
場 所：桃生地域福祉センター 

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22年 3月26日 
場 所：北上公民館 
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□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２１年５月２１日 
理事会  １回 
役員会  ２回 
執行部会関係  ７回 
会計監査  １回（平成２１年５月７日） 
福祉まつり 
（会場：開北小学校） 

平成２１年９月２７日開催 
・実行委員会 ４回 

 

（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６１名 
平成21年 
8月30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１６派遣 

平成21年 
4月10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２３名

派遣 

平成21年 
6月22日 
～26日 

イオン石巻ショッピング 
センター 

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１５名派遣 

平成21年 
8月20日 

和香園 

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21年 
9月27日 

筒場公園 

骨髄バンク 
「いのちの輝き展」 
ボランティア 

 延べ１７名派遣 

平成21年 
11月24日 
～27日 

イオン石巻ショッピング 
センター 

石巻 

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21年 
12月18日 

石巻工業高等学校 
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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・ 
 輪投げ一式・かるた貸出 

 

平成21年 
 4月 6日 
11月10日 
12月 7日 
平成22年 
 2月11日 

川の上構造改造センター 

河北生きがいデイサービス 
 ボランティア 

延べ２３名派遣 

平成21年 
6月17日 
7月15日 
10月24日 
平成22年 
1月20日 

中島生活センター 

河北生きがいデイサービス 
 ボランティア 

延べ２３名派遣 

平成21年 
7月 8日 
7月22日 
9月 9日 

平成22年 
2月10日 

辻堂生活センター 

河北地区グラウンドゴルフクラブ 
 用具一式貸出 

平成21年 
6月12日 

追波川河川運動公園 

河北老人スポーツ大会 
 職員等１４名派遣 

平成21年 
 7月16日 

河北総合センター 

河北地区夏まつり 
 ボランティア１１名協力 

平成21年 
8月 1日 

ビッグバン 
・メディアシップ 

仁風園夏祭り模擬店協力 
 ボランティア１６名 

平成21年 
8月11日 

仁風園 

尾の崎潮生会敬老会 
 ビデオテープ貸出 

平成21年 
 9月 3日 
11月 9日 

尾の崎老人憩いの家 

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）延べ４７名派遣 

平成21年 
9月14日 
～18日 

大森デイサービスセンター 

手づくり絵本読み聞かせ会 
 ボランティア ４名派遣 

平成21年 
11月 1日 

河北総合センター 

自主ミニデイグループ 
東福田ひまわり会 
 輪投げ一式貸出 

平成21年 
11月 5日 

東福田農業改善センター 

河北 

自主ミニデイグループ 
川の上なかよし会 
 ボランティア ５名派遣 

平成21年 
11月17日 

川の上構造改造センター 
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読み聞かせボランティア 
サマンサの会 
 紙芝居一式貸出 

平成21年 
12月 2日 

尾の崎老人憩いの家 

読み聞かせボランティア 
読み聞かせおかあさん 
 デジタルカメラ貸出 

平成21年 
12月18日 

大森生活センター 

 

石巻市身障スポーツ交流会 
 ボランティア ２名派遣 

平成22年 
3月 3日 

石巻市総合体育館 

船戸お茶っこ会 
職員１名協力 

平成21年 
6月17日 

船戸憩いの家 

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21年 
7月31日 

 
ぱんぷきん株式会社 

大須小学校交流事業 
職員１名参加 

平成21年 
11月16日 
12月18日 

特別養護老人ホーム 
雄心苑利用者との交流 

大須保育所クリスマス会 
職員１名協力 

平成21年
12月22日 

親子クリスマス会 

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22年 
1月22日 

 
ぱんぷきん株式会社 

はまなすもちつき大会 
ボランティア５名派遣 
職員２名協力 

平成21年 
2月17日 

はまなす 

雄勝 

雄勝小学校・民児協懇談会 
職員１名参加 

平成22年 
2月24日 

雄勝小学校 

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21年 
4月 3日 

河南子育て支援センター 
「パプラ」 

河南 

親子ふれあいコンサート 
 職員２名参加 

平成21年 
7月28日 

河南農村環境改善セン
ター 

桃生 
ものう子どもあそびの広場 
ボランティア１名派遣 

平成21年 
10月17日 

桃生小学校 

北上 
にっこり祭りバザー協力 
 職員３名参加 

平成21年 
10月31日 

にっこりサンパーク 

 
 
 
 

河北 
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（５）ボランティア保険加入推進事業 

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 115件 2,377名 93件 807名 17件 5,305名 

河 北 22件 323名 17件 218名 20件 2,004名 

雄 勝 5件 70名 5件 70名 0件 0名 

河 南 8件 215名 5件 152名 24件 8,744名 

桃 生 5件 111名 5件 111名 6件 394名 

北 上 5件 81名 5件 81名 12件 460名 

牡 鹿 13件 86名 13件 86名 11件 308名 

合 計 173件 3,263名 143件 1,525名 90件 17,215名 

(20年度) 189件 2,582名 127件 1,295名 101件 19,569名 

 
 

（６）災害救援ボランティアセンター事業 

◆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 

33名 

平成21年6月7日 
総合運動公園、河
北支所、雄勝支
所、北上支所 

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、無線機による情報等の
運営訓練 

全市 

兵庫県佐用町の
水害被災地への
職員派遣 

1名 

平成21年8月19日 
～23日 

佐用町社会福祉
協議会 

佐用町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 

251名 
平成22年2月21日 
石巻専修大学 
（森口記念館） 

◆講演 
 『日常の支え合いと災害時の
支援活動』 
岩手県立大学 社会福祉学部
臨床学科 
准教授 山 本 克 彦 氏 

 

石巻地域災害ボ
ランティアセン
ター設置訓練 

97名 
平成22年2月21日 
石巻専修大学 
（５号館） 

県社協との共催 
東松島市社協、女川町社協と合
同での職員訓練を実施した。 
●炊き出し訓練デモンストレ
ーション・試食 
●災害ＶＣの各班に分かれて
の演習・ディスカッション 

河北 
災害ボランティ
ア研修会 

43名 
平成22年11月26日 
社協河北支所 

お話・演習 
宮城県沖地震に備えて 
「もし河北地区に災害が発生し

たらあなたならどうしますか」 
～クロスゲームで考えよう～ 
地域でできる防災支援 
地域のネットワークづくり 

雄勝地区災害訓
練 

5名 
平成21年6月7日 
雄勝支所 

石巻市雄勝総合支所防災訓練
と共催でボランティア要請の
伝達訓練及び、相互の物資確認
と実際の発生時の状況・対応等
の確認を行う。 

平成21年11月17日 
コーディネーションの基礎を
学ぶ。 
事例検討の演習 

ボランティア活
動支援業務担当
者向け研修 1名 

平成21年11月30日 
コーディネーターの８つの役
割を学ぶ。 

雄勝 

雄勝地区防災研
修会 

45名 平成22年2月20日 

みやぎボランティア総合セン
ター所長を講師に招き、地域で
必要となる活動等について、災
害復興支援活動と実例も含め
講話をいただく。 

北上 
災害ボランティ
アセンター設置
訓練 

2名 
平成21年6月7日 
北上総合支所 

総合防災訓練と連携し、災害ボ
ランティアセンターの設置訓
練 

 
 

全市 
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15 福祉団体等助成事業 

◆石巻支所 
石巻身体障害者「歩む会」 蛇田地区ボランティア友の会 
石巻ろうあ福祉会 ホッと・カフェ 
石巻視覚障害者福祉協会 アドベンチャークラブ 
石巻市ボランティア連絡協議会  
 
◆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 
雄勝ボランティア友の会 チャレンジ会 
すみれ会 サクラ会 
船戸婦人会 大浜婦人会 
水浜婦人会  
 
◆河南支所 
お茶っこの会 
（和渕地区自主ミニデイグループ） 

サークル「ひこばえ」 
（前谷地地区自主ミニデイグループ） 

吾子の会（子育てサークル） もみじ会（子育てサークル） 
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 
ひざよせ会 
（広渕地区自主ミニデイグループ） 河南地区ボランティア友の会 

河南音楽愛好会  
 
◆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 
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◆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（地域サロン） 
牡鹿ダンベル会  
 

16 社会福祉団体の事務取扱事業 

（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（河北総合センター）５月２０日 
   ②地区会長会（３回） 
   ③主任児童委員会部会（５回） 
   ④研修部会（１回） 
   ⑤各地区（16地区）にて毎月定例会開催 
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  ◆事業等 
   ①こども友遊村（石巻：６月２１日） 
   ②石巻ブロック民生委員児童委員連絡協議会研修会（８月２６日） 

③市主任児童委員部会研修会(１１月２６日) 
④ふれあいサロン(年４回 ４月・７月・１１月・２月) 

   ⑤県民児協主催各研修会 
    ・会長研修会（仙台市：６月１０日～１１日） 
    ・中堅民生委員児童委員研修会（仙台市：７月２９日～３０日） 
    ・生き活きアクション研修会（松島町：１０月８日～９日） 
    ・主任児童委員研修会（仙台市：１１月１３日～１４日） 
    ・相談技法研修会（松島町：１月２７日～２８日） 
   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 ４８ １，７６５名 
河北支部老人クラブ連合会 ２９ １，４３９名 
雄勝支部老人クラブ連合会 ６ ３４７名 
河南支部老人クラブ連合会 ２６ １，０９４名 
桃生支部老人クラブ連合会 １０ ４６５名 
北上支部老人クラブ連合会 １２ ３２５名 
牡鹿支部老人クラブ連合会 ４ １２５名 

合       計 １３５ ５，５６０名 
  ◆会 議 
   ①総会（石巻文化センター） ６月１０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 
    （女川町生涯教育センター） 県老連主催 市老連共催 ７月２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 ８月２６日 
   ③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 ２月２６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 ３４８名 

雄  勝 ２０１名 

河  南 ３２２名 

桃  生 ２６０名 

北  上 １６９名 

牡  鹿 １６２名 

合  計 １，９９８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 ４４名 

河  北 １２名 

雄  勝 － 

河  南 － 

桃  生 － 

北  上 － 

牡  鹿 ５名 

合  計 ６１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 ２０４名 

雄  勝 ９８名 

河  南 ２５０名 

桃  生 ７２名 

北  上 １６９名 

牡  鹿 ６０名 

合  計 ９７３名 
  ◆会 議 
   ①総会（石巻市桃生公民館） ６月１５日 
   ②正副会長会議（１回） ③支部長会議（２回） ④理事会（３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) ２月９日 
   ②石巻市身体障害者福祉協会スポーツ交流会 

(石巻市総合体育館) ３月３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５９回宮城県実施委員会への出席    ５月１８日 
   ③第５９回石巻市実施委員会(第１回)    ６月１２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 １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、石巻福祉まつりでの啓発活動、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 ３日 

③後援事業 
・石日旗争奪少年野球大会        ６月１９日～７月２日 
・石巻市小学生リレーマラソン大会   １１月 １日 

   ④作文コンテスト(10作品推薦)［応募数小学生５名/中学生６２名］  
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（７）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）       ６月１６日 
   ②役員会（１回） 
  ◆事 業 
   ①女川原発施設見学            ７月 ６日 
   ②移動研修会（山形県最上）        ９月１０日～１１日 

③会員親睦会（追分温泉）         ２月 ９日 
 

（８）桃生町手をつなぐ親の会［会員数：１４名］ 

  ◆会議等 
    ①第２２回総会                ５月２８日 
    ②手をつなぐ親の会宮城県大会          １０月２２日 
    ③クリスマス会の実施                  １２月 ６日 

（協力：みやぎの地域福祉ものう実践塾） 
    ④定例会（毎月第３木曜日）    
 

（９）石巻市職親会［会員数：４３名］（牡鹿地区） 

  ◆会議等 
   ①総会                  ６月１５日 
  ◆事 業 
   ①職子移動研修（山形県・赤湯温泉）    ９月８日～９日 
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17 共同募金事業【全支所】 

（１）赤い羽根共同募金実績 

◆目標額 27,976,200円 

◆実績額 24,579,371円【87.85%】 

支 所 目標額 実績額 達成率 

石 巻 20,319,600円 15,960,394円 78.54％ 

河 北 1,826,400円 2,009,421円 110.02％ 

雄 勝 853,800円 978,684円 114.62％ 

河 南 2,112,600円 2,648,461円 125.36％ 

桃 生 1,260,000円 1,188,131円 94.29％ 

北 上 589,800円 608,654円 103.92％ 

牡 鹿 942,600円 １,185,626円 125.78％ 

合 計 27,976,200円 24,579,371円 87.85％ 

(20年度) 27,976,200円 26,244,589円 93.81％ 
※実績額合計24,579,371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 89,681円 
 

（２）歳末たすけあい運動募金実績 

◆総 額 2,890,253円 

支 所 町内会・行政区 職域・学校 法 人 個人・団体 合 計 

石 巻 415,500円 377,303円 100,000円 1,705,448円 2,598,251円 

河 北 0円 31,214円 0円 0円 31,214円 

雄 勝 0円 0円 0円 0円 0円 

河 南 0円 1,800円 0円 16,712円 18,512円 

桃 生 0円 0円 0円 10,246円 10,246円 

北 上 0円 0円 0円 212,840円 212,840円 

牡 鹿 0円 0円 0円 19,190円 19,190円 

合 計 415,500円 410,317円 100,000円 1,964,436円 2,890,253円 

（※20年度実績 3,116,200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 

1,755,000円 図書カード贈呈（5,000円×351件） 

２ 福祉施設配分 225,120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 215,710円 通信運搬費、消耗品代 

 合   計 2,195,830円  

 

（３）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 ７件 １件 １件 260,000円 ０件 ０件 ５件 100,000円 

河 北 １件 １件 １件 80,000円 ０件 ０件 ３件 60,000円 

雄 勝 ０件 ０件 ０件 0円 ０件 ０件 ７件 140,000円 

河 南 ０件 １件 ０件 20,000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 ４件 80,000円 

牡 鹿 ０件 ０件 ０件 0円 ０件 ０件 ０件 0円 

合 計 ８件 ３件 ２件 360,000円 ０件 ０件 19件 380,000円 
(20年度) ４件 １件 １件 170,000円 ０件 ０件 ０件 0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事業 

（１）みどり園（石巻地区） 

◆利用者数  ３４名（男２８名・女６名） 

◆活動内容  ①創作的活動…音楽・工作等楽しみにつながる活動支援 

（絵画、カラオケ、絵手紙、農作業、映画鑑賞、合唱） 

②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） 

③社会適応訓練…社会的自立に必要な知識の習得支援 

（お買い物体験、カレーライス調理、掃除） 

④機能訓練…運動等による体力維持の支援 

 （体操、ストレッチ、散歩、レクリエーション） 

⑤社会交流…地域社会との交流活動 
（昼食会、収穫祭、お楽しみ会、ボウリング大会、日帰

り旅行） 

 
（２）かしわホーム（河北地区） 

◆利用者数  １１名（男５名・女６名） 

◆活動内容  ①創作的活動（七夕飾り､書道､お茶摘み、畑作業） 

②生産活動（ウエス加工､古銅線剥離､枕・帽子づくり､ 

出張作業、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（調理実習、畑作業、映画鑑賞、大掃除、 

買い物実習、引越作業、つり大会、映画鑑賞） 

④機能訓練（畑作業、お誕生会、レクリエーション、 

清掃活動、体力づくり、お花見） 

⑤社会交流（ボランティア交流会、つり大会、 

さくらんぼ狩り、カレーの日招待、夏期施設交流会） 

⑥生活指導 

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（畑作業、お茶摘み） 

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、ウエス加工､

古銅線剥離） 

③社会適応訓練（お花見、調理実習、つり大会、 

買い物実習、大掃除、映画鑑賞） 

④機能訓練（体力づくり、ゲートボール、 

レクリエーション、清掃活動） 

⑤社会交流（夏期施設交流会、さくらんぼ狩り、 

カレーの日招待） 

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、畑作業） 

③社会適応訓練（買い物実習、調理実習） 

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、カラオケ） 

⑤社会交流（夏期施設交流会、お花見、さくらんぼ狩り、 

流しそうめんを食す会、支援学級との交流） 

⑥生活指導 

利用者個人・家族面談、職員会議（2回/月） 
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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 
２１年度 

60団体 
(1,701名) 

87団体 
(544名) 

71団体 
(129名) 

30団体 
(204名) 

15団体 
(231名) 

260団体 
(2,809名)

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)

 

◆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２１年度 12,954名 3,078名 16,032名 

平成２０年度 12,638名 3,302名 15,940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２１年度 228団体 1,332名 1,620名 2,952名 

平成２０年度 199団体 1,188名 1,487名 2,675名 

（※２１年度 寿楽荘の個人・団体延べ利用者数 １８，９８４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２１年度 6,324名 749名 955名 1,601名 450名 10,079名 

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

 
◆石巻市桃生地域福祉センター利用状況 
◇研修・相談事業の実施 
①いざと言うときの為に救急法講座実施（共催：ボランティア友の会） 
②「家族が健康に暮らすために」講座実施（日帰り旅行の会と同日） 
③家族介護者慰労会の実施 
  平成22年３月２６日（金曜日） 東松島市 １０名参加   
◇施設利用者数 延べ ９７団体、延べ合計 １,６６４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利用状況 

 相談(来所) デイサービス 計 

平成２１年度 524名 3,753名 4,277名 

平成２０年度 816名 4,448名 5,264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 

◆地域介護予防教室……………渡波３回、荻浜１回(延べ参加人員52名） 

   ◆介護予防フォローアップ教室 

    網地４回(対象者10名)､牡鹿４回(対象者14名)､渡波４回(対象者９名) 

   ◆介護予防はつらつ元気教室 

    網地10回(対象者16名)､牡鹿10回(対象者12名)､渡波10回(対象者14名) 

   ◆栄養改善・口腔機能向上教室……………渡波４回(対象者11名) 

   ◆渡波・荻浜・牡鹿地区圏域地域ケア会議……３回 

   ◆地域包括・在介スタッフ会議 

   ◆石巻市包括ケア会議……………………………５回 

   ◆相談窓口担当者連絡会議………………………２回 

   ◆看護師会議………………………………………６回 

   ◆主任ケアマネジャー会議………………………10回 

   ◆グループホーム運営推進委員会(隔月開催・渡波２施設、牡鹿１施設) 

   ◆石巻市老人ホーム入所判定委員会……………３回 

   ◆東北ブロック地域包括・在宅介護支援センター職員研修会実行委員会 

                   ……………６回 

   ◆石巻市民健康フェスティバル実行委員会……３回 

   ◆実態把握件数（延べ）……………………３２２件 

   ◆相談業務（延べ）…………………………７１８件 

    内訳 相談方法 電話 262件 来所 67件 訪問 388件 その他 1件 

       相談内容 介護予防サービス 217件   住宅相談   13件 

            地域支援サービス 66件   生活相談   87件 

            福祉サービス   33件   健康相談   23件 

            保健サービス    0件   医療相談   17件 

            虐待・権利擁護  21件   介護方法   27件 

            介護保険関連   204件   その他    10件 
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   ◆支援困難事例を抱える介護支援専門員への対応……………………４件 

   ◆介護サービス苦情相談…………………………………………………１件 

   ◆介護予防プラン作成者数（延べ）…………………………２，１７２名 

   ◆特定高齢者介護予防プラン作成者数………………………………３８名 
 

（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……………１２回(稲井包括と合同) 

◆地域ケア会議……………………………… ３回 

◆地域介護予防教室………………………… ２回（延べ参加人員４１名） 

◆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…………… ４回 

◆地域介護研修会…………………………… ６回 

◆広報発行…………………………………… ３回 

◆相談業務（延べ）………………………１３６件 

内訳(電話５７件・来所１５件・訪問６２件・その他２件) 
 

（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…………………………４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…………８０５件 
内訳 相談方法 電話55件、来所117件、訪問361件、その他313件 

相談内容 介護保険関連     95件 
            介護予防サービス関連 68件 
            住宅相談       4件 
            地域支援サービス  535件  生活相談   43件 
            福祉サービス     22件  健康相談    2件 
            保険サービス      0件  医療相談   48件 
            虐待・権利擁護     3件  介護方法   21件 
            その他         4件 
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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) 
1,303名 

(渡波) 
1,417名 

7,090名 2,194名 ― 2,172名 

河 北 2,087名 ― 860名 708名 ― 

雄 勝 390名 ― 482名 ― ― 

河 南 ― ― 318名 ― ― 

桃 生 915名 ― ― ― ― 

北 上 1,026名 3,753名 404名 ― ― 

合 計 7,138名 10,843名 4,258名 708名 2,172名 

(20年度) 6,780名 11,805名 4,402名 680名 1,976名 

 

22 障害者自立支援等事業 

 訪問介護 通所介護 訪問入浴 計 

石 巻 714名 ― ― 714名 

河 北 84名 ― 24名 108名 

雄 勝 10名 ― ― 10名 

河 南 30名 ― ― 30名 

北 上 36名 ― ― 36名 

合 計 874名 ― 24名 898名 

(20年度) 826名 ― 20名 846名 
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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２１年度 
 

男 女 計 
備 考 

石 巻 0名 2,272名 2,272名 生きがいデイ 

河 北 237名 611名 848名 ミニデイ 

40名 1,964名 2,004名 生きがいデイ 
河 南 

84名 1,692名 1,776名 ミニデイ 

北 上 307名 1,640名 1,947名 生きがいデイ 

合 計 668名 8,179名 8,847名  

(20年度) 865名 9,099名 9,964名  

 


