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 １ 

１１１１    会議開催状況会議開催状況会議開催状況会議開催状況    

    

（１）正副会長会議（１）正副会長会議（１）正副会長会議（１）正副会長会議    4444回開催回開催回開催回開催    

    開催開催開催開催日日日日    内内内内                容容容容    

第第第第40404040回回回回    

平成26年 

5月20日 

・第49回理事会及び第36回評議員会提出案件について 

第第第第41414141回回回回    

平成26年 

9月17日 

・第50回理事会及び第37回評議員会提出案件について 

第第第第42424242回回回回    

平成26年 

12月11日 

・第51回理事会及び第38回評議員会提出案件について 

第第第第43434343回回回回    

平成27年 

3月17日 

・第52回理事会及び第39回評議員会提出案件について 

    

（２）理事会（２）理事会（２）理事会（２）理事会    4444回開催回開催回開催回開催    

    開催開催開催開催日日日日    内内内内                容容容容    

第第第第49494949回回回回    

平成26年 

5月28日 

【報告事項】 

・会長専決処分の報告承認について 

 （石巻市社協障害者相談支援事業所すまいる運営規程の 

一部改正） 

【審議事項】 

・災害相互支援協定締結の承認について 

・平成 25 年度事業報告について 

・平成 25 年度一般会計決算報告について 

  （監査報告） 

・評議員の選任について  

理事 14 名・監事 3 名出席 



 ２ 

第第第第50505050回回回回    

平成26年 

10月2日 

【報告事項】 

・会長専決処分の報告承認について 

 （石巻市渡波地域包括支援センター、石巻市北上地域 

包括支援センター、石巻市社協介護プランセンター 

運営規程の一部改正） 

【審議事項】 

・有形固定資産（土地）の有償貸付けについて 

・臨時職員給与規程の一部改正（案）について 

・基金設置規程の制定並びに一部改正（案）について 

・平成 26 年度第 1 次補正予算（案）について 

理事14名・監事3名出席 

第第第第51515151回回回回    

平成26年 

12月19日 

【報告事項】 

・会長専決処分の報告承認について 

 （ささえあいセンター管理運営業務委託変更契約） 

【審議事項】 

・定款及び定款施行細則の一部改正（案）について 

・石巻市災害ボランティアセンター設置運営規程（案） 

の制定について 

・給与規程の一部改正（案）について 

・平成 26 年度一般会計第 2 次資金収支補選予算（案） 

 について 

理事11名・監事3名出席 

第第第第52525252回回回回    

平成27年 

3月26日 

【審議事項】 

・平成 27 年度事業計画（案）について 

・平成 27 年度一般会計当初予算(案)について 

・石巻市包括ケアシステムの取り組みについて 

・復興支援関連業務に関する市との受託契約について 

・規程の廃止並びに制定（案）について 

・諸規程の一部改正（案）について 

・職員の重要な人事について 

・評議員の選任について 

理事12名・監事2名出席 

    

    

    

    

    



 ３ 

（３）評議員会（３）評議員会（３）評議員会（３）評議員会    4444回開催回開催回開催回開催    

    開催開催開催開催日日日日    内内内内                容容容容    

第第第第36363636回回回回    

平成26年 

5月28日 

【審議事項】 

・災害時相互支援協定締結の承認について 

・平成25年度事業報告について 

・平成25年度一般会計決算報告について 

  （監査報告） 

評議員23名・理事2名・監事1名出席 

第第第第37373737回回回回    

平成26年 

10月2日 

【審議事項】 

・有形固定資産（土地）の有償貸付けについて 

・平成 26 年度第 1 次補正予算(案)について 

評議員25名・理事2名出席 

第第第第38383838回回回回    

平成26年 

12月19日 

【報告事項】 

・会長専決処分の報告承認について 

 （ささえあいセンター管理運営業務委託変更契約） 

【審議事項】 

・定款及び定款施行細則の一部改正（案）について 

・平成 26 年度一般会計第 2 次資金収支補選予算（案） 

 について 

評議員21名・理事3名出席 

第第第第39393939回回回回    

平成27年 

3月26日 

【審議事項】 

・平成 27 年度事業計画（案）について 

・平成 27 年度一般会計当初予算(案)について 

・復興支援関連業務に関する市との受託契約について 

・理事の退任について 

評議員20名・理事2名出席 

 

（４）（４）（４）（４）監事会監事会監事会監事会    1111回開催回開催回開催回開催    

    開催開催開催開催日日日日    内内内内                容容容容    

第第第第1111回回回回    

平成26年 

5月16日 

・平成25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 

    



 ４ 

（５）寄付金配分委員会（５）寄付金配分委員会（５）寄付金配分委員会（５）寄付金配分委員会    1111回開回開回開回開催催催催    

    開催開催開催開催日日日日    内内内内                容容容容    

第第第第1111回回回回    

平成26年 

8月22日 

・委員長及び副委員長の互選について 

・平成 25 年度 寄付金の受領状況について 

・平成 25 年度 歳末たすけあい事業の配分について 

・平成 25 年度 寄付金の事業配分について 

委員11名出席 

 

（（（（６６６６）地域福祉推進委員会）地域福祉推進委員会）地域福祉推進委員会）地域福祉推進委員会    

◆石巻支所◆石巻支所◆石巻支所◆石巻支所    2222回開催回開催回開催回開催    

    開催開催開催開催日日日日    内内内内                容容容容    

第第第第1111回回回回    

平成26年 

6月23日 

・平成25年度事業報告並びに収支決算報告について 

・平成26年度組織機構について 

・平成26年度東日本大震災復興に向けての取り組みにつ 

いて 

第第第第2222回回回回    

平成27年 

3月6日 

・平成27年度事業計画(案)について 

・平成27年度当初予算(案)について 

・理事及び評議員の推薦について 

    

◆河北支所◆河北支所◆河北支所◆河北支所    2222回開催回開催回開催回開催    

    開催開催開催開催日日日日    内内内内                容容容容    

第第第第1111回回回回    

平成26年 

7月1日 

・平成26年度河北支所事業計画について 

・平成26年度河北支所予算について 

第第第第2222回回回回    

平成27年 

2月26日 

・平成27年度河北支所事業計画(案)について 

・平成27年度河北支所予算(案)について 

    

    

    

    

    

    

    

    



 ５ 

◆雄勝支所◆雄勝支所◆雄勝支所◆雄勝支所    2222回開催回開催回開催回開催    

    開催開催開催開催日日日日    内内内内                容容容容    

第第第第1111回回回回    

平成26年 

6月26日 

・委嘱状の交付 

・委員長並びに副委員長の互選について 

・支所選出理事並びに評議員の推薦について 

・ボランティアセンター運営委員の推薦について 

・平成25年度雄勝支所事業報告及び決算報告について 

・平成26年度社協会費依頼及び共同募金について 

第第第第2222回回回回    

平成27年 

3月20日 

・平成27年度雄勝支所事業計画(案)について 

・平成27年度雄勝支所予算(案)について 

    

◆河南支所◆河南支所◆河南支所◆河南支所    2222回開催回開催回開催回開催    

    開催開催開催開催日日日日    内内内内                容容容容    

第第第第1111回回回回    

平成26年 

6月19日 

・平成25年度河南支所事業報告及び決算報告について 

・平成26年度河南支所事業計画及び予算について 

・地域座談会について 

・災害ボランティアセンター 

・ボランティアセンター業務について 

第第第第2222回回回回    

平成27年 

1月27日 

・平成 26 年度河南支所事業経過報告（会費納入・共同 

募金の実績含む） 

・平成 27 年度河南支所事業計画(案)及び予算(案)につ 

いて 

・ボランティアセンター業務について 

・地域福祉推進委員、理事、評議員等の推薦について 

    

◆桃生支所◆桃生支所◆桃生支所◆桃生支所    2222回開催回開催回開催回開催    

    開催開催開催開催日日日日    内内内内                容容容容    

第第第第1111回回回回    

平成26年 

6月30日 

・委嘱状の交付 

・平成25年度桃生支所事業報告及び決算報告について 

・平成26年度桃生支所事業計画及び予算について 

・地区座談会について 

・平成26年度高齢者特別研修会事業について 

・副委員長の選出について 

・復興公営住宅への地域福祉コーディネーターの配置につ

いて 



 ６ 

第２回第２回第２回第２回    

平成26年 

9月18日 

・平成26年度社協会費収納状況について 

・平成26年度高齢者特別研修会について 

・平成27年度桃生支所事業推進方について 

・平成27年度桃生支所地域福祉活動助成のあり方について 

・ボランティアセンター運営委員会について 

・地区座談会について 

    

◆北上支所◆北上支所◆北上支所◆北上支所    2222回開催回開催回開催回開催    

    開開開開催催催催日日日日    内内内内                容容容容    

第第第第1111回回回回    

平成26年 

7月30日 

・委員長・副委員長の選任について 

・平成25年度事業報告・収支決算報告について 

・平成26年度北上支所主要事業について 

・その他 

第第第第2222回回回回    

平成27年 

2月20日 

・任期満了に伴う本会理事・評議員の推薦について 

・平成27年度事業計画(案)について 

・平成27年度収支予算(案)について 

・その他 

    

◆牡鹿支所◆牡鹿支所◆牡鹿支所◆牡鹿支所    2222回開催回開催回開催回開催    

    開催開催開催開催日日日日    内内内内                容容容容    

第第第第1111回回回回    

平成26年 

7月9日 

・平成25年度石巻市社会福祉協議会牡鹿支所事業報告につ

いて 

・平成25年度石巻市社会福祉協議会牡鹿支所決算報告につ

いて 

・地区座談会について 

・その他 

第第第第2222回回回回    

平成27年 

3月20日 

・平成26年度社協会費実績報告について 

・平成26年度共同募金実績報告について 

・平成27年度牡鹿支所事業計画(案)並びに予算(案)につ 

いて 

・社協各種委員の推薦について 

・社協合併10周年記念事業について  

・その他 

・牡鹿地域趣味の作品展示会開催について 

    

    



 ７ 

２２２２    会員会員会員会員のののの加入加入加入加入状況状況状況状況    

        【活動計画１【活動計画１【活動計画１【活動計画１    情報収集・情報提供・啓発活動の推進】情報収集・情報提供・啓発活動の推進】情報収集・情報提供・啓発活動の推進】情報収集・情報提供・啓発活動の推進】    

 

◆◆◆◆平成平成平成平成26262626年度年度年度年度    会員加入世帯数等（平成会員加入世帯数等（平成会員加入世帯数等（平成会員加入世帯数等（平成25252525年度実績参考比較年度実績参考比較年度実績参考比較年度実績参考比較））））    

支所支所支所支所    

地区数地区数地区数地区数    

一般一般一般一般会員会員会員会員    

会会会会        費費費費    

年年年年度度度度    

会会会会            員員員員    

合合合合    計計計計    

件件件件    数数数数    

会費収納額会費収納額会費収納額会費収納額    

（円）（円）（円）（円）    

世帯数世帯数世帯数世帯数    一般一般一般一般    賛助賛助賛助賛助    特別特別特別特別    

石巻石巻石巻石巻    

243 

500円 

26262626年度年度年度年度    17,82317,82317,82317,823    628628628628    11111111    18,46218,46218,46218,462    9,599,1509,599,1509,599,1509,599,150    

43,233 25年度 16,695 775 13 17,483 9,185,950 

河北河北河北河北    

44 

500円 

26262626年度年度年度年度    2,8372,8372,8372,837    47474747    88888888    2,9722,9722,9722,972    1,903,5001,903,5001,903,5001,903,500    

3,991 25年度 2,861 86 32 2,979 1,816,500 

雄勝雄勝雄勝雄勝    

20 

500円 

26262626年度年度年度年度    405405405405    0000    0000    405405405405    202,500202,500202,500202,500    

677 25年度 405   0 0 405 202,500 

河南河南河南河南    

36 

500円 

26262626年度年度年度年度    4,7794,7794,7794,779    16161616    6666    4,8014,8014,8014,801    2,443,0002,443,0002,443,0002,443,000    

6,069 25年度 4,506 6 6 4,518 2,349,200 

桃生桃生桃生桃生    

25 

500円 

26262626年度年度年度年度    

1,8881,8881,8881,888    75757575    83838383    

2,0462,0462,0462,046    1,635,0001,635,0001,635,0001,635,000    

2,486 25年度 1,856 79 82 2,017 1,628,000 

北上北上北上北上    

24 

500円 

26262626年度年度年度年度    698698698698    0000    0000    698698698698    349,000349,000349,000349,000    

997 25年度 687 0 0 687 343,500 

牡鹿牡鹿牡鹿牡鹿    

21 

500円 

26262626年度年度年度年度    1,0831,0831,0831,083    21212121    12121212    1,1161,1161,1161,116    624,500624,500624,500624,500    

1,417 25年度 1,096 12 18 1,126  662,000 

計計計計    

413 

500円 

26262626年度年度年度年度    

29,51329,51329,51329,513    787787787787    200200200200    30,50030,50030,50030,500    16,75616,75616,75616,756,650,650,650,650    

58,870 

25年度 

28,106 958 151 29,215 16,187,650 

    

    

    

    

    



 ８ 

３３３３    寄付寄付寄付寄付金品金品金品金品の受入状況の受入状況の受入状況の受入状況    

    

支支支支    所所所所    

寄寄寄寄    付付付付    金金金金    

寄寄寄寄    付付付付    物物物物    品品品品    

件件件件    数数数数    金金金金        額額額額    

石石石石    巻巻巻巻    69件 4,037,468円 

米20㎏、切手、音楽ＣＤ・テープ36枚、 

うちわ24枚、囲碁セット一式、雑巾・タオ

ル700枚、紙オムツ15袋、消毒用ジェル415

本、ストーマ装具・用品一式、車椅子3台、

リクライニング車椅子1台、ノート型パソ

コン1台（中古） 

河河河河    北北北北    15件 345,277円 

雑巾4.5㎏、タオル・衣服類8㎏、未使用鉛

筆280本、衣類乾燥機2台、紙おむつ30枚、

フドー寝巻2枚、メッシュカバー1枚、電動

ベッド1台 

雄雄雄雄    勝勝勝勝    1件 625円  

河河河河    南南南南    66件 1,604,360円 古切手、プルタブ 

桃桃桃桃    生生生生    5件 131,106円 二胡２台 

牡牡牡牡    鹿鹿鹿鹿    0件 0円 布きん10枚 体操用ＣＤ1枚 

みどり園みどり園みどり園みどり園    2件 300,000円 色鉛筆500色セット、収納箱                                 

かしわホームかしわホームかしわホームかしわホーム    1件 200,000円 タオル類、銅線、プルタブ、ＣＤラジカセ 

災害復興災害復興災害復興災害復興    

支援対策支援対策支援対策支援対策課課課課     

11件 556,895円 

門松、原付バイク、毛糸、編み棒、手芸品、

切り絵、折り紙、カレンダー、ひなげしの

種20袋、菜の花、 他 

合合合合    計計計計    170170170170件件件件    7,175,7317,175,7317,175,7317,175,731円円円円        

    



 ９ 

４４４４    調査・広報調査・広報調査・広報調査・広報等等等等事業事業事業事業    

        【活動計画１【活動計画１【活動計画１【活動計画１    情報収集・情報提供・啓発活動の推進】情報収集・情報提供・啓発活動の推進】情報収集・情報提供・啓発活動の推進】情報収集・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（１）広報誌「いしのまき社協だより」の発行（１）広報誌「いしのまき社協だより」の発行（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34号発行（平成26年 5月15日） 

・第35号発行（平成26年 7月15日） 

・第36号発行（平成26年 9月12日） 

・第37号発行（平成26年11月12日） 

・第38号発行（平成27年 1月14日） 

・第39号発行（平成27年 3月12日） 

 

（２（２（２（２）福祉人材育成（資格取得・職場体験））福祉人材育成（資格取得・職場体験））福祉人材育成（資格取得・職場体験））福祉人材育成（資格取得・職場体験）    

支所支所支所支所    学校名学校名学校名学校名    

受入受入受入受入    

人人人人数数数数    

資格名等資格名等資格名等資格名等    受入部署受入部署受入部署受入部署    日数日数日数日数    

石巻石巻石巻石巻    

東北福祉大学 1名 社会福祉士 

本所、災害復興支援 

対策課、みどり園、 

くるみ 

24日間 

東北福祉大学 1名 社会福祉士 

本所、 

みどり園、 

くるみ 

24日間 

東北福祉大学 1名 社会福祉士 みどり園  4日間 

東北文化学園大学 1名 社会福祉士 

本所、災害復興支援 

対策課、くるみ 

24日間 

宮城学院女子大学 1名 社会福祉士 

本所、災害復興支援 

対策課、くるみ 

24日間 

東北福祉大学 1名 社会福祉士 災害復興支援対策課  3日間 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １０ 

５５５５    老人福祉センター・地域福祉センター等管理運営事業老人福祉センター・地域福祉センター等管理運営事業老人福祉センター・地域福祉センター等管理運営事業老人福祉センター・地域福祉センター等管理運営事業    

            【活動計画６【活動計画６【活動計画６【活動計画６    地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応推進】    

    

◆社福協ビル利用状況（延べ）◆社福協ビル利用状況（延べ）◆社福協ビル利用状況（延べ）◆社福協ビル利用状況（延べ）    

    

1111階ホール階ホール階ホール階ホール    

ボランティアボランティアボランティアボランティア    

ルームルームルームルーム(1(1(1(1階階階階))))    

2222階印刷室階印刷室階印刷室階印刷室    小会議室小会議室小会議室小会議室    大会議室大会議室大会議室大会議室    計計計計    

平成平成平成平成26262626年度年度年度年度    

32323232団体団体団体団体    

(1,392(1,392(1,392(1,392名名名名))))    

44444444団体団体団体団体    

(254(254(254(254名名名名))))    

38383838団体団体団体団体    

(70(70(70(70名名名名))))    

98989898団体団体団体団体    

(584(584(584(584名名名名))))    

121121121121団体団体団体団体    

(2,679(2,679(2,679(2,679名名名名))))    

333333333333団体団体団体団体    

(4,979(4,979(4,979(4,979名名名名))))

平成25年度 

19団体 

(890名) 

29団体 

(401名) 

28団体 

(47名) 

43団体 

(540名) 

94団体 

(1,998名) 

213団体 

(3,876名)

◆石巻市老人福祉センター寿楽荘◆石巻市老人福祉センター寿楽荘◆石巻市老人福祉センター寿楽荘◆石巻市老人福祉センター寿楽荘    個人利用状況個人利用状況個人利用状況個人利用状況    

    男男男男    女女女女    計計計計    

平成平成平成平成26262626年度年度年度年度    8,4408,4408,4408,440名名名名    1,6101,6101,6101,610名名名名    10,05010,05010,05010,050名名名名    

平成25年度 7,410名 1,343名 8,753名 

◆◆◆◆石巻市老人福祉センター石巻市老人福祉センター石巻市老人福祉センター石巻市老人福祉センター寿楽荘寿楽荘寿楽荘寿楽荘    団体利用状況団体利用状況団体利用状況団体利用状況    

    団体団体団体団体    男男男男    女女女女    計計計計    

平成平成平成平成26262626年度年度年度年度    206206206206団体団体団体団体    1,9141,9141,9141,914名名名名    1,3601,3601,3601,360名名名名    3,2743,2743,2743,274名名名名    

平成25年度 216団体 1,739名 1,253名 2,992名 

（※（※（※（※26262626年度年度年度年度    寿楽荘の個人・団体延べ利用者数寿楽荘の個人・団体延べ利用者数寿楽荘の個人・団体延べ利用者数寿楽荘の個人・団体延べ利用者数    13131313,324,324,324,324名名名名））））    

（※25年度 寿楽荘の個人・団体延べ利用者数 11,745名） 

◆石巻市河南老人福祉センター◆石巻市河南老人福祉センター◆石巻市河南老人福祉センター◆石巻市河南老人福祉センター利用状況利用状況利用状況利用状況    

    集会室集会室集会室集会室    図書室図書室図書室図書室    工作室工作室工作室工作室    生活相談室生活相談室生活相談室生活相談室    栄養指導室栄養指導室栄養指導室栄養指導室    計計計計    

平成平成平成平成26262626年度年度年度年度    3,3073,3073,3073,307名名名名    279279279279名名名名    1,0701,0701,0701,070名名名名    1,1611,1611,1611,161名名名名    365365365365名名名名    6,1826,1826,1826,182名名名名    

平成25年度 4,592名 588名 816名 1,406名 341名 7,743名 

◆石巻市桃生地域福祉センター利用状況◆石巻市桃生地域福祉センター利用状況◆石巻市桃生地域福祉センター利用状況◆石巻市桃生地域福祉センター利用状況    

    団体団体団体団体    

平成平成平成平成26262626年度年度年度年度    113113113113団体団体団体団体((((1111,,,,872872872872名名名名))))    

平成25年度 63団体(  942名) 

◆石巻市北上高齢者生活福祉◆石巻市北上高齢者生活福祉◆石巻市北上高齢者生活福祉◆石巻市北上高齢者生活福祉センターはまぎくセンターはまぎくセンターはまぎくセンターはまぎく利用状況利用状況利用状況利用状況    

 個人個人個人個人    デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス    計計計計    

平成平成平成平成26262626年度年度年度年度    664664664664名名名名    ―    664664664664名名名名    

平成25年度 438名 2,205名 2,643名 



 １１ 

６６６６    共同募金事業【全支所】共同募金事業【全支所】共同募金事業【全支所】共同募金事業【全支所】    

            【活動計画１【活動計画１【活動計画１【活動計画１    情報収集・情報提供・啓発活動の推進】情報収集・情報提供・啓発活動の推進】情報収集・情報提供・啓発活動の推進】情報収集・情報提供・啓発活動の推進】    

    

（１）（１）（１）（１）赤い羽根共同募金実績並びに歳末たすけあい募金実績赤い羽根共同募金実績並びに歳末たすけあい募金実績赤い羽根共同募金実績並びに歳末たすけあい募金実績赤い羽根共同募金実績並びに歳末たすけあい募金実績 

支 所 赤い羽根共同募金実績額 歳末たすけあい実績額 

石 巻 11,709,706円 130,000円 

河 北 1,864,213円 0円 

雄 勝 222,861円 0円 

河 南 2,701,050円 0円 

桃 生 1,171,724円 0円 

北 上 387,399円 0円 

牡 鹿 791,889円 0円 

合合合合    計計計計    18,848,84218,848,84218,848,84218,848,842円円円円    130,000130,000130,000130,000円円円円    

(25年度) 
18,317,465円 214,701円 

 

（２）（２）（２）（２）共同募金配分事業概要（平成共同募金配分事業概要（平成共同募金配分事業概要（平成共同募金配分事業概要（平成 26262626 年度社協配分事業）年度社協配分事業）年度社協配分事業）年度社協配分事業）    

配 分 事 業 名 金   額 備   考 

老人福祉活動費 4,046,333 円 

・紙おむつ支給助成事業 

・給食サービス事業 

・安心カード設置事業 

・人生たのしみ会 

・ふれあいの会 

・親子三代福祉大会 

・老人スポーツ大会への助成 

障害児・者福祉活動費 41,043 円 

・障害者交流会 

・福祉団体へ助成 

児童・青少年福祉活動費 366,203 円 

・親子ふれあいコンサート 

・子育てサークルへの助成 

・世代間交流陶芸教室 

福祉育成・援助活動費 2,411,156 円 

・福祉教育推進事業 

・福祉のつどい 

・キャップハンディ体験学習 

ボランティア活動育成事業費 1,615,253 円 

・ボランティア団体への助成 

・広報費（３回発行分） 

合合合合            計計計計    8,479,9888,479,9888,479,9888,479,988 円円円円    

 

 ※共同募金会からの配分金を受け、社協事業として実施 



 １２ 

（３（３（３（３）歳末たすけあい）歳末たすけあい）歳末たすけあい）歳末たすけあい配分事業配分事業配分事業配分事業 

区   分 配分額 内   訳 

渡波地区ふれあい昼食会 47,500円 

・弁当代（500円×95個） 

渡波地区70歳以上独居高齢者対象 

手作りおせち料理宅配事業 40,000円 

・おせち料理材料費（宅配数50個） 

北上地区70歳以上独居高齢者対象 

いきいき交流会 40,000円 

・河南地区生きがいデイ利用者と保育 

園児との交流会 

認可外保育施設支援事業 140,000円 

・認可外保育施設に対する支援 

（20,000円×7施設） 

事業実施事務費 11,101円 ・紙代、ファイル代等 

合合合合            計計計計    278,601278,601278,601278,601円円円円     

 

（（（（４４４４）小規模災害見舞金）小規模災害見舞金）小規模災害見舞金）小規模災害見舞金[[[[宮城県共同募金会より宮城県共同募金会より宮城県共同募金会より宮城県共同募金会より]]]]    

支 所 

火災見舞金並びに弔慰金 暴風雨災害見舞金 

全焼 半焼 死亡 金 額 全壊 半壊 浸水 金 額 

石 巻 1件 0件 0件 30,000円 1件 0件 108件 2,190,000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 3件 0件 0件 90,000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 1件 0件 0件 30,000円 0件 0件 0件 0円 

合合合合    計計計計    5555件件件件    0000件件件件    0000件件件件    150,000150,000150,000150,000円円円円    1111件件件件    0000件件件件    108108108108件件件件    2,190,0002,190,0002,190,0002,190,000円円円円    

(25年度) 6件 2件 3件 310,000円 0件 1件 0件 20,000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）    

    

    

    

    



 １３ 

７７７７    地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動のののの強化強化強化強化事業事業事業事業    

【活動計画１【活動計画１【活動計画１【活動計画１    情報収集・情報提供・啓発活動の推進】情報収集・情報提供・啓発活動の推進】情報収集・情報提供・啓発活動の推進】情報収集・情報提供・啓発活動の推進】    

【活動計画２【活動計画２【活動計画２【活動計画２    福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応体制体制体制体制づくりの推進づくりの推進づくりの推進づくりの推進】】】】    

【活動計画６【活動計画６【活動計画６【活動計画６    地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応推進地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応推進地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応推進地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応推進】】】】    

    

 （１）地区座談会・出前講座（１）地区座談会・出前講座（１）地区座談会・出前講座（１）地区座談会・出前講座    

   ・地区座談会 25回開催 680名参加 

   ・出前講座   8回開催 129名参加 

（２）福祉フォーラム開催（２）福祉フォーラム開催（２）福祉フォーラム開催（２）福祉フォーラム開催        

・平成26年11月26日 場所：遊楽館 430名参加 

（３）あんしんカード設置事業（３）あんしんカード設置事業（３）あんしんカード設置事業（３）あんしんカード設置事業        

        ・男性 1,031名 女性 2,255名 合計 3,286名（みなし仮設含） 

（４）地域サロン活動支援事業助成金（４）地域サロン活動支援事業助成金（４）地域サロン活動支援事業助成金（４）地域サロン活動支援事業助成金    

  市内で実施する地域サロンの活動を支援する事を目的に、活動を開始 

するための準備資金として助成 

  ・8団体 240,000円 

（５）子育て支援事業（５）子育て支援事業（５）子育て支援事業（５）子育て支援事業    

            ・平成26年11月17日 子育て支援センターとの共催事業 

    

（６（６（６（６））））社協社協社協社協支部活動支部活動支部活動支部活動                                            開催日開催日開催日開催日        参加人数参加人数参加人数参加人数    

  ◆河北支所◆河北支所◆河北支所◆河北支所    

            ・福祉協力員会議 1回 …………………………平成26年 6月19日  35人 

◆河南支所◆河南支所◆河南支所◆河南支所    

・支部長会議 １回 …………………………… 平成26年 6月25日  27人 

◆桃生支所◆桃生支所◆桃生支所◆桃生支所    

・福祉協力員（支部長）第１回会議……………平成26年 7月 3日  21人 

・福祉協力員（支部長）第２回会議……………平成26年 9月24日  23人 

・神取上・下地区「花いっぱい運動」…………平成26年 4月 7日  67人  

・入沢・九郎沢地区「地域交流会」……………平成26年 6月15日 24人 

・中津山上・下地区「地域交流ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ大会」平成26年 7月27日  85人 

・拾貫西・東地区「住民の集う会」……………平成26年 8月23日 127人 

・新田上・下地区「はねこ踊りパレード」……平成26年 9月13日  30人 

・新田上・下地区「地域交流ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ大会」…平成26年10月26日  50人 

・給人町上・下地区「給人町フェスティバル」平成26年 9月27日 200人 

・城内舘下・嶺地区「認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座」平成26年11月 9日  33人 

・向永井・表永井・西前地区「地域交流会」…平成26年11月23日  30人 

・深山・牛田地区「かぼちゃの会」……………平成26年12月 6日  31人 

・高須賀上・下地区「親子三代福祉大会」……平成26年12月21日  86人    

        ◆北上支所◆北上支所◆北上支所◆北上支所    

            ・福祉協力員会議 1回……………………………平成26年 6月 6日  17人    



 １４ 

    （７（７（７（７）その他の地域福祉）その他の地域福祉）その他の地域福祉）その他の地域福祉活動強化事業活動強化事業活動強化事業活動強化事業    

◆◆◆◆牡鹿支所牡鹿支所牡鹿支所牡鹿支所    

□声がけ郵便事業□声がけ郵便事業□声がけ郵便事業□声がけ郵便事業 

・利用者数： 2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 

□活き活き教室事業□活き活き教室事業□活き活き教室事業□活き活き教室事業 

・参加人数：77名 

・実施地区： 1地区(大原) 

・対 象 者：開催地区に居住する方 

 □安心箱支給事業□安心箱支給事業□安心箱支給事業□安心箱支給事業    

    ・配 布 数：14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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 １５ 

８８８８    老人福祉事業老人福祉事業老人福祉事業老人福祉事業    

【活動計画２【活動計画２【活動計画２【活動計画２    福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応体制体制体制体制づくりの推進】づくりの推進】づくりの推進】づくりの推進】    

【【【【活動計画５活動計画５活動計画５活動計画５    地域福祉推進活動者・福祉関係団体地域福祉推進活動者・福祉関係団体地域福祉推進活動者・福祉関係団体地域福祉推進活動者・福祉関係団体等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】    

【活動計画６【活動計画６【活動計画６【活動計画６    地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応推進】    

    

（１）ひとり暮らし（１）ひとり暮らし（１）ひとり暮らし（１）ひとり暮らし高齢者、高齢者高齢者、高齢者高齢者、高齢者高齢者、高齢者世帯への給食サービス実施団体への助成事業世帯への給食サービス実施団体への助成事業世帯への給食サービス実施団体への助成事業世帯への給食サービス実施団体への助成事業    

支支支支    所所所所    活活活活    動動動動    団団団団    体体体体    

((((延べ延べ延べ延べ))))実績実績実績実績    

26262626年度年度年度年度    25年度 

石石石石    巻巻巻巻    渡波ふれあいの会 382食 302食 

河河河河    北北北北    

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 

515食 508食 

河河河河    南南南南    

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 

1,676食 1,596食 

北北北北    上上上上    北上ボランティア友の会 442食 537食 

牡牡牡牡    鹿鹿鹿鹿    

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 

553食 278食 

合合合合    計計計計        3,5683,5683,5683,568食食食食    3,221食 

    

（（（（２）ひとり暮らし２）ひとり暮らし２）ひとり暮らし２）ひとり暮らし高齢者高齢者高齢者高齢者福祉のつどい福祉のつどい福祉のつどい福祉のつどい開催事業開催事業開催事業開催事業    

◆◆◆◆石巻支所石巻支所石巻支所石巻支所    

地地地地    区区区区    場場場場        所所所所    参加人員参加人員参加人員参加人員    実施回数実施回数実施回数実施回数    

石巻地石巻地石巻地石巻地区区区区    羽黒会館 75名 １回 

住吉地区住吉地区住吉地区住吉地区    開北会館 99名 １回 

門脇地区門脇地区門脇地区門脇地区    日和山会館 65名 １回 

湊地区湊地区湊地区湊地区    みなと荘 100名 １回 

山下地区山下地区山下地区山下地区    湯殿山神社会館 131名 １回 

蛇田地区蛇田地区蛇田地区蛇田地区    蛇田公民館・向陽地区コミュニティセンター 124名 １回 

荻浜地区荻浜地区荻浜地区荻浜地区    瑞幸 70名 ２回 

渡波地区渡波地区渡波地区渡波地区    渡波公民館 160名 １回 

稲井地区稲井地区稲井地区稲井地区    小島生活センター・水沼東部構造改善センター 85名 ２回 

釜大地区釜大地区釜大地区釜大地区    釜会館 138名 １回 

合合合合    計計計計        1,0471,0471,0471,047名名名名    (25年度1,198名

    



 １６ 

（３）（３）（３）（３）ひとり暮らしひとり暮らしひとり暮らしひとり暮らし高齢者高齢者高齢者高齢者ふふふふれあい昼食会事業れあい昼食会事業れあい昼食会事業れあい昼食会事業    

            ◆牡鹿支所◆牡鹿支所◆牡鹿支所◆牡鹿支所    

    ・開 催 日：平成26年6月27日 

    ・場   所：清優館 

    ・対 象 者：70歳以上ひとり暮らし世帯 

    ・参加人数：58名    

（４）その他の老人福祉事業（４）その他の老人福祉事業（４）その他の老人福祉事業（４）その他の老人福祉事業    

◆◆◆◆河南支所河南支所河南支所河南支所    

□人生楽しみ会事業□人生楽しみ会事業□人生楽しみ会事業□人生楽しみ会事業 

・利用者数：73名（対象者及び関係者を含む） 

・開 催 日：平成26年11月15日 

・会 場：千葉りんご園（登米市中田町）、ホテル観洋（南三陸町） 

・対 象 者：河南地区にお住まいの65歳以上のひとり暮らしの方 

    ◆◆◆◆桃生支所桃生支所桃生支所桃生支所    

□高齢者特別研修会事業□高齢者特別研修会事業□高齢者特別研修会事業□高齢者特別研修会事業 

・利用者数：211名（対象者及び関係者を含む） 

・開 催 日：平成26年10月22日 

・会 場：南三陸 ホテル観洋 

・対 象 者：桃生地区にお住まいの80歳以上の方 

            ◆◆◆◆北上北上北上北上支所支所支所支所    

□ひとり□ひとり□ひとり□ひとり暮らし高齢者の集い「ひだまりの会」暮らし高齢者の集い「ひだまりの会」暮らし高齢者の集い「ひだまりの会」暮らし高齢者の集い「ひだまりの会」    

・利用者数：26名 

・開 催 日：平成27年2月24日 

・会  場：北上町 追分温泉 

・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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １７ 

９９９９    福祉教育推進事業福祉教育推進事業福祉教育推進事業福祉教育推進事業    

                    【活動計画３【活動計画３【活動計画３【活動計画３    福祉教育・啓発事業の推進】福祉教育・啓発事業の推進】福祉教育・啓発事業の推進】福祉教育・啓発事業の推進】    

        

（１）福祉教育推進助成事業（１）福祉教育推進助成事業（１）福祉教育推進助成事業（１）福祉教育推進助成事業    

助 成 額：１校あたり30,000円以内 

◆石巻支所（◆石巻支所（◆石巻支所（◆石巻支所（16161616校校校校    480,000480,000480,000480,000円）円）円）円） 

①石巻小学校  ②住吉小学校  ③湊小学校   ④釜小学校 

⑤東浜小学校  ⑥渡波小学校  ⑦向陽小学校  ⑧開北小学校 

⑨中里小学校  ⑩鹿妻小学校  ⑪石巻中学校  ⑫住吉中学校 

⑬門脇中学校  ⑭湊中学校   ⑮蛇田中学校  ⑯稲井中学校 

キャップハンディ体験学習（高齢者・障害者擬似体験・手話・点字・盲

導犬）、交流事業（祖父母参観・異学年・運動会・施設訪問）、環境美

化運動（校内外の美化・学区内清掃・公園清掃）、募金活動、ゲストテ

ィーチャー学習、文化伝承活動 他 

◆◆◆◆河北支所河北支所河北支所河北支所（（（（5555校校校校    150,000150,000150,000150,000円）円）円）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河北中学校 

キャップハンディ体験学習、バリアフリー学習、手話学習、環境美化運

動（校内外の美化、学区内外清掃等）、学校田でのコメ作り、介護老人

福祉施設入所者との交流事業（運動会・学芸会等への招待、施設訪問）

緑化運動、一人暮らし高齢者世帯への家庭訪問、各種交流事業（祖父母

参観、敬老メッセージの作成） 他 

◆◆◆◆雄勝支所雄勝支所雄勝支所雄勝支所（（（（2222校校校校    60,00060,00060,00060,000円）円）円）円）    

①大須小学校  ②大須中学校    

キャップハンディ体験、地域清掃・環境緑化活動、敬老交流会（体育祭、

文化祭）、福祉施設訪問、農園整備除草、学校農園、文化伝承活動 他 

    

    

    

    



 １８ 

◆◆◆◆河南支所河南支所河南支所河南支所（（（（7777校校校校    212121210,0000,0000,0000,000円）円）円）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 

他 

◆◆◆◆桃生支所桃生支所桃生支所桃生支所（（（（4444校校校校    120,000120,000120,000120,000円）円）円）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、環境美化、もちつき会 

◆◆◆◆北上支所北上支所北上支所北上支所（（（（2222校校校校    60,00060,00060,00060,000円）円）円）円）    

①北上小学校 ②北上中学校     

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、ユニセフ募金活動、書き損じはがき募金、防災教

育、清掃活動等、小中連携読み聞かせ会 

◆牡鹿支所◆牡鹿支所◆牡鹿支所◆牡鹿支所（（（（4444校校校校    120,000120,000120,000120,000円）円）円）円）    

①鮎川小学校 ②大原小学校 ③寄磯小学校 ④牡鹿中学校    

交流活動(1年生を迎える会・祖父母参観・学校行事に高齢者や地域の

方々を招待・6年生を送る会)、美化活動(校内清掃・花壇整備等)、地域

奉仕作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １９ 

（２（２（２（２）体験学習等）体験学習等）体験学習等）体験学習等事業事業事業事業    

支所支所支所支所    学校／対象学校／対象学校／対象学校／対象    対応内容対応内容対応内容対応内容    

石巻石巻石巻石巻    

向陽小学校 4年生 

（平成26年9月8日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験 

・高齢者擬似体験     職員2名派遣 

稲井小学校 3年生 

（平成26年9月30日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験 

・高齢者擬似体験     職員2名派遣 

蛇田小学校 3年生 

（平成26年10月2日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験 

・高齢者擬似体験     職員2名派遣 

釜小学校 4年生 

（平成26年10月7日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験       

・上肢障害体験      職員2名派遣 

蛇田小学校 3年生 

（平成26年10月29日） 

・ボランティア講師派遣（車椅子） 

職員1名派遣 

向陽小学校 4年生 

（平成26年10月30日） 

・ボランティア講師派遣（車椅子） 

・車椅子体験       職員2名派遣 

向陽小学校 4年生 

（平成26年11月13日） 

・親子福祉体験（ボランティア講師派遣） 

・点字体験        職員1名派遣 

門脇小学校 4年生 

（平成26年11月17日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験 

・高齢者擬似体験     職員2名派遣 

大街道小学校 5年生 

（平成26年12月1日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験 

・高齢者擬似体験     職員2名派遣 

石巻小学校 6年生 

（平成27年1月22日） 

・ボランティア講師派遣（視覚障害） 

・点字体験        職員1名派遣 

石巻小学校 6年生 

（平成27年1月28日） 

・ボランティア講師派遣（車椅子） 

・レクリエーション（交流）職員2名派遣 

石巻小学校 6年生 

（平成27年2月5日） 

・手話体験 

・福祉についての講話   職員2名派遣 

開北小学校 3年生 

（平成27年2月6日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験 

・高齢者擬似体験     職員2名派遣 

開北小学校 3年生 

（平成27年2月12日） 

・ボランティア講師派遣（視覚障害） 

・点字体験        職員2名派遣 



 ２０ 

河北河北河北河北    

大谷地小学校 4年生 

（平成27年2月19日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験 

・上肢障害疑似体験    職員2名派遣 

飯野川第一小学校 3年生 

（平成27年2月20日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験 

・上肢障害疑似体験    職員2名派遣 

雄勝雄勝雄勝雄勝    

雄勝小学校 3～6年生 

（平成26年5月21日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験      職員2名派遣 

河南河南河南河南    

広渕小学校 4年生 

（平成26年5月15日・6月3日） 

・ユニバーサルデザイン学習 

・車椅子体験 

・視覚障害体験 

・上肢障害疑似体験 

職員2名出席 

北村小学校 4年生 

（平成26年10月31日） 

鹿又小学校 4年生 

（平成27年2月18日） 

桃生桃生桃生桃生    

中津山第一小学校 5年生 

(平成27年2月6日) 

・車椅子体験 

・視覚障害体験 

     職員3名出席 

桃生小学校 3年生 

(平成27年2月12日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験 

            職員3名出席 

北上北上北上北上    

北上中学校 2年生 

（平成26年12月5日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験      職員2名出席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２１ 

（３）（３）（３）（３）石巻市福祉教育推進研修会石巻市福祉教育推進研修会石巻市福祉教育推進研修会石巻市福祉教育推進研修会    

   ・参加人数：56名 

・開 催 日：平成26年6月9日 

・場  所：ささえあい総括センター 

・内  容：①活動報告（釜小学校・蛇田小学校） 

      ②講  話 

       テーマ『地域一体で取り組む防災・福祉学習の推進』 

           ～災害にもつよい福祉のまちづくりに向けて、 

子どもと共にできること～ 

       講 師 一般社団法人コミュティ・４・チルドレン 

            菅原 清香 氏 

 

（４）福祉絵画コンクール（４）福祉絵画コンクール（４）福祉絵画コンクール（４）福祉絵画コンクール    

   ・応募対象：市内の小学生及び中学生 

・応 募 数：18点 

 

 ※入賞者5名を11月26日開催の地域福祉フォーラムにおいて表彰 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 ２２ 

１０１０１０１０    福祉団体福祉団体福祉団体福祉団体等等等等の事務取扱事業の事務取扱事業の事務取扱事業の事務取扱事業    

            【活動計画５【活動計画５【活動計画５【活動計画５    地域福祉推進活動者・福祉地域福祉推進活動者・福祉地域福祉推進活動者・福祉地域福祉推進活動者・福祉関係団体関係団体関係団体関係団体等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】    

                    

（１）石巻市民生委員児童委員協議会（１）石巻市民生委員児童委員協議会（１）石巻市民生委員児童委員協議会（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376名）］ 

名        称 

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（ 2）名 

住吉地区民生委員児童委員協議会 34（ 2）名 

門脇地区民生委員児童委員協議会 10（ 2）名 

湊地区民生委員児童委員協議会 19（ 2）名 

山下地区民生委員児童委員協議会 19（ 2）名 

蛇田地区民生委員児童委員協議会 28（ 2）名 

荻浜地区民生委員児童委員協議会 8（ 1）名 

渡波地区民生委員児童委員協議会 28（ 2）名 

稲井地区民生委員児童委員協議会 16（ 2）名 

釜・大街道地区民生委員児童委員協議会 26（ 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 11（ 2）名 

河南地区民生委員児童委員協議会 43（ 3）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 10（ 2）名 

牡鹿地区民生委員児童委員協議会 13（ 2）名 

合合合合                            計計計計    340340340340（（（（33332222）名）名）名）名    

 ◆会 議 

  □石巻市民生委員児童委員協議会総会（平成26年5月23日：ビッグバン） 

  □地区会長会（3回） 

□主任児童委員会部会（5回） 

  □研修部会（3回） 

  □各地区（16地区）にて毎月定例会開催 

 



 ２３ 

 ◆事業等 

□あんしんカード設置事業 3,286名設置 

□石巻市民生委員児童委員協議会現任研修会・石巻ブロック民生委員児童 

委員連絡協議会研修会（平成26年8月26日：ビッグバン） 

□ふれあいサロン(年15回開催：子育て支援センター) 

□こども友遊村開催（中央公民館、中津山第二小学校、鹿又小学校、北上 

          小学校) 

  □県民児協主催各研修会 

   ・会長研修会（平成26年6月4日～5日：松島町） 

   ・中堅民生委員児童委員研修会（平成26年7月23日～24日：仙台市） 

   ・県主任児童委員研修会（平成26年9月4日：仙台市） 

   ・県生活相談技法研修会（平成26年11月19日～20日：松島町） 

   ・県新任民生委員児童委員研修会（平成27年1月22日：仙台市） 

  □全国民児協からの研修視察受入 

   全国7の区・市・町の民児協より延べ156名の民生委員児童委員 

   来所視察研修内容：東日本大震災の対応と本市の被災状況について    

（（（（２）石巻市老人クラブ連合会２）石巻市老人クラブ連合会２）石巻市老人クラブ連合会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 35クラブ 1,174名 

河北支部老人クラブ連合会 22クラブ 916名 

雄勝支部老人クラブ連合会 4クラブ 81名 

河南支部老人クラブ連合会 17クラブ 608名 

桃生支部老人クラブ連合会 8クラブ 309名 

北上支部老人クラブ連合会 8クラブ 209名 

牡鹿支部老人クラブ連合会 2クラブ 65名 

合合合合                            計計計計    96969696クラブクラブクラブクラブ    3,3,3,3,362362362362名名名名    

 ◆会 議 

□総会（平成26年5月16日：石巻グランドホテル） 

□正副会長会（5回）・理事会（2回）・移動理事会（1回） 

  □保健体育部会・企画研修部会・女性部会・東日本大震災救援拠金配分委 

員会、東日本大震災記念事業実行委員会、兵庫県老連・京都府老連交流会

実行委員会、若手委員会設立準備委員会等の開催 

 

 

 



 ２４ 

 ◆事 業 

  □東北ブロック老人クラブリーダー研修会への参加 

（平成26年7月10日～11日：青森県） 

□宮城県女性リーダーセミナーへの参加 

   （平成26年8月28日：ホテル白萩） 県老連主催 

□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 

   （平成26年9月11日：東松島市） 県老連主催  

□石巻市老人クラブ連合会第8回シニアスポーツ大会  

   （平成26年9月19日：追波川河川公園） 市老連主催 

□石巻市老人クラブ連合会会員視察研修会 

（平成26年10月7日・21日：日本製紙石巻工場、石巻市魚市場）市老連主催 

  □東日本大震災記念碑地鎮祭 

   （平成26年10月20日：日和山公園東屋隣） 市老連主催 

□第43回全国老人クラブ大会 

   （平成26年11月13日～14日：大分県） 全老連主催 

□第19回宮城県シニアスポーツ大会への参加 

   （平成26年10月8日：栗原市） 県老連主催 

□第35回宮城県老人クラブ大会への参加 

   （平成26年11月20日：大崎市） 県老連主催 

□指導者研修会  

   （平成27年2月27日：ビッグバン）市老連主催 

                

            ※各支部においても、会議・各種事業を実施 

    

（３）石巻・女川地区遺族会連絡会（３）石巻・女川地区遺族会連絡会（３）石巻・女川地区遺族会連絡会（３）石巻・女川地区遺族会連絡会    

 ◆構 成 

地  区 会 員 数 

石  巻 332名 

河  北 292名 

雄  勝 118名 

河  南 295名 

桃  生 235名 

北  上 121名 

牡  鹿 90名 

合合合合        計計計計    1,4831,4831,4831,483名名名名    

 

 

 

 

 



 ２５ 

 ◆会 議 

  □石巻・女川地区遺族会連絡会役員会 

 ◆事 業 

□各遺族会間の連絡調整 

□靖国神社参拝事業 

□会員研修会 

            ※各遺族会においても、会議・各種事業を実施    

    

（４（４（４（４）石巻市身体障害者福祉協会）石巻市身体障害者福祉協会）石巻市身体障害者福祉協会）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 111名 

雄  勝 20名 

河  南 178名 

桃  生 59名 

北  上 46名 

牡  鹿 35名 

合合合合        計計計計    479479479479名名名名    

◆会 議 

  □総会（平成26年6月12日：ビッグバン） 

  □正副会長会議（2回）  

□理事会（3回） 

 ◆事業関係 

  □石巻市役所（5階）への自動販売機設置 

  □市町村身体障害者福祉協会長・事務担当者会議 

   （平成26年4月25日：宮城県障害者福祉センター）県身障協会主催  

  □第28回宮城県身体障害者福祉大会  

   （平成26年6月28日：大崎市岩出山文化会館）県身障協会主催  

  □第60回宮城県社会福祉大会 

（平成26年11月5日：仙台サンプラザ）県社協主催 

□スポーツ大会（平成26年11月6日：河南遊楽館） 

  □研修会（平成26年12月11日：大崎市鳴子） 

  □市町村協会活性化会議 

（平成27年1月13日：南三陸町）県身障協会主催 

  □新年会並びにレクリエーション大会（平成27年2月2日：飛翔閣） 

 

  ※各支部においても、会議・各種事業を実施    

 



 ２６ 

（５（５（５（５）社会を明るくする運動石巻市推進委員会）社会を明るくする運動石巻市推進委員会）社会を明るくする運動石巻市推進委員会）社会を明るくする運動石巻市推進委員会 

 ◆会 議 

  □第64回社会を明るくする運動宮城県推進委員会 

   （平成26年5月13日：宮城県庁） 

  □第64回社会を明るくする運動第1回石巻市推進委員会 

(平成26年6月6日：ささえあい総括センター) 

 ◆事 業  

  □啓発事業 

・強調月間セレモニー（平成26年6月30日：石巻市役所） 

・ティッシュ配布 

（平成26年6月30日：石巻市役所前、平成26年8月1日：アイトピア通り等） 

   ・作文コンクール（各小中学校へ公募） 

   ・ラジオスポット放送 

    （平成26年6月30日～7月9日） 

□施設訪問活動 

（平成26年7月3日：青葉女子学園、平成26年9月5日：東北少年院、 

平成26年11月10日：さわらび学園）   

□後援事業 

 ・石日旗争奪少年野球大会 

（平成26年6月20日～平成26年7月9日：石巻市民球場） 

    

  ※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（６（６（６）雄勝母子寡婦福祉会）雄勝母子寡婦福祉会）雄勝母子寡婦福祉会）雄勝母子寡婦福祉会［会員数：19名］ 

 ◆会議等 

  □総会兼移動研修会（平成26年7月1日～2日：仙台市秋保） 

  □役員会（平成26年6月4日：上品の郷） 

◆事 業 

  □移動研修会（平成26年11月6日：松島） 

 

（７）（７）（７）（７）石巻市職親会石巻市職親会石巻市職親会石巻市職親会（牡鹿地区）［会員数：29名］ 

 ◆会議等 

  □総会(平成26年6月13日：清優館) 

□職子移動研修会（平成26年9月4日～5日：福島県いわき湯本・ハワイアンズ） 

    

    

    

    

    

    

    

    



 ２７ 

１１１１１１１１    ボランティアセンター事業ボランティアセンター事業ボランティアセンター事業ボランティアセンター事業    

【活動計画２【活動計画２【活動計画２【活動計画２    福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応体制体制体制体制づくりの推進】づくりの推進】づくりの推進】づくりの推進】    

【活動計画３【活動計画３【活動計画３【活動計画３    福祉教育・啓発事業の推進福祉教育・啓発事業の推進福祉教育・啓発事業の推進福祉教育・啓発事業の推進】】】】        

【活動計画【活動計画【活動計画【活動計画４４４４    ボランティア活動の推進】ボランティア活動の推進】ボランティア活動の推進】ボランティア活動の推進】    

【活動計画５【活動計画５【活動計画５【活動計画５    地域福祉推進活動者・福祉関係団体地域福祉推進活動者・福祉関係団体地域福祉推進活動者・福祉関係団体地域福祉推進活動者・福祉関係団体等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】    

    

（１）ボランティアセンター運営委員会開催（１）ボランティアセンター運営委員会開催（１）ボランティアセンター運営委員会開催（１）ボランティアセンター運営委員会開催    3333回回回回    

    開催開催開催開催日日日日    内内内内                容容容容    

第第第第1111回回回回    

平成26年 

  6月 5日 

【協議事項】 

・平成 26 年度事業スケジュールについて 

・平成 26 年度事業計画(案)について 

委員10名出席 

第第第第2222回回回回    

平成26年 

11月17日 

【報告事項】 

・平成 26 年度上半期事業について 

・平成 26 年度下半期事業について 

【協議事項】 

・石巻市内におけるボランティアの連携について 

                 委員 7 名出席 

第第第第3333回回回回    

平成27年 

  3月18日 

【報告事項】 

・平成 26 年度事業について 

【協議事項】 

・平成 27 年度事業計画(案)について 

・ボランティア保険助成について 

・石巻市内におけるボランティアの連携について 

委員 12 名出席 

※支所ボランティアセンター運営※支所ボランティアセンター運営※支所ボランティアセンター運営※支所ボランティアセンター運営委員会委員会委員会委員会についてはについてはについてはについては、雄勝支所、雄勝支所、雄勝支所、雄勝支所1111回、回、回、回、河南河南河南河南    

支所支所支所支所2222回回回回、北上、北上、北上、北上支所支所支所支所2222回回回回開催開催開催開催、、、、牡鹿支所牡鹿支所牡鹿支所牡鹿支所1111回開催回開催回開催回開催    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 ２８ 

（２（２（２（２））））ボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンター運営運営運営運営事業事業事業事業    

◆◆◆◆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）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）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）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）    

各支所で随時対応各支所で随時対応各支所で随時対応各支所で随時対応    

   □ボランティア数 

    石巻石巻石巻石巻    河北河北河北河北    雄勝雄勝雄勝雄勝    河南河南河南河南    桃生桃生桃生桃生    北上北上北上北上    牡鹿牡鹿牡鹿牡鹿    計計計計    

個個個個    人人人人    0名 1名 0名 1名 0名 2名 0名 4名 

グループグループグループグループ    

（人数）（人数）（人数）（人数）    

49団体 

(1,753名) 

18団体 

(360名) 

1団体 

(20名) 

7団体 

(173名) 

8団体 

(244名) 

7団体 

(84名) 

3団体 

(48名) 

93団体 

(2,682名) 

合計人数合計人数合計人数合計人数    1,7531,7531,7531,753名名名名    361361361361名名名名 20202020名名名名    174174174174名名名名    244244244244名名名名    86868686名名名名    48484848名名名名    2,6862,6862,6862,686名名名名    

    

◆◆◆◆ボランティア学習会ボランティア学習会ボランティア学習会ボランティア学習会開催開催開催開催    

    ・・・・開 催 日：平成27年3月18日 

 ・会  場：ささえあい総括センター 

 ・参加団体：19団体 参加人数 31名 

◆◆◆◆ボランティア講座・講習会ボランティア講座・講習会ボランティア講座・講習会ボランティア講座・講習会開催開催開催開催(11(11(11(11回回回回))))    

 □マジック講座                参加者 28名 

 □ちょいボラ講座(学生対象)         参加者 11名 

 □コミュニケーション麻雀講習会(２回)  延べ参加者 28名 

 □地域サロン講習会(２回)         延べ参加者107名 

 □ラッピング講座               参加者 4名 

 □災害ボランティア講座(２回)       延べ参加者 40名 

 □地域の担い手育成研修会(２回)      延べ参加者103名    

◆◆◆◆ボランティアセンター登録ボランティア説明会ボランティアセンター登録ボランティア説明会ボランティアセンター登録ボランティア説明会ボランティアセンター登録ボランティア説明会開催開催開催開催    

□河南2回 

    

    

    

    

    

    

    



 ２９ 

（３（３（３（３））））ボランティア活動ボランティア活動ボランティア活動ボランティア活動事業事業事業事業 

支所支所支所支所    行 事 等 

参加 

人数 

開催期日・場所 内    容 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

本所本所本所本所    

・・・・    

石巻石巻石巻石巻    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

大 垣 市 職 員 労 働

組合連合会 

10名 

平成26年6月21日 

～22日 

はまぐり堂 

被災地支援 

ツ ク イ 大 街 道 グ

ループホーム 

4名 

平成26年6月21日 

～22日 

ツクイ大街道グル

ープホーム 

芸能協力 

東 日 本 大 震 災 復

興 チ ャ リ テ ィ ー

イ ベ ン ト 元 気 祭

り2014 

3名 

平成26年7月23日 

総合体育館 

運営ボランティア 

｢24時間テレビ｣ 

ボ ラ ン テ ィ ア 打

合せ会 

25名 

平成26年8月19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 

グ ル ー プ ホ ー ム

愛の家 

4名 

平成26年8月23日 

グループホーム愛

の家 

芸能協力 

｢24時間テレビ｣ 

ボ ラ ン テ ィ ア 派

遣 

36名 

平成26年8月31日 

上品の郷、イオン

ショッピングセン

ター、イオンスー

パセンター石巻東

店 

24時間テレビチャリテ

ィ募金活動 

グ ル ー プ ホ ー ム

愛慈 

2名 

平成26年9月11日 

グループホーム 

愛慈 

芸能協力 

羽 黒 町 町 内 会 敬

老会 

2名 

平成26年10月12日 

羽黒会館 

芸能協力 

ぱ ん ぷ き ん 大 街

道デイサービス 

3名 

平成26年11月16日 

ぱんぷきん大街道

デイサービス 

指導ボランティア協力 



 ３０ 

    

    

    

    

    

    

    

    

本所本所本所本所    

・・・・    

石石石石巻巻巻巻    

いのちの輝き展 12名 

平成26年11月25日 

～30日 

イオン石巻ショッ

ピングセンター 

展示作品見守りボラン

ティア協力 

ボランティアサロン

「新舞踊」 

延べ 

372名 

平成26年4月 

～平成27年3月 

月2回 24回開催 

中央公民館・寿楽

荘 

日本舞踊 

ボランティアサロン 

「花あそび」 

延べ 

36名 

平成26年4月 

～平成27年3月 

月1回 12回開催 

社福協ビル 

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 

60名 

平成26年4月 

～平成27年3月 

月1回 12回開催 

社福協ビル 

読み聞かせ 

河北河北河北河北    

河北老人スポーツ

大会ボランティア

派遣 

12名 

平成26年7月17日 

ビッグバン 

大会運営補助 (競技補

助･物品撤去等) 

手づくり絵本講座 9名 

平成26年7月29日 

平成26年8月5日 

ビッグバン 

小学校4年生を対象とし

た講座（絵本づくりの体

験を通し、本に対し、よ

り親しみを深め、読み聞

かせのボランティア活

動について学習） 

特 養 ホ ー ム 仁 風

園 夏 祭 り ボ ラ ン

ティア派遣 

16名 

平成26年8月8日 

仁風園 

模擬店協力 

デ イ サ ー ビ ス セ

ン タ ー へ の ボ ラ

ンティア派遣 

31名 

平成27年1月21日 

平成27年1月22日 

平成27年1月23日 

大森デイサービス

センター 

芸能協力 

雄勝雄勝雄勝雄勝    チャレンジ会 

延べ 

90名 

毎月１回 

雄心苑 

施設ボランティア（ウエ

ス裁断、洗濯物畳み等） 



 ３１ 

河南河南河南河南    

ボ ラ ン テ ィ ア 団

体連絡会（7団体） 

8名 

平成26年4月16日 

河南老人福祉セン

ター 

情報交換(ボランティア

センター登録、ボランテ

ィア保険についてやボ

ランティア団体活動助

成等) 

サ ロ ン 実 践 団 体

連絡会（7団体） 

11名 

ボ ラ ン テ ィ ア 団

体料理講習会 

46名 

平成26年11月13日 

遊楽館 

講習会の開催 (会員講

師) 

サ ロ ン 活 動 団 体

交流会（16団体） 

32名 

平成27年3月26日 

遊楽館 

情報交換・研修会 

北上北上北上北上    

生 き が い デ イ サ

ー ビ ス 交 流 会 ボ

ランティア派遣 

延べ 

48名 

平成26年6月12日 

～10月9日 

４回 

北上高齢者福祉セ

ンター「はまぎく」 

ダンベル健康体操等 

配 食 サ ー ビ ス 事

業 へ の ボ ラ ン テ

ィア派遣 

延べ 

149名 

毎月１回 

北上保健センター

「ひまわり」 

お弁当作り協力 

絵 本 読 み 聞 か せ

ボ ラ ン テ ィ ア 講

座 

7名 

平成26年12月10日 

北上保健センター

「ひまわり」 

体験学習（絵本を通して

子どもの感動や想像力

を育む活動を体感・学

習） 

5名 

平成26年12月15日 

北上子育て支援セ

ンター 

牡鹿牡鹿牡鹿牡鹿    

ボ ラ ン テ ィ ア 養

成講座 

17名 

平成26年5月26日 

清優館 

講話（絵てがみを通じた

ボランティア活動するた

めに 講師：松原律子氏） 

ボ ラ ン テ ィ ア 団

体交流研修会 

35名 

平成26年7月2日 

清優館 

情報交換会（女川原子力

発電所視察及びミニバラ 

の寄せ植え教室へ参加） 



 ３２ 

（（（（４４４４））））ボランティアボランティアボランティアボランティア団体育成・支援団体育成・支援団体育成・支援団体育成・支援事業事業事業事業    

◆◆◆◆石巻市ボランティア連絡協議会の運営支援と協働石巻市ボランティア連絡協議会の運営支援と協働石巻市ボランティア連絡協議会の運営支援と協働石巻市ボランティア連絡協議会の運営支援と協働    

会議・行事等名称会議・行事等名称会議・行事等名称会議・行事等名称    内内内内    容容容容    

総会 

開催日：平成26年5月30日 

場 所：向陽地区コミュニティセンター 

役員会 1回 

福祉まつり 

開催日：平成26年9月28日 

場 所：石巻駅前にぎわい交流広場 

※実行委員会5回 

    

◆◆◆◆ボランティア団体の事務取扱ボランティア団体の事務取扱ボランティア団体の事務取扱ボランティア団体の事務取扱    

支支支支    所所所所    団体名団体名団体名団体名    会議・行事等内容会議・行事等内容会議・行事等内容会議・行事等内容    

河河河河    北北北北    

 

河北ボランティア友の会 

 

河北ボランティア友の会総会 

開催日：平成26年6月4日 

場 所：ビッグバン 

交流研修会 

  開催日：平成27年3月6日 

場 所：髙大 

会報誌「さくら草」発行 

（年1回発行）編集委員会2回 

役員会2回 

河河河河    南南南南    河南ボランティア友の会 

料理講習会 

開催日：平成26年11月13日 

場 所：遊楽館 

地区懇談会 

開催日：平成27年2月12日～24日 

場 所：支所内6ヶ所 

河南ボランティア友の会総会 

開催日：平成27年3月17日 

場 所：遊楽館 

役員会3回 

    

    

    

    



 ３３ 

（５（５（５（５））））他機関事業への協力他機関事業への協力他機関事業への協力他機関事業への協力    

支所支所支所支所    行行行行        事事事事        名名名名    開催日開催日開催日開催日    場場場場    所所所所    

本所本所本所本所    

・・・・    

石巻石巻石巻石巻    

ベビスマ子育てフェスタ

２０１４ 

平成26年6月14日 

東松島市コミュニティセ

ンター       職員派遣 

日本レクリエーション協

会インストラクター養成

研修会 

平成26年8月9日 

   ～10月18日

(全７コース) 

ささえあい総括センター 

ママと赤ちゃんの復興まち

づくりｉｎ石巻    

平成26年10月24日    

向陽地区コミュニティセ

ンター       職員派遣 

遊びを通した子どもの育ち

を考えよう    

平成27年3月22日    ささえあい総括センター 

河北河北河北河北    

吉野･岩崎地区さくら会

サロン 

平成26年12月16日 

大吉野福祉センター 

職員2名派遣 

平成27年3月17日 

大吉野福祉センター 

職員2名派遣 

河南河南河南河南    

子育て支援団体連絡会 平成26年4月23日 

河南子育て支援センター

「パプラ」  職員1名派遣 

スクエア親子バス遠足 平成26年6月17日 

登米市米山町平筒沼 

職員1名派遣 

スクエア親子大運動会 平成26年9月28日 

河南子育て支援センター 

「パプラ」  職員2名出席 

子育て支援センタークリス

マス会 

平成26年 

12月10・12・17日 

河南子育て支援センター 

「パプラ」職員1名出席 

桃生桃生桃生桃生 たなばた会 平成26年7月29日 

子育て支援サークル 

「どんぐりの会」 

事業助成・協賛 

 

 

 

 

 



 ３４ 

（６（６（６（６）ボランティア保険加入推進）ボランティア保険加入推進）ボランティア保険加入推進）ボランティア保険加入推進事業事業事業事業    

◆助成額：1人あたり200円 

□□□□ボランボランボランボランティア保険の加入状況ティア保険の加入状況ティア保険の加入状況ティア保険の加入状況    

支支支支    所所所所    加入件数加入件数加入件数加入件数    人人人人    数数数数    助成件数助成件数助成件数助成件数    人人人人    数数数数    行事保険行事保険行事保険行事保険    人人人人    数数数数    

石石石石    巻巻巻巻    141件 2,206名 41件 757名 44件 12,158名 

河河河河    北北北北    10件 154名 7件 133名 8件 1,356名 

雄雄雄雄    勝勝勝勝    3件 31名 1件 20名 0件 0名 

河河河河    南南南南    14件 419名 11件 208名 43件 2,562名 

桃桃桃桃    生生生生    18件 133名 5件 107名 5件 511名 

北北北北    上上上上    11件 297名 6件 66名 5件 231名 

牡牡牡牡    鹿鹿鹿鹿    8件 263名 3件 39名 2件 135名 

合合合合    計計計計    205205205205件件件件    3,5033,5033,5033,503名名名名    74747474件件件件    1,3301,3301,3301,330名名名名    107107107107件件件件    16,95316,95316,95316,953名名名名    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 ３５ 

１２１２１２１２    福祉団体等福祉団体等福祉団体等福祉団体等へのへのへのへの助成事業助成事業助成事業助成事業    

【活動計画４【活動計画４【活動計画４【活動計画４    ボランティア活動の推進】ボランティア活動の推進】ボランティア活動の推進】ボランティア活動の推進】    

【活動計画５【活動計画５【活動計画５【活動計画５    地域福祉推進活動者・福祉関係団体地域福祉推進活動者・福祉関係団体地域福祉推進活動者・福祉関係団体地域福祉推進活動者・福祉関係団体等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】    

    

◆石巻支所 

石巻市ボランティア連絡協議会 石巻身体障害者「歩む会」 

◆河北支所 

きんつば茶和会 二俣舞踊愛好会 

河北ボランティア友の会 中野・牧野巣ミニデイサービス会 

読み聞かせ「おかあさん」 ひだまりの会（読み聞かせ） 

吉野岩崎さくら会（自主ミニデイグループ） 川の上ふれあい会（自主ミニデイグループ） 

中島老人２０日会（自主ミニデイグループ） 仲町ふれあい会（自主ミニデイグループ） 

◆雄勝支所 

チャレンジ会 

◆河南支所 

河南地区ボランティア友の会 朗読ボランティアグループまいまい 

石巻アマチュアマジック協会 河南点字サークルぽけっと 

大正琴ボランティア 河南楽らくニギニギ隊 

河南音楽愛好会 お話びっくり箱 

黒沢もみじ会 

（前谷地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） 

ひざよせ会（広渕地区自主ミニデイグループ） お茶っこの会（和渕地区自主ミニデイグループ） 

うきうき苦楽歩（須江地区自主ミニデイグループ） あすなろくらぶ（和渕地区自主ミニデイグループ） 

よつや粋生クラブ（鹿又地区自主ミニデイグループ） 

根方脳イキイキかがやき教室 

（前谷地地区自主ミニデイグループ） 

和渕子育てサークルひまわり 吾子の会（子育てサークル） 

みのりっこ（子育てサークル） 鹿又カントリーキッズ（子育てサークル） 

げんキッズ（子育てサークル） どんぐり（子育てサークル） 

河南子育て支援ネットワークスクエア ｍａｍａリフ（子育てサークル） 

◆桃生支所 

読み聞かせの会「お月とお星の会」 石巻市桃生パークゴルフ協会 

子育て支援サークル「どんぐりの会」 ピーチダンベルクラブ 

リラックママ（子育てサークル） チップとディル（子育てサークル） 

ハッピーママ（子育てサークル）  

◆北上支所 

北上ボランティア友の会 石巻市身体障害者福祉協会北上支部 

北上ひまわりダンベル 北上遺族会 

◆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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１３１３１３１３    生活生活生活生活相談事業相談事業相談事業相談事業    

【活動計画２【活動計画２【活動計画２【活動計画２    福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応体体体体制制制制づくりの推進】づくりの推進】づくりの推進】づくりの推進】    

【活動計画６【活動計画６【活動計画６【活動計画６    地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応推進】    

    

◆◆◆◆生活相談事業における相談実績生活相談事業における相談実績生活相談事業における相談実績生活相談事業における相談実績    

    年年年年    度度度度    取扱件数取扱件数取扱件数取扱件数    

処処処処    理理理理    状状状状    況況況況    

解解解解    決決決決    他機関へ紹介他機関へ紹介他機関へ紹介他機関へ紹介    再来再来再来再来((((再掲再掲再掲再掲))))    

全市全市全市全市    

26262626年度年度年度年度    369369369369件件件件    136136136136件件件件    232232232232件件件件    1111件件件件    

25年度 444件 141件 286件 17件 

    

１４１４１４１４    無利子または低利の資金貸付事業無利子または低利の資金貸付事業無利子または低利の資金貸付事業無利子または低利の資金貸付事業    

            【活動計画２【活動計画２【活動計画２【活動計画２    福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応体制体制体制体制づくりの推進づくりの推進づくりの推進づくりの推進】】】】    

    

（１）（１）（１）（１）無利子の資金貸付事業無利子の資金貸付事業無利子の資金貸付事業無利子の資金貸付事業    

①生活安定資金①生活安定資金①生活安定資金①生活安定資金    

    貸付件数貸付件数貸付件数貸付件数    26262626年度貸付金額年度貸付金額年度貸付金額年度貸付金額    原原原原        資資資資    償還指導件数償還指導件数償還指導件数償還指導件数    

全全全全    市市市市    0000件件件件            0000円円円円    13,441,00013,441,00013,441,00013,441,000円円円円 38383838件件件件 

②一時援護資金②一時援護資金②一時援護資金②一時援護資金    

    貸付件数貸付件数貸付件数貸付件数    26262626年度年度年度年度累計貸付金額累計貸付金額累計貸付金額累計貸付金額    原原原原        資資資資    

全全全全    市市市市    31313131件件件件    910,000910,000910,000910,000円円円円    1,300,0001,300,0001,300,0001,300,000円円円円    

    

（２）（２）（２）（２）低利の資金低利の資金低利の資金低利の資金貸付事業貸付事業貸付事業貸付事業［宮城県社協が貸付主体・金利3％以内］ 

①生活福祉資金①生活福祉資金①生活福祉資金①生活福祉資金 

支支支支    所所所所    

平成平成平成平成26262626年度年度年度年度    

新規貸付件数新規貸付件数新規貸付件数新規貸付件数    

償還指導件数償還指導件数償還指導件数償還指導件数    

平成平成平成平成27272727年年年年3333月月月月31313131日日日日現在現在現在現在    

石石石石    巻巻巻巻    1件 100,000 円 63636363件件件件    

河河河河    北北北北    0件 0 円 8888件件件件    

雄雄雄雄    勝勝勝勝    0件 0 円 4444件件件件    

河河河河    南南南南    0件 0 円 13131313件件件件    

桃桃桃桃    生生生生    0件 0 円 4444件件件件    

北北北北    上上上上    0件 0 円 0000件件件件    

牡牡牡牡    鹿鹿鹿鹿    0件 0 円 2222件件件件    

合合合合    計計計計    1111件件件件    100,000100,000100,000100,000 円円円円    94949494件件件件    

 

②②②②特例緊急小口資金償還指導件数特例緊急小口資金償還指導件数特例緊急小口資金償還指導件数特例緊急小口資金償還指導件数    1,9741,9741,9741,974件件件件（（（（4,6724,6724,6724,672件貸付）件貸付）件貸付）件貸付）    
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③③③③生活復興支援資金生活復興支援資金生活復興支援資金生活復興支援資金    

 

 

平成26年度 

新規貸付件数 

貸付金額 

一時生活支援費 1件 180,000円 

   生 

   活 

   再 

   建        

費  

転居 0件 0円 

家具什器 0件 0円 

車両 0件 0円 

住宅補修費 0件 0円 

合合合合        計計計計    1111件件件件    180,000180,000180,000180,000円円円円    

 

１５１５１５１５    在宅福祉活動事業在宅福祉活動事業在宅福祉活動事業在宅福祉活動事業    

            【活動計画２【活動計画２【活動計画２【活動計画２    福祉課題の早期発福祉課題の早期発福祉課題の早期発福祉課題の早期発見・早期対応見・早期対応見・早期対応見・早期対応体制体制体制体制づくりの推進づくりの推進づくりの推進づくりの推進】】】】    

    

（１）在宅重度心身障害（１）在宅重度心身障害（１）在宅重度心身障害（１）在宅重度心身障害者者者者((((児児児児))))・ねたきり高齢者・ねたきり高齢者・ねたきり高齢者・ねたきり高齢者等への紙おむつ購入助成事業等への紙おむつ購入助成事業等への紙おむつ購入助成事業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） 

支支支支    所所所所    対象者数対象者数対象者数対象者数    助成額助成額助成額助成額    

石石石石    巻巻巻巻    214名 1,180,500円 

河河河河    北北北北    39名 200,500円 

雄雄雄雄    勝勝勝勝    7名 40,000円 

河河河河    南南南南    50名 279,000円 

桃桃桃桃    生生生生    23名 123,500円 

北北北北    上上上上    14名 71,000円 

牡牡牡牡    鹿鹿鹿鹿     4名 24,000円 

合合合合    計計計計    351351351351名名名名    1,918,5001,918,5001,918,5001,918,500円円円円    

(25年度)    335名 1,699,500円 
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（２）福祉用具貸出事業（２）福祉用具貸出事業（２）福祉用具貸出事業（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26年度実費内訳：電動式ベッド 5,500円 

                    手動ベッド  4,500円 

                  車椅子    4,000円 

支支支支    所所所所    

貸出中貸出中貸出中貸出中    在在在在    庫庫庫庫    保有台数保有台数保有台数保有台数    

介護用ベッド介護用ベッド介護用ベッド介護用ベッド    車椅子車椅子車椅子車椅子    介護用ベッド介護用ベッド介護用ベッド介護用ベッド    車椅子車椅子車椅子車椅子    介護用ベッド介護用ベッド介護用ベッド介護用ベッド    車椅子車椅子車椅子車椅子    

石石石石    巻巻巻巻    154台 158台 16台 13台 170台 171台 

河河河河    北北北北    75台 40台 12台 26台 87台 66台 

雄雄雄雄    勝勝勝勝    5台 0台 0台 2台 5台 2台 

河河河河    南南南南    55台 24台 10台 16台 65台 40台 

桃桃桃桃    生生生生    39台 35台 13台 8台 52台 43台 

北北北北    上上上上    9台 2台 14台 2台 23台 4台 

牡牡牡牡    鹿鹿鹿鹿    6台 1台 0台 17台 6台 18台 

合合合合    計計計計    343343343343台台台台    260260260260台台台台    65656565台台台台    84848484台台台台    408408408408台台台台    344344344344台台台台    

(25年度) 363台 263台 48台 79台 411台 342台 

    

（３）在宅高齢者等移動支援事業（３）在宅高齢者等移動支援事業（３）在宅高齢者等移動支援事業（３）在宅高齢者等移動支援事業    

        ◆河北支所◆河北支所◆河北支所◆河北支所    

□リフト付ワゴン車（すまいる）の貸出□リフト付ワゴン車（すまいる）の貸出□リフト付ワゴン車（すまいる）の貸出□リフト付ワゴン車（すまいる）の貸出 

・利用延べ回数：39回（平成25年度 27回） 

・対象者：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 

 

□□□□車椅子仕様車椅子仕様車椅子仕様車椅子仕様軽自動車（すまいるミニ）の貸出軽自動車（すまいるミニ）の貸出軽自動車（すまいるミニ）の貸出軽自動車（すまいるミニ）の貸出    

・利用延べ回数：24回（平成25年度 33回） 

・対象者：在宅において移動が困難な高齢者や障害者 
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１６１６１６１６    日常生活自立支援事業（まもりーぶ事業）日常生活自立支援事業（まもりーぶ事業）日常生活自立支援事業（まもりーぶ事業）日常生活自立支援事業（まもりーぶ事業）    

            【活動計画２【活動計画２【活動計画２【活動計画２    福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応体制体制体制体制づくりの推進】づくりの推進】づくりの推進】づくりの推進】    

            

◆◆◆◆契約利用契約利用契約利用契約利用状況状況状況状況    

支支支支    所所所所    

実利用件数実利用件数実利用件数実利用件数    生活生活生活生活    

支援員数支援員数支援員数支援員数    認知 知的 精神 他 計計計計    

石石石石    巻巻巻巻    4件 9件 16件 11件 40件 7777名名名名    

河河河河    北北北北    0件 0件 1件 0件 1件 0000名名名名    

雄雄雄雄    勝勝勝勝    0件 0件 0件 0件 0件 0000名名名名    

河河河河    南南南南    2件 2件 0件 0件 4件 2222名名名名    

桃桃桃桃    生生生生    2件 2件 1件 1件 6件 2222名名名名    

北北北北    上上上上    0件 1件 0件 0件 1件 1111名名名名    

牡牡牡牡    鹿鹿鹿鹿    0件 2件 0件 0件 2件 1111名名名名    

合合合合    計計計計    8888件件件件    16161616件件件件    18181818件件件件    12121212件件件件    54545454件件件件    13131313名名名名    

  ※東松島市5名、女川町4名の実利用あり 
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１７１７１７１７    地域包括支援センター受託運営事業地域包括支援センター受託運営事業地域包括支援センター受託運営事業地域包括支援センター受託運営事業    

【活動計画２【活動計画２【活動計画２【活動計画２    福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応福祉課題の早期発見・早期対応体制体制体制体制づくりの推進】づくりの推進】づくりの推進】づくりの推進】    

【活動計画５【活動計画５【活動計画５【活動計画５    地域福祉推進活動者・福祉関係団体地域福祉推進活動者・福祉関係団体地域福祉推進活動者・福祉関係団体地域福祉推進活動者・福祉関係団体等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】    

【活動計画６【活動計画６【活動計画６【活動計画６    地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応の推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応の推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応の推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応の推進】                

【活動計画９【活動計画９【活動計画９【活動計画９    介護保険事業の推進】介護保険事業の推進】介護保険事業の推進】介護保険事業の推進】    

    

（１）石巻市渡波地域包括支援センター（１）石巻市渡波地域包括支援センター（１）石巻市渡波地域包括支援センター（１）石巻市渡波地域包括支援センター    

   ◆湊・渡波・牡鹿地域包括支援センター合同会議開催……………… 6回 

   ◆湊・渡波・荻浜・牡鹿地区圏域包括ケア会議開催………………… 1回 

   ◆石巻市包括ケア会議…………………………………………………… 2回 

   ◆看護師職打合せ会……………………………………………………  11回 

   ◆社会福祉士打合せ会…………………………………………………… 6回 

   ◆主任ケアマネジャー打合せ会………………………………………… 7回 

   ◆圏域ケアマネジャー情報交換会……………………………………… 1回 

   ◆認知症サポーター養成講座…………………………………………… 2回 

   ◆認知症講座……………………………………………………………… 2回 

   ◆あいわ吉眺福祉会㈱グループホーム運営推進会議参加…………… 4回 

   ◆グループホーム希慈運営推進会議参加……………………………… 4回 

◆渡波地区仮設住宅エリアミーティング参加………………………  12回 

◆荻浜地区仮設住宅エリアミーティング参加………………………  12回 

◆渡波地区民生委員児童委員協議会定例会参加……………………  10回 

◆荻浜地区民生委員児童委員協議会定例会参加……………………   9回 

   ◆健康教室（自主団体支援活動）参加………………………………  13回 

◆アルコール関連問題支援者研修会参加……………………………… 5回 

   ◆各種会議・研修会等参加 

（心のケアミーティング、成年後見制度活用講座、メンタルヘルス講 

演会、仙台地方検察庁意見交換会、地域包括ケアシステム構築研修会、 

包括支援センター課題別検討会、認知症対応力向上研修会、多職種 

連携による情報交換会、権利擁護研修会、被災者従事者研修会等参加） 

   ◆地域介護予防教室（一次予防教室） 

     地域 12回                （延べ参加人数154名） 

   ◆地域介護予防教室（二次予防教室） 

     地域 19回                （延べ参加人数199名） 

   ◆実態把握件数（延べ）……………………………………………… 238件 



 ４１ 

◆相談業務（延べ相談件数）……………………………………… 1,481件 

    内訳 相談方法 電話743件 来所83件 訪問634件 その他21件 

       相談内容 介護保険関連   469件   住宅相談    14件 

            介護予防サービス 309件   生活相談   227件 

            地域支援サービス 102件   健康相談   167件 

            福祉サービス   13件   介護方法    56件 

            虐 待      12件   医療相談    52件 

            権利擁護      7件   その他     53件 

   ◆介護予防プラン作成者数（延べ）……………………………… 2,229名 

   ◆指定介護予防支援委託…………………  21事業所、対象者延べ 324名 

     ◆応急仮設住宅等入居者支援事業訪問件数……………… 100件（延べ件）    

 

（２）石巻市北上地域包括支援センター（２）石巻市北上地域包括支援センター（２）石巻市北上地域包括支援センター（２）石巻市北上地域包括支援センター    

   ◆石巻市包括ケア会議…………………………………………………… 3回 

   ◆看護師職打合せ会……………………………………………………… 9回 

   ◆社会福祉士打合せ会…………………………………………………… 5回 

   ◆主任ケアマネジャー打合せ会………………………………………… 7回 

   ◆河北・雄勝・北上合同圏域包括ケア会議…………………………… 2回 

   ◆三包括（河北・雄勝・北上）会議…………………………………… 6回 

   ◆地域ケア会議開催…………………………………………26年度実績なし 

   ◆グループホーム運営推進会議………………………………………… 5回 

   ◆心のケアミーティング参加…………………………………………… 1回 

   ◆北上エリアミーティング参加…………………………………………12回 

   ◆北上地区民生委員児童委員協議会定例会参加……………………… 9回 

   ◆ケアマネジャー情報交換会…………………………………………… 1回 

   ◆地域介護予防教室（一次予防）（延べ参加人員79名）……………12回 

   ◆介護予防フォローアップ教室（対象者16名）……………………… 8回 

   ◆運動器介護予防元気教室（対象者15名）……………………………10回 

   ◆リハビリテーション事業リハビリ支援相談会協力 

                  （延べ参加人員16名）…………… 2回 

   ◆介護予防教室自主グループ支援（延べ参加人員71名）…………… 8回 

   ◆石巻市ケアマネジャー情報交換会（包括主任ケアマネ担当）…… 1回 

   ◆主任介護支援専門員研修会（包括主任ケアマネ担当）…………… 1回 

   ◆多職種連携に関わる情報交換会（包括主任ケアマネ担当）……… 1回 

   ◆講演 

    いしのまき支援連絡会、石巻市社会福祉協議会エリア主任情報交換会 

    静岡県東伊豆町介護支援専門員等研修会 

    福祉系大学経営者協議会ソーシャルワーカーの“声”プロジェクト 

 

 



 ４２ 

   ◆災害ソーシャルワークの理論化と教材開発・教育方法の体系化に関する研究 

    日本社会福祉士養成校協会主催災害派遣福祉チーム(DWAT)人材養成基礎研修講義 … 1回 

    災害派遣福祉チーム(DWAT)研修検討会議…………………………… 4回 

   ◆「ソーシャルワーカーの“声”プロジェクトin宮城」協力……… 1回 

   ◆実態把握件数（延べ）…………………………………………………89件 

   ◆相談業務（延べ相談件数）………………………………………… 262件 

    内訳 相談方法 電話89件、来所14件、訪問135件、その他24件) 

       相談内容 介護保険関連     40件   住宅相談  5件 

            介護予防サービス関連 32件   生活相談  40件 

            地域支援サービス   53件   健康相談  29件 

            福祉サービス      3件   医療相談  10件 

            保健サービス      0件   介護方法  9件 

            虐待         16件   その他   19件 

            権利擁護        6件 

   ◆介護予防プラン作成者数（延べ）………………………………… 400名 

   ◆指定介護予防支援委託………………………………4事業所、対象者6名 

   ◆応急仮設住宅等入居者支援事業訪問件数………………16件（延べ34件） 

    

１８１８１８１８    介護保険関連事業介護保険関連事業介護保険関連事業介護保険関連事業    

【活動計画９【活動計画９【活動計画９【活動計画９    介護保険事業の推進介護保険事業の推進介護保険事業の推進介護保険事業の推進】】】】    

    

    

居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護    

支援支援支援支援    

通所介護通所介護通所介護通所介護    

ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー    

利用者数利用者数利用者数利用者数    

訪問入浴訪問入浴訪問入浴訪問入浴    

地域包括地域包括地域包括地域包括    

支援ｾﾝﾀｰ支援ｾﾝﾀｰ支援ｾﾝﾀｰ支援ｾﾝﾀｰ    

石石石石    巻巻巻巻    

(石巻) 1,158名 

(渡波) 1,153名 

7,254名 1,472名 ― 2,229名 

河河河河    北北北北    1,888名 ― 949名 420名 ― 

河河河河    南南南南    ― ― 379名 ― ― 

桃桃桃桃    生生生生    1,129名 ― ― ― ― 

北北北北    上上上上    828名 ―  ― 400名 

合合合合    計計計計    6,1566,1566,1566,156名名名名    7,2547,2547,2547,254名名名名    2,8002,8002,8002,800名名名名    420420420420名名名名    2,62,62,62,622229999名名名名    

(25年度)    5,948名 9,887名 3,073名 444名 2,442名 

 

 

 

 



 ４３ 

１９１９１９１９    障害者自立支援等事業障害者自立支援等事業障害者自立支援等事業障害者自立支援等事業    

                    【活動計画【活動計画【活動計画【活動計画10 10 10 10 障害者自立支援事業の推進】障害者自立支援事業の推進】障害者自立支援事業の推進】障害者自立支援事業の推進】    

    

    訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護    通所介護通所介護通所介護通所介護    訪問入浴訪問入浴訪問入浴訪問入浴    計計計計    

石石石石    巻巻巻巻    1,158名 ― ― 1,158名 

河河河河    北北北北    97名 ― 0名 97名 

河河河河    南南南南    137名 ― ― 137名 

合合合合    計計計計    1,3921,3921,3921,392名名名名    ――――    ―    1,3921,3921,3921,392名名名名    

(25年度) 1,000名 ― ― 1,000名 

※石巻市養育支援事業（訪問介護） 石巻 延べ32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就労継続支援Ｂ型事業所・障害者地域活動支援センター就労継続支援Ｂ型事業所・障害者地域活動支援センター就労継続支援Ｂ型事業所・障害者地域活動支援センター    

    

（１）みどり園（１）みどり園（１）みどり園（１）みどり園 

  利用者数 ◆指定就労継続支援Ｂ型事業  ：28名（男23名・女5名） 

 ◆障害者地域活動支援センター： 7名（男 6名・女1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 

（絵画、カラオケ、映画・ＤＶＤ鑑賞） 

◆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 

（お買い物体験、カレーライス調理、掃除） 

◆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 

（昼食会、秋まつり、研修旅行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ４４ 

（２）かしわホーム・はまなす・希望の里（２）かしわホーム・はまなす・希望の里（２）かしわホーム・はまなす・希望の里（２）かしわホーム・はまなす・希望の里 

利用者数 ◆指定就労継続支援Ｂ型事業  ： 21名（男8名・女13名） 

 ◆障害者地域活動支援センター： 6名（男2名・女4名） 

活動内容 ◆創作的活動（カレンダー製作、太巻き作り､畑作業） 

◆生産活動（ウエス加工､古銅線剥離､出張作業、老人福祉 

施設内清掃作業、ピン作業） 

◆社会適応訓練（調理実習、畑作業、映画鑑賞、買い物実 

習) 

◆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） 

◆社会交流（ボランティア交流会、水族館見学、カレーの 

日招待） 

◆生活指導（利用者個人面談、体重測定、職員会議（2回/ 

月）） 

 

 

■■■■基幹相談基幹相談基幹相談基幹相談支援事業所支援事業所支援事業所支援事業所    

石巻市・女川町基幹相談支援センターくるみ石巻市・女川町基幹相談支援センターくるみ石巻市・女川町基幹相談支援センターくるみ石巻市・女川町基幹相談支援センターくるみ    

相談支援事業実績 

   ・対象者：72名（身体18名、知的25名、精神24名、重心2名、障害児3名） 

   ・相談件数：1,499件 

（ 訪 問 355 件 、 来 所 49 件 、 同 行 45件 、 電 話 等 326 件 、       

支援会議44件、関係機関109件、地域支援571件） 

    ・訪問件数：355件 

（自宅62件、仮設住宅128件、民間賃貸54件、その他111件）  

   会議等開催回数：230回 

    ・行政・相談支援事業連携（92回） 

     ◆石巻市定例会………………………………………………………12回 

                ◆相談支援連絡会…………………………………………………… 2回 

       ◆企画（ミニ学習会、事例検討）…………………………………19回 

    ◆女川町民間賃貸住宅訪問報告…………………………………… 2回 

    ◆総合支所主催会議（河南・河北）………………………………22回 

    ◆エリアミーティング（開成・蛇田・住吉）……………………33回 

    ◆河北保健師ケース共有会議……………………………………… 1回 

    ◆石巻市障害福祉計画……………………………………………… 1回 

   ・他機関連携（34回） 

    ◆多職種連携会議……………………………………………………12回 

    ◆ダイレクトＢ会議………………………………………………… 5回 

    ◆児童計画…………………………………………………………… 1回 

    ◆宮城県自立支援協議会…………………………………………… 1回 

    ◆宮城県相談支援部会……………………………………………… 1回 

    ◆河北地区ケアマネ情報交換会…………………………………… 1回 



 ４５ 

    ◆石巻支援学校進路移行支援会議………………………………… 2回 

    ◆支援学校地域特別支援相談……………………………………… 8回 

    ◆就労支援会議……………………………………………………… 1回 

    ◆障害児通所支援事業所等連絡会議……………………………… 1回 

    ◆地域包括支援センター社会福祉士打ち合わせ………………… 1回 

   ・自立支援協議会関連（104回） 

    ◆自立支援協議会総会……………………………………………… 2回 

    ◆自立支援協議会打ち合わせ（石巻市）………………………… 4回 

    ◆正副部会長会議打ち合わせ……………………………………… 1回 

    ◆正副部会長会議…………………………………………………… 4回 

    ◆サービス提供部会………………………………………………… 5回 

    ◆サービス提供部会 部会員への説明……………………………12回 

    ◆サービス提供部会打ち合わせ…………………………………… 9回 

    ◆サービス提供部会なつワクチーム……………………………… 6回 

    ◆サービス提供部会なつワクイベント…………………………… 1回 

    ◆サービス提供部会 人材育成チーム…………………………… 5回 

    ◆サービス提供部会 見学体験会………………………………… 1回 

    ◆サービス提供部会 事業所交流会準備………………………… 1回 

    ◆サービス提供部会 事業所交流会……………………………… 1回 

    ◆相談支援部会……………………………………………………… 5回 

    ◆相談支援部会打ち合わせ………………………………………… 8回 

    ◆相談支援部会 地区民児協定例会周知活動…………………… 9回 

    ◆相談支援部会 居宅介護事業所への聞き取り調査……………20回 

    ◆計画相談プロジェクト会議……………………………………… 2回 

    ◆計画相談プロジェクト会議打ち合わせ………………………… 1回 

    ◆川越市自立支援協議会交流会…………………………………… 1回 

    ◆ライトイットアップブルー実行委員会（周知含む）………… 5回 

    ◆自立支援協議会事務局勉強会…………………………………… 1回 

  民間賃貸・仮設住宅訪問：49回 

   ・訪問地域：石巻市7件、女川町4件、東松島市1件、利府町1件、 

仙台市1件、大崎市4件 

    

■■■■特定相談支援事業所特定相談支援事業所特定相談支援事業所特定相談支援事業所    

            石巻市社協障害者相談支援事業所すまいる石巻市社協障害者相談支援事業所すまいる石巻市社協障害者相談支援事業所すまいる石巻市社協障害者相談支援事業所すまいる    

         サービス利用計画書作成 19件 

 

 

 

 

 

 



 ４６ 

２０２０２０２０    高齢者生きがいデイサービス受託運営事業高齢者生きがいデイサービス受託運営事業高齢者生きがいデイサービス受託運営事業高齢者生きがいデイサービス受託運営事業    

                【活動計画５【活動計画５【活動計画５【活動計画５    地域福祉推進活動者・福祉関係団地域福祉推進活動者・福祉関係団地域福祉推進活動者・福祉関係団地域福祉推進活動者・福祉関係団体体体体等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】等への支援及び協働事業の推進】        

                    【活動計画６【活動計画６【活動計画６【活動計画６    地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応の推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応の推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応の推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応の推進】    

 

◆地区別利用者状況◆地区別利用者状況◆地区別利用者状況◆地区別利用者状況    

    

平成平成平成平成26262626年度年度年度年度    

備備備備    考考考考    

男男男男    女女女女    計計計計    

石石石石    巻巻巻巻    79名 1,588名 1,667名 各地区集会所で実施 

河河河河    北北北北    79名 408名 487名 〃 

河河河河    南南南南    

1名 1,376名 1,377名 老人福祉ｾﾝﾀｰで実施 

22名 1,290名 1,312名 各地区集会所で実施 

北北北北    上上上上    212名 1,253名 1,465名 各地区集会所等で実施 

合合合合    計計計計    333393939393名名名名    5,9155,9155,9155,915名名名名    6,3086,3086,3086,308名名名名        

(25年度) 488名 6,643名 7,131名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ４７ 

２１２１２１２１    復興・災害支援ボランティア事業復興・災害支援ボランティア事業復興・災害支援ボランティア事業復興・災害支援ボランティア事業    

【活動計画７【活動計画７【活動計画７【活動計画７    災害時支援体制の整備の推進】災害時支援体制の整備の推進】災害時支援体制の整備の推進】災害時支援体制の整備の推進】    

【活動計画８【活動計画８【活動計画８【活動計画８    東日本大震災被災者支援と地域再生活動の推進】東日本大震災被災者支援と地域再生活動の推進】東日本大震災被災者支援と地域再生活動の推進】東日本大震災被災者支援と地域再生活動の推進】 

 

（１）災害ボランティアの育成（１）災害ボランティアの育成（１）災害ボランティアの育成（１）災害ボランティアの育成    

石巻市からの補助事業として災害ボランティアの育成事業を実施 

 

（２）他機関への講師派遣（２）他機関への講師派遣（２）他機関への講師派遣（２）他機関への講師派遣    

【主な派遣先】 

社会福祉協議会 

全国・宮城県・大崎市 

滋賀県・宍粟市・南アルプス市 

西東京市 

石巻市・厚木市 

 

 

（３）ボランティアの調整及び情報共有・支援（３）ボランティアの調整及び情報共有・支援（３）ボランティアの調整及び情報共有・支援（３）ボランティアの調整及び情報共有・支援    

  ◆◆◆◆県外団体・グループ等のイベント調整県外団体・グループ等のイベント調整県外団体・グループ等のイベント調整県外団体・グループ等のイベント調整    

コーディネート件数 

200 件 2,115 名 

 

◆◆◆◆いしのまき支援連絡会いしのまき支援連絡会いしのまき支援連絡会いしのまき支援連絡会 

ＮＧＯ・ＮＰＯ等が互いの情報を共有し、支援が必要な地域での活動を 

調整・連携 

□開催日：毎月第 2 木曜日 17：00～ 定例開催 

実施回 開催日 主な内容 

第 1 回 4 月 10 日 

地域包括ケアシステムについて   

説明：石巻市包括ケア推進室  

第 2 回 5 月 8 日 

復興支援事業の取り組みについて                 

説明：災害復興支援対策課 

第 3 回 6 月 12 日 

地域包括支援センターの役割及び現状について               

説明：北上地域包括支援センター 

第 4 回 7 月 10 日 

 団地情報から活用方法を考える（ワークショップ）                 

情報提供：災害復興支援対策課 

派遣先 回数 

社協関係 9 回 

行政関係 2 回 

福祉団体関係 2 回 

その他 6 回 

合計合計合計合計     19191919 回回回回    
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第 5 回 8 月 21 日 

地域づくりコーディネート事業について                     

趣旨説明：石巻市地域協働課  

事業決定団体から説明 

ピースボートＳＶ、コハク、ＢＩＧＵＰ石巻、石巻

仮設自治連、キャンナス東北、石巻スポーツ振興Ｓ

Ｃ、ＷＡＯ北上 

休止 9 月 11 日 集中豪雨災害のため 

第 6 回 10 月 9 日 

身近な相談者について（ワークショップ） 

進行：連絡会幹事 

第 7 回 11 月 13 日 復興公営住宅についての勉強会 情報提供：石巻市 

第 8 回 12 月 11 日 

地域支援に係る情報交換     

情報提供：災害復興支援対策課 

第 9 回 1 月 16 日 

地域づくりコーディネート事業の取り組みについて 

事業決定団体から説明 5 団体参加 

第 10 回 2 月 21 日 

支援団体等の交流会 

ボランティアセンター登録団体との交流 

第 11 回 3 月 12 日 

本年度の振返り及び新年度の取組みについて 

（ワークショップ） 

幹事会 

毎月実施 

第 4 月曜日 

18：00～ 

参加団体から有志参加を募り内容を協議 

主な参加団体：みらいサポート石巻、キャンナス東

北、日本医療社会福祉協会、石巻仮設住宅自治連合

推進会、ワタママスマイル、石巻市包括ケアセンタ

ー、社協（災害復興支援対策課、ボランティアセン

ター） 

    

◆◆◆◆住民支え合い活動への支援住民支え合い活動への支援住民支え合い活動への支援住民支え合い活動への支援    

□赤い羽根「住民支え合い活動助成事業」実績 

募集期間 決定件数 

第 13 次（ 4 月） 71 件 

第 14 次（ 5 月） 26 件 

第 15 次（ 6 月） 22 件 

第 16 次（ 7 月） 36 件 

第 17 次（ 8 月） 32 件 

第 18 次（ 9 月） 43 件 

第 19 次（10 月） 32 件 

第 20 次（11 月） 19 件 

第 21 次（12 月） 15 件 

第 22 次（ 1 月） 16 件 

合計合計合計合計    313131312222 件件件件    

※1 団体に付き 

 1 回 10 万円上限 

同団体からは 

年間 2 回応募可 
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２２２２２２２２    仮設住宅入居者等支援事業仮設住宅入居者等支援事業仮設住宅入居者等支援事業仮設住宅入居者等支援事業    

【活動計画６【活動計画６【活動計画６【活動計画６    地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応の推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応の推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応の推進】地域における交流を通じた孤立予防・孤立対応の推進】    

【活動計画７【活動計画７【活動計画７【活動計画７    災害時支援体制の整備の推進】災害時支援体制の整備の推進】災害時支援体制の整備の推進】災害時支援体制の整備の推進】    

        【活動計画８【活動計画８【活動計画８【活動計画８    東日本大震災被災者支援と地域再生活動の推進】東日本大震災被災者支援と地域再生活動の推進】東日本大震災被災者支援と地域再生活動の推進】東日本大震災被災者支援と地域再生活動の推進】 

 

石巻市からの受託概要石巻市からの受託概要石巻市からの受託概要石巻市からの受託概要     

平成 23 年 8 月 1 日～ 応急仮設住宅管理運営業務 

平成 23 年 9 月 1 日～ ささえあいセンター管理運営業務 

平成 24 年 10 月 17 日～ みなし仮設(民間賃貸住宅等)管理運営業務 

平成 26 年 4 月 1 日～ 復興公営住宅入居者支援業務 

  

（１）職員体制（１）職員体制（１）職員体制（１）職員体制    

     ◆拠点センター長（各支所長） 

エリア主任への助言・指導、エリアにおける勤怠管理 

◆エリア主任：14 名 

     地域生活支援員の報告整理、拠点センター長へ報告 

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：98 名 

 仮設住宅を巡回訪問、現状や安否情報をエリア主任に報告 

（セーフティネットの構築、コミュニティ活動への支援強化のため平成 

26 年度より訪問支援員から名称変更） 

 

（２）応急仮設住宅入居者への支援（２）応急仮設住宅入居者への支援（２）応急仮設住宅入居者への支援（２）応急仮設住宅入居者への支援  

市内を 10 エリアに分けて、エリア主任・地域生活支援員を配置 

活動対象  

◆エリア：市内全 10 エリア（大橋／開成／蛇田／万石／河北／雄勝／ 

河南／桃生／北上／牡鹿）※雄勝・北上はエリア主任兼務 

   ◆仮設住宅戸数 7,166 戸（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

   ◆仮設住宅入居戸数 5,681 戸（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

    ※仮設住宅戸数、入居戸数は市営向陽住宅 44 戸を含む。 

   ◆巡回対象 仮設住宅入居全世帯 

◆訪問対象 ア.世帯情報アンケートにより訪問を希望した世帯 

（自立・自活状況を考慮） 

イ. 保健師依頼の要援護者、各エリア判断で訪問対象にし

た世帯 

（独居高齢者、アルコール依存者、母子世帯等） 

 ※応急仮設住宅巡回訪問活動実績：表１のとおり 
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▼表１ 応急仮設住宅巡回訪問活動実績 

 



 ５１ 

（３）ささえあいセンター管理運営（３）ささえあいセンター管理運営（３）ささえあいセンター管理運営（３）ささえあいセンター管理運営    

◆ささえあい総括センター及び各拠点センターにおける事業総括 

◆会議開催 

①エリア主任会議 

・開催場所 ささえあい総括センター 

・開催回数 月 1 回 計 12 回 

・出席者  災害復興支援対策課職員/エリア主任/市職員（担当課 

      ・保健師等） 

       ②エリア主任情報交換会 

      ・開催場所 ささえあい総括センター 

・開催回数 月 1 回 計 12 回 

・出席者  災害復興支援対策課職員/エリア主任等 

◆研修会への参加 

    

（４）みなし仮設住宅（民間賃貸住宅等）入居者への支援（４）みなし仮設住宅（民間賃貸住宅等）入居者への支援（４）みなし仮設住宅（民間賃貸住宅等）入居者への支援（４）みなし仮設住宅（民間賃貸住宅等）入居者への支援     

活動対象 

◆地区：市内全地区 

（石巻／門脇／山下／住吉／稲井／蛇田／釜・大街道／湊／ 

渡波／荻浜／河北／雄勝／河南／桃生／北上／牡鹿） 

◆訪問対象 ア. 1 人または 2 人暮らしの高齢者世帯のうち、訪問を 

希望する世帯（自立・自活状況を考慮） 

イ. その他の事情のより、訪問を希望する世帯 

◆みなし仮設入居世帯数：3,824 世帯（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

  ◆訪問希望世帯数：167 世帯（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

※みなし仮設住宅訪問活動実績：表２のとおり 
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▼表２ みなし仮設住宅訪問活動実績 
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（５）復興公営住宅入居者への支援（５）復興公営住宅入居者への支援（５）復興公営住宅入居者への支援（５）復興公営住宅入居者への支援     

復興公営住宅及び近隣地域の実態把握、仮設住宅等からの移行支援 

◆市主催の復興公営住宅入居者説明会への参加 

◆初回訪問による実態把握 

◆入居者を対象とした懇談会の開催 

（平成 27 年 3 月 14 日：栄田復興公営住宅にて実施） 

◆集会所等を利用した交流事業等への協力 

活動対象 

◆地区：市内全地区（※平成 26 年度入居整備された住宅） 

◆復興公営住宅入居世帯数：354 世帯（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

※復興公営住宅活動実績：表３のとおり 
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▼表３ 復興公営住宅活動実績 
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◆地域福祉コーディネーター（ＣＳＣ）配置事業◆地域福祉コーディネーター（ＣＳＣ）配置事業◆地域福祉コーディネーター（ＣＳＣ）配置事業◆地域福祉コーディネーター（ＣＳＣ）配置事業     

    

地区民児協単位（16 地区）で 10 名配置 

旧市担当者は地域福祉課と兼務、旧町担当者は各支所と兼務     

 

【主な活動】 

◆仮設住宅入居者等への支援 

◆地域におけるコミュニティ支援 

◆市の保健師や他の専門機関職員及びＮＰＯ等支援団体との連携構築 

 ◆担当地域の民生委員児童委員との連携 

 ◆町内会・自治会との連絡調整 

 ◆市の包括ケアセンターと連携 

 ◆地区座談会出席（地域状況の把握） 

 ◆復興公営住宅と既存地域との交流事業へ参加 

【主な会議】 

 ◆朝夕の活動ミーティング（毎日１回） 

 ◆内部での活動ミーティング（毎週１回） 

 ◆地域内で行うエリアミーティング（毎月各１回） 

【その他】 

 ◆地域福祉フォーラムやまちづくり研修会へのパネラー出席 

 ◆ＮＨＫへの取材協力、活動が放送 

 ◆地域で開催されるサロン等へ側面支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ CSC 地区名 CSC 地区名 備  考 

Ａ １ 石巻、住吉、山下 ２ 稲井 

ＡからＥを

グループ化

し、互いが

正副担当 

Ｂ ３ 門脇、釜・大街道 ４ 蛇田 

Ｃ ５ 湊、渡波 ６ 荻浜、牡鹿 

Ｄ ７ 河北 ８ 雄勝、北上 

Ｅ ９ 河南 １０ 桃生 


