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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44444444回回回回    

平成27年 

5月19日 

・第53回、第54回理事会及び第40回評議員会提出案件につ 

いて 

第第第第45454545回回回回    

平成27年 

9月17日 

・第55回理事会及び第41回評議員会提出案件について 

第第第第46464646回回回回    

平成27年 

12月8日 

・第56回理事会及び第42回評議員会提出案件について 

第第第第47474747回回回回    

平成28年 

3月17日 

・第57回理事会及び第43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    5555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53535353回回回回    

平成27年 

5月26日 

【報告事項】 

・会長専決処分の報告承認について 

 （石巻市北上地域包括支援センター運営規程の一部改正） 

【審議事項】 

・平成 26 年度事業報告について 

・平成 26 年度一般会計決算報告について 

  （監査報告） 

・有形固定資産（建物）の処分について 

・平成 27 年度一般会計第 1 次資金収支補正予算（案）に 

ついて 

・顧問の委嘱について 

・評議員の選任について 

【その他】 

・第 2 次地域福祉活動計画の進捗状況について 

理事 13 名 監事 3 名出席 

第第第第54545454回回回回    

平成27年 

6月1日 

【審議事項】 

・会長及び副会長の互選について 

 （１）会長職務代理者の指名 

 （２）常務理事指名 

理事14名 監事3名出席 



 ２ 

第第第第55555555回回回回    

平成27年 

9月29日 

【審議事項】 

・表彰規程の一部改正（案）について 

・平成 27 年度一般会計第 2 次資金収支補正予算（案）に 

ついて 

【その他】 

・創立 10 周年記念式典並びに第 1 回社会福祉大会につい 

 て 

理事13名 監事3名出席 

第第第第56565656回回回回    

平成27年 

12月17日 

【報告事項】 

・職員の人事について 

【審議事項】 

・職員就業規程の一部改正（案）について 

・平成 27 年度一般会計第 3 次資金収支補正予算（案）に 

ついて 

【その他】 

・地域福祉コーディネーター（ＣＳＣ）の活動状況につい 

 て 

理事11名 監事3名出席 

第第第第57575757回回回回    

平成28年 

3月24日 

【報告事項】 

・会長専決処分の報告承認について 

（職員給与規程の一部改正） 

【審議事項】 

・平成 28 年度事業計画（案）について 

・平成 28 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 

・諸規程の一部改正（案）について 

・今後の社会福祉大会開催について 

・評議員の選任について 

・重要な職員の人事について 

理事15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40404040回回回回    

平成27年 

5月26日 

【審議事項】 

・平成 26 年度事業報告について 

・平成 26 年度一般会計決算報告について 

  （監査報告） 

・有形固定資産（建物）の処分について 

・平成 27 年度一般会計第 1 次資金収支補正予算（案）に 

ついて 

・役員の選任について 

【その他】 

・第 2 次地域福祉活動計画の進捗状況について 

評議員24名 理事2名 監事3名出出席 

第第第第41414141回回回回    

平成27年 

9月29日 

【審議事項】 

・平成 27 年度一般会計第 2 次資金収支補正予算（案）に 

ついて 

【その他】 

・創立 10 周年記念式典並びに第 1 回社会福祉大会につい 

 て 

評議員23名 理事2名出席 

第第第第42424242回回回回    

平成27年 

12月17日 

【報告事項】 

・職員の人事について 

【審議事項】 

・平成 27 年度一般会計第 3 次資金収支補正予算（案）に 

ついて 

【その他】 

・地域福祉コーディネーター（ＣＳＣ）の活動状況につい 

 て 

評議員25名 理事2名出席 

第第第第43434343回回回回    

平成28年 

3月24日 

【審議事項】 

・平成 28 年度事業計画（案）について 

・平成 28 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 

評議員22名 理事2名出席 

 

 

 

 



 ４ 

（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27年 

5月14日 

・平成 26 年度事業内容及び理事の業務執行、並びに一般 

会計、特別会計収支決算、貸借対照表及び財産目録の 

監査 

監事3名出席 

    

（５）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27年 

8月24日 

・平成 26 年度 寄付金の受領状況について 

・平成 26 年度 歳末たすけあい事業の配分について 

・平成 26 年度 寄付金の事業配分について 

委員8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27年 

7月8日 

・委員長並びに副委員長の選任について 

・平成 26 年度事業報告並びに収支決算報告について 

第第第第2222回回回回    

平成28年 

3月9日

・平成 28 年度事業計画（案）について 

・平成 28 年度当初予算（案）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27年 

 7月3日 

・平成 26 年度事業報告について 

・平成 26 年度収支決算報告について 

第第第第2222回回回回    

平成28年 

 3月1日 

・平成 28 年度事業計画（案）について 

・平成 28 年度当初予算（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27年 

6月22日 

・平成 26 年度雄勝支所事業報告及び決算報告について 

・平成 27 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28年 

3月18日 

・平成 28 年雄勝支所事業計画（案）について 

・平成 28 年雄勝支所予算（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27年 

6月18日 

・平成 26 年度河南支所事業報告・収支決算について 

・平成 27 年度河南支所事業計画・収支予算について 

・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28年 

1月26日 

・平成 27 年度河南支所事業経過報告について 

・平成 28 年度河南支所事業計画・収支予算(案)について 

・ボランティアセンター業務について 

・介護事業の今後のあり方について 

    

◆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27年 

 6月18日 

・委嘱状の交付 

・委員長並びに副委員長の互選 

・平成 26 年度桃生支所事業報告及び決算報告について 

・平成 27 年度桃生支所事業計画について 

・ボランティアセンターの業務について 

第２回第２回第２回第２回    

平成28年 

 1月22日 

・平成 27 年度桃生支所事業経過報告について 

・平成 28 年度桃生支所事業計画・事業収支予算（案） 

について 

・「地域みんなで考える支え合い研修会」開催について 

    

    

    

    

    

    

    

    



 ６ 

◆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27年 

7月23日 

・平成 26 年度事業報告・収支決算報告について 

・平成 27 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28年 

3月8日 

・平成 28 年度事業計画（案）について 

・平成 28 年度収支予算（案）について 

・寄付金配分委員会委員の推薦について 

・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27年 

 7月28日 

・委嘱状交付 

・平成 26 年度事業報告・収支決算報告について 

・牡鹿地域趣味の作品展について 

第第第第2222回回回回    

平成28年 

3月22日 

・平成 27 年度社協会費実績報告について 

・平成 27 年度共同募金実績報告について 

・平成 28 年度牡鹿支所事業計画（案）並びに予算（案） 

について 

・フードバンク事業について 

・共同募金事業おしか「夢公園」完成について 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 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27272727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26262626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 

27272727年度年度年度年度    19,98819,98819,98819,988    513513513513    11111111    20,51220,51220,51220,512    10,332,95010,332,95010,332,95010,332,950    

43,926 26年度 17,823 628 11 18,462 9,599,150 

河北河北河北河北    

44 

500円 

27272727年度年度年度年度    2,9172,9172,9172,917    45454545    88888888    3,0503,0503,0503,050    1,907,5001,907,5001,907,5001,907,500    

3,908 26年度 2,837 47 88 2,972 1,903,500 

雄勝雄勝雄勝雄勝    

15 

500円 

27272727年度年度年度年度    406406406406    0000    0000    406406406406    203,000203,000203,000203,000    

406 26年度 405   0 0 405 202,500 

河南河南河南河南    

36 

500円 

27272727年度年度年度年度    4,9854,9854,9854,985    5555    3333    4,9934,9934,9934,993    2,510,5002,510,5002,510,5002,510,500    

6,860 26年度 4,779 16 6 4,801 2,443,000 

桃生桃生桃生桃生    

25 

500円 

27272727年度年度年度年度    1,8941,8941,8941,894    75757575    79797979    2,0482,0482,0482,048    1,611,0001,611,0001,611,0001,611,000    

2,484 26年度 1,888 75 83 2,046 1,635,000 

北上北上北上北上    

24 

500円 

27272727年度年度年度年度    661661661661    0000    0000    661661661661    330,500330,500330,500330,500    

1,001 26年度 698 0 0 698 349,000 

牡鹿牡鹿牡鹿牡鹿    

21 

500円 

27272727年度年度年度年度    1,0831,0831,0831,083    21212121    12121212    1,1161,1161,1161,116    603,000603,000603,000603,000    

1,417 26年度 1,083 21 12 1,116  624,500 

計計計計    

408 

500円 

27272727年度年度年度年度    

31,93431,93431,93431,934    659659659659    193193193193    32,78632,78632,78632,786    17,498,45017,498,45017,498,45017,498,450    

60,002 

26年度 

29,513 787 200 30,500 16,756,650 

    

    

    

    

    



 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    82件 4,288,626円 

パソコン（中古）、プリンター（中古）子

ども用車椅子5台、車椅子（中古）1台、電

動自転車1台、米20㎏、菓子食品、雑巾1,000

枚、男性用衣類、ヴィドラベスト10枚、洗

濯用洗剤、紙おむつ、尿とりパット、ボッ

クスティッシュ、ティッシュカバー、雨具

100着 

河河河河    北北北北    5件 354,887円 入浴車１台、紙おむつ520枚 

雄雄雄雄    勝勝勝勝    1件 739,481円  

河河河河    南南南南    81件 870,046円 

古切手、はがき、雑巾、ホームカーリング

一式 

桃桃桃桃    生生生生    4件 124,146円  

北北北北    上上上上    1件 34,960円  

牡牡牡牡    鹿鹿鹿鹿    1件 5,000円 

車椅子1台、干ししいたけ2箱、花の苗 

おぼん１個 

みどり園みどり園みどり園みどり園    3件 267,171円 軽自動車１台、シーラー機１台                                 

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 150,000円 シーツ、タオル類、古着、銅線類 

復興支援課復興支援課復興支援課復興支援課    0件 0円 

門松、ベンチ、切り絵、折り紙、カレンダ

ー、菜の花、着物、帯、ＤＶＤ、将棋盤、

駒、雑巾、エコたわし、柔軟剤 

合合合合    計計計計    179179179179件件件件    6,834,3176,834,3176,834,3176,834,317円円円円        

(26(26(26(26年度年度年度年度))))    170件 7,175,731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）創立（１）創立（１）創立（１）創立10101010周年記念式典並びに第周年記念式典並びに第周年記念式典並びに第周年記念式典並びに第1111回社会福祉大会の開催回社会福祉大会の開催回社会福祉大会の開催回社会福祉大会の開催    

        福祉のまちづくりに向けて市民一丸となり推進していくことを再確認すると 

  ともに、地域福祉の向上に向け永年にわたり社会福祉の発展に功績のあった 

方々を表彰し、感謝の意を表するため開催 

 ・開催日：平成27年11月 7日 

 ・場 所：石巻市遊楽館（かなんホール） 

   ・内 容：○表彰状並びに感謝状の贈呈 

          表彰：48名 55団体   感謝状：124名 32団体 

        ○福祉作品コンクール表彰 

          ポスターの部：5名 標語の部：5名 

        ○記念講演 

          「家族の絆・地域の絆」 講師 荒木 由美子 氏 

            ・参加者：400名（うち受賞者130名出席） 

    

    

（２（２（２（２）広報誌「いしのまき社協だより」の発行）広報誌「いしのまき社協だより」の発行）広報誌「いしのまき社協だより」の発行）広報誌「いしのまき社協だより」の発行（年6回 全戸配布） 

・第40号 平成27年 5月14日発行 

・第41号 平成27年 7月10日発行 

・第42号 平成27年 9月10日発行 

・第43号 平成27年11月12日発行 

・第44号 平成28年 1月13日発行 

・第45号 平成28年 3月10日発行 

 

（３（３（３（３）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等等等等    

受入受入受入受入    

人数人数人数人数    

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 くるみ  4日間 

石巻市 3名 

実地体験 

研修 

復興支援課  1日間 

東北福祉大学 1名 社会福祉士 復興支援課  4日間 

東北福祉大学 1名 社会福祉士 河北支所  4日間 

 



 １０ 

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

            【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    

27272727年度年度年度年度    

52525252団体団体団体団体    

(1,979(1,979(1,979(1,979名名名名))))    

43434343団体団体団体団体    

(238(238(238(238名名名名))))    

30303030団体団体団体団体    

(59(59(59(59名名名名))))    

132132132132団体団体団体団体    

(817(817(817(817名名名名))))    

122122122122団体団体団体団体    

(2,571(2,571(2,571(2,571名名名名))))    

379379379379団体団体団体団体    

(5,66(5,66(5,66(5,664444名名名名))))

26年度 

32団体 

(1,392名) 

44団体 

(254名) 

38団体 

(70名) 

98団体 

(584名) 

121団体 

(2,679名) 

333団体 

(4,979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    

27272727年度年度年度年度    7,437,437,437,433333名名名名    1,4451,4451,4451,445名名名名    8,878,878,878,878888名名名名    

26年度 8,440名 1,610名 10,050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    

27272727年度年度年度年度    164164164164団体団体団体団体    1,9361,9361,9361,936名名名名    1,1471,1471,1471,147名名名名    3,0833,0833,0833,083名名名名    

26年度 206団体 1,914名 1,360名 3,274名 

（※（※（※（※27272727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    11,96111,96111,96111,961名名名名））））    

（※26年度 寿楽荘の個人・団体延べ利用者数 13,324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    

27272727年度年度年度年度    4,4524,4524,4524,452名名名名    125125125125名名名名    1,21,21,21,281818181名名名名    1,5841,5841,5841,584名名名名    492492492492名名名名    7,9347,9347,9347,934名名名名    

26年度 3,307名 279名 1,070名 1,161名 365名 6,182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    

27272727年度年度年度年度    92929292団体団体団体団体((((1,7801,7801,7801,780名名名名))))    

26年度 113団体(1,872名) 

◆石巻市北上高齢者生活福祉センター◆石巻市北上高齢者生活福祉センター◆石巻市北上高齢者生活福祉センター◆石巻市北上高齢者生活福祉センター利用状況利用状況利用状況利用状況    

 個人個人個人個人    

27272727年度年度年度年度    659659659659名名名名    

26年度 664名 



 １１ 

６６６６    共同共同共同共同募金事業【全支所】募金事業【全支所】募金事業【全支所】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）赤い羽根共同募金実績並びに歳末たすけあい募金実績（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（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（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 

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 11,734,935円 80,000円 

河 北 1,817,970円 0円 

雄 勝 230,978円 0円 

河 南 2,760,127円 0円 

桃 生 1,169,196円 0円 

北 上 408,940円 0円 

牡 鹿 769,610円 0円 

合合合合    計計計計    18,891,75618,891,75618,891,75618,891,756円円円円    80,00080,00080,00080,000円円円円    

(26年度) 
18,848,842円 130,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １２ 

（２）（２）（２）（２）共同募金配分事業概要（共同募金配分事業概要（共同募金配分事業概要（共同募金配分事業概要（27272727 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 5,025,970 円 

・紙おむつ支給助成事業 

（1 名あたり 1 ケ月 500 円） 

 305 名へ助成 

・地域サロン活動支援事業 

 42 団体へ助成 

・給食サービス事業 

 2,853 食提供 

障害児・者福祉活動費 31,387 円 

・障害者交流会 

・福祉団体へ助成 

児童・青少年福祉活動費 846,090 円 

・子育てサークルへの助成 

 14 団体へ助成 

・親子ふれあいコンサート 

・地域親子遠足交流会 

福祉育成・援助活動費 4,355,689 円 

・福祉教育推進助成事業 

 43 校へ助成 

・福祉のつどい 

 12 回開催 

・福祉教育推進研修会 

・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 3,525,655 円 

・ボランティア団体への助成 

 22 団体へ助成 

・広報費 

（社協だより 6 回発行分） 

合合合合            計計計計    13,784,79113,784,79113,784,79113,784,791 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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 １３ 

（（（（３３３３）歳末たすけあい配分事業）歳末たすけあい配分事業）歳末たすけあい配分事業）歳末たすけあい配分事業 

区   分 配分額 内   訳 

認可外保育施設支援事業 80,000円 

・認可外保育施設に対する支援 

（16,000円×5施設） 

合合合合            計計計計    80,00080,00080,00080,000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 2件 0件 1件 90,000円 0件 0件 0件 0円 

河 北 0件 0件 0件 0円 0件 0件 0件 0円 

雄 勝 0件 0件 0件 0円 0件 0件 0件 0円 

河 南 1件 0件 1件 60,000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 1件 0件 0件 30,000円 0件 0件 0件 0円 

牡 鹿 1件 0件 1件 60,000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    3333件件件件    240,000240,000240,000240,000円円円円    0000件件件件    0000件件件件    0000件件件件    0000円円円円    

(26年度) 5件 0件 0件 150,000円 1件 0件 108件 2,190,000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）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 １４ 

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≫          ≪出前講座≫ 

 開催回数 参加者 

22227777年度年度年度年度    23232323回回回回    466466466466名名名名    

26年度 25回 680名 

 

（２）あんしんカード設置事業（２）あんしんカード設置事業（２）あんしんカード設置事業（２）あんしんカード設置事業        

 男性 女性 合計 

設置数設置数設置数設置数    1,3241,3241,3241,324名名名名    2,7752,7752,7752,775名名名名    4,0994,0994,0994,099名名名名    

※みなし仮設、復興公営住宅含む。    

    

（３）地域サロン活動支援事業助成金（３）地域サロン活動支援事業助成金（３）地域サロン活動支援事業助成金（３）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活動の支援を目的に、活動を開始するための

準備資金として助成 

 助成団体数 助成額合計 

27272727年度年度年度年度    42424242団体団体団体団体    1,260,0001,260,0001,260,0001,260,000円円円円    

26年度 8団体 240,000円 

     ※のぼり旗を作成し、サロン活動団体等へ配布 

     ※サロン活動団体等を対象にした「サロン活動実践者研修会」を2回開 

      催（平成27年 6月 6日、平成28年 3月12日） 

 

（４）子育てサークル活動支援助成金（４）子育てサークル活動支援助成金（４）子育てサークル活動支援助成金（４）子育てサークル活動支援助成金    

    市内の子育てサークル団体が継続的に活動できることを目的に助成 

 助成団体数 助成額合計 

27272727年度年度年度年度    14141414団体団体団体団体    280,000280,000280,000280,000円円円円    

※平成27年度から実施 

 

（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27年 6月 7日 子育て団体との共催事業 

                    平成27年11月 9日 子育て支援センターとの共催事業 

 

 

    

    

    

 開催回数 参加者 

27272727年度年度年度年度    9999回回回回    175175175175名名名名    

26年度 8回 129名 



 １５ 

（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    

                                                

        ◆石巻支所◆石巻支所◆石巻支所◆石巻支所    

活動名 開催日 参加者数 

門脇地区  

福祉協力員・民生委員合同研修会    

平成27年10月 6日    20名    

稲井地区 

福祉協力員・民生委員合同研修会 

平成27年10月 8日 31名 

湊地区 

福祉協力員・民生委員合同研修会 

平成27年11月 5日 38名 

渡波地区 

福祉協力員・民生委員合同研修会 

平成28年 2月 4日 57名 

    

  ◆河北支所◆河北支所◆河北支所◆河北支所    

活動名 開催日 参加者数 

福祉協力員会議    平成27年 6月26日    34名    

    

◆河南支所◆河南支所◆河南支所◆河南支所    

活動名 開催日 参加者数 

福祉協力員会議    平成27年 6月25日    33名    

    

◆桃生支所◆桃生支所◆桃生支所◆桃生支所    

活動名 開催日 参加者数 

向永井・表永井・西前地区 

「地域交流会」    

平成27年 4月12日    30名    

神取上地区「花いっぱい運動」 平成27年 4月28日    66名    

神取下地区「花いっぱい運動」    平成27年 4月28日    77名    

福祉協力員（支部長）第１回会議 平成27年 6月25日 25名 

入沢・九郎沢地区「地域交流会」    平成27年 6月28日    33名    

中津山上・下地区 

「地域交流ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ大会」    

平成27年 7月26日    80名    

民生委員児童委員・福祉協力員・行政

委員合同研修会 

平成27年 7月31日 59名 

拾貫西・東地区「住民の集う会」 平成27年 8月22日 135名 

樫崎西地区「夏祭り」 平成27年 8月22日 58名 

第1回支え合い検討会議 平成27年 9月 2日 12名 

給人町上・下地区「給人町ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」 平成27年 9月20日 260名 

第2回支え合い検討会議 平成27年10月 1日 10名 

給人町上・下地区「ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ大会」 平成27年10月11日 50名 



 １６ 

新田上・下地区 

「地域交流ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ大会」 

平成27年10月12日 41名 

太田西地区「老人交流会」 平成27年11月12日 42名 

深山・牛田地区「かぼちゃの会」 平成27年12月12日 67名 

高須賀上・下地区「親子三代福祉大会」 平成27年12月13日 90名 

第3回支え合い検討会議 平成28年 1月20日 11名 

地域みんなで考える支え合い研修会 平成28年 1月28日 106名 

第4回支え合い検討会議 平成28年 3月15日 10名 

    

        ◆北上支所◆北上支所◆北上支所◆北上支所    

活動名 開催日 参加者数 

福祉協力員会議     平成27年 6月10日    13名    

    

    （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： 7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：55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：10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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 １７ 

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    

27272727年度年度年度年度    26年度 

石石石石    巻巻巻巻    渡波ふれあいの会 466466466466食食食食    382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 

0000食食食食    515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 

1,4221,4221,4221,422食食食食    1,676食 

北北北北    上上上上    北上ボランティア友の会 436436436436食食食食    442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 

529529529529食食食食    553食 

合合合合    計計計計        2,8532,8532,8532,853食食食食    3,568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    

石巻地区石巻地区石巻地区石巻地区    羽黒会館 80名 1回 

住吉地区住吉地区住吉地区住吉地区    開北会館 96名 1回 

門脇門脇門脇門脇地区地区地区地区    日和山会館 63名 1回 

湊地区湊地区湊地区湊地区    みなと荘 120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 124名 1回 

蛇田地区蛇田地区蛇田地区蛇田地区    蛇田公民館 133名 1回 

荻浜地区荻浜地区荻浜地区荻浜地区    瑞幸 85名 2回 

渡波地区渡波地区渡波地区渡波地区    渡波公民館 163名 1回 

稲井地区稲井地区稲井地区稲井地区    水沼西部生活センター・沼津集落センター 83名 2回 

釜大地区釜大地区釜大地区釜大地区    釜会館 100名 1回 

合合合合    計計計計        1,0471,0471,0471,047名名名名    (26年度1,047名)



 １８ 

（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れあい昼食会事業ふれあい昼食会事業ふれあい昼食会事業ふれあい昼食会事業    

            ◆牡鹿支所◆牡鹿支所◆牡鹿支所◆牡鹿支所    

    ・開 催 日：平成27年 9月25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：54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：83名（対象者及び関係者を含む） 

・開 催 日：平成27年11月20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：236名（対象者及び関係者を含む） 

・開 催 日：平成27年10月22日 

・会 場：ホテル観洋（南三陸町） 

・対 象 者：桃生地区にお住まいの80歳以上の方 

            ◆◆◆◆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12月15日 

・会  場：北上高齢者生活福祉センター 

・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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １９ 

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（19191919校校校校    560,000560,000560,000560,000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蛇田小学校  ⑥東浜小学校  ⑦渡波小学校  ⑧稲井小学校 

⑨向陽小学校  ⑩貞山小学校  ⑪開北小学校  ⑫大街道小学校 

⑬中里小学校  ⑭鹿妻小学校  ⑮石巻中学校  ⑯門脇中学校 

⑰荻浜中学校  ⑱渡波中学校  ⑲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（（（（4444校校校校    120,0120,0120,0120,000000000円）円）円）円） 

①飯野川小学校 ②大谷地小学校 ③二俣小学校 ④河北中学校 

キャップハンディ体験学習（高齢者疑似体験・盲導犬）、手話学習、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）、一人暮らし高齢者世帯への家庭訪問、各種交流事業（特別支援

学級・幼稚園・保育所） 他 

◆◆◆◆雄勝支所雄勝支所雄勝支所雄勝支所（（（（3333校校校校    90,00090,00090,00090,000円）円）円）円）    

①雄勝小学校  ②大須小学校  ③大須中学校    

キャップハンディ体験、防災体験、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 

    

    

    

    



 ２０ 

◆◆◆◆河南支所河南支所河南支所河南支所（（（（7777校校校校    210,000210,000210,000210,000円）円）円）円）    

①広渕小学校 ②須江小学校 ③北村小学校 ④前谷地小学校 

⑤和渕小学校 ⑥鹿又小学校 ⑦河南西中学校    

キャップハンディ体験、美化活動、清掃奉仕活動、招待・ふれあい活動、

訪問交流活動（一心苑、花水木）、学校農園、花壇整備、文化伝承活動 

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 他 

◆◆◆◆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、清掃活

動等、小中連携読み聞かせ会、点字学習 他 

◆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 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２１ 

（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    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

東浜小学校 5・6年生 

（平成27年 6月29日） 

・福祉についての講話   職員2名派遣 

蛇田小学校 3年生 

（平成27年 8月31日） 

・福祉についての講話 

・ボランティア講師派遣（車椅子） 

・防災カード学習     職員2名派遣 

東浜小学校 5・6年生 

（平成27年 9月10日） 

・祖父母参観、交流会   職員2名派遣 

蛇田小学校 3年生 

（平成27年 9月24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27年 9月28日） 

・福祉についての講話 

・ボランティア講師派遣（車椅子） 

職員2名派遣 

稲井小学校 3年生 

（平成27年10月27日） 

・福祉についての講話 

・ボランティア講師派遣（車椅子） 

      職員2名派遣 

稲井小学校 3年生 

（平成27年11月 9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 

住吉小学校 5年生 

（平成27年11月20日） 

・福祉についての講話 

・ボランティア講師派遣（車椅子） 

             職員2名派遣 

釜小学校 4年生 

（平成27年11月25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 

住吉小学校 5年生 

（平成27年11月27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27年12月 1日） 

・まち探検（イオン石巻店訪問） 

ユニバーサルデザイン  職員2名派遣 



 ２２ 

    

    

中里小学校 3年生 

（平成28年 1月19日） 

・福祉についての講話 

・ボランティア講師派遣（車椅子） 

             職員3名派遣 

中里小学校 3年生 

（平成28年 1月21日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験 

・高齢者擬似体験     職員3名派遣 

貞山小学校 3・4年生 

（平成28年 1月22日） 

・福祉についての講話 

             職員2名派遣 

    

    

    

    

石巻石巻石巻石巻    

    

    

    

    

    

貞山小学校 4年生 

（平成28年 1月25日） 

・ボランティア講師派遣（視覚障害） 

・ボランティア講師派遣（点字体験） 

             職員2名派遣 

向陽小学校 4年生 

（平成28年 1月26日） 

・福祉についての講話 

・ボランティア講師派遣（車椅子） 

             職員2名派遣 

貞山小学校 3年生 

（平成28年 1月28日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験 

・高齢者擬似体験     職員3名派遣 

向陽小学校 4年生 

（平成28年 2月 8日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験      職員3名派遣 

    

万石浦小学校 4年生 

（平成28年 2月10日） 

・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28年 2月18日） 

・福祉についての講話 

・ボランティア講師派遣（車椅子） 

             職員3名派遣 

    

開北小学校 3年生 

（平成28年 2月22日） 

・ボランティア講師派遣（視覚障害） 

・ボランティア講師派遣（点字体験） 

             職員3名派遣 

雄勝雄勝雄勝雄勝    

雄勝小学校 1～6年生 

（平成27年10月27日） 

・防災体験 

・アルファ米・カレーづくり体験 

・ごみ袋を使ったカッパづくり 

・新聞紙を使ったスリッパづくり 

・ラップを使った包帯法  職員2名派遣 



 ２３ 

河南河南河南河南    

広渕小学校 4年生 

（平成27年 6月 9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 

鹿又小学校 4年生 

（平成27年 6月29日） 

和渕小学校 6年生 

（平成27年 9月25日） 

    

    

桃生桃生桃生桃生    

中津山第二小学校 4年生 

(平成27年 6月23日) 

・車椅子体験 

・視覚障害体験 

・高齢者疑似体験     職員3名出席 

中津山第二小学校 4年生 

(平成27年10月28日) 

・社会福祉法人ふれあいの里 

「ラボラーレ」で初めての交流会 

             職員2名出席 

中津山第一小学校 5年生 

(平成28年 2月 8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28年 3月 7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27年12月 1日） 

・車椅子体験 

・視覚障害体験      職員2名出席 

    

北上小学校 3年生 

（平成28年 2月29日） 

・点字学習        職員1名出席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２４ 

（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：70名 

・開 催 日：平成27年 6月19日 

・場  所：石巻市遊楽館 

・内  容：①事例発表（向陽小学校・被災地障がい者センター石巻） 

      ②講  話 

       テーマ『学校における福祉教育の目的とは何か』 

         ～児童生徒を取り巻く現実の問題と地域・教師の役割～ 

       講 師 日本カウンセリング学会認定カウンセラー 

            武 藤 幸 枝 氏 

 

（４）福祉作品コンクール（４）福祉作品コンクール（４）福祉作品コンクール（４）福祉作品コンクール    

   ・応募対象：市内の小学生及び中学生 

・応 募 数：ポスター40点／標語159点 

 

 ※入賞者10名を11月7日開催の創立10周年記念式典並びに第１回社会福 

祉大会において表彰 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 ２５ 

１０１０１０１０    福祉団体等の事務取扱事業福祉団体等の事務取扱事業福祉団体等の事務取扱事業福祉団体等の事務取扱事業    

            【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・福祉関係団体等への支援及び協働事業の推進】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】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】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】    

                    

（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 16（ 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 10（ 2）名 

湊地区民生委員児童委員協議会 20（ 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 30（ 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 17（ 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 42（ 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 14（ 2）名 

合合合合                            計計計計    344344344344（（（（33333333）名）名）名）名    

 ◆会 議 

  □石巻市民生委員児童委員協議会総会（平成27年 5月29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 

 



 ２６ 

 ◆事業等 

□あんしんカード設置事業 3,468名設置 

□乳幼児健診時相談支援事業（年12回実施：石巻市保健相談センター） 

□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27年 8月26日：ビッグバン） 

□ふれあいサロン(年12回開催：子育て支援センター) 

□こども友遊村開催（向陽コミュニティセンター、中津山第一小学校、和渕 

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27年 6月 9日～10日：仙台市） 

   ・中堅民生委員児童委員研修会（平成27年 7月22日～23日：仙台市） 

   ・県主任児童委員研修会（平成27年 9月 3日：仙台市） 

   ・県生活相談技法研修会（平成27年11月18日～19日：仙台市） 

   ・県新任民生委員児童委員研修会（平成28年 1月21日：仙台市） 

  □全国民児協からの研修視察受入 

   全国10の区・市・町の民児協より延べ289名 

   来所視察研修内容：「災害時～現在の活動状況について」    

    

（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 36クラブ 1,209名 

河北支部老人クラブ連合会 22クラブ 912名 

雄勝支部老人クラブ連合会 2クラブ 86名 

河南支部老人クラブ連合会 17クラブ 652名 

桃生支部老人クラブ連合会 8クラブ 294名 

北上支部老人クラブ連合会 6クラブ 145名 

牡鹿支部老人クラブ連合会 1クラブ 52名 

合合合合                            計計計計    92929292クラブクラブクラブクラブ    3,3503,3503,3503,350名名名名    

 ◆会 議 

□総会（平成27年5月22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、若手委員会等の開催 

 ◆事 業 

  □東日本大震災記念碑除幕式 

   （平成27年 4月16日：日和山公園） 市老連主催 

 □東日本大震災被災地老連視察及び交流研修会・兵庫県老連  

   （平成27年 7月 1日～3日：石巻グランドホテル、石巻市内） 市老連主催 



 ２７ 

  □東北ブロック老人クラブリーダー研修会への参加 

（平成27年 7月 9日～10日：宮城県） 

  □石巻市認知症講習会  

   （平成27年 8月11日：石巻市遊楽館） 石巻市共催 

□宮城県若手リーダー研修会への参加 

   （平成27年 9月 1日：仙台市 ホテル白萩） 県老連主催 

□宮城県女性リーダーセミナーへの参加 

   （平成27年 9月 1日：仙台市 エレクトロンホール） 県老連主催 

□石巻市老人クラブ連合会第9回シニアスポーツ大会  

   （平成27年 9月 4日：追波川河川公園） 市老連主催 

□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27年 9月 9日：石巻市） 県老連主催  

□第20回宮城県シニアスポーツ大会への参加 

   （平成27年10月 6日：富谷町） 県老連主催 

   ※ゲートボールの部 石巻Ａチーム優勝 

□石巻市老人クラブ連合会会員視察研修会 

（平成27年10月20日：仙台うみの杜水族館、松島海岸）市老連主催 

□第44回全国老人クラブ大会 

   （平成27年10月27日～29日：静岡県） 全老連主催 

   ※全国老人クラブ活動賞受賞 

□東日本大震災被災地老連視察及び交流研修会・京都府老連  

   （平成27年11月 4日～6日：石巻グランドホテル、石巻市内） 市老連主催 

□第36回宮城県老人クラブ大会への参加 

   （平成27年11月13日：多賀城市） 県老連主催 

□石巻市老連指導者研修会  

   （平成28年 2月19日：石巻グランドホテル）市老連主催            

 

            ※各支部においても、会議・各種事業を実施 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 ２８ 

（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 317名 

河  北 288名 

雄  勝 112名 

河  南 285名 

桃  生 233名 

北  上 114名 

牡  鹿 86名 

合合合合        計計計計    1,4351,4351,4351,435名名名名    

 ◆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 155名 

雄  勝 24名 

河  南 155名 

桃  生 49名 

北  上 40名 

牡  鹿 25名 

合合合合        計計計計    478478478478名名名名    

    ◆会 議 

  □総会（平成27年 6月11日：ビッグバン） 

  □正副会長会議（3回） 

□理事会（2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27年 4月24日：宮城県障害者福祉センター）県身障協会主催 



 ２９ 

  □第29回宮城県身体障害者福祉大会  

   （平成27年 6月20日：松島町文化観光交流館）県身障協会主催 

□スポーツ大会（平成27年10月15日：河北総合センタービッグバン） 

  □研修会（平成27年12月16日：大崎市鳴子） 

  □新年会並びにレクリエーション大会（平成28年 2月 5日：飛翔閣） 

 

  ※各支部においても、会議・各種事業を実施    

 

（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65回社会を明るくする運動宮城県推進委員会 

   （平成27年 5月22日：宮城県庁） 

  □第65回社会を明るくする運動第1回石巻市推進委員会 

(平成27年 6月 8日：社福協ビル) 

 ◆事 業  

  □啓発事業 

・強調月間セレモニー（平成27年 7月 1日：石巻市役所） 

・ティッシュ配布 

（平成27年 7月 1日：石巻市役所前 平成27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27年 7月 1日～ 7月10日） 

□施設訪問活動 

（平成27年 7月 3日：青葉女子学園 平成27年 9月 4日：東北少年院 

平成27年11月13日：さわらび学園）   

□後援事業 

 ・石日旗争奪少年野球大会 

（平成27年 6月12日～平成27年 7月 2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：16名］ 

 ◆会議等 

  □総会（平成28年 3月 3日～4日：仙台市秋保） 

  □役員会（平成27年10月28日：上品の郷） 

 

（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：28名］ 

 ◆会議等 

  □総会(平成27年 6月16日：清優館) 

□職子移動研修会（平成27年 9月 2日～3日：栃木県 鬼怒川温泉） 
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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・福祉関係地域福祉推進活動者・福祉関係地域福祉推進活動者・福祉関係地域福祉推進活動者・福祉関係団体団体団体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    2222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27年 

  7月 2日 

【協議事項】 

・委員長、副委員長の選任について 

・平成 26 年度事業報告、決算報告について 

・ボランティアセンター登録団体の構築について 

・災害ボランティアの登録について 

・その他 

委員９名出席 

第第第第2222回回回回    

平成28年 

  2月16日 

【協議事項】 

・平成 28 年度事業計画（案）について 

・平成 28 年度予算（案）について 

・災害ボランティアの登録について 

                 委員９名出席 

※支所ボランティアセンター運営委員会については、雄勝支所※支所ボランティアセンター運営委員会については、雄勝支所※支所ボランティアセンター運営委員会については、雄勝支所※支所ボランティアセンター運営委員会については、雄勝支所2222回、河南回、河南回、河南回、河南    

支所支所支所支所2222回、回、回、回、桃生支所桃生支所桃生支所桃生支所2222回、回、回、回、北上支所北上支所北上支所北上支所2222回開催、牡鹿支所回開催、牡鹿支所回開催、牡鹿支所回開催、牡鹿支所1111回開催回開催回開催回開催    

    

◆ボランティアセンターアドバイザーによる事業協力◆ボランティアセンターアドバイザーによる事業協力◆ボランティアセンターアドバイザーによる事業協力◆ボランティアセンターアドバイザーによる事業協力    

 事業への助言指導の協力をいただくため、市川一宏 氏（ルーテル学院大学学

事顧問）をボランティアセンターアドバイザーとして委嘱 

来所日 内    容 

平成27年 4月27日 

～28日 

・委嘱状交付 

・ボランティアセンターの現状と課題の整理 

・ボランティアセンターの役割の再確認 他  

平成27年 8月 5日 

～6日 

・24 時間テレビ募金活動事前研修会 

・これからの社協としての取り組みについて 他 

平成27年10月26日 

～27日 

・社協職員との意見交換 

 （地域福祉活動計画 2 次計画策定委員会における現状

と課題についての意見交換） 

平成28年 2月15日 

～16日 

・地域福祉活動計画に関連した事業の確認 

・ボランティアセンターの現状と課題の整理 
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（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 

    石石石石巻巻巻巻    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 0名 0名 1名 7名 0名 0名 8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）    

62団体 

(1,754名) 

16団体 

(291名) 

1団体 

(21名) 

9団体 

(276名) 

9団体 

(161名) 

6団体 

(66名) 

3団体 

(49名) 

106団体 

(2,618名) 

合計人数合計人数合計人数合計人数    1,7541,7541,7541,754名名名名    291291291291名名名名 21212121名名名名    277277277277名名名名    168168168168名名名名    66666666名名名名    49494949名名名名    2,622,622,622,626666名名名名    

(26年度) 1,753名 361名 20名 174名 244名 86名 48名 2,686名 

◆災害ボ◆災害ボ◆災害ボ◆災害ボランティア関係ランティア関係ランティア関係ランティア関係    

災害ボランティアの育成災害ボランティアの育成災害ボランティアの育成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    

    □災害ボランティア登録制度 

            登録者：59名 

      □災害ボランティア講座開催 

     ・開催日：平成27年11月 3日（1回目）、平成28年 2月27日（2回目） 

・内 容：(1回目)災害ボランティア活動について(入門編) 参加者23名 

     (2回目)災害ボランティア活動について(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ) 参加者11名 

□災害支援ボランティア活動 

  ≪宮城県台風18号災害≫     ≪茨城県台風18号災害≫ 

   実施場所：大崎市(宮城県)    実施場所：常総市(茨城県) 

実 施 日：平成27年 9月19日   実施日：平成27年10月24日 

派遣人数：8名          派遣人数：14名 

◆ボランティア講座・講習会開催◆ボランティア講座・講習会開催◆ボランティア講座・講習会開催◆ボランティア講座・講習会開催(15(15(15(15回回回回))))    

講座・講習会名講座・講習会名講座・講習会名講座・講習会名    参加人数参加人数参加人数参加人数    

レクリエーション講座(7回)    延べ227名    

マジック講座    14名    

タッチセラピー講座    23名    

ちょいボラ講座(学生対象)    16名    

みみサポ(聴覚障がい者)ボランティア講座    5名    

ペットの飼い方講座    21名    

絵手紙講座 18名    

災害ボランティア講座(2回) 延べ34名    
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◆ボランティア学習協力（石巻好文館高校への学習協力◆ボランティア学習協力（石巻好文館高校への学習協力◆ボランティア学習協力（石巻好文館高校への学習協力◆ボランティア学習協力（石巻好文館高校への学習協力))))    

    ・・・・講話やアドバイザーとしての意見を添え、年間6回訪問  

◆◆◆◆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    

・河南支所2回開催 

    

（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    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

わかさ生活   

平成27年 5月28日 

6月25日 

  7月 2日 

  8月 6日 

  9月10日 

大森仮設団地 

被災地支援 

いのちの輝き展 10名 

平成27年 6月27日 

～7月5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 

｢24時間テレビ｣ 

ボランティア打合せ会 

16名 

平成27年 8月 5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 

夏のボランティア体験 9名 

平成27年 8月 9日 

蛇田地区の店舗 

市内のバリアフリー

マップ作成のため、

店舗を周り、多目的

トイレの有無や設備

の確認 

｢24時間テレビ｣ 

ボランティア派遣 

22名 

平成27年 8月23日 

上品の郷、イオン石

巻ショッピングセ

ンター、イオンスー

パセンター石巻東

店 

24時間テレビチャリ

ティ募金活動 
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本所本所本所本所    

・・・・    

石巻石巻石巻石巻    

渡波地区世代間交流 8名 

平成27年10月 3日 

渡波小学校 

渡波地区の大人から

子供が昔の遊びを通

して交流を図った。 

鹿島記念病院 2名 平成27年10月 3日 芸能協力 

いのちの輝き展 20名 

平成27年11月28日 

～12月13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 

332名 

平成27年4月 

～平成28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 

84名 

平成27年4月 

～平成28年 3月 

月1回 12回開催 

社福協ビル 

生け花等 

ボランティアサロン 

「本をよんでみましょ

う」 

延べ 

108名 

平成27年4月 

～平成28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 

10名 

平成27年 7月16日 

ビッグバン 

大会運営補助(競技

補助･物品撤去等) 

サロン活動実地団体 

情報交換会（14団体） 

16名 

平成27年 7月28日 

河北支所 

情報交換・研修会 

手づくり絵本講座 10名 

平成27年 7月29日 

平成27年 8月11日 

ビッグバン 

小学校3年生以上を

対象とした講座（絵

本づくりの体験を通

し、本に対してより

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） 



 ３４ 

    

    

    

    

    

    

    

河北河北河北河北    

 

特別養護老人ホーム 

仁風園敬老会 

5名 

平成27年 9月15日 

仁風園 

芸能協力 

特別養護老人ホーム 

花水木 

5名 

平成27年 9月17日 

花水木 

芸能協力 

大森デイサービス 

センター敬老会 

20名 

平成27年 9月15日 

平成27年 9月19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） 

    

    

    

    

    

    

河南河南河南河南    

    

    

    

    

    

    

ボランティア団体 

連絡会（8団体） 

9名 

平成27年 4月23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） 

ボランティア団体 

料理講習会 

48名 

平成27年11月 6日 

遊楽館 

講習会の開催（会員

講師） 

サロン活動団体研修会

（17団体） 

31名 

平成28年 3月26日 

河南老人福祉セン

ター 

情報交換(平成28年

度 ボ ラン テ ィ ア 保

険、サロン活動助成

金について) 

研修会（サロン活動

に役立つ実践レクリ

エーションメニュー

研修） 

桃生桃生桃生桃生    

地域交流会への 

ボランティア派遣 

延べ 

150名 

平成27年 4月 

 ～平成28年3月 

ダンベル健康体操等 

足もみボランティア 

養成講座 

35名 

平成28年3月9日 

桃生地域福祉セン

ター 

足もみ効果の講話と

実演（自分の健康は

自分で守りながら、

地域みんなで元気に

過ごしていただくこ

とを目的に開催） 
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北上北上北上北上    

配食サービス事業への

ボランティア派遣 

延べ 

146名 

毎月１回 

北上保健センター

「ひまわり」 

お弁当作り協力 

読み聞かせボランティア

講座 

6名 

平成27年10月29日 

(社 福 )み や ぎ 会 

デイサービスセン

ターきたかみ 

体験学習（大人も楽

しめる世代ごとの絵

本の読み聞かせにつ

いて体感・学習） 

語りべ講座 11名 

平成28年 3月25日

北上高齢者生活福

祉センター 

講話（世代間交流と

地域活性化を目的と

し、北上町に伝わる

伝承・民話・歴史に

ついて学習） 

牡鹿牡鹿牡鹿牡鹿    

ボランティア養成講座 16名 

平成27年12月 5日 

清優館調理室 

講座「飾り巻き寿司

の基本と作り方」 

講師：遠山由佳理 氏 

ボランティア団体 

交流研修会 

25名 

平成28年3月3日 

割烹民宿「めぐろ」 

健康講話「からだと

こころ」 

講師：牡鹿総合支所

保健福祉課  高島保

健師 

(情報交流会) 

    

（（（（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27年 5月22日 

場 所：向陽地区コミュニティセンター 

役員会 

開催日：平成27年 5月 7日 

場 所：社福協ビル 

福祉まつり 

開催日：平成27年 9月27日 

場 所：中瀬公園 

※実行委員会5回 

    

    

    



 ３６ 

◆◆◆◆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 

 

総会 

開催日：平成27年 9月10日 

場 所：ビッグバン 

役員会 

(第1回) 

  開催日：平成27年 6月16日 

 場 所：社協河北支所 

(第2回) 

  開催日：平成27年 8月27日 

 場 所：社協河北支所 

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27年11月 6日 

場 所：遊楽館 

地区懇談会 

開催日：平成28年 2月 8日 

2月15日～19日 

場 所：支所内6ヶ所 

総会 

開催日：平成28年 3月15日 

場 所：遊楽館 

役員会 

(第1回) 

  開催日：平成27年 4月13日 

 場 所：河南老人福祉センター 

(第2回) 

  開催日：平成27年 7月17日 

  場 所：河南老人福祉センター 

(第3回) 

  開催日：平成28年 2月 4日 

  場 所：河南老人福祉センター 

    

    

    

    

    

    



 ３７ 

（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

２０１５ 

平成27年 6月 7日 遊楽館     職員派遣 

ミラクル倶楽部 

ファッションショー 

平成27年 9月 8日 

      ～ 9日   

石巻市老人福祉センター

寿楽荘      職員派遣 

いしのまき支援連絡会 

支援団体交流会 

平成27年11月12日 復興支援課    職員派遣 

青い鳥の会 

５０周年記念式典 

平成27年11月27日 

石巻グランドホテル 

職員派遣 

ベビースマイル石巻 

クリスマス会 

平成27年12月12日 

向陽地区ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 

職員派遣 

河北河北河北河北    

吉野･岩崎地区さくら会

サロン 

平成27年 5月19日 

大吉野福祉センター 

職員2名派遣 

平成27年12月15日 

大吉野福祉センター 

職員2名派遣 

平成28年 3月15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27年 4月 3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27年 6月16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27年 9月27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27年 

12月9日 11日 16日 

16日 18日 21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27年 7月28日 

子育て支援サークル 

「どんぐりの会」 

職員1名出席 

地域親子遠足交流会 平成27年 9月29日 

子育て支援サークル 

「どんぐりの会」 

職員1名出席 



 ３８ 

（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 

□□□□ボランティア保険の加入状況ボランティア保険の加入状況ボランティア保険の加入状況ボラン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    217件 1,117名 48件 579名 78件 10,097名 

河河河河    北北北北    21件 172名 10件 159名 19件 2,231名 

雄雄雄雄    勝勝勝勝    5件 76名 2件 30名 0件 0名 

河河河河    南南南南    15件 425名 14件 280名 42件 11,781名 

桃桃桃桃    生生生生    20件 149名 19件 146名 7件 632名 

北北北北    上上上上    5件 40名 4件 39名 5件 230名 

牡牡牡牡    鹿鹿鹿鹿    14件 423名 5件 44名 3件 103名 

合合合合    計計計計    297297297297件件件件    2,4022,4022,4022,402名名名名    102102102102件件件件    1,2771,2771,2771,277名名名名    154154154154件件件件    25,07425,07425,07425,074名名名名    

(26年度) 205件 3,503名 74件 1,330名 107件 16,953名 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 ３９ 

１２１２１２１２    福祉団体等への助成事業福祉団体等への助成事業福祉団体等への助成事業福祉団体等への助成事業    

【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・福祉関係団体等への支援及び協働事業の推進】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】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】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】    

◆石巻支所 

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 

あじわい会 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 おだづっちゃ 

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 

よつや粋生クラブ（鹿又地区自主ミニデイグループ） 黒沢もみじ会（前谷地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） 

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） お茶っこ会（和渕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） うきうき苦楽歩（須江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） 読み聞かせの会「おはなしポケット」 

神取ロコモン会  

◆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 

    



 ４０ 

１１１１３３３３    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    福祉課題の福祉課題の福祉課題の福祉課題の早期発見・早期対応早期発見・早期対応早期発見・早期対応早期発見・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】    

    

◆◆◆◆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    

27272727年度年度年度年度    298298298298件件件件    154154154154件件件件    143143143143件件件件    1111件件件件    

26年度 369件 136件 232件 1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    27272727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 34343434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    27272727年度累計貸付金額年度累計貸付金額年度累計貸付金額年度累計貸付金額    原原原原        資資資資    

全全全全    市市市市    42424242件件件件    1,21,21,21,255550,0000,0000,0000,000円円円円    1,300,0001,300,0001,300,0001,300,000円円円円    

    

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

①生活福祉資金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    

27272727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28282828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 61616161件件件件    

河河河河    北北北北    0件 0 円 7777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 11111111件件件件    

桃桃桃桃    生生生生    0件 0 円 3333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    88888888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            1,8741,8741,8741,874件（件（件（件（4,6724,6724,6724,672件貸付）件貸付）件貸付）件貸付）    



 ４１ 

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）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    177名 1,010,500円 

河河河河    北北北北    38名 198,500円 

雄雄雄雄    勝勝勝勝    4名 24,000円 

河河河河    南南南南    51名 273,000円 

桃桃桃桃    生生生生    21名 145,000円 

北北北北    上上上上    10名 59,500円 

牡牡牡牡    鹿鹿鹿鹿    4名 19,000円 

合合合合    計計計計    305305305305名名名名    1,729,5001,729,5001,729,5001,729,500円円円円    

(26年度)    351名 1,918,500円 

    

（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27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    140台 166台 25台 17台 165台 183台 

河河河河    北北北北    75台 36台 13台 26台 88台 62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    44台 27台 17台 19台 61台 46台 

桃桃桃桃    生生生生    38台 31台 14台 12台 52台 43台 

北北北北    上上上上    6台 1台 18台 3台 24台 4台 

牡牡牡牡    鹿鹿鹿鹿    7台 1台 0台 12台 7台 13台 

合合合合    計計計計    315315315315台台台台    262262262262台台台台    87878787台台台台    91919191台台台台    402402402402台台台台    353353353353台台台台    

(26年度) 343台 260台 65台 84台 408台 344台 

    



 ４２ 

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

・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 

 利用回数(延べ) 

27272727年度年度年度年度    18181818回回回回    

26年度 39回 

 

□□□□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    

・対象者：在宅において移動が困難な高齢者や障害者 

 利用回数(延べ) 

27272727年度年度年度年度    23232323回回回回    

26年度 24回 

 

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    9件 14件 24件 11件 58件 9999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    3件 2件 0件 0件 5件 3333名名名名    

桃桃桃桃    生生生生    2件 2件 0件 1件 5件 3333名名名名    

北北北北    上上上上    1件 1件 0件 0件 2件 2222名名名名    

牡牡牡牡    鹿鹿鹿鹿    0件 3件 0件 0件 3件 1111名名名名    

合合合合    計計計計    15151515件件件件    22222222件件件件    25252525件件件件    12121212件件件件    74747474件件件件    18181818名名名名    

(26年度) 8件 16件 18件 12件 54件 13名 

  ※東松島市5名、女川町4名の実利用あり 

    

    

    

    

    



 ４３ 

１７１７１７１７    地域包括地域包括地域包括地域包括支援センター受託運営事業支援センター受託運営事業支援センター受託運営事業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    

◆実態把握件数（延べ件数）◆実態把握件数（延べ件数）◆実態把握件数（延べ件数）◆実態把握件数（延べ件数）    

    件数 

27272727年度年度年度年度    215215215215件件件件 

26年度 238件 

        ◆相談業務件数◆相談業務件数◆相談業務件数◆相談業務件数    

        ＜相談方法内訳（延べ件数）＞＜相談方法内訳（延べ件数）＞＜相談方法内訳（延べ件数）＞＜相談方法内訳（延べ件数）＞    

    電話 来所 訪問 その他 合計 

27272727年度年度年度年度        591591591591件件件件         59595959件件件件     562562562562件件件件         14141414件件件件 1,2261,2261,2261,226件件件件 

26年度 743件 83件 634件 21件 1,481件 

        ＜相談内容内訳（延べ件数）＞＜相談内容内訳（延べ件数）＞＜相談内容内訳（延べ件数）＞＜相談内容内訳（延べ件数）＞    

内容 27272727年年年年 度度度度    26年度 内容 27272727年年年年 度度度度    26年度 

介護保険関連         401401401401件件件件     469件 住宅相談 13131313件件件件    14件 

介護予防サービス関連 316316316316件件件件    309件 生活相談 130130130130件件件件    227件    

地域支援サービス 102102102102件件件件    102件 健康相談 113113113113件件件件    167件    

福祉サービス 3333件件件件    13件 医療相談 31313131件件件件    56件    

保健サービス 0000件件件件    0件 介護方法 51515151件件件件    52件    

虐待 36363636件件件件    12件 その他 15151515件件件件    53件    

権利擁護 15151515件件件件    7件     

        ◆介護予防プラン作成者数（延べ件数）◆介護予防プラン作成者数（延べ件数）◆介護予防プラン作成者数（延べ件数）◆介護予防プラン作成者数（延べ件数）    

    件数 

27272727年度年度年度年度        2,5392,5392,5392,539件件件件 

26年度 2,229件 

        ◆指定介護予防支援委託◆指定介護予防支援委託◆指定介護予防支援委託◆指定介護予防支援委託    

    事業所数 対象者数（延べ） 

27272727年度年度年度年度            18181818事業所事業所事業所事業所    246246246246名名名名    

26年度 21事業所 324名 



 ４４ 

    

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

    件数 

27272727年度年度年度年度    0000件件件件 

26年度 100件 

        ◆各種会議・打合せ会◆各種会議・打合せ会◆各種会議・打合せ会◆各種会議・打合せ会等等等等への参加への参加への参加への参加    

    

    

    

    

    

    

    

    

◆◆◆◆地域介護予防教室地域介護予防教室地域介護予防教室地域介護予防教室等等等等の開催の開催の開催の開催及び自主団体活動支援及び自主団体活動支援及び自主団体活動支援及び自主団体活動支援    

名称 回数 参加人数(延べ) 

地域介護予防教室（一次予防） 14回 157名 

いきいき元気教室    8回 82名 

はつらつ元気教室 10回    165名    

介護予防教室（健康教室）自主グループ支援 6回 177名 

◆他機関への講師派遣及び事業協力◆他機関への講師派遣及び事業協力◆他機関への講師派遣及び事業協力◆他機関への講師派遣及び事業協力    

派遣先・事業名等 回数 

石巻市社協ﾍﾙﾊﾟｰｾﾝﾀｰ定例会・虐待関係 1回 

栄田地区住民等・認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座 1回 

渡波地区民生委員児童委員協議会・世代間交流事業 4回    

荻浜地区民生委員児童委員協議会・ふくしの集い 1回 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

会議名称 参加回数 会議名称 参加回数 

市包括ケア会議 3回 グ ル ー プ ホ ー ム 運 営 推 進 会 議 （ あ い わ ・ 希 慈 ） 8回 

看護師職打合せ会 9回    エ リ ア ミ ー テ ィ ン グ （ 渡 波 ・ 荻 浜 ） 24回    

社会福祉士打合せ会 8回    心のケアミーティング 4回    

主任ケアマネジャー打合せ会 5回    地区民生委員児童委員協議会定例会 22回    

圏域包括ケア会議（湊・渡波・牡鹿） 1回    ケアマネジャー情報交換会 3回    

地域包括支援センター合同会議 1回    その他会議・研修会等 64回    



 ４５ 

（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    

◆実態把握◆実態把握◆実態把握◆実態把握件数（延べ件数）件数（延べ件数）件数（延べ件数）件数（延べ件数）    

    件数 

27272727年度年度年度年度    143143143143件件件件 

26年度 89件 

        ◆相談業務件数◆相談業務件数◆相談業務件数◆相談業務件数    

        ＜相談方法内訳（延べ件数）＞＜相談方法内訳（延べ件数）＞＜相談方法内訳（延べ件数）＞＜相談方法内訳（延べ件数）＞    

    電話 来所 訪問 その他 合計 

27272727年度年度年度年度    56565656件件件件 14141414件件件件 173173173173件件件件 22222222件件件件 265265265265件件件件 

26年度 89件 14件 135件 24件 262件 

        ＜相談内容内訳（延べ件数）＞＜相談内容内訳（延べ件数）＞＜相談内容内訳（延べ件数）＞＜相談内容内訳（延べ件数）＞    

内容 27272727年年年年 度度度度    26年度 内容 27272727年年年年 度度度度    26年度 

介護保険関連 51515151件件件件     40件 住宅相談 0000件件件件    5件 

介護予防サービス関連 21212121件件件件    32件 生活相談 15151515件件件件    40件    

地域支援サービス 41414141件件件件    53件 健康相談 103103103103件件件件    29件    

福祉サービス 3333件件件件    3件 医療相談 3333件件件件    10件    

保健サービス 0000件件件件    0件 介護方法 11111111件件件件    9件    

虐待 4444件件件件    16件 その他 9999件件件件    19件    

権利擁護 4444件件件件    6件     

        ◆介護予防プラン作成者数（延べ件数）◆介護予防プラン作成者数（延べ件数）◆介護予防プラン作成者数（延べ件数）◆介護予防プラン作成者数（延べ件数）    

    件数 

27272727年度年度年度年度    337337337337件件件件 

26年度 400件 

        ◆指定介護予防支援委託◆指定介護予防支援委託◆指定介護予防支援委託◆指定介護予防支援委託    

    事業所数 対象者数（延べ） 

27272727年度年度年度年度    3333事業所事業所事業所事業所    9999名名名名    

26年度 4事業所 6名 

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

    件数 

27272727年度年度年度年度    0000件件件件 

26年度 89件 

    

    

    

    



 ４６ 

        ◆各種会議・打合せ会等への参加◆各種会議・打合せ会等への参加◆各種会議・打合せ会等への参加◆各種会議・打合せ会等への参加    

    

    

    

    

    

    

    

    

◆地域介護予防教室等の開催及び自主団体活動支援◆地域介護予防教室等の開催及び自主団体活動支援◆地域介護予防教室等の開催及び自主団体活動支援◆地域介護予防教室等の開催及び自主団体活動支援    

名          称 回数 参加人数（延べ） 

地域介護予防教室（委託分） 8回 59名 

地域介護予防教室（委託外）    6回 33名 

認知症サポーター養成講座 5回    48名    

雄勝・北上認知症家族の会「にんじんの会」 3回 31名 

◆他機関への講師派遣及び事業協力◆他機関への講師派遣及び事業協力◆他機関への講師派遣及び事業協力◆他機関への講師派遣及び事業協力    

派遣先・事業名等 回数 

平成27年度宮城県災害派遣福祉チーム員養成基礎研修 １回 

社団法人日本社会福祉士養成校協会「災害福祉支援活動基礎研修」    １回 

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」 １回 

＜主な派遣先＞ 

・・・・学校法人栴檀学園東北福祉大学 ・・・・社団法人日本社会福祉士養成校協会    

    

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) 1,094名 

(渡波) 1,183名 

6,679名 1,453名 ― 2,539名 

河河河河    北北北北    2,167名 ― 885名 359名 ― 

河河河河    南南南南    ― ― 282名 ― ― 

桃桃桃桃    生生生生    1,183名 ― ― ― ― 

北北北北    上上上上    790名 ―  ― 337名 

合合合合    計計計計    6,4176,4176,4176,417名名名名    6,6796,6796,6796,679名名名名    2,622,622,622,620000名名名名    359359359359名名名名    2,8762,8762,8762,876名名名名    

(26年度)    6,156名 7,254名 2,800名 420名 2,629名 

会議名称 参加回数 会議名称 参加回数 

市包括ケア会議 3回 グループホーム運営推進会議（きたかみ） 6回 

看護師職打合せ会 8回    エリアミーティング（北上） 12回    

社会福祉士打合せ会 8回    心のケアミーティング 2回    

主任ケアマネジャー打合せ会 4回    地区民生委員児童委員協議会定例会 12回    

圏域包括ケア会議（河北・雄勝・北上） 3回    ケアマネジャー説明会 1回    

地域包括支援センター合同会議 6回    その他会議・研修会等 21回    



 ４７ 

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    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    764名 ― 764名 

河河河河    北北北北    93名 0名 93名 

河河河河    南南南南    129名 ― 129名 

合合合合    計計計計    986986986986名名名名    0名    986986986986名名名名    

(26年度) 1,392名 0名 1,392名 

※石巻市養育支援事業（訪問介護） 石巻 延べ14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 

 男性 女性 合計 

指定就労継続支援Ｂ型事業 

(27(27(27(27年度年度年度年度))))    23232323名名名名    6666名名名名    29292929名名名名    

(26年度)    23名 5名 28名 

障害者地域活動支援センター 

(27(27(27(27年度年度年度年度))))    5555名名名名    1111名名名名    6666名名名名    

(26年度 ) 6名 1名 7名 

 

◆活動内容  

・創作的活動……音楽・工作等楽しみにつながる活動支援（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） 
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（２）かしわホーム（２）かしわホーム（２）かしわホーム（２）かしわホーム    

  ◆利用者数 

 男性 女性 合計 

指定就労継続支援Ｂ型事業 

(27(27(27(27年度年度年度年度))))    6666名名名名    12121212名名名名            18181818名名名名    

(26年度)    8名 13名 21名 

障害者地域活動支援センター 

(27(27(27(27年度年度年度年度))))    4444名名名名    6666名名名名    10101010名名名名    

(26年度 ) 2名 4名 6名 

  

   ◆活動内容 

・創作的活動……音楽・工作等楽しみにつながる活動支援（映画、コン 

        サート鑑賞、太巻き作り､農作物作業、カラオケ） 

・生産活動………働く機会の提供・作業支援（ウエス加工､古銅線剥離､ 

出張作業、老人福祉施設内清掃作業、ピン作業） 

・社会適応訓練…社会的自立に必要な知識の習得支援（調理実習、畑作 

業、映画鑑賞、買い物実習、清掃活動) 

・機能訓練………運動等による体力維持の支援（体力づくり、レクリエ 

ーション、クリスマス会、お誕生会、お花見） 

・社会交流………地域社会との交流活動（ボランティア交流会、水族館 

見学旅行、施設間交流活動） 

・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＞ 

    身体 知的 精神 重心 障害児 合計 

27272727年度年度年度年度    17171717名名名名 44444444名名名名 66666666名名名名 2222名名名名 10101010名名名名    139139139139名名名名 

26年度 18名 25名 24名 2名 3名 72名 

    ＜相談件数＞ 

    訪問 来所 同行 電話等 支援会議 関係機関 地域支援 合計 

27272727年度年度年度年度    434434434434件件件件    87878787件件件件    83838383件件件件    1,0151,0151,0151,015件件件件    59595959件件件件    153153153153件件件件    1,0781,0781,0781,078件件件件    2,9092,9092,9092,909件件件件    

26年度 355件 49件 45件 326件 44件 109件 571件 1,499件 

 

    ＜訪問件数＞ 

    自宅 仮設住宅 民間賃貸 その他 合計 

27272727年度年度年度年度            178178178178件件件件    82828282件件件件            30303030件件件件            144144144144件件件件    434434434434件件件件    

26年度 62件 128件 54件 111件 355件 
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◆民間賃貸・仮設住宅訪問 

    訪問回数 

27272727年度年度年度年度            21212121回回回回 

26年度 49回 

   ◆会議等開催等 

    27272727年度年度年度年度    26年度 

行政・相談支援事業連携 

（市定例会、相談支援連絡会、エリアミーティングケース共有会議等） 

97979797回回回回     92回 

他機関連携 

（他職種連携会議、ケアマネ情報交換会、就労支援会議等） 

78787878回回回回 34回    

自立支援協議会関連 

（総会、正副部長会議、サービス提供部会、相談支援部会等） 

133133133133回回回回 104回    

合合合合                        計計計計    308308308308回回回回 230回    

    

■■■■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＞ 

    作成件数 

27272727年度年度年度年度        89898989件件件件 

26年度 19件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪訪問地域≫ 

石巻市、女川町、東松島市、 

利府町、仙台市、大崎市 
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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27272727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    69名 1,487名 1,556名 各地区集会所で実施 

河河河河    北北北北    98名 384名 482名 〃 

雄雄雄雄    勝勝勝勝    14名 297名 311名 〃 

河河河河    南南南南    

0名 1,634名 1,634名 老人福祉ｾﾝﾀｰで実施 

103名 1,270名 1,373名 各地区集会所で実施 

北北北北    上上上上    161名 1,219名 1,380名 各地区集会所等で実施 

合合合合    計計計計    445445445445名名名名    6,2916,2916,2916,291名名名名    6,7366,7366,7366,736名名名名        

(26年度) 393名 5,915名 6,308名  
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２１２１２１２１    復興支援復興支援復興支援復興支援事業事業事業事業    

【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（１（１（１）他機関への講師派遣）他機関への講師派遣）他機関への講師派遣）他機関への講師派遣    

≪主な派遣先≫ 

・社会福祉協議会 

全国・福島県・大崎市・紋別市 

福知山市・宮城県 

 

・東北学院大学・日本社会事業大学 

 

 

（２（２（２（２）ボランティアの調整及び情報共有・支援）ボランティアの調整及び情報共有・支援）ボランティアの調整及び情報共有・支援）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 

369 件 2,619 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 

□定例会：毎月第 2 木曜日 17：30～ 年間 12 回開催 

  情報提供、勉強会、交流会、ワークショップなどを実施 

□幹事会：毎月第 4 木曜日 18：00～ 年間 12 回開催 

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、石巻市包括ケアセンター、 

社協(復興支援課、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 23 次（  4 月） 106 件 

第 24 次（  5 月）  46 件 

第 25 次（  6 月）  32 件 

第 26 次（  7 月）  15 件 

  〃 （  11 月）  10 件 

合計合計合計合計    209209209209 件件件件    

    

    

派遣先 回数 

社協関係 8 回 

行政関係 0 回 

福祉団体関係 4 回 

その他 11 回 

合計合計合計合計     23232323 回回回回    

※1 団体に付き 

 1 回 10 万円上限 
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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：13 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：86 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 7,122 戸（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

   ◆仮設住宅入居戸数 3,951 戸（平成 28 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 
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（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  復興支援課職員/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  復興支援課職員/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：2,667 世帯（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

  ◆訪問希望世帯数：116 世帯（平成 28 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 

◆初回訪問による実態把握 

◆定期的訪問による情報収集及び見守り・相談 

◆集会所等を利用したコミュニティ形成支援 

活動対象 

◆地区：市内全地区（※平成 27 年度までに入居整備された住宅） 

◆復興公営住宅入居世帯数：2,039 世帯（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

※復興公営住宅活動実績：表 3～5 のとおり 

 

（６）在宅避難者に関する調査について（６）在宅避難者に関する調査について（６）在宅避難者に関する調査について（６）在宅避難者に関する調査について    

   石巻市からの依頼に基づき、在宅避難者の再建状況を把握する調査を実施 

   【依頼件数】133 件 

   【調査方法】地域生活支援員の訪問による聞き取り 
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▼表３ 復興公営住宅訪問活動実績 
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▼表４ 地域コミュニティ支援活動実績 
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▼表５ 相談対応年間内訳 
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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     

    

    地域福祉活動計画に基づき活動を実施地域福祉活動計画に基づき活動を実施地域福祉活動計画に基づき活動を実施地域福祉活動計画に基づき活動を実施     

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】【主な活動】【主な活動】【主な活動】     

・仮設住宅、復興公営住宅における個別支援の調整、コミュニティ支援 

・民協単位、行政区単位における個別支援の調整、コミュニティ支援 

・移行期支援（仮設住宅から復興公営住宅へ） 

・支え合える地域や地域福祉推進のためのネットワーク・協議体づくり 

・町内会や住民主体による地域活動の立ち上げ、および活性化支援 

・各関係機関との連携（保健師、地域包括支援センター、民生委員児童委員、

ＮＰＯ等） 

【主な会議への参画、協力】【主な会議への参画、協力】【主な会議への参画、協力】【主な会議への参画、協力】     

・仮設支援エリアミーティングへの参画（13 地区） 

・地区民生委員児童委員協議会への参加（16 地区） 

・石巻市包括ケアセンター主催 多職種連携会議、地区座談会への参加  

・地域包括支援センター主催 地域ケア会議等への参加 

・その他、各種会議への参画、参加  

【その他】【その他】【その他】【その他】     

・ＮＨＫへの取材協力（シリーズ被災地の福祉はいま） 

・各シンポジウム、研修会への参加・協力 

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 


