
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２７年度 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 

事 業 総 括 報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．法人運営事業 

   本会の事業実施状況・経営状況を的確に把握し、地域住民のニーズに合わせた地域 

福祉事業の推進、併せて安定的かつ効率的な事業実施や法人経営を目指して、下記の 

法人運営事業を推進。 

（１）理事会   ･･･年間６回開催  （２）理事全員協議会  ･･･年間１回開催 
 
（３）評議員会  ･･･年間５回開催  （４）監事会      ･･･年間８回開催 
 
（５）職員研修事業 

・法人全体研修          年間 １５回開催  ･･･５８２名参加 

・法人外部研修          年間 ２５８件   ･･･５１２名参加 

・法人内部研修          年間 １０３件  ･･･１，９２５名参加 
 
（６）大崎市社会福祉協議会表彰式 

・大崎市社協表彰式を開催し、福祉活動に功績のあった方々に対して感謝状や 

表彰状を贈呈し表彰するとともに、地域福祉活動の啓蒙を促進。 

表彰状贈呈者･･･５４名・ ２団体 

感謝状贈呈者･･･４０名・１３団体 
 

（７）広報発行事業 

・〔本 所〕「大崎市社協だより」の発行  ･･･年間 ２ 回 １０６，０００部 

・〔各支所〕「支所だより」の発行     ･･･年間３５回 ２４０，４４２部 
 

（８）ホームページ運営事業       ･･･延べアクセス件数 １９２，２５１件 

 

 

 

①ふれあいと支え合いによる何にでも参加できる新たな地域づくり 

②ひとびとの絆をつくるボランティアの養成 

③支え合いを具体化する地域見守りネットワークの構築 

④ふれあいと笑顔があふれる世代間交流の推進 

⑤地域づくりに向けた関係団体の交流 

⑥地域づくり推進のためのひとづくり 

⑦活動展開のための拠点づくり 

地域福祉活動計画 ～地域づくりレインボープラン～ 

７つの重点目標を掲げ、誰もが住み慣れた地域において安心して生活できるよう、潜在化して 
いる多様なニーズを取り上げ、地域の自主的な福祉活動を支援するとともに、地域福祉の課題 
把握と具体的な活動に取り組んで参りました。 



２．地域福祉活動事業 
 

（１）地域福祉推進委員会の開催〔各支所〕          ･･･年間３２回開催 

     ・各支所に地域福祉推進委員会を設置し、各地域での福祉的課題や問題解決、

地域福祉活動計画[第２期]における支所事業の方向性などについて協議検討。 
 

（２）社会福祉協力員活動推進事業〔各支所〕          ･･･年間９回開催 

・地域と社会福祉協議会のパイプ役として、各地域に社会福祉協力員を委嘱し 

      地域福祉活動の推進や研修会の実施、一般会員からの会費納入を促進。 
 
  （３）ボランティア活動推進事業 

     １）ボランティア団体支援事業〔本所・各支所〕     ･･･通年随時実施 

       ・大崎市ボランティア連絡協議会への支援活動を実施。 

       ・各地域ボランティア連絡協議会・友の会等への支援活動を実施。 
 
     ２）ボランティア団体活動助成事業 

〔本所・古川・松山・三本木・鹿島台・鳴子・田尻〕･･･６支所４２団体 

       ・ボランティア団体へ活動助成を実施。 
 

３）ボランティア養成事業〔岩出山・田尻〕 ･･･年間４回開催 １７１名参加 

       ・地域で活躍するボランティアを対象にし、レクリエーション講座やボラ 

ンティア養成講座等を開催。 
 

４）ボランティア保険加入事業〔各支所〕       ･･･年間３３４件受付 

       ・個人・団体のボランティア活動保険の加入手続きの窓口として実施。 

       ・関東・東北豪雨災害に伴う大崎市災害ボランティアセンターの運営時に 

１７１件４０２名のボランティア活動保険への加入受付を実施。 
 

５）漢（おとこ）の生き方塾〔松山〕     ･･･年間１回開催 １９名参加 

       ・ボランティアに対する活動への理解と普及を目的に実施。 
 

６）ボランティアだより発行支援事業〔松山・田尻〕 

･･･随時発行 ４,３６０部 

    ・各ボランティア団体の活動紹介を目的に、地域の活動連絡協議会等が発 

行するボランティア広報誌（会報）の発行支援を実施。 
 

７）ボランティア感謝の集い事業〔鹿島台〕･･･年間１回開催 ６６名参加 

       ・ボランティア同士の交流により活動の意識統一を図ることを目的に特別 

養護老人ホーム敬風園と共催にて開催。 
 

８）ボランティアまつり・集い事業〔田尻〕･･･年間１回開催 ４００名参加 

・ボランティアと住民の交流を目的とした集い事業を企画し、活動紹介や 

車いす体験、ゲームコーナーなどを設置し開催。 
 

 

 

 

 



（４）災害ボランティア活動推進事業 

１）大崎市災害ボランティアセンターの運営事業〔本所・各支所〕 

･･･年間１回 ２３日間実施 

・平成２７年９月１１日に発生した豪雨災害により、大崎市内においても 

甚大な被害を受けました。本会では、同日に大崎市災害ボランティアセ 

ンターを設置し、大崎市内外のボランティアから多大なご協力をいただ 

きながら、ボランティアセンター活動を実施。 

※支援件数：２１１件 ／ 受付ボランティア総数：１，２４２名 
 

２）災害派遣福祉・介護チーム（ＤＣＡＴ）設置事業〔本所・各支所〕 

･･･年間１回 ６日間実施 

・大崎市災害ボランティアセンターの運営と合わせて、平成２５年に設置 

された災害派遣福祉・介護チームを組織し、避難所や戸別訪問調査を実 

施。被災された方の福祉ニーズを見極めながら専門機関等（行政機関や 

介護保険事業所等）へ繋げる活動を展開。 
 

３）大崎市社会福祉協議会 災害ボランティアセンター活動報告会 

  〔本所・各支所〕            ･･･年間１回開催 ８７名参加 

・大崎市災害ボランティアセンター運営について振り返るとともに、災害 

ボランティアセンター運営の在り方、今後の地域福祉事業への取り組み 

方について本会職員の他、運営に関わった支援社協職員、他福祉団体、 

他法人との間で、情報や意識を共有する機会とすることを目的に開催。 
 

４）災害ボランティアコーディネーター研修事業〔本所・各支所〕 

･･･年間１回開催 １４名参加 

       ・災害時相互支援協定に基づく職員派遣に備えて、大崎地域の他社協職員 

と共に本会職員を含めた社協職員のボランティアコーディネート力向上 

に向けた研修を実施。 
 
     ５）災害ボランティアセンター体制整備事業 

〔本所・三本木・鹿島台・鳴子・田尻〕        ･･･年間５回実施 

       ・大規模災害に備えて、迅速な対応ができるよう資機材等の整備を実施。 
 

６）災害ボランティア活動推進事業〔松山〕  ･･･年間１回開催 ５３名参加 

・大規模災害に備え地域住民と社協、関係機関等との連携を図ることの大 

切さを再確認することを目的に、「平成２７年関東・東北豪雨災害」時に 

おける大崎市災害ボランティアセンターの運営について、活動内容報告 

を含めた災害ボランティア研修会を開催。 
 

７）災害ボランティアセンター設置訓練事業〔松山〕 

･･･年間１回開催 ９７名参加 

       ・大規模災害を想定し、地域住民と社協、関係機関等との連携を図りなが 

ら、地域に災害ボランティアセンターのサブセンターを仮想設置し、訓 

練を実施。 
 



（５）調査・研究事業 

     １）地域福祉活動計画［第２期］策定事業〔本所・各支所〕 

・地域福祉活動計画策定委員会設置要綱に基づき策定委員会を設置し、地 

域福祉推進委員会等を通じて、平成２１年度に策定された「大崎市社会 

福祉協議会 地域福祉活動計画[第１期]」について見直すとともに、大崎 

市民及び福祉関機関に対して、本会が推進する「誰もが住みよいまちづ 

くり」の実現に向けた具体的な方向性を示すことを目的に協議検討を実 

施し、第２期活動計画を策定。 
 

２）福祉ニーズ調査事業〔古川・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻〕 

・大崎市民の福祉ニーズや社会資源などについて、アンケート方式により 

把握し、地域福祉事業に反映することを目的として実施。 
 

３）社会福祉調査事業〔松山・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻〕 

・大崎市民のうち支援及び援護を必要とする世帯等を民生委員等の協力を 

得ながら把握し、歳末たすけあい配分事業などに反映することを目的と 

して実施。 
 

（６）総合的な相談事業 

     １）総合的な相談窓口事業〔各支所〕          ･･･年間 ２９４件 

       ・多種多様にわたる福祉課題を抱え、窓口に訪れた住民に対し社協が提供 

できる福祉サービスや関係機関と連携を図りながら相談援助を実施。 
 

（７）小地域福祉活動支援事業 

     １）小地域福祉活動支援事業〔古川・松山・鹿島台〕 ･･･年間 ２９７回実施 

・地域を拠点として、高齢者や地域住民、ボランティアが自主的に企画や 

 内容などを話し合い、サロン活動や仲間づくりを進めていけるよう活動 

支援などを実施。 
 

２）福祉出前講座〔古川・鹿島台・岩出山・鳴子〕    ･･･年間８８回実施 

・地域で実施される事業等へ出向き、地域住民に対して福祉に対する理解 

を促進するとともに、地域の中で自主的に活動できるサロン従事者や地 

域リーダー等の福祉人材を養成し、より地域に根ざした福祉活動を展開。 
 

３）支部社協・地区福祉会支援事業〔古川・岩出山・田尻〕 

･･･随時支援 ６４地区 

・支部社協や地区社協（小地域）活動に関して、自主的な事業活動を展開 

する組織を育成すると共に、地域の方々が共に支え合う地域福祉の推進 

を図ることを目的とし支援を実施。 
 

４）地域福祉関係団体活動等支援事業〔古川・鹿島台・岩出山・鳴子〕 

･･･年間３９回支援 

・地域福祉事業に本会と協働し取り組む、民生委員児童委員協議会をはじ 

めとする各種福祉団体への事務支援や団体助成を実施。 
 

 



５）地域支えあいボランティア養成事業〔古川〕     ･･･年間２７回開催 

       ・企業等によるボランティア活動に関するコーディネート支援を通じて、 

地域と共に歩む社会人ボランティア養成を目的として実施。 
 

６）防災環境整備支援事業〔鹿島台〕          ･･･９行政区へ支援 

       ・地域での防災活動への支援や防災資機材等の整備に対する助成を実施。 
 

７）いきいきふれあいサロン活動支援事業〔岩出山〕   ･･･年間７６回実施 

・「お茶っこ会」事業として、岩出山地域のほぼ全域で実施。 
 

（８）地域交流事業 

     １）世代間交流事業〔松山・三本木・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻〕 

･･･年間１７回開催 １,８１７名参加 

      ・児童や高齢者、障害者等の様々な世代の住民が事業参加を通じて、互い 

の知識、経験、価値観等を共有することで住民相互による「福祉のまち 

づくり」に繋げる目的として実施。 
 
     ２）福祉のつどい事業〔松山・三本木〕   ･･･年間２回開催 ６１５名参加 

       ・社協と関わりの深い各種団体（区長会・民協・ボランティア・地域団体 

等）との連携により「福祉のまちづくり」を推進することを目的に住民 

だれもが参加できるつどい事業を実施。 
 
     ３）地域交流事業〔松山・岩出山〕            ･･･年間３回実施 

・「２０１５まつやま夏まつり」への活動、事務支援を通じて様々な住民同 

士が交流する機会提供を目的として実施。 

       ・岩出山あったか村ゾーンと隣接する町内会と共に、植栽事業などの地域 

        事業を通じて様々な住民同士が交流する機会提供を目的として実施。 
 

４）福祉まつり事業〔鳴子〕               ･･･年間２回実施 

・毎年、鳴子文化祭への支援事業（展示、出店等）や川渡地区公民館祭り 

へ参加し、福祉ポスター展示等を通じて地域福祉への啓発を目的として 

実施。 

 

（９）地域見守りネットワーク事業 

     １）地域見守りネットワーク事業〔各支所〕 

･･･２９５行政区 ３，２４９名登録 

・地域の福祉関係者の協力・支援のもと、要支援高齢者世帯等への定期的 

 な訪問活動、あんしんカードを活用した緊急時の連絡体制整備について 

推進するとともに、社協が実施する地域福祉事業を通じて地域住民同士 

の「つながり」を醸成し、お互いに見守り、見守られる関係性を構築し 

ていくことを目的として実施。 
      

 

 



２）地域見守りネットワークサポーターフォローアップ研修事業 

〔古川・岩出山・鳴子・田尻〕     ･･･年間４回開催 ４３９名参加 

       ・地域見守りネットワーク事業の活動サポーターを対象に見守り活動の実 

践事例紹介、情報の共有化を図る機会として活動に繋がる研修会を開催。 
      

３）見守り配食サービス事業（見守り活動型） 

〔古川・松山・鹿島台・岩出山・鳴子〕･･･年間３５回実施 １,５５６食 

・食生活の改善と安否確認を目的として、クリスマスやおせち料理などの 

行事食や昼食の配食サービスを実施。 
 

４）ひとり暮らし高齢者安否確認事業（二人暮らし含む） 

〔松山・三本木・鹿島台・岩出山〕･･･年間３５回実施 ２,４５３名実施 

・ひとり暮らしや二人暮らし高齢者を対象に、安否確認を兼ねての会食会 

 や親睦旅行等を実施。 

       ・地域見守りネットワーク事業の一環として、絵手紙ボランティアが作成 

        する絵葉書等を通じての安否確認を実施。 
 

５）歳末まごころ（ふれあい）訪問事業〔古川・松山・岩出山〕 

･･･年間随時 ８４９名へ実施 

・年末に１年の慰労と新年を無事に過ごせることを祈念するとともに、安 

 否確認を兼ねて地区民生委員等が正月セット（蒲鉾等）を持ちながら訪 

 問を実施。（歳末まごころ訪問） 

・年度末に見守りネットワーク事業登録世帯に対して、民生委員と鉢花を 

持ちながら、安否確認を兼ねて訪問を実施。（サンサンふれあい訪問） 
 

６）二人暮らし夫婦交流事業〔三本木・鹿島台・田尻〕 

･･･年間５回開催 １２９名参加 

  ・６５歳以上の高齢者夫婦を対象に、外出する機会と他者との交流を図る 

   ことを目的として実施。 
 

７）ひとり暮らし高齢者敬老事業〔三本木〕    ･･･年間１回 ３４名参加 

  ・ひとり暮らし高齢者の仲間づくりや生きがいづくり、孤立感の解消を目 

的に実施するとともに、民生委員も参加することで相互の信頼関係の構 

築と見守り強化を推進。 
 

８）安心箱配布事業〔鳴子〕           ･･･年間随時 ３０件配布 

  ・７５歳以上のひとり暮し高齢者や高齢者夫婦、障害者世帯を対象に実施。 

 

（１０）高齢者福祉事業 

     １）ひとり暮らし高齢者のつどい事業〔松山・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻〕 

･･･年間２４回 １,３４４名参加 

・閉じこもりになりがちなひとり暮らしの高齢者を対象として、外出と交 

 流する機会の提供を目的として実施。 

 



２）１００歳への花束贈呈事業〔古川・三本木・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻〕  

･･･年間２２回 ２２名へ贈呈 

・１００歳を迎えられた高齢者の方へ花束と記念写真、記念品の贈呈を実施。 
 

３）老人クラブ連合会団体支援事業〔松山・三本木・鹿島台・鳴子〕 

･･･年間１３回他随時支援 

       ・老人クラブの総会や役員会、関係機関との連携調整、スポーツ事業実施

等への活動支援を実施。 
 

４）老人クラブ連合会助成事業〔松山・鹿島台・田尻〕   ･･･年間３回実施 

・老人クラブ連合会への活動助成を実施。 
 

５）シルバーフェスティバル事業〔古川〕･･･年間１回開催 １，１００名参加 

・古川地域の高齢者を対象に、大崎市民会館を会場として外出する機会づ 

 くりとするほか、教養講座「趣味の教室」の発表の場として各講座受講 

生同士が交流の場とすることを目的として開催。 
 

６）金婚祝賀会事業〔三本木・岩出山〕       ･･･年間２回 ９組参加 

  ・結婚５０年を迎えた夫婦を招待して、これまでの歩みに対して祝福をす 

る事を目的に式典を開催。 
 

７）高齢者福祉事業〔松山〕           ･･･年間１回 １３名参加 

  ・はり灸マッサージ協会遠田支会の協力により、介護家族の方やボランテ 

ィア活動をしている方のうち、希望者を対象に実施。 
 

８）元気と若さアップ！社協健康教室事業〔三本木〕･･･年間２回 ５２名参加 

  ・事業参加を通じて、地域の中で仲間づくりや生きがいを見い出し、健康 

   増進を図ることを目的として実施。 
      

９）地域高齢者介護予防事業〔鹿島台〕     ･･･年間８３回 ２５行政区 

  ・介護予防事業に取り組む地区団体に対して、活動助成を実施。 
 
（１１）福祉学習推進事業 

     １）おおさき福祉の心コンクール〔本所・各支所〕 

･･･年間１回 １，０９８作品 

・大崎市内の小・中学校の児童・生徒を対象に、福祉の心を育む一環とし 

て福祉作文・ポスター・標語・書道を募集し、大崎市社協表彰式にて最 

優秀作品の発表、表彰を実施するとともに、展示会を通じて市民に対し 

て、児童・生徒が感じる「福祉の心」を地域間で共有していくことを目 

的として実施。 
      

２）福祉・ボランティア活動協力校指定事業〔各支所〕 

･･･年間１回 ４１校指定 

・大崎市内の小・中学校を対象に、福祉ボランティア協力校として指定し、 

学校内外での福祉活動の推進に対し助成を実施。 

 



３）おおさき福祉学習推進セミナー〔本所・各支所〕･･･年間１回 ２４名参加 

・大崎市内の小・中・高校の福祉学習担当者を対象に、これからの福祉教 

育を共に考える機会と捉え、児童、生徒への体験学習前に目的やねらい 

を明確にしていくことで、「やさしさ」「支え合い」「助け合い」の心を育 

む福祉学習プログラムの作成を目指し、宮城県身体障害者福祉センター 

の協力を得て実施。 
 

４）福祉体験学習支援事業〔各支所〕 ･･･年間３９回支援 ２,０７０名参加 

・大崎市内の小・中学校、高校等の福祉体験学習への支援を実施。 
 

５）福祉用具貸出事業〔古川・松山〕         …年間１２３件貸出 

  ・教育機関、町内会等への福祉学習用教材としての貸出の他に、介護保険 

認定前の一時的な身体の事情による車いす等の貸し出しを実施。 
      

６）学生ボランティア育成事業〔古川・鳴子・田尻〕   ･･･年間１２回実施 

  ・学生に対してボランティアを実践する機会の提供及び活動助成を実施。 

  ・赤い羽根募金運動時期に合わせ、観光名所となる鳴子峡を訪れる方々に 

対して、地元中学生が募金運動を通じて福祉の心を涵養するとともに、 

改めて地元の魅力を感じてもらう機会とすることを目的として実施。 

       ・児童（小学生）が絵手紙を作成し、ひとり暮らし高齢者の方への配布（郵 

送）を通じて福祉の心を育む。 
      

７）地域指定福祉学習推進事業〔古川〕         ･･･年間１５回実施 

・宮城県社会福祉協議会指定モデル事業として、古川高校と周辺行政区を 

モデル校区とし、被災地ボランティア体験や地域と連携した避難訓練を 

通じて、災害時に学校を防災拠点とした災害に強い街づくりを推進する 

目的として実施。 
 

８）夏休みキャップハンディ体験事業〔鳴子〕   ･･･年間１回 ２３名参加 

       ・日本盲導犬協会仙台訓練センターを訪問し、視覚障害者への支援、日常 

生活を送るまでの訓練等について盲導犬を通して体験し、福祉に対する 

理解を促進することを目的として実施。 
  

９）音楽ふれあいコンサート事業〔鳴子〕    ･･･年間１回 ２００名参加 

       ・大崎市立鳴子小学校と共催で、地域住民を含め多世代が共に音楽に触れ 

あう機会づくりを目的として実施。 
 
（１２）子育て支援事業 

     １）図書の贈り物事業〔松山・鹿島台・岩出山・田尻〕  ･･･年間１０回実施 

       ・将来を担う児童の健やかな成長を願い、保育所や幼稚園を通じて絵本や 

図書カードを贈呈することで、家族のふれあいに役立てて頂くことを目 

的として実施。 
 
      

 

 



２）子育て支援事業〔松山・三本木・岩出山〕･･･年間９回開催 １６６名参加 

・子育て中の親子を対象に、子育てにおける不安や悩みなどの相談や仲間 

 づくりなど、地域との繋がりを図りながら推進することを目的として実 

施。 
 
     ３）児童福祉支援事業〔松山・田尻〕           ･･･年間２回実施 

       ・「第１５回子どもふれあい祭り」への活動支援を通じて、地域の子どもた 

ちに楽しみとふれあいの大切さを伝えることを目的に実施。 

       ・子育てサポーター「すまいるママ」へ活動支援並びに助成を実施。 
 
     ４）あそびのひろば（親子ふれあいコンサート）〔古川〕 

･･･年間１回開催 ７０名参加 

・『関東・東北豪雨災害復興支援事業おおさきスマイルプロジェクト』の一 

環として、「子育て応援団｜ジャイアンとぱぱ」を招き、未就学児の親子 

が事業に共に参加することで、家族のふれあいに役立てて頂くことを目 

的として実施。 
 
（１３）障害者福祉事業 

１）障害者団体支援事業〔本所・各支所〕        ･･･年間１６回実施 

・身体障害者福祉協会や障害児・者団体へ事務支援を実施。 

・大崎市身体障害者福祉協会主催による障害者スポーツ大会に対して、  

 本会職員・ボランティアによる協力・支援を実施。 
 

２）障害者団体助成事業〔古川・松山・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻〕 

･･･年間６回実施 

・身体障害者福祉協会や授産施設、障害児・者団体へ団体助成を実施。 
 

３）障害者交流支援事業〔松山・三本木・鳴子・田尻〕   ･･･年間６回実施 

・児童や高齢者、障害者等の様々な世代の住民が事業参加を通じて、互い 

の知識、経験、価値観等を共有することで住民相互による「福祉のまち 

づくり」に繋げる目的として実施。 ※世代間交流事業に含む 
 

４）障害福祉施設通所者への活動支援事業〔古川〕 

･･･年間１回実施 ５施設対象 

・障害福祉施設へ通所する方々の活動に対して助成の実施。 
 

５）特別支援学級・通級教室児童生徒への活動支援事業〔古川〕 

･･･年間１回実施 ２３校対象 

・古川地域内の小中学校内にある特別支援学級や通級教室の児童生徒らの 

活動に対して助成の実施。 
 

６）大崎市古川障害者地域活動支援センター運営事業〔古川〕 

･･･通年事業実施 登録利用者５２名 

  ・これまで無認可作業所であった、あしたの広場、ふれあい広場、ひだま 

り作業所に関して、障害者総合支援法に基づく新体系事業としてより「地 

域活動支援センター」事業として平成２７年４月運営を実施。 



 
（１４）特色ある地域福祉事業 

１）福祉車両貸出事業〔岩出山〕            …年間５９件貸出 

・町内会行事等へ多くの住民が参加できるように、マイクロバスの貸し出 

し事業を実施。 
      

２）支所事業ＰＲ用ＤＶＤの作成・更新〔古川・松山・鹿島台・岩出山〕 

…各地域年間１回 

・支所の地域福祉事業ＰＲ用ＤＶＤの作成または更新。 
 
（１５）介護職員初任者研修事業 

     １）介護職員初任者研修〔本所〕         …年間１回 ２２名受講 

・大崎市における福祉マンパワーの確保と、専門的福祉人材の養成を目的 

 として研修講座を開催。 
 
（１６）在宅福祉サービスの拠点整備 

１）大崎市古川地域活動支援センター「あしたの広場」建設事業〔古川〕 

・古川飯川地区でこれまで運営してきた同施設は、老朽化に加えて東日本 

大震災の影響による耐震性の問題を解決すべく、利用者が安全・安心し 

て利用を継続していくことを目的に、親の会と大崎市、本会が協議を行 

ってきた結果、障害福祉サービス事業の古川地域における拠点整備とし 

て、地域活動支援センター「あしたの広場」の移転に伴う建設事業を実 

施し、平成２８年３月竣工。 
 

２）生活介護事業所「元気」建設事業〔鹿島台〕 

  ・鹿島台地域における障害福祉サービス事業の充実を図る為、生活介護事 

業所「元気」並びに相談支援事業所の事務所を移転し、さらには短期入 

所事業の新設を加えて、大崎市における障害福祉事業の東部地区拠点と 

なる障害者福祉施設の建設事業を実施し、平成２８年３月竣工。 

 

３．生活援助事業 

厳しい経済・雇用環境の中で、福祉制度としての様々なニーズの援助が必要とな 

った世帯に支援を行うことにより、生活の安定や生活意欲の助長を図ることを目的 

として、各種の生活援助事業推進を実施。 

（１）生活福祉資金貸付事業〔古川・岩出山〕【宮城県社協受託事業】 

… ２件  １，２２９，０００円 
 

（２）生活安定貸付事業〔各支所〕       …２２件   １，１００，０００円 
 

（３）愛の金庫貸付事業〔古川・松山〕    …２０件    １６０，０００円 
 

（４）災害見舞金支給事業〔古川・三本木・岩出山・鳴子〕 

【宮城県共同募金会へ申請】      … ６件      １７０，０００円 
 

 

 

 



（５）日常生活自立支援事業（まもりーぶ）〔各支所〕【宮城県社協受託事業】 

…延べ１，０８１回支援 ５０名利用 

・生活支援員による認知症の高齢者、知的・精神障害者の福祉サービス利用の 

援助、日常生活費等の金銭管理、書類保管等のサービスを実施。 

 

４．大崎市受託事業 

大崎市からの高齢者等施策事業の受託を受け、高齢者が住み慣れた地域で、生活 

   が継続できるよう事業を推進。 

（１）高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業（シルバーハウジング）〔古川〕 

…１５世帯対象 年間１０，７２６回派遣 

・高齢者世話付住宅に居住する６０歳以上の世帯に対して、生活援助員の派遣 

を実施。 
 

（２）地域介護予防活動支援事業｢高齢者の集い事業｣〔各支所〕 

…年間１，６５４回開催 延べ２６，１３３名利用 
 

（３）高齢者の生きがいと健康づくり推進事業〔古川･松山･鹿島台･岩出山･鳴子･田尻〕 

             …年間５０１回開催 延べ７，９４５名参加 

・居宅に閉じこもりになりがちな高齢者を対象として、集い等の中で生きがい 

や健康づくりに繋げることを目的に介護予防のための活動を実施。 
 

（４）会食サービス事業〔各支所〕   …年間２９２回開催 延べ６，３０７名参加 

・６５歳以上の在宅高齢者に対し、会食のサービスを提供するとともに、食生 

活の向上・健康維持等について研修を実施。 
 

（５）高齢者配食サービス事業〔松山・田尻〕 

  …年間延べ２８８回実施 延べ２，７６４名利用 

・高齢者のみの世帯等を対象として、安否確認を兼ねた配食（弁当）サービス 

を実施。 
 

（６）移動入浴車派遣事業〔古川〕            …年間延べ１０回派遣 

・在宅において入浴することが困難な身体障害者に対し、入浴車を派遣し入浴 

サービスを提供することを目的として実施。 
 

（７）移動支援事業〔岩出山〕              …年間延べ２９回派遣 

・在宅の障害（児）者であって、屋外での移動に困難がある者に対し、ホーム 

ヘルパーを派遣して外出の支援を実施。  
 

（８）介護予防支援事業〔各支所〕           …年間 ９,１７０件作成 

・大崎市地域包括支援センターからの委託を受けて、利用者のアセスメントや 

介護予防サービス計画を作成。 

 

 

 

 



（９）地域包括支援センター運営事業 

・地域の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的に包括 

的支援事業（①総合相談支援事業 ②権利擁護業務 ③包括的継続的ケアマ 

ネジメント支援業務）及び指定介護予防支援事業を３地域（古川・田尻・玉 

造）で実施。 

     ・総合相談支援事業          …年間相談件数延べ ８，２３３件 

     ・権利擁護支援業務              …年間延べ   １０５件 

     ・包括的継続的ケアマネジメント業務支援    …年間延べ   ４７３件 
 
（１０）介護認定調査事業                    …年間１件実施 

・保険者が大崎市以外となる介護認定された方に対して、区分変更時等の認 

 定調査業務について当該保険者からの代行依頼による業務を実施。 

 

５．指定管理制度による指定事業 

（１）大崎市古川老人福祉センター管理・運営事業 

１）教養講座「趣味の講座」     …年間７４６回 １７，１５４名参加 

              ・高齢者を対象に、趣味活動を通じての仲間づくりや生きがいづくりに繋 

げることを目的として、様々な分野の１８教室を設け教養講座を開催。 
 

２）入浴サービス事業        …年間２４０回  ４，９９７名利用 

              ・古川老人福祉センター内の浴室にて入浴サービスを提供。 
 

３）機能回復訓練事業        …年間２４０回  ４，１１９名利用 

              ・疾病や負傷等により、身体機能が低下している在宅の療養者に対し、機 

        能回復訓練を実施。 
 

４）介護予防「生き生きシリーズ」事業   …年間１回 延べ２００名参加 

・大崎市内在住の６０歳以上の方を対象に、日常生活上の情報を学ぶ機会 

 とし、ゆとりある生活を送る為に必要な知識を得ることを目的として開 

催。 
 

５）マイクロバス「おおぞら」管理・運行事業 

…年間２２０回運行 延べ３，３４８名利用 

・老人福祉センター教養講座利用者等の送迎を実施。 
 

６）その他の大崎市老人福祉センター管理・運営事業    …年間随時実施 

              ・生活健康相談事業、生業就労指導事業、老人クラブ援助事業、ボランテ 

ィア育成事業、施設管理事業、作品展示会、世代間交流事業等を実施。 
 

（２）大崎市鹿島台長寿生活支援センター「ゆうゆう館」管理・運営事業 
 

（３）鳴子デイサービスセンター管理・運営事業 
 

（４）オニコウベデイサービスセンター管理・運営事業 
 

（５）大崎市古川農村環境改善センター管理・運営事業 

…年間６８５回 会議室等貸出 延べ ９，２６４名利用 


