
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



平成 24 年度 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会事業報告 

(総 括) 
 
  本年度は、運営事業全般において、東日本大震災からの復旧・復興 
の対応と併せ、防災対策の抜本的な見直しはもとより、行政機関・地域

住民・関係諸団体と連携した地域見守りネットワーク事業を重点的に

実施して参りました。 
また、震災を振り返り、被害状況、発災時の対応・支援活動等を記録

し、様々な経験を教訓にした取り組み・課題等をまとめ、地域と共に歩

む今後の社協活動の一助となるよう震災記録誌を発刊致しました。 
 
 

  地域福祉事業においては、地域住民・各種関係団体との協働のもと、

「地域福祉活動計画」に基づく地域見守りネットワーク事業の充実・

強化を図るとともに、各種福祉サービス事業を実施することにより、

地域住民のニーズに応え得る福祉活動を展開・推進して参りました。 
   
 

介護・障害福祉事業においては、鹿島台支所に相談支援事業所を開

設し、障害者福祉事業の充実強化を図って参りました。 
また、住民要望に応えるべく田尻地域における(仮称)田尻デイサービ

スセンター建設事業と併せ、安定的経営を目指す鹿島台地域における

大迫デイサービスセンター移転事業等の計画を協議検討して参りまし

た。 
さらには、本年度の介護保険制度改正にも柔軟に対応できる体制整

備や従来より継続している事業についても、経営安定化を視野に入れ

た事業展開を実施し、各地域における新規事業の開設、事業見直しに

よる運営方法の変更、運営事業相互の相乗効果を図るべく協議検討し

て参りました。 
施設整備・設備等においては、補助金、助成金などを活用しながら、

震災における復旧工事は全て完了致しました。 
 
 
職員の育成、人材確保については、資質向上、専門的な知識・技術

の向上を図ることを目的に法人内外において研修の実施・参加を行う

とともに昇給・昇格・手当等に関する職員処遇改善の実施を図って参

りました。 
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また、介護・看護業務の人材不足解消のため、福祉系の専門学校、

大学への求人募集・直接訪問、高校生を含む実習生、施設見学の受入

れ、各種就職面接会・事業所説明会などへの参加、さらには、本会ホ

ームページ、社協だより・支所だより、地域の店舗等へのポスター掲

示、職員の知人紹介等々、あらゆる手段を講じて職員確保に努めて参

りました。 
 
 
  組織管理体制の強化においては、地域の実情に応じた事業展開がで

きるよう新たな役員等選任規程に基づき、理事・監事・評議員の一斉

改選を行い、法人運営事業の現状把握と情報共有を図るための合同研

修会を実施するなど運営体制の強化を図って参りました。 
  また、運営の効率化と合理化を図るための組織機構体制改編と併せ、

業務責任体制の明確化や事務事業の効率化を図るための事務改善と経

費節減、情報共有に努め、さらには、苦情解決体制整備、リスク管理

体制の充実強化を図って参りました。 
 
 
  福祉サービス提供における安心・安全の確保においては、防災計画

等の見直しによる災害時に備えた体制整備の充実・強化を図るととも

に、特殊浴槽やナースコール、介護用ベッドの更新等、直接、利用者

に関わる備品等を最優先して整備を図って参りました。 
また、敬風園においてノロウイルスが発生をいたしましたが、感染症

対策に万全を期したため、大事に至る前に収束をしたところであります。 
その他、インフルエンザ、疥癬等の感染症対策の更なる強化に努めて

参りました。 
 
 
今後も引き続き、これまでの事業運営と併せ、役職員が一丸となって

努めて参りますので、地域住民・各種関係機関等のご支援・ご協力を賜

りますようお願い申し上げ、報告といたします。 
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平成２４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、将来における事業展開を念頭に置 
いた各種事業の充実を図るとともに、円滑なる運営並びに効率のよい事業執行、法人 
経営ができるよう下記の法人運営事業を推進した。 
（１）理事会   ･･･年間７回開催   （２）理事全員協議会  ･･･年間２回開催  
（３）評議員会  ･･･年間３回開催   （４）監事会      ･･･年間５回開催  
（５）役員等研修事業 

・理事・監事・評議員合同研修会〔各支所・敬風園〕  ･･･延べ１２８名参加 
（平成２４年７月１９日、２０日、２６日、２７日実施） 

・役職員研修会〔秋田県由利本荘市社会福祉協議会〕     ･･･２８名参加 
（平成２４年１０月４日～５日 １泊２日） 

 
（６）大崎市社会福祉協議会表彰式 

・１１月に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感 
謝状、表彰状を贈呈し、福祉活動の啓蒙を図った。 

表彰状贈呈者･･･３７名・１団体 

感謝状贈呈者･･･３８名・８団体  
（７）広報発行事業 

・〔本 所〕「大崎市社協だより」の発行  ･･･年間 ３ 回 １５４，２００部 
（発行月 ８月、１１月、２月） 

・〔各支所〕「支所だより」の発行     ･･･年間３５回 １２０，７００部  
（８）大崎市社会福祉協議会「震災記録誌」発刊 ･･･５００部（３月発刊）  
（９）ホームページ運営事業       ･･･延べアクセス件数 １３６，２９７件 

 
２．地域福祉活動事業 
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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。 



（１）地域福祉推進委員会の開催〔各支所〕          ･･･年間２１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、

支所事業の支援体制などに取り組んだ。  
（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と一般会員会費納入の促進に努めた。  
  （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〔各支所〕        ･･･年間３５回実施 
       ・ボランティア連絡協議会・友の会等への支援活動を実施した。  
     ２）ボランティア団体活動助成事業〔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した。  
     ３）ボランティア保険加入事業〔各支所〕       ･･･年間１８２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した。 
 
     ４）ボランティア養成講座〔松山・岩出山〕  ･･･年間４回開催 ８８名参加 
       ・地域で活躍するボランティアを対象にしたレクリエーション講座やボランティア 

養成講座等を開催した。 
 

５）ボランティア育成・交流事業〔鹿島台・田尻〕 
･･･年間２回開催 １４３名参加 

    ・ボランティア団体同士の情報交換・交流を図れるよう実施した。 
 

６）学生ボランティア育成事業〔古川〕    ･･･年間４回開催 ５２名参加  
７）ボランティアまつり事業〔田尻〕    ･･･年間１回開催 ３００名参加 

・ボランティアと住民の交流を目的としたボランティアまつりを開催し、 
活動紹介や福祉バザーなど実施した。  

（４）災害ボランティア活動推進事業 
     １）災害ボランティア研修会〔松山・鹿島台〕 ･･･年間２回開催 ７９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りながら、 

        知識や技術の習得を目的に災害ボランティア研修会を開催した。 
 

２）災害ボランティアセンター設置訓練〔松山・鹿島台・鳴子〕 
･･･年間３回開催 １５０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りながら、 

        災害ボランティアセンター設置訓練を実施した。 
 
     ３）災害ボランティアセンター体制整備事業〔鹿島台・岩出山・鳴子・田尻〕 
       ・大規模災害に備えて、迅速な対応ができるよう資機材を整備した。 
 
     ４）防災環境整備支援事業〔古川・鹿島台〕      ･･･２６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支援をした。  

（５）調査・研究事業 
     １）社会福祉調査〔各支所〕 
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・大崎市民の福祉ニーズや支援及び援護を必要とする世帯等を社会福祉調 
 査にて把握し、地域福祉事業に反映できるよう努めた。 

２）住民アンケート調査事業〔三本木〕  
（６）総合的な相談事業 

     １）心配ごと相談事業〔各支所〕             ･･･年間３０９件  
（７）小地域福祉活動支援事業 

     １）支部社協・地区福祉会支援事業〔古川・岩出山〕 ･･･随時支援 １５地区 

・支部社協・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に努めた。 
 
     ２）小地域福祉活動支援事業〔松山・鹿島台・岩出山・田尻〕 

･･･年間２７２回実施 
・地域を拠点として、高齢者、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、サロン活動を進めており、仲間づくりや活動支援 
などに努めた。 

 
３）地域福祉関係団体活動等支援事業〔三本木・鹿島台・鳴子〕 

･･･年間５４回支援 
・民生委員児童委員協議会、母子福祉会、遺族会等の各種団体への事務支 
援や団体助成を行った。 

 
     ４）福祉出前講座〔古川・鹿島台・岩出山・鳴子〕    ･･･年間４２回実施 

・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した。  

（８）地域交流事業 
     １）シルバーフェスティバル事業〔古川〕･･･年間１回開催 １，０００名参加 

・教養講座「趣味の教室」を通じての発表の場として提供し、各講座の受 

 講生同士の交流の場として開催した。 
 
     ２）世代間交流事業〔古川・松山・三本木・鹿島台・鳴子・田尻〕 

･･･年間１９回開催 １，２８１名参加 
 

     ３）福祉まつり事業〔三本木・鳴子〕    ･･･年間２回開催 ９００名参加 
 
     ４）地域ふれあいクリスマスコンサート事業〔田尻〕 

･･･年間１回開催 ３００名参加 
 
     ５）福祉いきいき講座〔古川〕       ･･･年間１回開催 １００名参加 
 
     ６）地域ふれあい事業ｉｎあったか村〔岩出山〕 ･･･年間２回開催 ２００名参加  

（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（いのちのバトン）〔各支所〕 

･･･２１２行政区 ２，２３２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  
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 な訪問活動やあんしんカードを活用した緊急時の連絡体制整備などを進 
めた。  

     ２）地域見守りネットサポーター研修（地域別研修）〔松山〕 
･･･年間１回開催 １８名参加 

       ・地域見守りネットワーク従事者を対象に実施した。 
     ３）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３４回実施 １，４５５食 
・食生活の改善と安否確認を目的として、昼食やクリスマスなどの行事や 
 おせち料理などの配食サービスを実施した。 

４）ひとり暮らし・二人暮らし高齢者支援事業〔各支所〕 
･･･年間２８回実施 ９６９名参加 

・ひとり暮らし・ふたり暮し高齢者を対象に、安否確認を兼ねての会食会 
 や親睦旅行等を実施した。 

５）高齢者等安否確認事業（ひとり暮らし・二人暮らし）〔三本木・鹿島台・鳴子〕 
     ･･･年間２７回 ２，００５名へ実施 

       ・地域見守りネットワーク事業と連携して、絵手紙ボランティアによる絵 

        葉書等を通じての安否確認を行った。 

６）高齢者緊急連絡事業〔鹿島台〕       ･･･年間１回 １３５名へ実施 
     ７）安心箱配布事業〔鳴子〕                ･･･２４件配布 
 

（１０）高齢者福祉事業 
     １）１００歳敬老事業〔各支所〕       ･･･年間２５回 ２５名へ贈呈 

・１００歳を迎えられた高齢者の方へ花束の贈呈を行った。 
２）老人クラブ助成・活動支援事業〔松山・鹿島台・鳴子・田尻〕 

･･･年間９回支援 
３）地域高齢者介護予防活動助成事業〔鹿島台〕    ･･･２４行政区へ支援 
４）元気と若さアップ！社協健康教室〔三本木〕  ･･･年間６回 ５２名参加 

     ５）金婚祝賀会事業〔三本木・岩出山〕     ･･･年間２支所 ２５組参加  
（１１）福祉教育推進事業 

     １）おおさき福祉の心コンクール〔本所・各支所〕 ･･･年間１回 ６５４作品 
・大崎市内の小・中学校の児童・生徒を対象とした、福祉の心を育てる一 
 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、表彰を行った。 

      
２）おおさき福祉教育推進セミナー〔本所〕    ･･･年間１回 ４１名参加 

       ・大崎市内の小・中・高校の福祉教育担当者を対象に、これからの福祉教 
        育をテーマに、各学校の取り組み事例の発表や情報交換を行った。 
      

３）サマーチャレンジボランティア２０１２〔本所〕 
･･･年間１回 ２日間 ２１名参加 

・大崎市内の小学４年生から中学３年生を対象に、福祉防災学習や地域の 
防災マップ作成を行い、福祉の知識向上や仲間づくりを目的に開催した。  

４）防災マップ作成研修会〔本所〕       ･･･年間３回 １０９名参加 
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       ・古川・田尻、志田、玉造エリアの３会場において、地域防災学習の視点 
として防災マップ作成のポイントや防災マップを活用した擬似体験を行 
った。 

 
５）福祉・ボランティア活動協力校指定事業    ･･･年間１回 ４２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行った。 
 

６）福祉体験学習支援事業〔各支所〕          ･･･年間３９回支援 
・大崎市内の小・中学校、高校等の福祉体験学習への支援を行った。 

 
７）親子地域探検事業〔鹿島台〕         ･･･年間１回 ３１名参加 

 
     ８）夏休みキャップハンディ体験事業〔鳴子〕   ･･･年間１回 ２１名参加 

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

       ・大崎市立鬼首小学校と共催で、学芸会へ地域住民を招待し実施した。  
（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  
     ２）子育て支援事業〔岩出山・鳴子〕     ･･･年間４回開催 ９１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に努めた。  

     ３）子育て団体支援・助成事業〔松山・鹿島台・田尻〕   ･･･年間３回実施  
（１３）障がい者福祉事業 

１）障がい児・者交流支援事業〔各支所〕         ･･･年間６回実施 
     ２）大崎市障害者ふれあいレクリエーション大会開催支援 〔本所・各支所〕 

･･･年間１回実施 

・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が開催され、 

 大崎市社協本所・支所職員・ボランティアによる協力・支援を行った。 

３）障がい者団体活動支援・助成事業〔各支所〕      ･･･年間７回実施 
・身体障害者副詞協会や障害児・者団体へ事務支援や団体助成を行った。  

（１４）ホームヘルパー２級課程養成研修事業 
     １）ホームヘルパー２級課程養成講座〔本所〕    …年間１回 ２５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 
して養成講座を開催した。  

（１５）在宅福祉サービスの拠点整備 
     １）（仮称）田尻デイサービスセンター建設事業並びに鹿島台大迫デイサービス 
       センター移転に伴う介護施設建設対策班を設置した。  

（１６）その他の地域福祉事業 
     １）母の日大会・福祉セミナー〔三本木〕     …年間１回 ７５名参加 
     ２）福祉用具貸出事業〔古川・松山・鹿島台・岩出山〕  …年間７２件貸出 
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３）福祉車両貸出事業〔岩出山〕            …年間４２件貸出 
 
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の推進に努めた。 

（１）生活福祉資金貸付事業〔古川・三本木・岩出山〕【宮城県社協受託事業】 

… ５件 １６，９３８，４９０円 

（２）生活復興支援資金〔古川・三本木〕    … ３件  ２，１８４，０００円 

（３）生活安定貸付事業〔各支所〕       …１８件     ８８０，０００円 

（４）愛の金庫貸付事業〔古川・三本木・鹿島台・岩出山・鳴子〕 

…２６件    ２６０，０００円 

（５）災害見舞金支給事業【宮城県共同募金会へ申請】 

…１５件      ４８０，０００円 

（６）日常生活自立支援事業（まもりーぶ）【宮城県社協受託事業】〔各支所〕 

…延べ１，３３５回支援 ６１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行った。 
 
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の推進に努めた。 
（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４，２１８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 

派遣を実施した。 

（２）大崎市古川農村環境改善センター管理運営業務〔古川〕 
…年間８４２回利用 延べ８，４７２名利用 

（３）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１，６９１回開催 延べ２３，９０４名利用 
（４）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４８０回開催 延べ６，８３２人参加 

・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 

がいや健康づくりを目的に介護予防のための活動を実施した。  

－７－ 

（５）会食サービス事業〔各支所〕   …年間２５３回開催 延べ５，５４０人参加 

・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行った。 
（６）高齢者配食サービス事業〔松山・鹿島台・田尻〕 

  …年間延べ４２９回実施 延べ６，８０５人利用 
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・高齢者のみの世帯等を対象として配食（弁当）を行った。 

（７）家族介護教室及び家族介護者交流事業〔本所〕 

  …年間７回開催 延べ７４人参加 

・在宅で家族の介護をしている方を対象に、研修会、慰労を兼ねたリフレ 

ッシュ事業を実施した。 

（８）移動入浴車派遣事業〔古川〕            …年間延べ６５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した。 
 

（９）移動支援事業〔古川〕              …年間延べ１１４回派遣 

       ・在宅の障害（児）者に対する支援として、屋外での移動に困難がある者 

に対して、ホームヘルパーを派遣して外出の支援を行った。  
 
（１０）地域包括支援センター事業 

       ・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）で実施した。 

        ・総合相談支援事業       …年間相談件数延べ ５，４９１件 

        ・権利擁護支援業務           …年間延べ   １０６件 

        ・包括的継続的ケアマネジメント業務支援 …年間延べ   ３４０件 

（１１）介護予防支援事業〔古川・松山・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻〕 

…年間２，４６２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した。 

 

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７２０回 １６，４３６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を目 

        的として様々な分野の教室を設け教養講座を開催した。 

２）入浴サービス事業        …年間２４０回  ５，７０８名参加 

              ・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した。 

３）機能回復訓練事業        …年間２４０回  ３，９５１名参加 

              ・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 

        能回復訓練を実施した。  
４）マイクロバス「おおぞら」管理・運行業務 

…年間２２２回運行 延べ２，５４７名利用 

・老人福祉センター教養講座利用者等の送迎を行った。 

（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 
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