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事 業 総 括 報 告 書 

 

地域福祉活動計画［第２期］における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みました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．法人運営事業 

法人運営における理事会、評議員会、監事会を実施するともに、広報 

誌の発行やホームページを活かした情報発信により、地域住民に本会事 

業への理解を深めていただき、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 

推進しました。 
 

（１）理事会                      ・・・年間 ７ 回開催 

   ・本会業務執行の決定及び理事の職務の監督機関として設置。 

 

（２）評議員会                     ・・・年間 ４ 回開催 

   ・適切な経営の意思決定が行われる、必置の最高意思決議機関として設置。 

 

（３）監事会                      ・・・年間 ７ 回開催 

   ・理事の職務執行・財産状況の監査などの監査機関として設置。 

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～ 

『ひとびとの心ふれあう地域づくり』～地域の絆と支え合い～ 



（４）会計監査人による監査業務            ・・・年間 １９ 回実施 

   ・社会福祉法人制度改革（平成２８年改正社会福祉法）で、主に①経営組織の 

ガバナンスの強化②事業経営の透明性の向上③財務規律の強化④地域におけ 

る公益的な取組を実施する義務⑤行政の関与の在り方が改正されました。ガ 

バナンス強化の一環として、一定規模以上の法人に対して、会計監査人の監 

査によって、計算書類等の適性を証明することにより、計算書類等の信憑性 

を担保され、経営の透明性が向上、経理業務体制などの強化が図られた。 

 

（５）大崎市社会福祉大会 

・社会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することを目的として開催。 

・・・年間 １ 回開催 

表彰状贈呈者・・・３２名・ １３団体 

感謝状贈呈者・・・３６名・１組９団体 

 

（６）委員会等事業 

１）役員等に関わる委員会事業           ・・・年間 ２ 回開催 

・理事・監事選考委員会、評議員選任・解任委員会の開催。 
 

２）特別養護老人ホーム入所判定委員会       ・・・年間 ３ 回開催 

・本会が運営する特別養護老人ホームの入所申込に関する基準及び入所決 

定過程の透明性及び公平性を確保するため、入所判定委員会を開催。 
 

３）虐待等防止委員会               ・・・年間 １ 回開催 

・本会福祉サービス利用者の安全と権利を擁護する観点から、虐待等の防 

 止に関する取り組みを推進することを目的として開催。 
 

４）支所長等会議                ・・・年間 １２ 回開催 

・各支所等の経営状況や事業状況などの情報交換及び情報共有を行い、各 

支所等の経営並びに運営の改善などを図ることを目的として開催。 

 

（７）職員研修事業 

１）法人全体研修                ・・・年間 １３ 回開催 

  ・全職員、主任級職員・管理職等階層別を対象に、役割に応じた業務内容 

を理解し、主に職員間のコミュニケーション技法、セルフケア方法の修 

得、心の健康づくり等を目標にした職場の活性化、人材育成を図ること 

を目的として開催。 
 

２）法人外部研修               ・・・年間 ３４５ 回参加 

  ・地域福祉関係、介護技法、苦情対応、認知症、災害ボランティア関係等 

の各種研修会に参加し、業務改善やサービスの向上を目指した人材育成 

を図ることを目的として参加。 
 



３）法人内部研修               ・・・年間 ２３３ 回開催 

  ・各事業所等において、専門的知識・技術の修得、職員間の交流、情報共 

有の機会とした各種研修会を実施し、業務改善、サービスの向上を目指 

した人材育成を図ることを目的として開催。 

 

（８）広報誌発行事業 

１）「大崎市社協だより」の発行〔本所〕 ・・・年間 ２ 回 １０７,０００部 

  ・各地域福祉事業の周知や小地域福祉活動の構築を目指して発行。 
 

２）「ボランティアセンターだより」の発行〔本所〕※社協だより誌内掲載 

・・・年間 ２ 回 １０７,０００部 

  ・ボランティアが参加しやすい町づくりを目指して発行。 
 

３）「おおさき福祉のページ」の発行〔本所〕       ・・・年間 ６ 回 

  ・地域への社協情報の周知を目指して大崎タイムス新聞紙面にて発行。 
 

４）「支所だより」の発行〔各支所〕 ・・・年間 ３１ 回 １６５,５５６部 

 

（９）ホームページ運営事業       ・・・延べアクセス件数 ８３,１０２件 

   ・本会福祉サービス事業、ボランティアセンター活動、共同募金事業情報等の 

ホームページへの更新により、市内住民に留まらず、より多くの方々に対す 

る社協事業の啓発と情報発信・公表を行い、事業への理解促進を図ることを 

目的として実施。 

  

２．地域福祉事業 

「地域福祉活動計画［第２期］」における「ひとびとの心ふれあう地域 

づくり」のもとに、ふれあいと支え合いの地域づくりを念頭に、各地域 

における福祉サービスの充実を目指して取り組みました。 
 

（１）地域福祉推進委員会 

１）地域福祉推進委員会〔各支所〕        ・・・年間 ２３ 回開催 

・各支所に地域福祉推進委員会を設置し、地域での福祉的課題に対する情 

報共有、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 

て協議検討の機会とするとともに、移動研修会等を開催。 
 

２）地域福祉推進委員会委員長会議〔本所〕     ・・・年間 ２ 回開催 

・本会理事・監事・評議員候補者の役員等選考委員会について協議。 

 

 

 

 



（２）社会福祉協力員活動推進事業 

１）社会福祉協力員活動会議〔各支所〕・・・年間 １１ 回開催 延べ９３２名 

・地域と社会福祉協議会を繋ぐ重要な役割として、各地域に社会福祉協力 

員を委嘱し、地域福祉活動の推進を担うとともに、地域福祉活動の実践 

に向けた研修会等を開催。 

 

（３）ボランティア活動推進事業 

     １）ボランティアセンター運営事業〔本所〕・・・年間 １ 回実施 １８名参加 

・本会職員やボランティア団体を対象とした「ボランティアコーディネー 

ター育成研修会」の開催を通じて、ボランティアセンター事業を適切に 

運営していくことを目的として実施。 
 

２）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及び各地域ボランティア連絡協議会・友 

の会等に対して、ボランティア活動の活性化を図ることを目的として活 

動支援を実施。 
 
     ３）ボランティア団体助成事業〔古川・松山・三本木・鹿島台・鳴子・田尻〕 

・・・市内 ３２ 団体 

       ・市内ボランティア団体の活動推進を目的として活動助成を実施。 
 

４）ボランティア保険加入受付事業〔各支所〕 

・・・通年随時実施 年間 ３,３７０ 名加入 

       ・保険の加入促進を通してボランティア活動が活性化し、安全・安心なボ 

ランティア活動に繋げていくことを目的として実施。 
 

５）ボランティア養成事業〔松山・鳴子・田尻〕 

・・・年間 １２ 回開催 延べ１５８名参加 

       ・仲間づくりと社協事業・ボランティア活動に対しての理解促進を図り、 

ボランティア団体への加入促進と次世代のボランティアを養成すること 

を目的として開催。 
 

６）福祉人材育成（シニア層）事業「ボランティア養成講座」〔鹿島台〕 

・・・年間 ４ 回開催 延べ２７名参加 

・６０歳以上の男性を中心に、生きがいづくりを兼ねた次世代のボランテ 

 ィアを養成することを目的として開催。 
 

７）福祉人材育成（青年層）事業〔鹿島台〕 

・・・年間 １ 回実施 １９０名参加 

       ・鹿島台中学校が実施する進路学習に講師として職員を派遣し、生徒に福 

祉の仕事および社会福祉について興味や関心を促し、福祉学習等を推進 

していくことを目的として実施。 
 

 



８）次世代リーダー育成研修事業・腕試し事業〔田尻〕（再掲） 

・・・年間 ２ 回実施 ３６名参加 

・仲間づくりと社協事業やボランティア活動についての理解を深め、地域 

づくりの次世代リーダーを育成することを目的とし、今年度は「ボラン 

ティア養成事業」と包含して実施。 
 

９）ボランティア推進大会事業〔松山〕 

・・・年間 １ 回開催 ３０名参加 

    ・ボランティア活動の活性化を図ることにより、市民活動の機運を盛り上 

げることを目的として開催。 
 

１０）福祉のつどい事業〔松山〕    ・・・年間 １ 回開催 １０４名参加 

    ・松山支所とともに地域福祉事業を推進する地域住民や福祉関係団体、ボ 

ランティアに対して、日頃の活動に感謝を表するとともに、関係者同士 

の連携強化を図ることを目的として交流会を開催。 
 

１１）ボランティア感謝の集い事業〔鹿島台〕・・・年間 １ 回開催 ６０名参加 

       ・ボランティア活動に対する感謝を表するとともに、ボランティア同士の 

交流を通じて更なる活動意欲の向上を図ることを目的として、特別養護 

老人ホーム敬風園と鹿島台支所の共催にて開催。 

 

（４）災害ボランティア活動推進事業 

１）災害ボランティアセンター体制整備事業〔本所〕  ・・・通年随時実施 

・災害ボランティアセンターに要する資材を定期的に整備及び入替を通じ 

て、同センターの設置時を想定し、備えることを目的として実施。 
 

２）災害ボランティア活動推進事業〔松山・三本木・岩出山・鳴子・田尻〕 

・・・年間 ８ 回実施 延べ５６８名参加 

・災害時における地域住民と社協、関係機関等とが連携していくことの大 

切さを再確認し、災害ボランティア活動に対する意識を高めることを目 

的として、研修会等を実施。 

 

（５）調査・研究事業 

     １）地域福祉活動計画推進事業〔本所・各支所〕   ・・・年間 ２ 回開催 

・地域福祉活動計画［第２期］に掲げる計画内容についての進捗状況につ 

いて確認をするとともに、現時点での地域にあった事業計画への見直し 

も視野に入れながら、複雑多様化する地域の福祉課題に対して中長期的 

な視点でもって地域福祉活動に取り組んでいくことを目的として、各支 

所担当者による実務担当者会議を開催。 
 

 

 

 



２）社会福祉調査事業〔松山・三本木・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻〕 

・・・各地域年間 １ 回程度実施 調査対象者 延べ４８２名 

・大崎市民であって支援または援護を必要とする世帯等について、民生委 

員等の協力を得ながらその実態を把握し、歳末たすけあい配分事業など 

の支援事業実施に繋げることを目的として実施。 
 

３）福祉アンケート調査事業〔鹿島台〕 

・・・年間 １ 回実施 調査及び公表対象者 地域住民５７名 

・小地域福祉活動の実施状況などのアンケートを実施したうえで、実施し 

た内容を住民に対して周知を図るとともに、地域福祉事業に反映させて 

いくことを目的として実施。 

 

（６）総合的な相談事業 

     １）生活困窮者自立支援体制整備事業〔本所・各支所〕 

・・・年間 ２ 回開催 ３４名参加 

・生活困窮者支援を通じた地域づくりへ向けて、各機関（市・社協・相談 

支援事業所）が持つ専門性のみに特化することなく、他の社会資源と繋 

がり、包括的な支援を展開することで、事業対象者に対する支援体制を 

構築していくことを目的として、連絡会議を各機関と共に開催。 
 

２）総合的な相談窓口事業〔各支所〕      ・・・年間 ３７１ 件実施 

       ・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支援を実施。 

 

（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・三本木・鹿島台・田尻〕 

・・・年間 １４７ 地区事業実施 

・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 

支援や活動助成を実施。 
 

２）支部社協・地区福祉会支援事業〔古川・岩出山〕 

・・・年間 １０ 支部・５地区福祉会実施 

・支部社協や地区福祉会が行う活動に関して、自主的な事業活動を展開す 

る組織を育成すると共に、地域の方々がともに支え合う地域福祉活動の 

推進を図ることを目的として、支援及び助成を実施。 
 

３）地域防災研修事業（ふくし防災のつどい）〔古川〕 

・・・年間 １ 回開催 約２００名参加 

・事業を通して「自助」「共助」に対する意識を高めるとともに、学生ボラ 

ンティア等が活躍できる機会を提供することで、福祉人材の育成を目的 

として開催。 
 



４）防災のまちづくり支援事業〔鹿島台〕  ・・・年間随時実施 ８ 行政区 

       ・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。 
 

５）いきいきふれあいサロン推進事業〔岩出山〕 

・・・年間 ２５ 回実施 延べ４６２名参加 

・岩出山地域の集会所を主な会場として、自主的に開催される「ふれあい 

サロン事業」を支援していくことを目的として実施。 
 

６）福祉出前講座〔古川・鹿島台・岩出山・鳴子〕 

・・・年間 １４２ 回実施 延べ１,２６２名参加 

・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協力者や地 

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 

していくことを目的として実施。 
 

７）福祉用具貸出事業〔三本木・鳴子〕        ・・・年間随時実施 

  ・けがや病気のため、一時的に車椅子等の福祉用具が必要になった方への 

貸出や、地域や学校で行われる福祉事業に各種用具の貸出しを実施。 

 

（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 ７ 回開催 延べ１,６７７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」に繋げていくことを目的として開催。 
 

２）福祉のつどい事業〔三本木〕   ・・・年間 １ 回開催 ５５４名参加 

       ・社協と関わりの深い各種団体（区長会・民児協・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とし 

て、住民だれもが参加できる「つどい事業」を開催。 
 

３）あったか村地域ふれあい事業（フラワーロード植栽事業）〔岩出山〕 

・・・年間 ２ 回実施 延べ２０６名参加 

・旧岩出山町時代より、福祉地域施設拠点として区画整理された「あった 

か村」の景観を整える活動を通して、施設と近隣住民との交流、連携強 

化を促進し、当該地域の福祉基盤を構築していくことを目的として実施。 
 

４）福祉まつり事業〔鳴子〕  ・・・年間 ２ 回実施 延べ約７７０名対象 

・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事業や共同募金の周知など、 

地域福祉への啓発を目的として実施。 
 

 

 



５）ボランティアふれあいまつり事業〔田尻〕 

・・・年間 １ 回開催 約３００名参加 

・田尻地域の住民に対して社協事業やボランティア活動の紹介を通じて、 

地域福祉事業やボランティア活動への理解促進を図ることを目的として 

開催。 
 

６）かごぼう山クリーン運動事業〔田尻〕 ・・・年間 １ 回実施 ４０名参加 

・加護坊山の頂に至る道路のゴミ拾いを通じて、地域住民同士の交流を促 

進することを目的として実施。 

 

（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〕 

・・・通年随時実施 ３０９ 行政区 延べ３,９９７名登録 

・地域の福祉関係者の協力のもと、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フォローアップ研修事業 

〔古川・松山・三本木・鹿島台・岩出山〕 

・・・年間 ３ 回開催 延べ３６１名参加 

       ・見守り活動協力者を対象に、見守り活動の実践事例紹介や情報の共有化 

を図る機会とし、今後の活動に繋げることを目的として研修会を開催。 
 

３）地域福祉活動推進助成事業〔本所〕     ・・・市内１７単位民児協 

・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に対し 

て活動助成金を交付し、見守り活動促進と本会地域福祉事業の連携推進 

を目的として実施。 
 

４）ふれあい訪問事業〔古川・松山・岩出山・鳴子〕・・延べ１,１６６名訪問 

【歳末まごころ訪問】             ・・・年間 １ 回実施 

古川地域内の８０歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、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。 
 

【サンサンふれあい訪問】           ・・・年間 １ 回実施 

松山地域内の地域見守りネットワーク事業登録世帯を対象に、年末に民 

生委員と鉢花を持ちながら、安否確認を兼ねた訪問を実施。 
 

【ひとり暮らし高齢者切り餅贈呈事業】     ・・・年間 １ 回実施 

岩出山地域内のひとり暮らし高齢者を対象に、温かいお正月を迎えてい 

ただけるように、切り餅を贈呈しながら訪問を実施。 
 



【地域あんしん見守り事業】           ・・・通年随時実施 

鳴子温泉地域内の住民を対象に、本会からの安心箱や命のバトンの活用 

並びに、民生児童委員、社会福祉協力員、地域小中学校児童生徒等関係 

機関との連携による訪問を実施しながら、地域住民が相互にふれあいを 

深め、安心して暮らせる地域づくりを目的として実施。 
 

５）ひとり暮らし高齢者のつどい事業 

〔松山・三本木・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻〕 

・・・年間 ２４ 回開催 延べ１,３１９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、孤立感の解消に繋 

 げるとともに、民生委員児童委員の参加によって相互の信頼関係の構築 

 と見守り体制強化の推進を図ることを目的として開催。 
 

６）ふたり暮らし高齢者交流事業〔三本木・田尻〕 

・・・年間 ３ 回開催 延べ６０名参加 

  ・６５歳以上の高齢者夫婦を対象に、身近で生活に役立つ保健・栄養講話 

や介護予防を兼ねたレクリエーションなどを取り入れながら、外出する 

機会と他者との交流を図ることを目的として開催。 
 

７）見守り配食サービス事業〔古川・松山・鹿島台・岩出山・鳴子〕 

・・・年間 １７４ 回実施 延べ３,４１７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提供しながら見守り活動を実施。 
 

８）ひとり暮らし高齢者安否確認事業〔三本木・鹿島台〕 

・・・年間 ２４ 回実施 延べ１,０７７名対象 

・ひとり暮らし高齢者を対象に、ボランティア団体が作成する絵葉書等を 

送付し見守り活動を推進するとともに、「地域見守りネットワーク事業」 

の周知を図り、登録者の増加に繋げることを目的として実施。 
 

９）地域コミュニティ活動支援事業（温たまサロン）〔鳴子〕 

・・・年間 ８ 地区実施 延べ３３０名参加 

・６５歳以上の高齢者を対象に、地区ごとの自主的な活動が推進されるこ 

とを目的として事業支援を実施するとともに、活動費の助成を実施。 
 

１０）買い物支援事業〔鳴子〕 ・・・通年随時実施 ４９名配布 協力７店舗 

・ひとり暮し高齢者、高齢者世帯、障害者世帯等の買い物困難者を対象と 

して、鳴子地域内の商店等の情報が記載された『便利帳』配布を実施。 
 

１１）雪かき隊事業（スノーバスター）〔鳴子〕 

・・・年間 １ 回実施 ボランティア９６名参加 

・福祉課題である「除雪」における地域組織の取り組みに対し、ボランテ 

ィアセンター機能と活動備品整備等を提供し、除雪困難者への支援と見 

守り活動を目的として実施。 



 
１２）ご近所お茶飲み隊ネットワーク事業〔田尻〕      ・・・通年実施 

・情報交換等のネットワークづくりを推進するため、社会福祉調査からの 

調査結果に基づき、支所内において検討・協議を実施。 
 

１３）地域見守り情報交換会〔田尻〕   ・・・年間 １ 回開催 ６４名参加 

・地域の福祉課題や現状調査の為実施した福祉調査結果の報告や行政区で 

取り組んでいる福祉活動の事例紹介を目的として、情報交換会を開催。 

 

（１０）高齢者福祉事業 

     １）１００歳への花束贈呈事業〔各支所〕 

・・・年間 ３４ 回実施 延べ３４名贈呈 

・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。 
 

２）老人クラブ連合会等団体支援事業〔松山・鹿島台・鳴子〕 

・・・通年随時実施 

       ・老人クラブ連合会等の総会や役員会、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目的として実施。 
 

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

・老人クラブ連合会等の活動推進を目的として、活動助成を実施。 
 

４）福祉用具貸出事業〔古川・松山・鹿島台・岩出山・田尻〕 

・・・年間 １９７ 件貸出実施 

  ・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。 
 

５）シルバーフェスティバル事業〔古川〕 

・・・年間 １ 回開催 約８００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）福祉車両貸出事業〔岩出山〕    ・・・年間 ５５ 件実施 

・町内会行事等のうち地域福祉の推進へと繋がる行事に対して、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。 
 

７）金婚の集い助成事業〔田尻〕          ・・・年間 １ 回実施 

  ・田尻地域まちづくり協議会が主催しており、田尻地域独自事業の維持を 

目的として、祝賀会や記念撮影費用等の事業費の一部助成を実施。 

 

 

 

 



（１１）福祉学習推進事業 

１）おおさき福祉学習推進事業〔本所・各支所〕  ・・・年間 １７ 回実施 

・効果的な福祉学習を提供できるように、既存の福祉学習プログラムの見 

直しや新規プログラムを作成し、地域住民へ提供することを目的として、 

社協福祉学習担当職員を対象に実施。 
 

２）おおさき福祉の心コンクール〔本所・各支所〕 

・・・年間 １ 回開催 ４３２作品応募 

・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・川柳を募集し、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 

て開催。 
 

３）福祉・ボランティア活動協力校指定事業〔各支所〕 

・・・年間 １ 回実施 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を目的として、助成を実施。 
 

４）福祉体験学習支援事業〔各支所〕 

・・・年間 ２２ 回実施 延べ１,４０２名参加 

・大崎市内の小・中学校、高校等に対して福祉体験学習への支援を実施。 

・福祉体験学習事業や地域向けの福祉出前講座事業などにおいて使用する 

体験用具について、共同募金配分金事業を活用し整備を実施。 

・「田尻絵手紙の会」の協力により、放課後児童クラブの小学生が作成する 

絵手紙を一人暮らし高齢者へ送付し、高齢者に対する思いやりの心を育 

むことを目的に実施。 
 

５）地域と学校の連携による福祉教育推進事業〔古川〕・・・年間 ２１ 回実施 

・児童生徒の福祉学習支援を通じて福祉に対する理解を深め、将来地域に 

おける福祉活動を担うことのできる人材育成を目指すとともに、学校と 

地域の橋渡しを社協が担うことで、地域と学校の合同による取り組みの 

機会を促し、当該地域の福祉力を高めることを目的として実施。 
 

６）ＧＡＫＵＶＯＬＡおおさき育成事業〔古川〕 

・・・年間 ９ 回開催 ３３名登録 

  ・中学生以上の学生を対象に、登録学生に対して年間を通じたボランティ 

ア活動の機会を提供していくとともに、ボランティアの実践を通じた福 

祉人材の育成を図ることを目的として開催。 
 

 

 

 



７）ＧＡＫＵＶＯＬＡおおさきボランティア研修会〔古川〕 

・・・年間 ４ 回開催 延べ１５１名参加 

・「ＧＡＫＵＶＯＬＡおおさき」に登録した学生ボランティアを対象に、ボ 

 ランティアへの理解を深め、活動の支援をするための研修会を開催。 
 

８）ハッピースクール事業〔三本木〕・・・年間 ２ 回開催 延べ２９名参加 

・三本木地域住民を対象に、地域福祉について理解や関心を促し、ボラン 

ティア人材の養成から地域の活動に繋げていくことを目的として開催。 
 

９）あったか福祉学習事業「①学生ボランティア育成事業」〔岩出山〕 

・・・年間 ６ 回実施 ４９名参加 

・岩出山高等学校ボランティア部と連携を図り、社協事業への参加を通し 

て、将来的な地域の担い手の育成を取り組むことを目的として実施。 
 

１０）あったか福祉学習事業「②福祉出前講座事業」〔岩出山〕 

・・・年間 ４３ 回実施 延べ９０３名参加 

・地域コミュニティ活動の充実を目的として支援を実施。 
 

１１）あったか福祉学習事業「③福祉レクリエーション講座事業」〔岩出山〕 

・・・年間 ２ 回開催 １１３名参加 

・参加者が地域でリーダーとして活動出来るよう支援し、地域資源として 

「あったか福祉出前講座」の登録ボランティアとなっていただくことも 

視野に入れながら育成することを目的として開催。 
 

１２）あったか福祉学習事業「④福祉体験学習事業」〔岩出山〕 

・・・年間 ４ 回実施 １３４名参加 

・学校と連携し、福祉学習や体験学習の支援を実施。 
 

１３）音楽ふれあいコンサート事業〔鳴子〕・・・年間 １ 回開催 １０２名参加 

       ・大崎市立鬼首小学校を会場に、ピアノ・ヴァイオリン演奏を通して学校 

生徒と地域住民を含め、多世代が共に音楽に触れあう機会づくりの提供 

を目的として開催。 
 

１４）福祉教育推進事業 ～愛ちゃんと希望くんの募金活動～〔鳴子〕 

・・・年間 １ 回実施 １２名参加 

  ・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。 

 

（１２）子育て支援事業 

１）子育て支援事業〔古川・松山・三本木・岩出山〕 

・・・年間 １３ 回開催 延べ４４９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、地域との繋がりを推進することを目的として開催。 



 
２）親子ふれあいクリスマスコンサート【志田地域合同開催】 

〔松山・三本木・鹿島台〕 ・・・年間 １ 回開催 延べ１５４名 

       ・次代の地域づくりを担う子供とその親を対象に、事業への参加や交流を 

通して福祉事業に対する関心や理解と普及を図ることを目的として、ゲ 

ストによる歌やダンスなどの『参加型コンサート』を開催。 
 

３）図書の贈り物事業〔松山・鹿島台・岩出山・田尻〕 

・・・年間 １０ 回実施 延べ５５５名・４施設 

       ・将来を担う児童の健やかな成長を願い、検診時や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。 
 

４）子育て支援団体助成事業〔田尻〕     ・・・通年随時実施 １団体 

       ・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通じて、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〕       ・・・通年随時実施 

・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〔本所・松山・鹿島台・鳴子・田尻〕 

・・・年間 ５ 回実施 延べ９団体 

・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）志田地域障害者交流事業【志田地域合同開催】〔松山・三本木〕 

・・・年間 １ 回開催 延べ１８７名参加 

・志田地域の身障協会員等が一同に会し、事業参加を通じて互いの知識や 

経験、価値観等を共有し交流を図ることを目的として開催。 
 

４）障害者交流事業〔松山・三本木〕 ・・・年間 ２ 回開催 延べ５４名参加 

・児童や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」 

に繋げることを目的として開催。 
 

５）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 １２施設対象 

・障害福祉施設へ通所する方々の活動に対して、共同募金配分金事業を活 

用し、活動助成を実施。 
 

 

 

 



６）特別支援学級・通級指導教室児童生徒への活動支援事業〔古川〕 

・・・年間 １ 回実施 １７校５２教室対象 

・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、共同募金配分金事業を活用し、活動助成を実施。 
 

７）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 利用者登録４８名 

  ・障害者の方々に各種の生活活動や社会活動を通じて、働く喜びや充実感 

のある社会生活、社会的自立の促進を目的とし、就労することによって 

自立した生活が営めるよう、生活指導などの支援を実施。 

 

（１４）特色ある地域福祉事業 

１）歳末たすけあい金品贈呈事業〔松山・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻〕 

配分先（個人：４０８名、世帯：２０８世帯、施設：２ヶ所） 

・・・年間 １ 回実施 

・民生委員児童委員と連携した社会福祉調査の結果を受けて、地域の要保 

 護世帯への見守りと地域における支えあいの気運を高めることを目的と 

して、継続的な生活支援の一助となるよう実施。 

 

（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 回開催 １１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。 

 

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を実施しました。 
 

（１）貸付事業 

１）生活福祉資金貸付事業〔古川〕（宮城県社協より業務一部受託） 

・・・年間 １ 件貸付 １００，０００円 

・所得の少ない世帯や障害がある方や高齢者の方が同居する世帯に対し、 

資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立と生活 

意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生 

活を送れるよう支援することを目的として実施。 
 

 

 

 



２）生活安定資金貸付事業〔古川・三本木・鹿島台・岩出山・田尻〕 

・・・年間 １２ 件貸付 ６００，０００円 

・低所得世帯で生活費、医療費、修学費、その他これらに準ずる経費に困 

窮する方に対し、経済的自立及び生活安定を図ることを目的として実施。 
 

３）愛の金庫貸付事業〔古川・三本木・鹿島台・鳴子・田尻〕 

・・・年間 ４８ 件貸付 ３５１，０００円 

・大崎市内在住で生活保護法の被保険者並びにこれに準ずる方に対し、貸付 

 をすることで、世帯更生の一助とすることを目的として実施。 

 

（２）災害見舞金支給事業〔古川・田尻〕【宮城県共同募金会へ申請】 

・・・年間 １１ 件支給 ３５０，０００円 

・火災等の災害により、家屋又は住戸等に全焼、半焼又は消火冠水のいずれか 

の被害を受けた世帯に対し、災害見舞金を支給することで生活再建を図るこ 

とを目的として実施。 

 

（３）日常生活自立支援事業（まもりーぶ）〔各支所〕（宮城県社協より業務一部受託） 

・・・３９名利用登録 延べ８２６回支援 支援員１９名 

・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図りながら、日常 

生活への支援を目的として実施。 

 

４．大崎市受託事業 

大崎市からの高齢者等施策事業の委託を受け、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実施しました。 
 

（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〕 

・・・通年事業実施 １４世帯対象 

・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 

を通して生活支援を実施。 

 

（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 １，８６４ 回開催 延べ３０，１０４名参加 

     ・一般高齢者を対象とした介護予防対策として、地区の集会所等で高齢者の自 

主的な介護予防の実施へと繋がる活動支援を実施。 

 

（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 ５００ 回開催 延べ７，３８０名参加 

・居宅に閉じこもりになりがちな高齢者を対象に、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として、介護予防活動事業を開催。 



 

（４）会食サービス事業〔各支所〕・・・年間 ３１２ 回開催 延べ６,９５６名参加 

・６５歳以上の在宅高齢者に対し、会食の機会を提供するとともに、食生活の 

向上・健康維持等へと繋げることを目的として、研修会等を実施。 

 

（５）高齢者配食サービス事業〔松山〕（再掲） 

・・・年間延べ １４３ 回実施 延べ１，８１２名利用 

・高齢者のみの世帯等を対象に、食生活の向上や健康維持を図るとともに、安 

否確認を目的として、配食（弁当）サービスを実施。調理及び配達について 

は地域ボランティアの協力により実施。 

 

（６）家族介護支援レスパイト事業（通所介護・短期入所施設） 

通所介護〔古川・松山・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻〕   ・・・実績なし 

短期入所施設〔古川・特養敬風園〕            ・・・実績なし 

・おおむね 65歳以上の在宅高齢者を介護している家族が、緊急の事由により介 

護ができなくなった場合に、家族に代わって施設等で一時的に介護を行うこ 

とを目的として実施。 

 

（７）移動入浴車派遣事業〔古川〕         ・・・年間延べ ８５ 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。 

 

（８）移動支援事業〔古川・松山・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻〕 ・・・実績なし 

・屋外での移動に困難がある在宅の障害(児)者に対し訪問介護員を派遣して、 

外出を支援することを目的として実施。 

 

（９）介護予防支援事業〔各支所〕         ・・・年間 ３,７４３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の作成を実施。 

 

（１０）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として 

包括的支援事業（①総合相談支援事業 ②権利擁護事業 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 １０，９１５件 

     ・権利擁護事業             ・・・年間延べ    ９６８件 

     ・包括的継続的ケアマネジメント業務支援 ・・・年間延べ    ２１５件 

 



５．指定管理者制度による指定事業 

多様化する住民ニーズに対して、より効果的、効率的に対応すると 

ともに、住民サービスの向上へと繋げることを目的として、事業を実 

施しました。 
 

（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 ７７２ 回 １７，６３１名受講 

              ・高齢者の趣味活動を通じての仲間づくりや生きがいづくりの増進に繋げ 

ることを目的として、様々な分野の１９教室を設け教養講座を開講。 
 

２）入浴サービス事業     ・・・年間 ２４０ 回  ６，０６６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  ４，００９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）マイクロバス「おおぞら」管理・運行事業 

・・・年間 ２２３ 回運行 延べ２，８５６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。 
 

５）その他の大崎市老人福祉センター管理・運営事業  ・・・通年随時実施 

              ・生活健康相談事業、生業就労指導事業、老人クラブ支援事業、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 

・大崎市鹿島台地域「ゆうゆう館」施設の管理運営及び各種介護サービス事業 

を実施。 

 

（３）鳴子デイサービスセンター管理・運営事業 

・大崎市鳴子温泉地域「鳴子デイサービスセンター」施設の管理運営及び各種 

介護サービス事業を実施。 

（４）オニコウベデイサービスセンター管理・運営事業 

・大崎市鳴子温泉地域「オニコウベデイサービスセンター」施設の管理運営及 

び各種介護サービス事業を実施。 

 

（５）大崎市古川農村環境改善センター管理・運営事業 

・大崎市古川地域「大崎市古川農村環境改善センター」施設の管理運営を実施。 

 

 



６．共同募金運動事業 

住民互助のたすけあいを基本とし、地域住民の理解を得ながら、透 

明性のある誰もが参加しやすい共同募金運動の展開と情報公開を行い、 

募金事業の推進に努めました。 
 

（１）赤い羽根共同募金運動〔各支所〕 

・１０月１日から全国統一で実施される赤い羽根募金運動を通じ、地域福祉の 

推進や福祉施設、福祉団体支援等を実施。 

募金実績額：１６,５６７,５６１円 

（運動期間：１０月１日～１２月３１日） 

 

（２）歳末たすけあい運動〔各支所〕 

・地域住民によるたすけあいを基調とし、支援を必要とする方々が地域で安心 

して暮らすことができるよう、様々な福祉活動を重点的に実施。 

募金実績額： ９,６５５,３５７円 

（運動期間：１２月１日～１２月３１日） 

 


