
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



平成 25 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、地域における様々な課題が深刻化する中において、社協

活動が地域住民の期待や関心にしっかりと応えているか、利用者本位

の福祉サービスを提供しているかを念頭におきながら、運営事業全般

の再点検を行うとともに、その課題解決に向けた取り組みを堅実に進

めて参りました。 
 

  地域福祉活動の推進においては、本年度も引き続き、重点事業とし

て地域住民・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

る福祉活動の展開を推進して参りました。 
  また、新たな生活課題に対応する事業や、将来の社会、福祉のまち

づくりを担う人材の育成が必要となってきていることから、教育行政

機関等との協働による福祉学習の新たな取り組みを開始したところで

あります。 
  地域福祉活動の貴重なる財源となる会費についても、会費等検討委

員会において、地域福祉推進委員会等の意見や要望などをしっかりと

考慮しながら、慎重に検討・協議を重ねて参りました。 
 

介護・障害福祉事業においては、鹿島台地域における新たな福祉拠

点となる鹿島台大迫福祉センターの建設とともに、将来的な障害福祉

事業の拡大も視野に入れた拠点整備を進めて参りました。 
また、これまで介護保険事業を展開していなかった三本木地域に、

住民からのニーズに応えるべく、平成 26 年 3 月に待望の居宅介護支援

事業所を開設いたしました。 
さらには、住民要望に応えるべく(仮称)田尻福祉センター建設事業に

おいても、平成 26 年度建設、平成 27 年度開設を目標として協議・検

討を進めているところであります。 
 
職員の人材確保、育成、定着については、前年同様に福祉系の専門

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。 



 
 
 
また、厳しい経営環境の中にあって、職員の定期昇給・賃金の底上

げ・諸手当等に伴う処遇改善を図るとともに、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・

参加促進を図って参りました。 
 
  組織管理体制の強化においては、今後の社協運営上の諸課題や変化

する社会福祉及び介護保険事業関係に的確に対応するため、本会と規

模的・事業的にも類似し、先駆的に運営や実績を残している社協への

役職員研修の実施や社協組織が地域住民からの理解と信頼を得るため

の施策・活動に積極的に取り組むなど運営体制の強化を図って参りま

した。 
 
  また、本会の自主的な実施事業の内部点検を行うことを目的として

『機能評価委員会』を設置し、各施設・各事業所を総合的に評価し事

務事業の効率化、適正化を図るための事務改善や職場環境改善、経費

の節減、情報共有、リスク管理体制の強化などに取り組んで参りまし

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

に基づき、災害時に備えた体制整備(防災訓練・防災備品)の充実・強化

を図るとともに、県内の社協では、初の試みとして『災害派遣福祉・

介護チーム』を設立し、関係機関との連携の強化や専門職員の育成を

開始したところであります。 
 

また、ノロウィルス、インフルエンザ、疥癬等の感染症対策や施設

の設備・環境など、直接的に、利用者に関わることを最優先して対策を

講じて参りました。 
 
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。 
 
 
  尚、具体的な事務事業の概要については、次頁以降に記載しており

ます。 



平成２５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 

・役職員研修会〔山形県鶴岡市社会福祉協議会〕      ･･･２０名参加 
（平成２５年１１月２７日～２８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･･･５８名・５団体 

感謝状贈呈者･･･５１名・６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 １５５，８００部 
（発行月 ８月、１１月、２月） 

・〔各支所〕「支所だより」の発行     ･･･年間３７回 １８７，３００部  
（８）ホームページ運営事業       ･･･延べアクセス件数 １９１，０８４件 

 
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１８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、

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。 



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４１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。  
     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４４団体 
       ・ボランティア団体へ活動助成を実施。  
     ３）ボランティア養成講座〔岩出山・田尻〕  ･･･年間３回開催 ９７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。 
 

４）ボランティア保険加入事業〔各支所〕       ･･･年間１６４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。 
 

５）ボランティアふれあい祭り事業〔田尻〕 ･･･年間１回開催 ２５０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、 
活動紹介や車いす体験、ゲームコーナーなどを設置し開催。  

６）かごぼう山クリーン運動事業〔田尻〕   ･･･年間１回開催 ５２名参加 
       ・加護坊山の頂に至る道のゴミ拾いを通じて地域住民の交流を図った。 
 

７）ボランティア感謝の集い事業〔鹿島台〕  ･･･年間１回開催 ５７名参加 
       ・ボランティア同士の交流により活動の意識の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）漢（おとこ）の生き方塾〔松山〕     ･･･年間２回開催 ３３名参加 
       ・ボランティアへ活動への理解と普及を目的に実施。 
 

９）ボランティアだより発行支援事業〔松山〕･･･年間１回発行 ２,２００部 
    ・各ボランティア団体の活動紹介を目的に松山ボランティア活動連絡協議 

会が発行するボランティア広報誌の発行支援を実施。 
 

（４）災害ボランティア活動推進事業 
     １）災害ボランティア活動推進事業〔古川・松山・鹿島台〕 

･･･年間３回開催 １２４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。 
 

２）災害ボランティアセンター設置訓練事業〔松山・鳴子〕 
･･･年間２回開催 ６５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。 



 
     ３）災害ボランティアセンター体制整備事業〔三本木・岩出山・鳴子・田尻〕 

･･･年間４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を整備した。 
 

４）災害派遣福祉・介護チーム設置事業〔本所・各支所・介護保険事業所〕 
･･･年間４回開催 １８名参加 

       ・宮城県内外での大規模災害発生時に被災地における福祉ニーズへの専門 
的な知識と技術を以て被災活動を行うことを目的に専門職チームを設置 
し、内部研修会開催及び外部研修会への参加を実施。 

 
５）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２回開催 １６名参加 
       ・災害ボランティアセンター運営を想定したうえで、地域住民を含めた社 

協職員等のコーディネート力養成研修を実施。 
 

（５）調査・研究事業 
     １）社会福祉調査〔各支所〕 

・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。  

（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 ３７５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 

できるサービス或いは関係機関と連携を図りながら相談援助を実践した。  
（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・田尻〕 
･･･年間２１９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。  

２）福祉出前講座〔古川・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻〕 ･･･年間５５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。  
３）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３１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）防災環境整備支援事業〔古川・岩出山〕      ･･･１７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。  
 
 



５）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。 
 

６）いきいきふれあいサロン活動支援事業〔岩出山〕 
･･･年間８７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〔各支所〕     ･･･年間１６回開催１,２６３名参加 

      ・児童、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」に繋げる目的で実施。 
 

     ２）福祉のつどい事業〔三本木〕      ･･･年間１回開催 ５５０名参加 

       ・三本木地域福祉推進委員会を実行委員会とし、各種団体（後援、協賛、 

協力３３団体）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）福祉まつり事業〔鳴子〕               ･･･年間２回実施 

・毎年旧鳴子町文化祭への支援事業（展示、出店等）とし、本年度は川渡 

地区公民館祭りへ参加し、福祉ポスター展示等での参加を実施。 
 
     ４）地域交流事業〔松山〕                ･･･年間１回実施 

・「2013 まつやま夏まつり」への活動、事務支援を実施。 
 

（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（いのちのバトン）〔各支所〕 

･･･２３８行政区 １，８２０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）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３４回実施 １,６７４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。 

 
３）ひとり暮らし高齢者安否確認事業（ひとり暮らし・二人暮らし） 

〔古川・松山・三本木・鹿島台・岩出山〕 
･･･年間３６回実施 ２,７３２名実施 

・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）。 



・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。 

       ・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。 
 

４）安心箱配布事業〔鳴子〕           ･･･年間随時 １８件配布 

  ・７５歳以上のひとり暮し高齢者、高齢者夫婦世帯、障害者世帯を対象 

に実施 
 

５）二人暮らし夫婦お楽しみ会事業〔鹿島台〕 ･･･年間２回開催 ９６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 

とを目的に実施。 
 

６）ふれあい訪問事業〔岩出山・鳴子〕    ･･･年間随時 ２０５名へ実施 

  ・歳末時及び冬期間を中心に在宅等の高齢者を訪問またはスノーバスター 

（雪かきボランティア、４３名参加）事業を通じて、安否確認を実施。 
 

７）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〔古川〕 
･･･年間２回開催 ２０９名参加 

       ・地域見守りネットワーク事業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研修実施。 

      
８）ひとり暮らし高齢者敬老事業〔三本木〕    ･･･年間１回 ３９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、孤独感の解消を目 

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 

築と見守り強化を図る。 
 
（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２５回 １,２７７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に外出と交流する機 

会の提供を目的に実施。 
 

２）１００歳への花束贈呈事業〔各支所〕   ･･･年間３０回 ３０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。 

 
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・田尻〕 

･･･年間１９回他随時支援 

       ・老人クラブの総会、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 
・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。 
 

６）金婚祝賀会事業〔三本木・岩出山〕     ･･･年間２支所 １８組参加 
 

７）地域高齢者介護予防事業（助成）〔鹿島台〕･･･年間２３４回 ２４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。 
 

８）老人福祉事業〔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。  
９）元気と若さアップ！社協健康教室事業〔三本木〕･･･年間６回 ６３名参加 

  ・事業参加を通して、地域の中で仲間づくりや生きがいを見出し、健康増 

進を図ることを目的に実施。 
      
（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 １，０６５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 ４０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、福祉学習のプログラム作成検討からＩＣＦ（国際生活機 

能分類）の視点での福祉学習について情報交換を行った。 
 

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 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。 
 

４）福祉体験学習支援事業〔古川・松山・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻〕 
･･･年間３７回支援 ２,３７９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行った。 
 

５）学生ボランティア育成事業〔古川〕          ･･･年間５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。 
      

６）夏休みキャップハンディ体験事業〔鳴子〕   ･･･年間１回 １１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 
理解を深めた。 
 

  



７）音楽ふれあいコンサート事業〔鳴子〕     ･･･年間１回 ５０名参加 
       ・大崎市立中山小学校と共催で、地域住民を招待し実施。  

８）地域指定福祉教育推進事業〔古川〕          ･･･年間６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 

的に実施。 
 

９）福祉用具貸出事業〔古川・松山〕          …年間８８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行った。 
      

10）募金活動支援事業〔鳴子〕         ･･･年間１回 １６名参加 
       ・学生を対象とし、募金ボランティアに参加することで、募金活動への関 

心を深め、生徒の匡正する力を養うことを目的に実施。  
（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 

       ・保育園、幼稚園に対して将来を担う児童の健やかな成長を願い、絵本や 

図書カードを贈呈した。  
     ２）子育て支援事業〔三本木・岩出山・鳴子・田尻〕 

･･･年間１５回開催 ４６４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）児童福祉支援事業〔松山〕              ･･･年間１回実施 

       ・「第１３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。  
（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９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行った。 
・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。  
２）障害者団体助成事業〔古川・松山・鹿島台・鳴子・田尻〕 

･･･年間５回実施 
・身体障害者福祉協会や障害児・者団体へ団体助成を行った。  

３）障害者交流支援事業〔各支所〕           ･･･年間９回実施 
      
（１４）特色ある地域福祉事業 

     １）ことばの教室への助成事業〔古川〕     …年間１回 ６校１０教室 

      ・近年増加傾向にある通級教室に対して、児童、生徒の学力向上のために教 

材購入等に役立てる目的で助成を行った。 
      



２）福祉車両貸出事業〔岩出山〕            …年間６０件貸出 
・町内会行事等へ多くの住民が参加できるようマイクロバス、リフト付き 
移送車を貸し出した。  

（１５）介護職員初任者研修事業 
     １）介護職員初任者研修講座〔本所〕        …年間１回 ３１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した。  

（１６）在宅福祉サービスの拠点整備 
     １）鹿島台大迫デイサービスセンター移転に伴う鹿島台大迫福祉センターの建 

設、竣工。 
２）介護施設建設対策室にて（仮称）田尻福祉センター建設業務に着手。 
 

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・鹿島台〕【宮城県社協受託事業】 

… ９件  ３，６８０，０００円  
（２）生活安定貸付事業〔古川・松山・三本木・岩出山・鳴子・田尻〕 

…２０件     ９４２，０００円  
（３）愛の金庫貸付事業〔古川・三本木・岩出山〕 

…４２件    ４１５，０００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】 

…８件      ２９０，０００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１，３８６回支援 ５９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１０，２０４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）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１，７３３回開催 延べ２７，９６６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４９３回開催 延べ７，０９８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 

や健康づくりを目的に介護予防のための活動を実施した。  
（４）会食サービス事業〔各支所〕   …年間２６３回開催 延べ６，１２４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行った。  
（５）高齢者配食サービス事業〔松山・田尻〕 

  …年間延べ２８６回実施 延べ２，６７６名利用 

・高齢者のみの世帯等を対象として配食（弁当）を行った。  
（６）移動入浴車派遣事業〔古川〕            …年間延べ６７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。 
 

（７）移動支援事業〔岩出山〕               …年間延べ１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。  
 

（８）介護予防支援事業〔古川・松山・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻〕 

…年間 ７,４４６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。 
 

（９）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 ６，４０７件 

      ・権利擁護支援業務             …年間延べ    ８３件 

      ・包括的継続的ケアマネジメント業務支援   …年間延べ   ３５６件 
 
（１０）介護認定調査事業                    …年間３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７３３回 １７，０１３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。 
 

２）入浴サービス事業        …年間２４３回  ５，７１１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。 



 
３）機能回復訓練事業        …年間２４３回  ４，０１９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。 
 

４）マイクロバス「おおぞら」管理・運行業務 

…年間２２０回運行 延べ２，７９６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。 
 

５）介護予防「生き生きシリーズ」     …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に開催。 
 

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（陶芸）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８８２回室貸出 延べ１２，５０７名利用 

 

 




