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令和元年度 村田町社会福祉協議会 事業報告概要 

■はじめに 

 「すべての人が健康で明るくいきいきと、住み慣れた地域で安心して生活できる福祉の

まちづくり」という活動理念のもと、地域の方々や関係機関・福祉団体との協働により令

和元年度の事業を実施した。 

要支援者を地域で包括的に支える住民主体の支え合いの体制づくりを目指し、町より委

託を受け実施した「生活支援体制整備事業」は４年目を迎え、生活支援コーディネーター

を中心に地域の実情に合わせた福祉課題やニーズ解決への取り組みを行った。 

人口減少の到来や高齢化の進展など、村田町を取り巻く状況は、年々厳しさを増してい

る。団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年問題を前に、介護が必要となっても住み慣

れた地域で自分らしく日常生活を営むことができるよう、介護・医療・介護予防・生活支

援などが一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を町とともに推進している。 

 また、一方では、雇用環境の変化、家族形態の変容などを背景に、社会的孤立などあら

ゆる世代にわたる新たな福祉課題・生活課題が生じている。 

 地域にある様々な課題を取り上げ協議し解決を図るため、地域のあらゆる人々が福祉の

担い手となり、特に、高齢者等の閉じこもり予防をテーマに、ボランティアを主体とした

身近な地域で集う「サロン活動」を各地区で展開できるように、生活支援コーディネータ

ーが集いの場を広げつつあり、次年度に向けより多くの集いの場ができることが期待され

ている。 

 また、令和元年度は１０月１２日～１３日にかけて台風１９号により町内で水害被害が

発生し、災害ボランティアセンターを立ち上げ、１０日間災害ボランティア活動を実施し

た。その経験を活かしその後は、角田市、丸森町と災害協定関係からボランティアを派遣

し、災害ボランティア活動に取り組んだ。その期間、職員も災害協定に基づき派遣し、被

災地で災害活動に取り組んだ。 

 引き続き、「地域との協働」で住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせる地域社会の

実現に向けて取り組んでいく。 

 

取組１ 社協の発展に向けた運営基盤の強化 

 組織運営体制の強化 

   改正社会福祉法に基づいた理事会及び評議員会の開催や情報開示を行い、事業運営 

  の透明性の向上に取り組んだ。 

   また、給与等規程の見直しを図るとともに、職員の就業規則に関する諸規程の整備

を行った。 

（１）理事会 開催回数 ４回 
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年 月 日 出席者数 概  要 

Ｒ元．６．７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事  ７名 

監事  ２名 

参与  １名 

事務局 １名 

 

 

 

 

 

次の議案は、原案のとおりすべて可決された。 

議案第１号 平成３０年度社会福祉法人村田町社会

福祉協議会事業報告並びに決算報告の

承認について 

議案第２号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会新

役員候補者の推せんについて 

議案第３号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会表

彰者の選考について 

議案第４号 定時評議員会の招集について 

Ｒ元．６．２５ 

 

 

 

理事  ９名 

監事  １名 

参与  １名 

事務局 １名 

 次の議案は、原案のとおりすべて可決された。 

議案第１号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会会

⾧、副会⾧及び常務理事の選任につい

て 

議案第２号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会顧

問及び参与の選任について 

Ｒ元．１２．１３ 

 

 

理事 １０名 

監事  ２名 

参与  １名 

事務局 １名 

報告第１号 村田町社会福祉協議会会⾧及び常務理

事の上半期職務執行状況について 

次の議案は、原案のとおりすべて可決された。 

議案第１号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会職

員給与等規程の一部改正について 

議案第２号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会訪

問介護事業所運営規程等を廃止する規

程について 

議案第３号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会定

款の一部改正について 

議案第４号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会顧

問の選任について 

議案第５号 定時評議員会の招集について 

Ｒ２．３．６ 

 

 

 

 

 

理事  ８名 

監事  １名 

参与  １名 

事務局 １名 

 

 

報告第１号 村田町社会福祉協議会会⾧及び常務理

事の下半期職務執行状況について 

 次の議案は、原案のとおりすべて可決された。 

議案第１号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会役

員等の報酬等に関する規程の制定につ

いて 
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議案第２号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会経

理規程の一部改正について 

議案第３号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会事

務局⾧採用について 

議案第４号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会役

員の補充について 

議案第５号 令和元年度社会福祉法人村田町社会福

祉協議会会計補正予算について 

議案第６号 令和２年度社会福祉法人村田町社会福

祉協議会事業計画（案）並びに会計予

算（案）について 

議案第７号 定時評議員会の招集について 

議案第８号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会職

員給与等規程の一部改正について 

議案第９号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会職

員就業規則の一部改正について 

議案第１０号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会

臨時職員就業規則の一部改正について 

議案第１１号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会

パート職員就業規則の一部改正につい

て 

 

（２）評議員会 開催回数 ３回 

年 月 日 出席者数 概  要 

Ｒ元．６．２５ 

 

 

 

 

 

 

 

評議員 ２６名 

監事   ２名 

顧問   １名 

参与   １名 

事務局  ２名 

 

 

報告第１号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会表

彰者について 

次の議案は、原案のとおりすべて可決された。 

議案第１号 平成３０年度社会福祉法人村田町社会

福祉協議会事業報告並びに決算報告に

ついて 

議案第２号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会新

役員の選任について 



- 4 - 
 

Ｒ元．１２．２６ 

 

評議員 ２８名 

監事   ２名 

顧問   １名 

参与   １名 

事務局  ２名 

報告第１号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会訪

問介護事業所運営規程等を廃止する規

程について 

 次の議案は、原案のとおりすべて可決された。 

議案第１号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会定

款の一部改正について 

Ｒ２．３．２７ 書面表決 ３０名 

賛成   ３０名 

反対    ０名 

次の議案は、原案どおりすべて書面表決された。 

議案第１号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会役

員の補充について 

議案第２号 令和元年度社会福祉法人村田町社会福

祉協議会会計補正予算について 

議案第３号 令和２年度社会福祉法人村田町社会福

祉協議会事業計画（案）並びに会計予

算（案）について 

 

（３）監査会 開催回数 １回 

年 月 日 出席者 概  要 

Ｒ元．５．２８ 

監事   ３名 

事務局  ３名 

 

平成３０年度社会福祉法人村田町社会福祉協議会事

業報告並びに会計決算について監査を受け、承認さ

れた。 

 

（４）三役会 

年月日 出席者 概  要 

Ｒ元．５．３１ 
会⾧、副会⾧２名 

事務局⾧ 
令和元年度第１回理事会の提案事項について 

Ｒ元．６．５ 
会⾧、副会⾧２名 

事務局⾧ 

社会福祉法人村田町社会福祉協議会訪問介護事業所

廃止の件について 

Ｒ元．１２．１３ 
会⾧、副会⾧２名 

事務局⾧ 
令和元年度第３回理事会の提案事項について 

Ｒ２．３．６ 
会⾧、副会⾧２名 

事務局⾧ 
令和元年度第４回理事会の提案事項について 
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（５）社会福祉法人制度改革に対応した定款等諸規程の改正 

   本会定款等について社会福祉法人制度改革に対応した改正を行った。 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会定款の一部改正 令和元年１２月２６日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会経理規程の一部改正 令和２年３月２７日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会職員就業規則の一部改正 令和２年３月６日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会職員の給与等規程の一部改正  

令和２年３月６日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会臨時職員就業規則の一部改正 

                             令和２年３月６日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会パート職員就業規則の一部改正 

                             令和２年３月６日 

 

取組２ 地域における福祉活動の充実 

  支部⾧、民生委員・児童委員、福祉活動推進員との連携 

（１）社協会員の募集の会議 

    社会福祉協議会の様々な地域福祉活動に係る事業の貴重な財源となる会員会費等 

   への協力依頼や、悠々げんきクラブ事業推進協力のお願いのために開催した。 

 

年 月 日 出席者 内  容 

Ｒ元．６．１７ 
支部⾧２１名 

事務局 ３名 

・令和元年度会員会費について 

・悠々げんきクラブについて 

   

（２）令和元年度社協会員会費                   

加入戸数 特別会員 賛助会員 一般会員 合計金額 

２，８１９世帯 １０ ２３ ２，７８６ ３，０２９，５００円 

 

（３）社会福祉協議会支部活動の推進 

    ２１支部が、地域の様々な福祉関係団体と連携、協働して地域課題を解決してい

くための体制づくりを支援するために、福祉活動推進員の研修会を開催した。 
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年月日 支部名 場所 出席者 内容 

Ｈ.３１.４.２５ 内町 松島町方面 
福祉活動推進員１５名 

事務局 １名 

福祉活動推進員の地域に

おける役割について 

Ｒ元．６．８ 本郷 蔵王町方面 

支部⾧ 

福祉活動推進員１５名 

事務局 １名 

福祉活動推進員の地域に

おける役割について 

Ｒ元．１０．３０ 荒町 福島県方面 

支部⾧ 

福祉活動推進員１８名 

事務局 １名 

台風１９号における災害

ボランティア活動 

Ｒ元．１１．１０ 関場 蔵王町方面 
支部⾧ 

福祉活動推進員１１名 

福祉活動推進員の地域に

おける役割について 

Ｒ元．１１．２４ 姥ヶ懐 福島県方面 

支部⾧ 

福祉活動推進員１８名 

事務局 １名 

福祉活動についての情報

交換 

 

（４）広報活動の強化 

    広報誌「社協だよりスマイル」を本年度も引き続き発行し、記事の読みやすさや

分かりやすさを重視した紙面作りを心掛けた。 

    また、ホームページをリニューアルし，より一層幅広く町民に向けて本会の活動

を周知することにより、地域福祉活動に対する関心を高め、「地域のつながり」を目

指すことを目的に情報発信を行った。 

① 社協だよりの発行（年４回） 

広報誌名 発行月日・主な掲載内容 

社協だより「スマイル」 

 

 

 

 

平成３１年４月１日 

【主な掲載内容】 

・地域のつながり今と昔 

・生活支援体制整備事業 

・「地域の支え合いの体制づくりがポイント」 
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令和元年７月１日 

【主な掲載内容】 

・令和元年度事業計画・各種事業予算 

・ボランティア活動報告 

・会員会費のお願い 

・絵本のプレゼント 

令和元年１０月１日 

【主な掲載内容】 

・平成３０年度事業報告・各種事業決算 

・令和元年度会員会費の御礼 

・令和元年度表彰 新役員紹介 

・ボランティア活動 サロン活動 

令和２年１月１日 

【主な掲載内容】 

・村田町災害ボランティアと被害状況 

・村田町災害ボランティアセンター開設 

・村田町支援された住民の声 

 

（５）福祉団体等の支援 

    それぞれの使命を有して活動する福祉団体の事務局機能を担いながら、その活動

をとおして地域福祉に関わる課題を相互に共有し、事業推進が図られるよう支援を

行った。 

   ① 村田町共同募金委員会 

   ② 村田町老人クラブ連合会 

   ③ 村田町身体障害者福祉協会 

   ④ 村田町母子寡婦福祉会 

   ⑤ 村田町遺族会 

   ⑥ 村田町ボランティア連絡協議会 

   ⑦ 村田町精神障害者家族会（助成金交付） 

   ⑧ 村田町民生委員・児童委員協議会（助成金交付） 

福祉団体名 会議 研修会 事業 

村田町老人クラブ連合会 ７回 ４回 １２回 

村田町身体障害者福祉協会 １１回 ２回 ５回 
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村田町母子寡婦福祉会 ８回 ３回 １５回 

村田町遺族会 ６回 ０回 １回 

村田町ボランティア連絡協議会 ９回 １回 ２回 

 

（６）貸付相談事業の実施 

    相談内容に応じた各種資金の貸付申請を受け付けるとともに、様々な関係機関と

連携を図り他制度の活用につなげた。相談件数は、減少傾向にあるが、教育支援資

金等の相談件数は増えている。 

① 貸付相談 

    相談件数  １８件 

   ②生活安定資金の貸付（無利子、連帯保証人１名） 

    生活困窮者に対し、小口の生活資金の貸付と必要な援助、指導により自立更生と

生活の安定を図った。 

原資 ５，６０５，０００円 

宮城県補助金 ２，７０２，０００円 

村田町補助金 ２，８５８，０００円 

寄附金 ４５，０００円 

 

   貸付状況                            （単位：円） 

 件数 貸付額 償還額 償還未済額 

令和元年度 

貸付 
１ 70,000 0 70,000 

３０年度以前 

貸付 
５ 330,000 172,000 158,000 

   

   ③生活福祉資金の貸付事業 

   （宮城県社会福祉協議会から事務委託を受け、貸付の受付と手続きをする事業であ

る。） 

  経済的自立及び生活意欲の助⾧促進等を図ることを目的とする貸付事業である。 

対象世帯･･･低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯、生活保護受給世帯(貸付資金

種別１７の資金)等。 

   ・相談延べ件数２２件。 申し込み等の利用は２件（福祉資金、教育支援資金） 
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取組３ 地域福祉の充実強化 

（１）村田町地域福祉センター指定管理事業 

    町民が身近な地域社会において安心して自立した生活が営めるようにするため、

地域福祉の推進を図る拠点として、適正かつ円滑な管理運営に努めた。 

   主な業務内容：施設の維持及び管理運営 

          施設の使用許可（大会議室・憩いの場等） 

施設利用状況 

年 度 総利用者数 
内訳 

センター利用団体数 人数 その他（見学他）人数 

令和元年度 ６，３１８名 ３５８団体 ４，９８０名 １，３３８名 

平成３０年度 ６，０８２名 ３６８団体 ５，０２５名 １，０５７名 

増 減 ２３６名 −１０団体 −４５名 ２８１名 

 

（２）村田町老人憩の家指定管理事業 

    高齢者等を対象に、教養の向上、健康教室、悠々げんきクラブ、レクリエーシ

ョン等の場として有効に活用できるよう施設の管理運営に努めた。しかし、３月

から新型コロナウィルス感染症予防に伴い閉鎖となり利用人数は減少した。 

 

年 度 開館日数 利用団体数 延べ参加人数 

令和元年度 １６７日 １６９団体 ２，５２５人（男性７１４人 女性１，８１１人） 

平成３０年度 １９３日 １９４団体 ２，９４８人（男性８３１人 女性２，１１７人） 

増 減 −２６日  −２５団体  −４２３人（男性−１１７人 女性−３０６人） 

 

取組４ 補助及び受託事業 

１ 受託事業 

   町から事業の委託を受け、社会福祉協議会の受託事業として次の事業を実施した。 

（１）悠々げんきクラブ事業 

    高齢者等を対象に、心身機能の維持、社会参加と生活の活性化、閉じこもりや孤 

独感の解消のため、生きがいづくり及び健康づくり（介護予防）をすることを目的 

とする。２１支部ごとに、老人憩の家、地区公民館や集会所、ふれあいセンターを 
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利用して実施した。内容として、講話、健康チェック、介護予防体操、レクリエー

ション、創作活動、交流活動等を実施した。 

開催場所：老人憩の家、その他の集会所等 

年 度 実施回数 延べ参加人数 ボランティア数 

令和元年度 １１８回 ２，０７７名 ４２９名 

平成３０年度 １３６回 ２，３４９名 ４９１名 

増 減 −１８回 −２７２名 −６２名 

 

（２）老人等食事サービス 

    在宅の一人暮らし、二人暮らし老人等に対し、定期的に訪問して食事を提供す  

   るとともに、当該利用者の安否の確認も併せて実施した。 

   提供日：週３回（月・水・金曜日）の夕食分 

   提供業者：かまどや村田店 和風レストラン藤 レストラン城山 

年 度 提供日数 利用者延べ人数 提供延べ食数 

令和元年度 １５６日 １９９人 １，９１７食（男性１，１９９食 女性７１８食） 

平成３０年度 １５６日 １７０人 １，６５８食（男性 ８９７食 女性 ７６１食） 

増 減  ２９人 ２５９食（男性 ３０２食 女性 −４３食） 

 

（３）生活支援体制整備事業 

    本事業は、高齢者一人ひとりができることを大切にしながら安心して暮らし続け  

   るために多様な主体が連携・協力する地域づくりを目指すもの。社協に配置された 

   生活支援コーディネーターが関係機関と連携し、①地域の多様な主体による重層な

助けあい、②生活支援の仕組みづくりや様々な介護予防、③社会参加の機会の維持・ 

発展に向けて取り組んだ。 

★生活支援コーディネーターが見つけた「地域のお宝」 

№ 行政区 活動内容 

１ 本町 

振興会・子ども会等合同会議を開催し、地区運動会、スポーツイベント等

を通じ横のつながりを連携強化。ヤマニ邸を活用してのサロン活動を開催。 

グラウンド・ゴルフをとおして健康筋力アップにつながっている。 



- 11 - 
 

２ 荒町 

振興会を中心にしながら、川畑親睦会、後田親睦会といった親睦会ごとに

活動を展開。親睦会活動における防災訓練をとおして友愛訪問活動につな

がっている。 

３ 内町 

いきいきサロンの開催、地域の神社の清掃、お寺を拠点としたつながり、

高齢者による花植えや地域のゴミ拾い活動をとおして地域活動に取り組ん

でいる。 

４ 本郷 

いきいきサロンの開催、地域の神社の清掃活動をとおして地域住民との交

流を図りながら、塩内地区のしっかりとした協力体制がつくられている。

保育所前から幼稚園へかけて環境美化活動にもしっかりと取り組んでい

る。 

５ 

 
石生 

「高齢者と子どもの交流」をとおして、地域の子どもたちと参加者同士の

交流を図っている。ウォーキングをしながら自然と子どもたちの見守り活

動につながっている。 

６ 小泉西町 

（仮）小泉西町自治会設立に向けて地域住民が集まって協議する場が月１

回開催されている。美化活動をとおしての地域住民の交流の場、地区公民

館を活用してのサロン活動も展開中。自治会設立から見える住民の「輪」。 

７ 小泉中 

地区公民館を活用してのサロン活動。福祉活動推進員が中心となって地域

の見守り活動を展開。沖田前地区の住民のつながりによる清掃活動をとお

しての声掛け運動。 

８ 小泉東 

月１回の共同作業を通じて「お互いの顔の見える関係づくり」につながっ

ている。それが一つのサロン活動につながっている。防災用テントを活用

しながら、今後、自主防災組織を中心としながら地域交流を図り、災害に

備える啓発活動が見守りに。 

９ 姥ヶ懐 

公民館活動をとおして地域住民が集まれる場づくりにつながっている。世

帯数も少ないが、少ないことをメリットして地域住民の交流が図られてい

る。たまゆらそば組合もあることで高齢者の働く意欲、高齢者の生きがい

づくりにつながっている。 

10 薄木 

そば組合を中心とした結束力。地域住民あげてのイベント開催。イベント

開催にあたっての準備がサロン活動につながっている。多くの子どもたち

も招待され祭りを盛り上げていることから世代間交流にもつながってい

る。 



- 12 - 
 

 

11 

 

 

足立東 

 

年１回開催の公民館主催の夏祭り。稲田姫神社の清掃から農免道路の清掃

活動。中心となって動いてくれる男性が地区を盛り上げて、その場その場

でできる人たちに協力もらう体制こそが地域づくりの第一歩に。男性の集

まりで活動することが魅力。 

12 足立西 

月１回老人憩の家で悠々げんきクラブをとおして集まりの場。自主的に道

路環境整備を行っている人たちが多い地区。旧第五小学校グラウンドでは

スポーツを楽しむ姿が見受けられる。西足立地区公民館を中心とした活動

にも今後目を向けていきたいと思う。 

13 寄井 

地区公民館が集会所ということもあるが、お茶のみサロンを昨年度より開

催。第二小学校グラウンドにてグラウンド・ゴルフを楽しんでいる人たち。

学校が近くということもあり共同で清掃活動を展開。台風１９号で見えた

寄井地区住民のたすけあい。 

14 千塚 

通学路の安全確認で環境整備を行い、月１回のひとはき運動では多くの地

域住民の協力を得て活動を展開。公園の環境整備、公園におけるスポーツ

活動、地域住民が交流する場が多く、人と人が通うことが多い行政区。 

15 沼辺北 

堀上など一級河川もあることで、朝の仕事で集まることが多い行政区。沼

辺ふれあいセンターもあることで月１回運動サロンとして集まっている人

たち。環境美化活動をとおして「地域のつながり」に…。 

16 沼辺南 

月１回サロン活動を展開していることが介護予防。サロンのメニューは自

分たちでアイディアを。ウォーキングもあれば手遊び、物を作る等バラエ

ティにとんだサロン活動。自分たちで地域を何とかしないといけないと考

えてサロン活動を展開中。サロン活動でつながった仲間づくりが印象的。 

17 関場 

びいんず夢楽多近くに、「誰でも来てみてよ、誰が来てもいいんだよ」の看

板。住民たちで作ったお茶のみ場。昨年度より、より一層グレートアップ

し、その場所があることで地域住民が気軽に集まれる場づくりにつながっ

ていること。自治会の存在の大きさ。 

18 沼田 

ほ場整備事業から見えた地域住民のつながり。事業を展開する中で話し合

いを重ね、話し合いをしていく中で見えてきた地域の現状。地域の現状か

ら「つながり」を考えて地域のつながりができた行政区。サロン活動は自

宅を開放しての楽しいお茶のみの場。 

19 菅生上 

旧第四小学校グラウンドで始まったグラウンド・ゴルフ。グラウンド・ゴ

ルフをやろうとした時の旧第四小学校グラウンドを自分たちで整備したこ

とが「つながり」意識へ変化。週２回楽しそうにグラウンド・ゴルフを楽

しんでいる姿が素晴らしい。 
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20 菅生下 

幼稚園、小学校のスクールバス停留所には必ず地域住民がいる。当たり前

であって当たり前ではない。その地域住民がいることで自然と見守り活動

につながっている。子どもたちも安心して幼稚園、学校へ行ける地域住民

とのつながり。 

21 北向 

年１回地域住民全員参加の１０月行事。子どもから高齢者まですべての顔

の見える関係は本当の意味での「つながる」「つなげる」「地域づくり」へ

つながっている。 

※各行政区においてたくさんの「地域のお宝」があります。各行政区において地域 

のニーズや課題は様々です。ニーズや課題をキャッチしながら、さらにこの事業を 

地域に根差した活動となるよう、次年度へ向け推進していきたい。 

 

（４）宮城県社会福祉協議会助成事業 

    県内の草の根的な地域福祉活動に関わるボランティア・市民活動の推進を図るこ 

とを目的として、宮城県社会福祉協議会より助成金１０万円が交付され、町内のボ

ランティア１４団体への助成金の一部として有効活用した。 

 

取組５ 老人福祉活動事業 

（１）一人暮らし高齢者の交流会 

見守りネットワーク活動の一環として、一人暮らし高齢者を対象に交流会を実施した。

民生委員・児童委員の方々の協力のもと、相互の交流を深めながら孤独感の解消を図り、

住み慣れた地域でいきいきと暮らすことを目的として開催した。 

 

 

開催日 参加者 場所と内容 

Ｒ元．７．１２ 参加者 ５３名 

松島町「パレス松洲」 

「尿もれなんかこわくない」 

講師：株式会社ライフアップ 

交流会、温泉入浴 

 

（２）健康マージャン教室 

   健康マージャンは、ゲームとしての楽しみだけではなく、頭の体操や人と人とをつ

なぐコミュニケーションツールとして人生を生きいきと楽しむ様々な効果がある。お

金を賭けない・タバコを吸わないを前提に健康と生きがいを目的としたもので、頭と

指先が動くかぎり、仲間と生涯を通じて楽しめる。頭と指先を使い、仲間と会話する
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ことで脳年齢が３歳若返ると言われており、認知症者に見受けられる症状のひとつで

ある前頭葉脳の萎縮をマージャンすることで防ぐ予防効果があるため開催した。 

 

実施日：平成３１年４月１日～令和２年２月２９日 

実施曜日：火曜日・木曜日（午後１時３０～午後３時３０分） 

※３月は新型コロナウィルス感染症予防のため閉鎖 

年度 実施日数 延べ参加人数 場所 

令和元年度 ８７日 １，３７９人 地域福祉センター 

  

（３）一人暮らし高齢者の防火診断（消防署と民生委員・児童委員同行）（年１回） 

   町内の一人暮らし高齢者宅の台所や風呂場等の防火診断を行った。 

   実施日：令和元年１１月１１日（月） 

   行政区：菅生上地区 

   対象者：７世帯 

 

取組６ ボランティア活動の支援 

（１）ボランティア活動支援事業 

  ①ボランティア連絡協議会の運営 

   ボランティアのネットワーク化、ボランティア活動の情報の提供やボランティア保

険の受付などにより活動を支援した。健康ふくし祭の企画開催や各分野のボランティ

ア活動の実施、担い手となるボランティアの育成・養成に務めた。 

   ボランティア登録団体数…１３団体 （登録者 延べ２７２名） 

 

②ボランティア団体活動実績 

月 ボランティア団体名 内容 

４ 

沼辺笑楽寿来 

 

 

ボランティアむらた 

ボランティアグループ

みらい 

・村田第二小学校２年生「じゃがいも植え」 

・沼辺幼稚園「じゃがいも植え」 

・村田第二小学校５年生「米づくりの話」 

・いきいきサロン活動 

・共生型「子ども食堂」 
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５ 

災害ボランティアの会 

 

沼辺笑楽寿来 

 

 

 

ボランティアむらた 

ボランティアグループ

みらい 

・村田小学校６年生「紅花植え」 

・村田幼稚園「さつまいも植え」 

・村田第二小学校５年生「田植え」 

・村田第二中学校「田植え」 

・沼辺幼稚園「さつまいも植え」 

・村田第二小学校１年生「さつまいも植え」 

・いきいきサロン活動 

・共生型「子ども食堂」 

６ 

沼辺笑楽寿来 

 

ボランティアむらた 

ボランティアグループ

みらい 

・村田第二小学校あすなろ学級「柏餅づくり」 

・沼辺幼稚園「七夕飾り」 

・いきいきサロン活動 

・共生型「子ども食堂」 

７ 

ボランティアむらた 

沼辺笑楽寿来 

 

災害ボランティア 

ボランティアむらた 

ボランティアグループ

みらい 

・子育て支援センター除草作業 

・沼辺幼稚園「カレー作り」 

・村田第二小学校「七夕を祝う」 

・村田小学校「紅花つみ」 

・いきいきサロン活動 

・共生型「子ども食堂」 

８ 

民謡兆水会 

ボランティアむらた 

沼辺笑楽寿来 

 

宮城県村田高等学校 

ボランティアグループ

みらい 

・柏松苑「夏祭り」ボランティア活動 

・村田児童学級・沼辺児童学級「座禅体験」 

・村田第二小学校「じゃがいも掘り」 

・沼辺幼稚園「じゃがいも掘り」 

・２４時間テレビチャリティ募金活動 

・共生型「子ども食堂」 

９ 

ボランティアむらた 

沼辺笑楽寿来 

 

ボランティアむらた 

ボランティアグループ

みらい 

・子育て支援センター「除草作業」 

・村田第二中学校「稲刈り」 

・村田第二小学校５年生「稲刈り」 

・いきいきサロン活動 

・共生型「子ども食堂」 
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１０ 

沼辺笑楽寿来 

 

 

 

災害ボランティアの会 

 

ボランティアむらた 

ボランティアグループ

みらい 

・村田第二小学校５年生「脱穀調整」 

・村田第二小学校１年生「さつまいも掘り」 

・沼辺幼稚園「さつまいも掘り」 

・沼辺幼稚園「焼き芋」 

・村田幼稚園「さつまいも掘り」 

・村田幼稚園「焼き芋」 

・いきいきサロン活動 

・共生型「子ども食堂」 

１１ 

災害ボランティアの会 

ボランティアむらた 

 

ボランティアグループ

みらい 

・村田保育所「昔の遊び」 

・子育て支援センター「ボンボン作り」 

・いきいきサロン活動 

・共生型「子ども食堂」 

１２ 

ボランティアむらた 

 

 

 

沼辺笑楽寿来 

ボランティアグループ

みらい 

・子育て支援センター「クリスマスリース作り」 

・村田児童学級へ「クリスマスプレゼント」 

・村田児童学級「クッキング」 

・いきいきサロン活動 

・世代間交流会 

・共生型「子ども食堂」 

１ 

沼辺笑楽寿来 

 

ボランティアむらた 

ボランティアグループ

みらい 

・沼辺幼稚園「だんこさし」 

・村田第二小学校１年生「もちつき体験」 

・宮城県村田高等学校「もちつき」 

・共生型「子ども食堂」 

２ 

災害ボランティアの会 

ボランティアむらた 

ボランティアグループ 

みらい 

・村田小学校１．２年生「昔の遊び」 

・いきいきサロン活動 

・共生型「子ども食堂」 

３ 災害ボランティアの会 ・村田幼稚園「じゃがいも植え」 

■登録ボランティア団体は、村田町老人憩の家で実施している悠々げんきクラブでの芸

能ボランティア活動、柏松苑併設村田町ディサービスセンターでのボランティア活動、

村田児童学級、沼辺児童学級において、それぞれの分野でボランティア活動に取り組

んだ。 
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   ■台風１９号災害に伴うボランティアセンターの設置 

     １０月１２日～１３日にかけて発生した台風１９号に伴い１０月１５日に災害 

ボランティアセンターを設置し、水害被害地区の沼辺地区を中心に活動を行った。 

     開設日数：延べ１０日        ボランティア派遣要請：３１件 

     活動日数：７日間          ボランティア派遣数：２９件 

     登録ボランティア人数：８９名 

 取組７ 福祉育成・援助活動事業 

  １ 第４３回健康ふくし祭ｉｎむらた 

   地域住民の方々が一堂に会し、福祉に対する認識と理解を深めて、また小学生によ

る絵画表彰を実施し、地域ぐるみで支え合う「住民総参加による健康・福祉のまちづ

くり」の実現を願って開催した。 

開催日 内  容 
開催 

場所 

参加 

者数 

９月３０日 〇オープニング 

★ボーカル CHIKA とドラマー佐藤尋宣によるユ

ニット「Soul Breezinʼ」 

〇式典 

絵画の表彰式 

★宮城県警察音楽隊 

★そら豆ダンベル体操 

★ＮＰＯむらたスポーツクラブによるＰＲ活動 

※フリーマーケットコーナー 

※販売コーナー 

※交通安全セーフティサポートみやぎくん 

※人権擁護啓発コーナー 

※ふくしのコーナー等 

 

村 田 町

民 体 育

館 

 

約 

400 人 

 

 

 

取組８ 児童・青少年育成事業 

 （１）留守家庭児童学級における体験学習、福祉関係講座 

     村田児童学級と沼辺児童学級において、年間予定表に掲げて様々な体験をする

機会を設けた。 

  【開催内容】 

   フラワーアレジメント、点字体験、手話体験、納豆パック細工、茶道体験、クリス

マスリース作り、ハープ演奏鑑賞、ヴィブラフォン演奏鑑賞、バルーンアート体験 
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取組９ 母子・父子福祉活動 

 （１）１歳児への絵本贈呈 

    “生まれてきてくれてありがとう”初めて出会う絵本の中の一冊に加えてもらおう

と「ファーストブックプレゼント」事業を実施した。絵本の読み聞かせをしてから

１歳児に絵本をプレゼントした。 

 

取組１０ 生活相談所事業 

  町民の心配ごとや生活上の問題等の相談に応じ、問題解決に努めた。 

（１）開設日 毎週水曜日／場所 村田町地域福祉センター 

（２）年間開設日数 ５１日／相談件数６件 

（３）相談員数 ６名 

（４）相談実績件数 

   生計に関する相談 ２件  苦情に関する相談 ２件 

   生業に関する相談 ２件   

   ※相談に来所する方々は、継続しての相談が多い。宮城県南部自立相談支援センタ

ー等関係機関との連携をおこない相談解決に努めている。 

 

 

取組１１ 福祉有償運送事業 

  在宅において自分で移動することが困難な高齢者等が対象で、車いす用リフト付移送 

 車を利用することで、通院や入退院等日常生活の利便性を高めることに努めた。 

 （運転業務委託先…福祉有償運転ボランティア） 

 ・利用状況 延べ ４件（Ｈ３０年度１２件）登録人員 ７名（Ｈ３０年度延べ１３名） 

 

取組１２ 社協会員等弔電 

 ・社協会員が死亡した際に、４３件（Ｈ３０年度３２件）の弔電を送った。 
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取組１３ 

  ①訪問介護事業 

   介護保険法に基づき、要介護者へホームヘルパーによる訪問介護を提供し、在宅生

活の支援をした。 

 令和元年度 平成３０年度 前年度比較 

延利用者数（人） ３４７ ４６８ −１２１ 

訪
問
介
護
内
訳
(
件
) 

身体介護 ２３４ ３０６ −７２ 

保険外サービス ４８ ３５ １３ 

自立支援 ０ １２ −１２ 

介護予防（人） ６５ １１６ −５１ 

  【事業評価】 

   介護保険制度改正に伴い、要支援者の対応が求められる中、内部研修で月１回は勉

強会、もう１回は新規ケースの情報共有、困難ケースについての細かい検討を行った。 

しかし、事業経営困難となり令和元年１２月３１日に訪問介護事業を廃止。 


