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令和３年度 社会福祉法人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３年度の事業を実施した。 

 核家族化や少子高齢化の急速な進行、住民相互のつながりの希薄化など、地域社会を取

り巻く環境はますます厳しさを増し、孤独死や認知症高齢者の増加、育児に悩む母親の問 

題など、地域の福祉課題は複雑化・多様化している。このように社会環境の変化が進むな

かで、昨年度より新型コロナウィルス感染症が猛威を振るい、地域福祉活動を維持するた

め、新しい生活様式を取り入れて事業展開をした。 

多様な価値観があるなかで、地域に暮らす一人ひとりが「自分の暮らしを良くしたい」

と考えるが、新型コロナウィルス感染症がもたらした「地域住民の集まりの場」が完全に

崩壊され、「地域のことを考える」という意識は低下しつつある。「人が集まって話し合う

場」がなくなり、地域全体で見守り支え合う地域づくりに向けた地域コミュニティの再構

築が求められている。新型コロナウィルスの感染が続いている状況下において、今までど

おりの活動は困難であるが、地域課題は止まることなく進んでいる。地域活動も、「新型コ

ロナウィルスだから中止」ではなく、まずは「どうすればできるのか？」を考える必要が

ある。角度を変えて開催した「一人暮らし高齢者の交流会」では、地区を分けて２日間で

密をさけるために事業を実施した。人数の変動は大きくあったが「交流と情報交換」の場

を有効活用できることを考えると、一つの光が射した事業だった。 

地域でニーズキャッチをする生活支援コーディネーターも、地域で活動するキラッと光

る活動に目をつけ、一緒に活動しながら知り得た貴重な情報を「生活支援コーディネータ

ー通信」をとおして情報発信することもコロナ禍における貴重な活動の変化といえる。 

変化や工夫がある中に、従来から大切にしてきた「対面」での活動にも徐々に取り組め

た各種福祉団体活動。一つの地域活動をきっかけとして「住民同士のつながり」は強くな

り、感染予防に努めながら住民参加活動を行うことで見えてくる「住民同士の見守り」。コ

ロナ禍によるオンラインでのつながり、声を聞くことで安心する電話、これまでの活動が

変化する中で様々な対応を求め、「支える側」「支えられる側」を超える双方向の取り組み

（役割）づくりに向けて、「地域との協働」を推進し、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実現に向けて取り組んだ。 

 

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 
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  の透明性の向上に取り組んだ。 

（１）理事会 開催回数 ５回 

年 月 日 出席者数 概  要 

Ｒ３．６．８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事  ８名 

監事  ２名 

顧問  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参

与の選任について 

議案第２号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会表

彰者の選考について 

議案第３号 令和２年度社会福祉法人村田町社会福

祉協議会事業報告並びに決算報告につ

いて 

議案第４号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会新

役員候補者の推薦について 

議案第５号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会評

議員選任・解任委員会委員の選任につ

いて 

議案第６号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会評

議員選任規程の一部改正について 

議案第７号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会評

議員候補者の推薦について 

議案第８号 定時評議員会の招集について 

Ｒ３．６．２９ 

 

 

 

理事  １０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 

Ｒ３．１２．２３ 

 

 

理事  １０名 

監事   ２名 

顧問   １名 

参与   １名 

事務局  １名 

報告第１号 令和３年度社会福祉法人村田町社会福

祉協議会上半期会長及び常務理事の職

務執行状況について 
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Ｒ４．２．８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事  １１名 

監事   ２名 

顧問   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生

活支援サポーター「地域お助け隊」実

施要綱事業の制定について 

議案第２号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会定

款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

務局設置規程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経

理規程の一部改正について 

議案第５号 令和３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 臨時評議員会の招集について 

Ｒ４．３．３ 理事 １２名 

監事  ２名 

参与  １名 

事務局 １名 

報告第１号 令和３年度下半期社会福祉法人村田町 

社会福祉協議会会長及び常務理事の職 

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諸 

規程の廃止について 

議案第２号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会支 

      部交付金に関する規程及び社会福祉法 

      人村田町社会福祉協議会各種団体及び 

ボランティア団体への助成に関する規 

程の全部改正について 

議案第３号 社会福祉法人村田町社会福祉協議会諸 

規程の一部改正について 

議案第４号 令和３年度社会福祉法人村田町社会福 

祉協議会会計補正予算（第２次）につ 

いて 

議案第５号 令和４年度社会福祉法人村田町社会福 

      祉協議会事業計画（案）及び会計予算 

（案）について 

議案第６号 定時評議員会の招集について 
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（２）評議員会 開催回数 ３回 

年 月 日 出席者数 概  要 

Ｒ３．６．２９ 

 

 

 

 

 

 

 

評議員 ２５名 

監事   １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 令和２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役

員の選任について 

Ｒ４．２．１５ 

 

 

 

 

 

 

 

評議員  ２２名 

監事    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生 

      活支援サポーター事業「地域お助け隊」 

実施要綱について 

次の議案は、原案ど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 

議案第２号 令和３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 

 

Ｒ４．３．２４ 

評議員  ２４名 

監事    ２名 

顧問    １名 

参与    １名 

事務局   ２名 

次の議案は、原案どおりすべて可決された。 

議案第１号 令和３年度社会福祉法人村田町社会福 

祉協議会会計補正予算（第２次）につ 

いて 

議案第２号 令和４年度社会福祉法人村田町社会福 

      祉協議会事業計画（案）及び会計予算 

（案）について 

 

 

（３）監査会 開催回数 １回 

年 月 日 出席者 概  要 

Ｒ３．５．２８ 

監事   ２名 

会 長 ・ 事 務 局  

３名 

令和２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。 
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（４）三役会 

年月日 出席者 概  要 

Ｒ３．６．８ 
会長、副会長２名 

事務局長 
（１）令和３年度第１回理事会の提案事項について 

Ｒ３．１２．２３ 
会長、副会長２名 

事務局長 
（１）令和３年度第３回理事会の提案事項について 

Ｒ４．２．８ 
会長、副会長２名 

事務局長 
（１）令和３年度第４回理事会の提案事項について 

Ｒ４．２．２４ 
会長、副会長２名 

事務局長 

（１）令和３年度３月スケジュールについて 

（２）令和３年度第５回理事会の提案事項について 

Ｒ４．３．３１ 
会長、副会長２名 

事務局長 

（１）社会福祉法人村田町社会福祉協議会令和４年 

   度組織配置図等について 

（２）令和４年度４月スケジュールについて 

 

（５）評議員選任・解任委員会 

年月日 出席者 概要 

Ｒ３．６．１１ 

選任・解任委員 

      ２名 

会長・事務局２名 

（１）社会福祉法人村田町社会福祉協議会評議員の 

選任について 

 

（６）社会福祉法人制度改革等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等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評議員選任規程の一部改正 令和３年６月８日 

・社会福祉法人村田町社会福祉協議会生活支援サポーター事業「地域お助け隊」実施 

要綱の制定                        令和４年２月８日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会事務局設置規程の一部改正 令和４年２月８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４年２月８日 

  ・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４年２月１５日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会支部交付金に関する規程の全部改正  

令和４年３月３日 

・社会福祉法人村田町社会福祉協議会各種団体及びボランティア団体への助成金に関 

する規程の全部改正                     令和４年３月３日 
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  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会定款施行細則の一部改正  令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会役員選任規程の一部改正  令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営細則の一部改正 

                                令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会委員会規程の一部改正   令和４年３月３日 

  ・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一部改正 

                                令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会評議員、評議員選任・解任委員会委員、委員会 

委員並びに第三者委員の費用弁償に関する規程の一部改正   令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会役職員旅費支給規程の一部改正  

令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会役職員及び諸行事等慶弔規程の一部改正 

                                令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会弔慰内規の一部改正    令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会監査実施規程の一部改正  令和４年３月３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４年３月３日 

  ・文書取扱規程の一部改正                  令和４年３月３日 

  ・公印管理規程の一部改正                  令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会決裁規程の一部改正    令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会自動車使用管理規程の一部改正 

                                令和４年３月３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４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会職員給与等規則の一部改正 令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会育児・介護休業等に関する規程の一部改正 

                                令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会事務局長の就業に関する規程の一部改正 

                                令和４年３月３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４年３月３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４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会職員の懲戒処分に関する規程の一部改正 

                                令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会会員、会費規程の一部改正 令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会支部設置規程の一部改正  令和４年３月３日 
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・社会福祉法人村田町社会福祉協議会福祉活動推進員設置規程の一部改正 

                                令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会表彰規程の一部改正    令和４年３月３日 

  ・生活安定資金貸付規程の一部改正              令和４年３月３日 

  ・生活福祉資金貸付調査委員会設置規程の一部改正       令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会生活相談所設置規程の一部改正 

                                令和４年３月３日 

  ・福祉用具貸与（介護保険サービス対象外）事業実施要綱の一部改正 

                                令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会福祉有償運送事業実施要綱の一部改正 

                                令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会災害見舞金支給に関する規程の一部改正 

                                令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会地域福祉活動推進計画策定委員会設置要綱の一 

部改正                          令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会地域福祉活動推進計画策定委員会委員公募要領 

の一部改正                        令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会福祉サービス利用援助事業実施要綱の一部改正 

                                令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会個人情報保護規程     令和４年３月３日 

・社会福祉法人村田町社会福祉協議会特定個人情報取扱規程の一部改正 

                                令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会情報公開規程の一部改正  令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会福祉振興基金設置規程の一部改正 

                                令和４年３月３日 

（７）社会福祉法人制度改革等に対応した諸規程等の廃止 

   諸規程等について社会福祉法人制度改革等に対応した廃止を行った。 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会福祉活動推進員活動費の交付に関する規程の廃 

   止                            令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会各種団体及びボランティア団体への助成金に関 

   する内規の廃止                      令和４年３月３日 

  ・善意銀行運営規程の廃止                  令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会利用者等からの苦情解決の取り組みに関する実 

   施要綱の廃止                       令和４年３月３日 

  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会福祉サービス第三者評価事業実施要項の廃止 

                                令和４年３月３日 
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  ・社会福祉法人村田町社会福祉協議会法令遵守規程の廃止    令和４年３月３日 

  ・法令遵守マニュアルの廃止                 令和４年３月３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 

Ｒ３．６．１７ 
支部長２０名 

事務局 ２名 

・令和３年度会員会費について 

・村田町老人憩の家の使用について 

 

（２）令和３年度社協会員会費                   

加入会員数 特別会員 賛助会員 一般会員 合計金額 

２，７７６会員 ６ ２１ ２，７４９ ２，９１１，５００円 

 

（３）社会福祉協議会支部活動の推進 

   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、各支部において福祉活動推進員の研修会が開催された。 

年月日 支部名 場所 出席者 内容 

Ｒ３．１１．２７ 小泉中 
大河原町 

もちぶた館 

支部長 

福祉活動推進員１０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 

Ｒ３．１２．１６ 小泉西町 松島方面 

支部長 

福祉活動推進員１０名 

事務局 ２名 

福祉活動推進員の地域に

おける役割について 
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（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、ホームページを充実させ、「よぐござったないんブログ」を開設し、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」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№１１８ 令和３年４月１日 

【主な掲載内容】 

・村田町ボランティア連絡協議会研修会 

・脳体操アプリ「シニア倶楽部」 

・村田町老人憩の家からおしらせ 

№１１９ 令和３年７月１日 

【主な掲載内容】 

・就任挨拶・知っててほしい！社協の豆知識 

・地域の見守りボランティアへインタビュー、新団体紹介 

・令和３年度事業計画・予算 

・令和３年度表彰 

・村田町社会福祉協議会会員加入のお願い、新人職員紹介、寄付、 

生活相談所 

№１２０ 令和３年１０月１日 

【主な掲載内容】 

・ボランティア連絡協議会とは、ボランティアむらたによる「手 

づくりおもちゃづくり」 

・村田町老人憩の家より 

・ＪＡみやぎ仙南村田女性部の活動、２４時間テレビ募金活動 

・令和３年度会員会費にご協力ありがとうございました 

・村田町共同募金委員会からのお知らせ、寄付、生活相談所 

№１２１ 令和４年１月１日 

【主な掲載内容】 

・新年のご挨拶、一人暮らし高齢者の交流会 

・令和３年度第６７回宮城県社会福祉大会表彰受賞者① 



- 10 - 

 

・令和３年度第６７回宮城県社会福祉大会表彰受賞者② 

・共同募金実績額 

・健康マージャン教室再開 

・村田町老人クラブ連合会「グラウンド・ゴルフ大会」「ペタンク 

大会」、寄付、生活相談所 

 

（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 ５回 １回 ７回 

村田町身体障害者福祉協会 ４回 ０回 １回 

村田町母子寡婦福祉会 ５回 １回 ３回 

村田町遺族会 ７回 ０回 ２回 

村田町ボランティア連絡協議会 ５回 １回 ５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。新型コロナウィルス感染症に伴う緊急小口資金の 

相談件数が増えた。 

 

① 貸付相談 

    相談件数 ３９件（生活安定資金４件、生活福祉資金３５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
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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３年度 

貸付 
０ ０ ０ ０ 

令和２年度 

以前貸付 
５ ３３０，０００ ２８７，０００ ４３，０００ 

   ※３件は、令和３年度中において償還完了。 

   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。 

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊

急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。 

   ・緊急小口資金貸付相談    １４件  貸付金額 ２，７００，０００円 

   ・総合支援資金貸付相談     ８件  貸付金額 ４，３５０，０００円 

   ・総合支援資金再貸付相談   １０件  貸付金額 ５，５５０，０００円 

   ・延長総合資金貸付相談     ３件  貸付金額 １，６５０，０００円 

   ・相談延べ件数３５件  

取組３ 地域福祉の充実強化 

（１）村田町多世代交流センター施設貸出等業務事業 

   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、町から委託を受け施設の貸出等業務を行った。 

   主な業務内容：施設の維持及び管理運営 

          施設の貸出（大会議室・多目的室等） 
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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３年度 ４，５８２名 ３２４団体 ４，５８２名 ０名 

令和２年度 ４，６１８名 ２８７団体 ３，２４７名 １，３７１名 

増 減 －３６名 ３７団体 １，３３５名 －１，３７１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。 

 今年度も新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、施設の利用者は例年より少 

なかった。 

年 度 開館日数 利用団体数 延べ参加人数 

令和３年度 ３６日 ３６団体      ４５９人（男性１１１人 女性３４８人） 

令和２年度 ２４日 ２４団体 ２６１人（男性５６人 女性２０５人） 

増 減 １２日 １２団体 １９８人（男性５５人 女性１４３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、ふれあいセンター等を利用

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３年度 ２１回 ２６６名 ９名 

令和２年度 １３回 １７２名 ２０名 
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増 減 ８回 ９４名 －１１名 

 

（２）老人等食事サービス事業 

   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３年度 １５６日 ２７３人 ２，５１９食（男性１，１６５食 女性１，３５４食） 

令和２年度 １５６日 ２４５人 ２，２７６食（男性１，４４０食 女性８３６食） 

増 減 ０日 ２８人  ２４３食（男性－２７５食 女性５１８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ら 

  れ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的な 

  助け合い、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。 

 

① 村田町生活支援体制整備協議会 （地域支え合い会議） 

月日 内容 備考 

１０月１３日 

・令和２年度生活支援体制整備事業報告及び令和３年度事業計 

 画 

・令和２年度生活支援コーディネーター活動を通しての気づき 

や見えてきたこと 

・グループワーク 

 「コロナ禍で変わったこと、やってる工夫」 

 「自分でもできること、自分ではできないこと」 

・生活支援サポーター事業について 

 

 

 ② 生活支援コーディネーター情報発信 

村田町で人生を楽しみながら元気に過ごしている方に秘訣をお伺いする活動「人生
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を楽しむ秘訣」。地域活動の中から「キラリと光る人材に」スポットを当ててインタビ

ュー。「活動を始めたきっかけ」「活動をしていて楽しむ秘訣」。インタビューから「キ

ラリ光る」輝くポイントに重点を置き、生活支援コーディネーター情報誌「かとちゃ

ん通信」を発行した。 

 

 ③ 生活支援サポーター事業 

   高齢者のちょっとした困りごとのお手伝いをするサポーター「地域お助け隊」。介護 

保険チェックリストにて、支援対象と認められる高齢者又は要支援１、２の認定を受 

けている高齢者がサービス対象。村田町地域包括支援センター職員によるチェックリ 

ストに該当した方が、サービスを受けられる対象。生活支援コーディネーターがマッ 

チングするのは、利用者と生活支援サポーター。サービス内容に応じて、サポーター 

を派遣する。 

 

（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交流会を開催した。 

日時：令和３年１１月２９日（月）参加者 ２７名 民生委員・児童委員 １０名 

     令和３年１１月３０日（火）参加者  ６名 民生委員・児童委員  ３名 

  場所：白石温泉薬師の湯 

 

（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

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：令和３年１０月７日～令和４年３月３１日 
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実施曜日：火曜日・木曜日（午後１時３０～午後３時３０分） 

     第２、第４木曜日は午前９時３０分～午前１１時３０分） 

 

年度 実施日数 延べ参加人数 場所 

令和３年度 ３８日 ６７２人 
旧村田第三小学校 

体育館ランチルーム 

  

 

（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）（中止） 

   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う予定だったが、新型 

コロナウィルス感染症予防で今年度も中止にした。 

 

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。また、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２５７名） 

 ■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

り組む予定だったが、新型コロナウィルス感染症予防のため各々中止となり、学校の

児童生徒たちと協働で行う活動も、一部ボランティアのみでの活動となった。 

 

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 
・村田第二小学校「じゃがいも植え」 

・沼辺幼稚園「じゃがいも植え」 
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５ 

災害ボランティアの会 

 

沼辺笑楽寿来 

 

・村田小学校「紅花植え」 

・村田幼稚園「さつまいも植え」 

・村田小学校「さつまいも植え」 

・村田第二小学校「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「さつまいも植え」 

６ 沼辺笑楽寿来 

・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」 

７ 

ボランティアむらた 

沼辺笑楽寿来 

 

災害ボランティアの会 

・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「紅花摘み」 

８ 沼辺笑楽寿来 
・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」 

９ 

ボランティアむらた 

沼辺笑楽寿来 

 

・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」 

１０ 

沼辺笑楽寿来 

 

 

 

災害ボランティアの会 

 

・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」 

・村田小学校「さつまいも掘り」 

１２ ボランティアむらた ・村田児童学級へ「クリスマスプレゼント」 

※沼辺笑楽寿来が公益財団法人パナソニック教育財団こころを育むフォーラム「２０２

１年度子どもたちの“こころを育む活動”」の優秀賞を受賞した。 

 

取組７ 福祉育成・援助活動事業 

  １ 第４４回健康ふくし祭ｉｎむらた（中止） 

   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
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くり」の実現を願って１０月に開催する予定だったが、新型コロナウィルス感染症予

防のために今年度も中止にした。 

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（中止） 

     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

機会を設ける予定だったが、新型コロナウィルス感染予防のため今年度も中止し

た。 

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

と町の１歳お誕生日相談時に合わせて「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 村田町多世代交流センター 

（２）年間開設日数 ３９日／相談件数３件 

（３）相談員数 ６名 

（４）相談実績件数 

   生計に関する相談 １件  苦情に関する相談 ０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行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１件（令和２年度４件）登録人員６名（令和２年度延べ７名） 

 

取組１２ 社協会員等弔電 

 ・社協会員が死亡した際に、３１件（令和２年度４０件）の弔電を送った。 


