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１ 事業の概要
少子高齢化・核家族化の進行、人口減少等を背景に住民が直面する課題が複雑化、多
様化するなか、事業の推進にあたっては、地域住民やボランティア、関係機関・福祉団
体等との連携協働で取り組み、各種福祉サービスの提供やボランティア活動、相談支援
等の事業を展開しました。
本年度は「第２次八幡平市地域福祉活動計画」が最終年度となり、福祉活動や事業の
現状や課題分析、今後の取り組みについての検討を行い、平成３０年３月に市が策定し
た「第３期八幡平市地域福祉計画」と連携を図りながら、「第３次地域福祉活動計画」
の策定を行いました。策定にあたっては、地域福祉活動推進会を組織し、事業参加者や
民生児童委員などの福祉関係者へのアンケート実施や、市民や福祉団体等への計画原案
に対するパブリックコメント実施など、広く意見を求め、計画への意見反映に努めまし
た。
高齢者の生きがいづくりと健康づくりでは、地域の集落単位で行われているいきいき
サロンに出向き、血圧測定や健康指導等を行い、地域で支え合い安心して暮らすことの
できる環境づくりに取り組みました。
ボランティア活動の推進では、大規模災害に備えた平時からの取り組みとして、災害
ボランティアセンター開設訓練を行い、災害ボランティアの育成に取り組みました。ま
た、広く市民を対象としたボランティア福祉講座を開催し、防災のボランティア活動に
関する意識を高め、ボランティアの育成に努めました。
基本目標に掲げる「誰もがこの地域で安心して暮らすことのできるしあわせの郷づく
り」をめざして、人と人とのつながり、地域の支え合いを基本に各種事業を推進してま
いりました。

２ 地域福祉活動の推進
（１）機関紙「福祉だより」発行
平成３０年５月 ８ページ、７月 ８ページ、１０月 ８ページ、平成３１年１月
８ページ、３月 ８ページの構成で年５回発行。市内全世帯、関係機関あてに配布。
（２）ホームページによる情報提供
全国にむけての情報発信媒体であるホームページを運用し、行事予定や結果などの
情報を発信。年度内随時更新。
また、社会福祉法人の情報公開として、現況報告書及び財務諸表を掲載した。
（３）社会福祉大会開催
「 第１３回八幡平市社会福祉大会 」
期日：平成３０年９月２２日（土）
会場：八幡平市西根地区市民センター（約１９０人出席）
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表彰：社会福祉事業功労者 ３３人、褒賞 １人、福祉健康標語入選者 ３２人
講演：「大人になってからのあなたを支えるのは子ども時代のあなたです」
講師：３.１１絵本プロジェクトいわて 代表 末盛千枝子 氏
（４）福祉まつり開催
「 第１３回八幡平市福祉まつり 」
期日：平成３０年９月２２日（土）
会場：八幡平市西根地区市民センター（約３００人参加）
内容：各福祉団体・福祉事業所等の出店、バザー、作品展示、介護用品・福祉車
両・緊急車両（消防車・救急車）の展示、フードドライブ活動、ビンゴ大
会など
（５）地域福祉懇談会開催
さまざまな地域福祉の課題を掘り起し、今後のあり方を探ることを目的に開催。
福祉関係者ほか一般市民を対象に開催した。福祉に関する意識や課題・意見を把握
するため、参加者に地域福祉に関するアンケートを実施した。
西根会場 平成３０年１０月１７日（水）八幡平市西根地区市民センター ３７人
・ボランティア活動について
・社協の活動について
松尾会場 平成３０年１０月１６日（火）八幡平市総合福祉センター ３７人
・高齢者に関することについて
・障がい者及び障がい児について
・児童及び生徒について
安代会場：平成３０年１０月１８日（木）安代福祉センター ３５人
・交通機関(移動手段)について
・相談事業について
・生徒と地域の関わりについて
アンケート回答者数 ８７人
（６）福祉運動会開催
「 第１３回八幡平市福祉運動会 」
期日：平成３０年７月３１日（火）
会場：八幡平市総合運動公園体育館（２６７人参加）
内容：競技種目８種目（収穫リレー、車椅子リレー、玉入れ競争など）
（７）ダイヤモンド婚を祝う会
期 日：平成３０年１０月３０日（木）
会 場：いこいの村岩手
対象者：３３組 ６６人
参加者：１４組 ２６人
（西根 １０組 ２０人 松尾 ２組 ２人 安代 ２組 ４人）

- 2 -

（８）八幡平市総合福祉センター管理運営
法人の基本財産であり、法人事務所の所在地。
所在：岩手県八幡平市野駄第１９地割５０番地
構造：鉄筋コンクリート造瓦葺平家建１棟（９９５．００㎡）
利用者種別利用状況
種別
項目
件

社

協

福祉団体

公共団体

その他

計

数

91 件

73 件

3 件

21 件

188 件

使用人数

1,063 人

1,090 人

19 人

186 人

2,358 人

（９）福祉バス運行管理
ゆいっこ号 ・平成１７年７月１１日登録 ・定員２９人
利用状況
社

協

福祉団体

公共団体

その他

計

件数

人数

件数

人数

件数

人数

件数

人数

件数

人数

20件

320人

24件

436人

―

―

―

―

44件

756人

（10）地域福祉活動推進会開催
「第２次八幡平市地域福祉活動計画」が最終年度を迎えることから、今までの事業
の評価と取り組みの検証を行った。
地域福祉活動推進会と作業部会を開催し、地域福祉を取り巻く状況を踏まえ、変化
する社会情勢や制度改革に対応し複雑多様化する生活課題の解決に向けて、平成３１
年度から５年間を計画期間とする「第３次地域福祉活動計画」を策定した。
① 地域福祉活動推進会開催 ４回
② 作業部会開催 ６回
・協働で活動しよう １回 ・元気に暮らそう １回
・しあわせに暮らそう ２回 ・共に助け合おう ２回

３ 在宅福祉サービスの推進
（１）ひとり暮らし高齢者買い物ツアー
ひとり暮らし高齢者を対象に、買い物の機会が増えるお盆と年末の時期に合わせ、
買い物ツアーを実施した。
参加者延べ １２２人（西根地区 ４６人 松尾地区 ２３人 安代地区 ５３人）
内訳）１回目(８月・市外)８/７・８/８・８/９・８/１０
西根地区 ２８人 松尾地区 １１人 安代地区 ２６人
２回目(１２月・市内)１２/３・１２/６・１２/７・１２/１３・１２/１４
西根地区 １８人 松尾地区 １２人 安代地区 ２７人
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（２）高齢者げんきはつらつ講座
高齢者の健康づくりや仲間づくりを進めることを目的に地区ごと１回の講座を開催。
参加者延べ ９５人
（西根地区 ２/８ ２８人 松尾地区 ２/５ ２７人 安代地区 ２/６ ４０人）
（３）高齢者交流事業
① ふれあいいきいきサロン
・小地域ごとの開催。高齢者を対象に、健康づくりや趣味活動などを実施。
・サロン関係者のためのサロン連絡会を地区ごとに開催した。
参加者延べ １１８人（西根地区 ４/１９ ３７人 松尾地区 ４/１２ ３８人
安代地区 ４/１１ ４３人）
・看護師有資格者の臨時職員をサロンに派遣し、血圧測定や健康相談を実施。訪問
の際には、福祉に関する意識や課題・意見を把握するためサロン参加者を対象に
地域福祉に関するアンケートを実施した。
サロン訪問 延べ ６８ヵ所 １１０回（西根地区 ３１ヵ所 ４８回
松尾地区 １８ヵ所 ２９回
安代地区 １９ヵ所 ３３回）
アンケート回答サロン数 ５６サロン
サロン開催状況
項目
開催回数
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数
参加人数
会員数
サロン数
(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ含む)
地区
（延べ）
（延べ）
（延べ）
西

根

34 カ所

613 人

555 回

173 人

5,843 人

松

尾

20 カ所

313 人

244 回

203 人

2,335 人

安

代

20 カ所

290 人

280 回

320 人

2,268 人

合

計

74 カ所

1,216 人

1,079 回

696 人

10,446 人

② ひとり暮らし高齢者の集い
６５歳以上対象。健康で生きがいを持ち、潤いのある生活を支えることを目的に
開催。（１回目買いものツアーと同日開催）
参加者延べ ６５人（西根地区 ８/８・８/１０ ２８人
松尾地区 ８/７ １１人 安代地区 ８/９ ２６人）
③ ひとり暮らし高齢者料理教室
６５歳以上対象。健康で生きがいを持ち、潤いのある生活を支えることを目的に
開催。（ひとり暮らし高齢者の集い、２回目買いものツアーと同日開催）
参加者延べ ６５人（西根地区 １２/３・１２/１３・１２/１４ ２４人
松尾地区 １２/６ １３人 安代地区 １２/７ ２８人）
④ 高齢者夫婦の集い
７５歳以上の夫婦のみの生活者を対象。健康で生きがいを持ち、潤いのある生活
を支えることを目的に１回開催。
参加者延べ ７３人（西根地区 １０/１９ ２７人 松尾地区 １０/１０ １６人
安代地区 １０/１６ ３０人）
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⑤ ニュースポーツ大会
高齢者相互の親睦、健康の保持、生きがいづくりを目的に各種目１回開催。
ア ニチレクボール
期 日：平成３１年１月１０日（木）
会 場：八幡平市総合運動公園体育館
参加者：５２チーム １６４人
（西根 ３１チーム ９８人 松尾 ２０チーム ６３人
安代 １チーム ３人）
イ ユニカール
期 日：平成３１年２月２８日（木）
会 場：松尾コミュニティセンター体育館
参加者：２９チーム ８４人
（西根 １４チーム ４２人 松尾 １３チーム ３６人
安代 ２チーム ６人）
ウ ゲーゴルゲーム
期 日：平成３１年２月２８日（木）
会 場：松尾コミュニティセンター体育館
参加者：２４チーム ７２人
（西根 １６チーム ４８人 松尾 ８チーム ２４人）
（４）高齢者見守り事業
援護が必要な方に対し、小地域を単位とした住民主体による見守りや安否確認等の
福祉活動を推進した。
① 小地域ネットワーク活動
・対象者：ひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦 ・見守り者：近隣住民等、民生委員
見守り者数
地 区
ネットワーク数
（延べ）
西

根

338 ネット

414 人

松

尾

166 ネット

184 人

安

代

176 ネット

269 人

合

計

680 ネット

867 人

② おげんきみまもりシステム
ひとり暮らし高齢者が毎日１回、自ら電話を利用し安否を発信する。
近隣に、見守り協力員も配置。
利用者 １６人（西根地区 ０人 松尾地区 ３人 安代地区 １３人）
（５）福祉サービス支援活動
① 高齢者食事サービス事業
安代地区で実施。ひとり暮らし高齢者宅に夕食弁当を配達。
・利用者 ５８人 ・４３８食（４～１２月 月１回）
・調理、運転ボランティア ９４人 ・中学生 ９１人
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② 理美容サービス
６５歳以上の介護保険要介護認定を受けた方、重度の身体障害のある方で、理美
容店の利用が困難な方が対象。４回までの理美容券を交付。
・利用登録者 ３５人 ・実利用者数 ３３人 ・利用回数延べ ９２回
③ 外出支援サービス
通常の手段では外出が困難な方を対象に、福祉車輌による移送支援を提供。福祉
有償運送事業者登録により実施した。
・利用登録者 ６６人 ・稼働日数 ２４日 ・移送件数 ２４件
・延べ移送人員 ２４人
④ 福祉機器・福祉車両貸出事業
・車椅子 ３８件 ・福祉車両 ６７件 ・歩行器 １件
⑤ 子育て支援の推進
・チャイルドシート貸出事業
生後１年６カ月未満の乳児を対象。貸出料１回３千円。
貸出件数 １０件

４ ボランティア活動の推進
市内のボランティア活動への参加を促進するため、ボランティアの登録や斡旋、ボラ
ンティア保険の加入などを扱うとともに、ボランティア団体の活動に対する助成を行っ
た。
（１）ボランティア活動センター事業
① ボランティア連絡協議会 ２回開催
② ボランティア登録者 ・団体 １７団体 ４２０人 ・個人 ３３人
③ 福祉まつりでのフードドライブ活動への協力
④ ボランティア団体の育成
・八幡平市朗読奉仕ほおずきの会 声の広報発行、朗読奉仕
⑤ スノーバスターズ活動の推進
除雪が困難なひとり暮らし高齢者世帯や障がい者世帯などを対象に、除雪や巡回
などを行った。
・西根地区 １地区 ボランティア ７８人
・松尾地区 ５支部 ボランティア ７８人
・安代地区 １団体 ボランティア ７４人
計 ２３０人
（２）ボランティア福祉講座開催
期日：平成３１年１月１７日（木）
会場：八幡平市西根地区市民センター（７７人出席）
講話：「 災害と防災 」
八幡平市防災安全課職員
実演：「 災害備蓄キット「もしもの備え」の実演・体験 」
講師：非営利型一般社団法人かたつむり
目標工賃達成指導員 内山正昭 氏
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講話：「 住み慣れた地域でいつもまでも元気に 」
八幡平市地域包括支援センター職員
・シルバーリハビリ体操紹介
・市内福祉ボランティア活動紹介
（３）ボランティア協力校事業
児童・生徒を主体とした地域のつながりを高めるため、市内の小学校から高等学校
までボランティア協力校に指定。
① 福祉協力校の指定
担当者会議 １回（市内小学校 １０校、中学校 ４校、高等学校 １校）
② 福祉健康標語
市民の福祉意識やボランティア意識を高めることを目的とし、最優秀作品（福祉
の部、健康の部）２点を全世帯に配布した。
・応募数 ９８点 ・入選 ３２点
（４）出前体験講座の実施
市内の学校や企業へ指導ボランティアが訪問し、高齢や障がいの疑似体験学習の指
導を実施した。
・体験回数 ２４回 ・児童、生徒 ３６４人 ・指導ボランティア延べ ９３人
・企業１社 １回 ・社員 １０人 ・実習生 １人 ・ボランティア ６人
・出前体験講座ボランティア打ち合わせ会 １回
（５）災害ボランティアセンター開設訓練
・期日：平成３０年９月２日（日）（八幡平市防災訓練に合わせて実施）
・場所：大更小学校（３８人参加）
・内容：災害ボランティアセンターの設置及び業務確認・実施

５ 相談・援護活動の推進
（１）心配ごと相談所開設事業
① 心配ごと相談所運営委員会２回
② ふれあい相談所開設
・一般相談 ３地区隔月開催 延べ １２回 相談件数 １件 窓口及び電話で対応
・法律相談 ３ヵ所 ４回開催 相談件数 １９件
（西根 １０件 松尾 ６件 安代 ３件）
・年金相談 ３ヵ所 ４回開催 相談件数 １３件
（西根
８件 松尾 ５件 安代 ０件）
（２）日常生活自立支援事業
高齢者や障がい者で、判断能力の十分でない人を対象に、福祉サービス利用手続き
の援助や代行、日常的な金銭管理支援を提供。葛巻町と岩手町を含めた広域基幹業務
を実施。
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・相談件数 計 ２９８件（八幡平市 ２３４件 葛巻町 １３件 岩手町 ５１件）
・契約件数 計 ３４件（八幡平市 ２５件 葛巻町 ５件 岩手町
４件）
・専門員 １人、生活支援員 １１人
（西根 ４人 松尾 １人 安代 ２人 葛巻 ２人 岩手 ２人）
（３）生活福祉資金貸付事業
県社協が事業主体。本会は岩手県社協から窓口業務の委託を受け、他の貸付制度が
利用できない低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯、生活保護世帯が対象。該当世
帯の経済的自立と生活の安定が目的。貸付に関する相談が増える時期の２ヵ月間に生
活福祉資金貸付相談員を配置するとともに、民生児童委員の協力を得ながら支援及び
相談にあたった。
① 総合支援資金
・相談件数
３件（西根 ３件 松尾 ０件 安代
０件）
・新規貸付
０件（西根 ０件 松尾 ０件 安代 ０件）
・貸付者総数 １１人（西根 ５人 松尾 ６人 安代 ０人）
② 福祉資金
ア 福祉費
・相談件数 １４件（西根 １２件 松尾 １件 安代 １件）
・新規貸付 １件（西根 １件 松尾
０件 安代 ０件）
・貸付者総数 ４人（西根 ３人 松尾
０人 安代 １人）
イ 緊急小口資金
・相談件数 ２１件（西根 １８件 松尾 ３件 安代 ０件）
・新規貸付 ０件（西根 ０件 松尾
０件 安代 ０件）
・貸付者総数 ６人（西根 ５人 松尾
１人 安代 ０人）
③ 教育支援資金
・相談件数 ５６件（西根 ３６件 松尾 １２件 安代 ８件）
・新規貸付
４件（西根 ４件 松尾 ０件 安代 ０件）
・貸付者総数 ７４人（西根 ３９人 松尾 １７人 安代 １８人）
④ 不動産担保型生活資金
・相談件数
０件（西根 ０件 松尾 ０件 安代 ０件）
・新規貸付
０件（西根 ０件 松尾 ０件 安代 ０件）
・貸付者総数 １人（西根 １人 松尾 ０人 安代 ０人）
（４）たすけあい資金貸付事業
本会が主体となり緊急一時的な生活費（限度額１件５万円、無利子、償還１２ヵ月
以内）を貸し付け。低所得世帯を対象に、民生委員が支援及び相談にあたった。
・新規貸付件数 １２件（西根 ９件 松尾 ２件 安代 １件）
・貸付者総数 ５３人（西根 ３８人 松尾 １１人 安代 ４人）
（５）生活困窮者自立相談支援事業
経済的に困窮し、最低限度の生活維持ができなくなるおそれがある人からの相談に
応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、支援の種類及び内容等を記載した計
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画の作成と、これに基づく様々な支援の提供を一体的かつ計画的に行った。
八幡平市から委託を受け、「はちまんたい暮らしの支援室」を設置、主任相談支援
員（就労支援員兼務）及び相談支援員各１人を配置し、関係機関と連携し自立に向け
て支援を行った。
① 相談件数
・新規相談 ３１件 ・延べ相談数 ３２４件
② 支援実績
・プラン作成 １件 ・支援調整会議 １２回 ・家庭訪問 １１４回
・同行訪問 １１回
③ 関係機関との連携
・フードバンク岩手からの食糧支援 ９回
・ＩＷＡＴＥあんしんサポート事業による支援 １０回
（６）フードバンク事業への協力（フードドライブ事業）
生活困窮のため食糧の確保が出来ない世帯を支援するため、保存のきく食糧品の寄
付を市民に呼びかけ、受け付けた食糧品を生活困窮者や福祉施設への食糧支援活動を
しているＮＰＯ法人フードバンク岩手へ届けた。
・寄付件数 ３７件 ・総寄付食糧重量 ２０４.２８㎏
（７）生活困窮者緊急支援事業
生活困窮のため最低限度の生活を維持することができない状態にあると見受けられ
る市民に生活支援給付金の給付や食糧支援を行った。
・生活支援給付金の給付 ７件 ・食糧支援 ６件
（８）歳末たすけあい義援金配分事業
八幡平市共同募金委員会による歳末たすけあい運動募金の配分を受け、次の対象者
に義援金を伝達。
在宅者 ８３９件
（ひとり暮らし高齢者 ７８４人、寝たきり高齢者 ３３人、重度障がい者 １６人、
生活困窮世帯 ６世帯）

６ 会務の運営
社会福祉法人として、健全で適正な経営のために会務の運営に努めた。
（１）会長･副会長会議開催 １４回
（２）理事会･評議員会開催

・理事会 ４回 ・評議員会 ３回

（３）監事監査開催 ４回
（４）理事監事全員協議会開催 ３回
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（５）評議員選任・解任委員会 １回
（６）委員会開催

・総務委員会 ２回 ・広報委員会 ３回 ・事業運営委員会 ３回
・福祉サービスに係る苦情解決事業第三者委員会 １回

（７）会員の加入促進 ・一般会員 ７，７３９世帯
・賛助会員 １５４人（１８１口）
（８）福祉基金 総額 ９，６４５万円（一部処分前 ９，７９５万円）
協議会運営を円滑に行うため、福祉基金の一部処分として１５０万円を各種事業に
充当し福祉活動を推進した。
（９）本所、支所の運営
事務・事業の推進の拠点として本所１、支所２を置き、本所は法人全般的な運営、
全市事業の企画、調整等を行った。支所は窓口業務のほか地域の特性を生かした福祉
活動の推進に努めた。
（10）職員の専門知識取得のための研修参加
職員の専門知識取得と資質向上を図るため、各種研修会に参加した。
・社会福祉士通信課程短期養成コース・相談援助演習
・社会福祉主事資格認定通信課程・集合研修
・社会福祉士実習指導者講習会
・介護福祉士実務者研修

７ 関係機関・団体との連携
福祉関係機関・団体との連携を図り、福祉活動を推進した。
（１）地区社会福祉推進協議会の支援
西根地区 ４団体 松尾地区 ４団体 安代地区 １団体
（２）八幡平市老人クラブ連合会の支援
事務局業務を実施。会員 １，６０４人、単位老人クラブ ５９クラブ。
（３）八幡平市民生児童委員協議会の支援
事務局業務を実施。民生児童委員９９人、主任児童委員７人、計１０６人
（４）八幡平市身体障害者福祉協会の支援
事務局業務を実施。会員 ７４人。

（５）八幡平市母子寡婦福祉協会の支援
事務局業務を実施。会員 ４７人。
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（６）八幡平市手をつなぐ育成会の支援
事務局業務を実施。会員 １９人。
（７）共同募金への協力
民間福祉活動の財源を支える、共同募金活動へ全面的な参画を行った。
・赤い羽根募金及び歳末たすけあい募金
（戸別募金、街頭募金、法人募金、学校募金、職域募金、イベント募金、個人募金、
その他の募金）

８ 指定管理事業
（１）安代福祉センター管理運営
市の指定管理を受け、施設を管理運営。
所在：岩手県八幡平市小柳田２１０番地１
構造：ＲＣ造平屋建１棟（５９３．７２㎡）
利用者種別利用状況
種別
項目
件

社

協

福祉団体

公共団体

その他

計

数

37 件

32 件

0 件

0 件

69 件

使用人数

481 人

714 人

0 人

0 人

1,195 人

９ 障がい者支援事業の推進
（１）指定障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型 ポパイの家）運営
障害者総合支援法による就労継続支援事業を実施。利用者定員３０人に対し３２人
が契約、一日平均利用者数は２９人。
資源回収（リサイクル回収）、受託事業、農作業、手芸のほか、施設外就労事業に
も取り組み、利用者の自立した日常生活や社会生活が営める環境づくりのため、就労
の機会を提供。
利用環境整備を進めるとともに、体系的な作業が行えるよう努めた。
また、環境整備の一環として、来年度建設予定となる作業所の設計を業務委託によ
り実施した。
主な事業内容は次のとおり。
① 開所日数 ２４２日
② 利用者内訳
・知的障がい ２８人 ・身体障がい ２人 ・精神障がい ２人
・年間延べ利用人数 ６，９８１人
③ 作業内容
ア 資源リサイクル事業
空き缶の回収および圧縮、一升ビン、新聞紙の回収
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イ

自主製品販売事業
手芸品(ティッシュケース、巾着袋等)、綿菓子、コーヒー

ウ 受託事業
タオルたたみ、シール貼り、箱折り、豆選別、メール便、たい肥の袋詰め、
水詰め作業、事務所清掃、マッシュルーム袋詰め、ふるさと納税返礼品梱包）
エ 農作業事業
サトイモ、ミニトマト、じゃがいも、ブルーベリー、かぼちゃ、姫神芋、ＥＭ
ボカシ、ＥＭ石けん、農福連携事業（種まき、田植え、草刈り、花育苗など）
オ 養鶏飼育事業
採卵
カ 行事
音楽・運動療法各１２回、日帰りレクリエーション、利用者一泊旅行、花見、
クリスマス会
事業種別収入内訳
事業の種類

収 入 額

資源回収

1,653,033

事業の種類
たまご

自主製品(手芸等)

897,088

野菜

メール便

572,196

ＥＭ製品

受託事業・豆選別
合

3,008,172

授産(仕入販売)

計

(単位：円)
収 入 額
11,700
686,673
37,873
729,000
７，５９５，７３５

④ 作業工賃支給額（３０年度）
ア １人当たり平均年間工賃 １９３，０５１円
イ １人当たり平均１ヵ月工賃 １６，７６５円
（２９年度平均１ヵ月工賃 １６，４２６円）
（２８年度平均１ヵ月工賃 １６，２００円）
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