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第４章 生きがいづくりと社会参加の促進 

１ 高齢者の生きがいづくり支援 

 

高齢者が生き生きと充実した生活を送るためには、趣味や生きがいを持つ必要があります。生

きがいを持つことにより、健康状態の維持や介護予防にもつながることから、高齢者の生きがい

づくりを支援することが重要となっています。 

アンケート調査結果によると、趣味活動や町内会・自治会活動への参加頻度は年に数回程度と

なっており、その他の活動への参加頻度は低い状況です。 

一方、健康づくりや趣味などの活動への参加意向が高いことから、参加しやすい環境やきっか

けづくりが求められています。 

趣味や生きがいづくり活動を通し、地域において役割を持ち、仲間づくりをすることで、閉じ

こもり予防や心身の健康にもつながることから、高齢者が気軽に参加できる活動の場を充実する

とともに、地域における様々な活動の情報提供を行います。 

 

（１）高齢者の生きがいと創造の事業 

専門講師による各種講座を開講し、高齢者が知識と経験を生かし、創造的活動と趣味を通して

生きがいを高めることを支援していきます。 

 

○事業の実施状況と見込み 

区 分 
実 績 見込み 

平成 27年度 平成 28年度 
平成 29年度 

（見込み） 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

陶芸 
開 催 日 数（日） 131 134 134 134 134 134 

受講延人数（人） 2,684 2,757 2,700 2,700 2,700 2,700 

木工 
開 催 日 数（日） 94 94 96 96 96 96 

受講延人数（人） 1,499 1,391 1,200 1,200 1,200 1,200 

手芸 
(手編み) 

開 催 日 数（日） 88 93 96 96 96 96 

受講延人数（人） 1,070 1,391 1,500 1,500 1,500 1,500 

七宝 
開 催 日 数（日） 20 20 20 22 22 22 

受講延人数（人） 133 122 120 120 120 120 
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（２）高齢者スポーツ大会 

石巻市老人クラブ連合会等が主催する高齢者スポーツ大会を後援するなどし、高齢者がスポー

ツを通して健康の保持・増進と相互の親睦を図り、老後の生きがいを高めることを支援していき

ます。 

 

○事業の実施状況と見込み 

区 分 
実 績 見込み 

平成 27年度 平成 28年度 
平成 29年度 
（見込み） 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

参加人数（人） 1,237 1,133 1,450 1,600 1,600 1,600 

 

（３）敬老会 

77歳以上の高齢者を対象に敬老会を開催し、長年の功績と長寿を祝います。 

今後も、より多くの高齢者に参加していただけるよう、開催内容を検討します。 

 

○事業の実施状況と見込み 

区 分 
実 績 見込み 

平成 27年度 平成 28年度 
平成 29年度 
（見込み） 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

対象者数（人） 19,890 20,261 20,750 21,200 21,650 22,100 

参加人数（人） 1,589 1,654 1,661 1,700 1,800 1,900 

 

（４）敬老祝金支給事業 

88歳、100歳の高齢者に敬老祝金を支給しています。 

今後も、高齢者に対する敬意を払い、長年の功績と長寿をお祝いするとともに、高齢者にとっ

ても生きがいのひとつとなるよう、本事業の継続を図ります。 

 

○事業の実施状況と見込み 

区 分 
実 績 見込み 

平成 27年度 平成 28年度 
平成 29年度 

（見込み） 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

88 歳 
対象者数（人） 851 909 856 991 1,089 1,273 

支給金額（円） 8,510,000 9,090,000 8,560,000 9,910,000 10,890,000 12,730,000 

100歳 
対象者数（人） 28 48 27 45 60 75 

支給金額（円） 7,000,000 9,400,000 5,100,000 9,000,000 12,000,000 15,000,000 
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（５）老人福祉センター等運営事業 

①老人福祉センター運営事業 

地域の高齢者に対して、各種の相談に応じるとともに、教養の向上及びレクリエーションのた

めの便宜を総合的に供与し、高齢者同士の交流を図り、健康で明るい生活を営むことに寄与する

場所として開設していきます。 

 

○老人福祉センターの設置状況 

施 設 名 称 老人福祉センター寿楽荘 河南老人福祉センター 

所 在 地 石巻市日和が丘一丁目 1番 1 号 石巻市前谷地字黒沢前 35番地 

概 要 
図書コーナー室、娯楽室、娯楽談話室、
機能回復室、集会室、会議室、浴室 

栄養指導室、教養娯楽室、健康相談室、
工作室、集会及び運動指導室、生活相談
室、図書室、ゲートボール場 

利 用 料 条例に基づく 無料 

管理運営主体 石巻市寿楽荘コンソーシアム 社会福祉法人石巻市社会福祉協議会 

 

今後も、指定管理者制度による効果的運営を図り、利用者の満足度を高めます。 

 
○センターの利用状況 

区 分 
実 績 

平成 27年度 平成 28年度 
平成 29年度 
（見込み） 

寿楽荘（延人数） 11,961 14,433 22,244 

河 南（延人数） 6,536 8,293 8,500 

 

②いきいきふれあい交流センター運営等事業 

地域の高齢者に対して、介護予防、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のための

場を供与し、高齢者の福祉の増進を図るとともに、地域住民との交流の場所として開設していま

す。 

 

○いきいきふれあい交流センターの設置状況 

河北地区 河南地区 桃生地区 

新田交流会館 舘ふれあいセンター 

梅木ふれあいセンター 

和渕山根ふれあいセンター 

俵庭ふれあいセンター 

柏木ふれあいセンター 
 

永井いきいき交流センター 
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③老人憩の家管理等事業 

地域の高齢者に対して、教養の向上及びレクリエーション等のための場を供与し、高齢者の心

身の健康を保持し、高齢者福祉の増進を図る場所として開設しています。 

 

○老人憩の家の設置状況 

河北地区 河南地区 桃生地区 牡鹿地区 

沢田老人憩の家 

吉野老人憩の家 

成田老人憩の家 

皿貝老人憩の家 

後谷地老人憩の家 

本地老人憩の家 

馬鞍老人憩の家 

北境老人憩の家 

北村老人憩の家 

和渕老人憩の家 

砂押老人憩の家 

三軒谷地老人憩の家 

根方老人憩の家 

谷地中老人憩の家 

箱清水老人憩の家 

 

向永井老人憩の家 

城内老人憩の家 

薬田老人憩の家 

新田老人憩の家 

樫崎東老人憩の家 

小池老人憩の家 

泊老人憩の家 

 

④高齢者生活福祉センター運営事業 

高齢者の心身の健康を保持し、ふれあいを深めるとともに、高齢者に住居を提供し、相談、指

導等の援助を行う場所として開設しています。 

 

○高齢者生活福祉センターの設置状況 

施 設 名 称 北上高齢者生活福祉センター 網地島高齢者生活福祉センター 

所 在 地 石巻市北上町十三浜字吉浜 266番地 石巻市長渡浜杉 13番地３ 

概  要 
・居住部門 

・老人憩の家部門 

・デイサービス部門 

居宅サービス、基本事業、通所事業 

・居住部門 

管理運営主体 社会福祉法人石巻市社会福祉協議会 医療法人陽気会網小医院 

 

（６）地域サロン活動支援事業 

身近な地域で高齢者向けのサロン活動を行う団体に助成金を交付し、高齢者の生きがいづくり

を支援します。 

 

（７）生涯学習の推進 

将来の石巻を展望し、市民が主体となった生涯学習によるまちづくりを進めることを目的に、

石巻市民大学「まなび舎」を開設していきます。 

その中で、高齢者を対象とした講座を掲載し、健康で明るい生活ができ、時代に即した教養を

身に付けるとともに、相互の交流と親睦を図るための学習機会の提供を行います。  
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２ 高齢者の社会参加の促進 

 

高齢者が生活に張りを持って自分らしく暮らしていくためには、今までの経験の中で培ってき

た知識や技術を社会で発揮し、地域の担い手として活躍できる地域づくりが重要となっています。 

アンケート調査結果によると、地域で行っている活動への参加が少ない状況です。 

高齢者の社会参加の必要性を周知するとともに、社会参加として参加しやすいと思われる老人

クラブ活動への支援を充実するとともに、石巻市シルバー人材センターにおいて高齢者の就労の

場を確保できるよう支援を行い、積極的な地域活動への参加を促進していきます。 

 

（１）老人クラブ活動助成事業 

老人クラブは、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織であり、高齢者の孤独感の解消と社会

交流を図り、高齢者の生きがいを高めるため、石巻市老人クラブ連合会及び各単位クラブに、活

動費補助金を交付することにより自主的活動を支援します。 

震災による地域コミュニティの変化により、会員数及びクラブが減少傾向にあるため、今後も

組織率の向上を目標とし、老人クラブ離れに歯止めをかけ、クラブの新設と加入促進を支援しま

す。 

 

○単位クラブ補助金の交付単価 

区 分 会員数 交付額 
（１クラブ当たり） 

適 正 

100人以上 70,000円 

70 人以上 100人未満 60,000円 

35 人以上 70人未満 50,000円 

小規模 10 人以上 35人未満 34,000円 

 

○事業の実施状況と見込み 

区 分 
実 績 見込み 

平成 27年度 平成 28年度 
平成 29年度 

（見込み） 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

市 老 連 補 助 金 
交付額（円） 

 連合会 連合会 連合会 連合会 連合会 

 1,625,400 1,609,350 1,632,000 1,632,000 1,632,000 

単位クラブ補助金 
交付額（円） 

92クラブ 90クラブ 92クラブ 94クラブ 94クラブ 94クラブ 

4,034,000 3,914,000 3,934,000 4,054,000 4,054,000 4,054,000 
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（２）高年齢者就業支援事業 

高年齢者に対して地域に密着した仕事を提供し、もって高年齢者の生きがいの充実や高年齢者

の社会参加の促進を図ります。 

公益社団法人石巻市シルバー人材センターの運営費等に対して補助金を交付するとともに、平

成 29年度より「役務業務発注における石巻市高年齢者就業機会提供団体認定事務に関する要綱」

を制定し、市内事業者の認定を実施しています。 

 

区 分 
実 績 見込み 

平成 27年度 平成 28年度 
平成 29年度 
（見込み） 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

シルバー 
人材 

センター 

会員数（人） 427 423 455 460 465 470 

就業延人数 
（人） 

45,839 43,513 45,200 45,400 45,600 45,800 

企業組合 
石巻事業団 

会員数（人） 18 15 18 22 26 30 

就業延人数 
（人） 

2,232 1,739 2,300 2,800 3,300 3,800 

 


