
１　在宅保健福祉普及向上事業 （単位：円）

№ 市町村 　団　体　名 事　　業　　名 事業概要 助成実績額

1 釜石市 かまいしユニゾン 事例検討会　事業

・医療・福祉専門職のための事例検討の研修会を開催
する。
・障害を持ちながら透析治療を続ける独居男性の支援
について、多職種で前向きな視点を前提としながら多
角的な意見交換を行う。

279,000

2 盛岡市 もりおか認知症カフェ連絡会
認知症カフェの普及啓発と人
材育成事業

・県内で認知症カフェを開催している関連団体や認知
症当事者・家族・地域住民を対象に、認知症カフェの
普及啓発とコロナ禍における認知症カフェの運営につ
いての情報交換を、会場・オンラインで同時開催す
る。

319,000

3 盛岡市 一般社団法人しあわせ計画舎
「新しい日常」と「共生社
会」を地域で考える事業

・地域課題をテーマとしたドキュメンタリー映画の上
映会とワークショップの開催。
・盛岡市、盛岡社会福祉協議会、ドリームシードプロ
ジェクト等と連携し、地域福祉や地域医療に関する勉
強会の開催。

2,976,000

4 盛岡市 公益社団法人岩手県栄養士会
[高齢者の明日の健康を支える
食支援連携事業]

・「嚥下調整食調理力アップ～岩手県ガイドライン
～」の作成及びそれに伴うWGの開催を行う。
・県内食形態分類標準化推進研修会V2の配信をする。
・食形態分類標準化を推進するための委員会及び専門
委員会の開催を行う。
・「岩手県医療介護関係施設　食形態標準化実態調
査」の実施。

2,310,000

5 盛岡市
一般社団法人高齢者の見守り
とコミュニティづくり促進協
議会

北いわてにおけるAI等を活用
した高齢者の孤立防止と生活
支援型コミュニティづくり

・個々に訪問することも、近隣で人的見守り体制をつ
くることも困難な地域で、AIスピーカーといった情報
通信技術を活用した高齢者の服薬支援や安否確認を行
い、その効果と課題を社会実験で検証する。

1,115,000

6 盛岡市
岩手保健医療大学　在宅看護
領域

新型コロナウイルス感染予防
と地域での暮らしを守る事業

・盛岡、花巻、宮古において、地域在宅ケアに関わる
介護・看護職に対して、感染対策と尊厳を守るケアに
ついての学習会を開催する。
①清山会医療福祉グループ理事長　山崎英樹によるオ
ンライン（Zoom）講演会とグループワークの開催をす
る。
②オンラインでの動画配信をする。

185,000

7 盛岡市
岩手医科大学衛生学公衆衛生
学講座

高齢者の社会的フレイル予防
を目的としたオンライン交流
の場アプリケーションの開発
および普及事業

・高齢者が社会情勢に左右されず人との交流の場を持
てるよう「オンライン交流の場」アプリの開発と社会
実装を目指す。
・高齢者が簡易に使うことが出来るWEB会議システム
の試作品の開発。

593,000

7,777,000

令和３年度　いわて保健福祉基金助成実績一覧

小計



２　健康、生きがいづくり推進事業

№ 市町村 団　体　名 事　　業　　名 事業概要 助成実績額

8 盛岡市
一般社団法人岩手県母子寡婦
福祉連合会

健康生きがいづくり活動等の
ネットワーク化に関する事業

・過去3年で養成したリーダーの資質向上と交流を目的
に健康保持のためのレクリエーションや郷土食普及に
力を入れる。
・1年目一戸・遠野・奥州、2年目軽米・大船渡・普代
村に続き、3年目となる今年度は岩泉・紫波・釜石を会
場とする。

147,000

9 盛岡市
岩手県食生活改善推進員団体
連絡協議会

「～突撃シリーズ第２弾～１
日食塩摂取調査による減塩ス
テップアップ事業」

・脳卒中発症者数は依然として全国最下位のため、
H30より「減塩モニタ」を使用し、地域の塩分摂取量
の把握と更なる減塩促進活動を行っている。
・各市町村協議会単位の地域講習会の開催を行う。
・食塩摂取調査による食塩2ｇ減少事業実施（27市町
村協議会）
・過去２年間の調査協力者に対する調査結果（アドバ
イス）の還元（30市町村協議会）

2,583,000

10 盛岡市 特定非営利活動法人いなほ
コミュニティ食堂の運営及び
ボランティア育成事業2021

・地域でコミュニティ食堂を運営し、「食」を通じて
多様な人たちが交流する場を提供し、社会的孤立を防
ぐ。
・ボランティアの育成にも力を入れ、行政や地元企業
の協力を得ながら地域に根差した活動を継続する。
・3年目は相談支援や高齢者見守りを取り入れ、コロナ
禍に対応した支援を行う。

1,820,000

11 雫石町
岩手災害リハビリテーション
推進協議会

災害リハビリテーション支援
体制強化事業

・コロナ禍に対応した災害リハビリテーションを想定
した研修とするため、ＰＰＥ装着方法をリモートで研
修。
・災害協定の先進地調査及び締結に向けた県と組織化
に係る主要施設との協議、県内施設の意向調査を行
う。

434,000

12 盛岡市 岩手県ダウン症候群父母の会 アート教室開催事業

・「いわてアール・ブリュット巡回展」をはじめ、障
がい者の文化芸術活動が注目され始めている今、ダウ
ン症児を対象にアート教室と作品展示会を開催し、ダ
ウン症について広く県民に周知する。
・2年目は、ダウン症児のみならず、健常児にも参加を
呼びかけ、アートを通して交流を図る。

836,000

13 盛岡市 Iwateわくわく音楽隊 癒しの歌声を届ける事業

・1年目は県内3か所でプロの声楽家によるコンサート
を行ったが、2年目は震災10年という節目ということ
もあり、宮古と釜石で癒しの歌声と若手演奏家による
ミニコンサートを開催する。

1,016,000

14 盛岡市 有限会社　まごのて

「アクティブシニアの知識と
技術を松園地区で活かす為の
マッチング方策の検討とシス
テム構築」

・高齢者の活躍の場を増やし、生きがいづくりと地域
の活性化を目指す。
・松園地区をモデルに、高齢者の活躍の場所を掘り起
こし、必要とする企業とアクティブシニアをマッチン
グさせる。

253,000

15 盛岡市
一般社団法人生きがいづくり
研究所

認知症をもつ高齢者へのフッ
トケアの効果検証および普及
事業

・盛岡・一関・陸前高田の特別養護老人ホーム入所中
の認知症高齢者を対象に定期的にフットケアを行い、
心身にもたらす効果を調査する。
・2年目は、施設職員に研修を行い、今後職員がケアで
きるよう指導する。
・検証結果を踏まえた講演会を実施し、またフットケ
アの手引書を作成しケアの必要性について周知を図
る。

2,516,000

16 盛岡市 岩手県公衆衛生組合連合会
岩手の川、海、環境を守ろ
う！身近なプラスチックごみ
減量運動

・各市町村公衆衛生組合連合会において、住民たちが
プラスチックごみについての環境講座を受け、地域の
現状について理解を深める。
・ごみ減量運動を実施すると同時に、地域のコミュニ
ティ再生促進につなげる。
・紫波町・久慈市の2市町村連合会で実施。
・環境保護の一助となるマイバック（エコバック）の
配布。

135,000

17 盛岡市
一般社団法人ミンナソラノシ
タ

被災者等高齢者の生きがいづ
くり事業

・震災者支援を行ってきたメンバーで構成された団体
が新規事業立上げのために要望。
・被災者を中心に①コミュニティサロン②アウトリー
チ③移送支援を行い、高齢者の社会的孤立を防ぐ。
・令和2年度で終了する社協の被災者支援事業の受け皿
として、支援の継続を行う。

1,178,000



№ 市町村 団　体　名 事　　業　　名 事業概要 助成実績額

18 盛岡市 一般社団法人岩手県医師会 岩手JMAT研修

・JMAT（日本医師会災害医療チーム）研修を行い、
岩手JMATの体制を整備、被災地の医療復興・地域包
括ケアシステムの復旧を担う人材の育成により、災害
時の保健医療支援活動の推進、体制強化を図る。

354,000

19 盛岡市 盛岡市バレーボール協会
ソフトバレーボール大会及びE
スポーツを通じたアクティビ
ティ(活力)創成事業

・シニア世代のアクティビティ(活力)創成を目的に、新
たな生活様式に対応した新ルールによるソフトバレー
ボール大会を開催
・試合映像を活用したVR(バーチャルリアリティ)コン
テンツやEスポーツの大会を開催

492,000

20 盛岡市
公益財団法人いきいき岩手支
援財団

健康、生きがいづくり推進事
業

・継続的な介護予防の取り組みを支援する。
①介護予防教室の開催支援
②地域づくりリーダー養成等研修開催
③介護予防教室および通いの場についてのアンケート
調査
④調査結果から支援が必要とされた事業等

171,000

21 花巻市 一般社団法人結学舎
インクルーシブ・スポーツ推
進事業

障がいの有無に関わらず一緒に楽しめるインクルーシ
ブ・スポーツの普及啓発
①イーハトーブ養育センターでのボール教室を開催
②「手をつなぐ親の会」との共催でインクルーシブス
ポーツ（ボッチャ体験）イベントの実施（20人程度）
③障がい者と一般の方を対象としたパラスポーツの体
験会の実施（延べ２４人）

68,000

22 盛岡市
特定非営利活動法人Green
Fields

コミュニティーガーデンによ
るガーデンセラピー事業

・高齢者の健康と交流のために、公共の花壇作りの基
本と運営について、実践を交えた研修会を開催する。
・専門家によるコミュニティーガーデン研修会の実
施。

480,000

23 滝沢市
産・学・地域連携による「注
文をまちがえないカフェ」実
行委員会

産・学・地域連携による「認
知症当事者によるカフェ」継
続的開催方策の検討と検証事
業

・認知症当事者が注文をとり配膳する「注文をまちが
えないカフェ」を継続的に開催する。これまでの「間
違える」から「まちがえない」ことを前提とした運営
ができるよう検討・検証してシステムを組み立てる。

100,000

12,583,000

３　ボランティア活動活性化事業

№ 市町村 　団　体　名 事　　業　　名 事業概要 助成実績額

24 盛岡市
NPO法人いわて高次脳機能障
害友の会イーハトーヴ

ピアサポーターによる高次脳
機能障害支援啓発事業

・高次脳機能障害の当事者と家族が、専門家や関係機
関と連携を取りながら家族教室や相談会を実施し、相
談支援の充実を図る。
・主に当事者や家族をピアとして養成し、次は同じ立
場の人たちに対して、ピアカウンセラー・ピアサポー
ターとして支援する側に立てるよう道筋を作る。

1,359,000

25 盛岡市
点字ブロック理解促進プロ
ジェクト実行委員会

＝ふさがないで！＝　～点字
ブロックが泣いています～
「点字ブロック（視覚障害者
用誘導ブロック）理解促進プ
ロジェクト」

・点字ブロック（視覚障害者用誘導ブロック）理解促
進のための啓発活動を行う。
①ポスター及びチラシ配布先・・・市町村、公共施
設、大型店舗、教育機関等
②視覚障害者と晴眼者がともにチラシ配布や呼びかけ
など啓発活動を行う・・・県内10カ所の大型店舗前

591,000

1,950,000

小計

小計



４　その他

№ 市町村 　団　体　名 事　　業　　名 事業概要 助成実績額

26 盛岡市 KHJいわて石わりの会
ひきこもり当事者と家族への
支援事業

・ひきこもりの家族が将来への不安を少しでも解消
し、当事者が地域で自分らしく生活するため、相談
会・講演会を開催し、ひきこもり当事者と家族への支
援を行う。
・8050問題のみならず若者のひきこもり相談も増え
てきており、幅広い世代からのニーズがある。

150,000

27 滝沢市
オレンジカフェさくらの会

認知症フレンドリー事業

・令和2年度の一戸・二戸・久慈に、北上（2回）・一
関を加えた計6か所でVRの認知症体験を実施する。
・認知症への理解の少ない高校生と、医療・福祉専門
職を対象にVR体験を実施し、その後意見交換を行うこ
とで理解を深める。
・偏見のない社会を目指すとともに、地域福祉を支え
る人材の育成を目的とする。

1,723,000

28 一戸町
技能実習生と地域住民との交
流会

技能実習生と地域住民との交
流がもたらす効果を考える事
業

・一戸町民と外国人研修生の交流が盛んなことから、
改めて、研修生と町民、特に高齢者との交流が少子高
齢化に悩む地域の活性化や地域振興にどのような効果
をもたらすか調査する。
・1年目はコロナ禍により交流会が行えなかったため、
令和3年度はこの点に特化して事業を行う。

543,000

29 八幡平市
一般財団法人みちのく愛隣協
会

八幡平市柏台地域共生社会推
進事業

・住民主体の地域共生社会の仕組みづくりを八幡平市
柏台地域を中心にモデル的に取り組み、その成果を法
人HPで情報発信していく。
・地域づくりに意欲的に取り組み始めた地元の団体
や、視察先選定作業を通じ県内で意欲的に取り組んで
いる団体とのネットワークの構築。

328,000

30 盛岡市
一般社団法人岩手県手をつな
ぐ育成会

障がい者社会人と支援学校生
徒との懇談会開催モデル事業
及び啓発キャラバン隊養成事
業

・障がい者社会人（青空の会会員）と支援学校生徒と
の懇談会を開催する。
・交流会を実施することで、学生は卒業後の具体的な
イメージを持つことができ、青空の会のメンバーは、
学生の現状を知ることで障がい者福祉の向上を図るこ
とができる。

1,430,000

31 盛岡市
特定非営利活動法人岩手県精
神保健福祉連合会

精神保健に関する家族支援・
市民啓発推進事業

・精神障害を抱える家族の負担軽減を目的に、県内3地
域で「家族支援セミナー」を行う。
・家族交流研修会は、当事者家族が今後支援する側と
して活躍するために開催し、また家族間の交流を深め
日頃のストレス解消を図ることを目的とする。
・相談先が分からず悩みを抱える家族のために、ガイ
ドブックを作成し、相談支援に役立てる。

821,000

32 盛岡市
特定非営利活動法人いわての
保健福祉支援研究会

介護職員プロフェッショナル
意識調査事業

・グループホーム利用者への介護サービスの質向上の
ため、介護サービスに従事する職員の意識の状況を、
評価表の提出および管理者への面談により把握し、
個々の事業所及び本県全体の強み・弱みの見える化と
改善に向けた提案を調査結果として取りまとめる。

1,633,000

33 北上市
公益社団法人　認知症の人と
家族の会岩手県支部

認知症普及啓発のためのオレ
ンジライトアップ事業

・世界アルツハイマーデー（9/21）に、陸前高田市の
「奇跡の一本松」を認知症支援のシンボルカラーであ
るオレンジ色にライトアップするイベントにより、認
知症の普及・啓発活動をする。

212,000

34 盛岡市 岩手ホスピスの会
「いのちの山河」～日本の青
空Ⅱ～上映会開催事業

・憲法25条を盾に老人・乳児医療の無料化を推し進
め、乳児死亡率ゼロを達成した沢内村の実話ドキュメ
ンタリー映画の上映を通して、生命を尊重する行政、
医療について考える。

160,000

7,000,000

29,310,000

中止：5,682,000円（7件）

合計

小計


