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１ 団体の概要 

高齢者や障害者等の移動困難な住民に対して、送迎活動等のサポート事業を行うことにより、生

活する上で必要不可欠な移動手段を確保し、移動困難な住民の健全な生活の維持に寄与することを

目的として、通院や買い物等の送迎支援を行っている。 

 

活動開始年度 平成 22 年度（被災直後） ＮＰＯ法人設立年度 平成 24年度 

活動分野 心のケア、見守り、生活支援 

所在地 石巻市大街道東四丁目２番 10号 クレンビル１号館 ２階 

電話 0225-98-5667 FAX 0225-98-5667 

E-mail ishinomaki_sien@yahoo.co.jp 

URL http://www.npo-rera.org/ 

代表者 村島 弘子 会員数 60～70名程度 

スタッフ数 15～16 名（常勤、非常勤合わせて） 

事業規模 約 3,700 万円（平成 26年度） 

 
２ 活動内容 

東日本大震災直後より、札幌市のＮＰＯ等が石巻市で支援活動を行う中で、家族や自家用車を

津波で失ったことにより移動手段を失くした被災者を対象に送迎を始めたことが活動のきっかけ

となっている。 

東日本大震災直後の活動では、病院、買物、市役所、仮設風呂等への送迎を行いつつ、がれき

撤去や泥だし、避難所の設営、炊き出し等、被災者支援に必要な様々な活動を行っていた。 

現在は、高齢者による人工透析などの通院目的での利用が大半を占めている。 

支援対象者は、①障がいや高齢などの理由でバス等の公共交通の利用が難しい、②交通が不便

な場所に住んでいて利用できる公共交通がない、③家族や知人が送迎することができず経済的に

難しい、のいずれの要件も満たすことが要件となっており、利用にあたっては、送迎は週２回ま

で、２km につき 100 円の費用負担がある。送迎時の介助や声かけ、会話等により、高齢者や障害

者の見守りや心のケアにも寄与している。 

平成 25 年度は、移動支援に注力して取り組み、平成 26 年度は送迎スタッフの拡充と育成を目

的として福祉送迎を行うための講習会を開催した。平成 27年度は、移動と暮らしの情報を掲載し

た冊子作成や公共交通に関する情報の集約と提供を目的としたウェブサイトの構築に取り組み、

情報を得ることができず公共交通を利用できない高齢者等への支援にも取り組んだ。 

特定非営利活動法人移動支援 Rera（宮城県石巻市） 
被災地域における高齢者や障害者等の移動困難者の移動手段の確保を目的とした送迎活動を展開し、
移動困難者の暮らしを支える 

事
業
名 

移動困難な住民の暮らしの「足」を創る・守る・育てる（平成 25年度） 

市民が守る、超高齢化社会に向けた持続的移動支援事業（平成 26年度） 

移動困難な住民を安定的・持続的に地域で見守るためのネットワークの確立と、情報・送迎ノ

ウハウの共有（平成 27年度） 
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３ 活動の特徴 

（１）活動の中で見られた工夫や活動が上手く進んだポイント 

●利用者への気配り、寄り添い 

送迎スタッフは、送迎の間、利用者に優しく語り

かけるとともに、利用者の話にきちんと耳を傾け、

丁寧にコミュニケーションを取るよう心がけている

（車中でのコミュニケーションが楽しみな利用者も

多い）。また、利用者の会話や乗り降りの様子等から

体調や精神面での変化の有無をチェックするなど、

心のケアや見守りの役割も果たしている。 

運転時には、車間距離の確保や工事等で道路状況が悪いルートの回避、被災エリアを通りたく

ない住民への配慮等、利用者の安心・安全を心掛けている。乗り降りの際には、声かけや、体を

支える等の支援を行っている。このように、日々の送迎は、利用者へのきめ細やかな配慮がされ

ており、利用者が安心して安全に利用できる環境づくりが進められている。 

 

●安全、確実に送迎を行うための送迎スタッフ間の情報共有 

毎朝６時 30 分にスタッフが事務所に集合しミーティングを行い、当日送迎を行う人の状況（病

気の症状、車いす等が必要か等）や送迎時間、スタッフの組み合わせや配車の確認等を行った上

で、送迎を行っている。また、送迎を終えたスタッフは終了時間が様々であるため、送迎した利

用者の気になる点や注意が必要な点等をスタッフごとに本部へ報告し、情報共有を図っている。 

これらの情報をもとに、翌日の配車計画を立てて

おり、（ドライバー数や車両数との調整、送迎間隔に

無理がないか、透析の時間に遅れないか等に配慮し

て計画を立てる必要がある）、利用者の様子をきめ細

かく確認・共有し、更新し続けることで、様々な利

用者の状況に応じた、安全、確実な送迎の実施につ

なげている。 

 

 

 

 

 

送迎支援の様子 

本部対応の様子 送迎の様子 乗降支援の様子 

朝のミーティングの様子 

33



 
 

●送迎スタッフのスキルアップ 

送迎支援を開始した頃は、介護や福祉、送迎の資格を有するスタッフがほとんどいなかったが、

より安全に安心して高齢者等に利用してもらうため、福祉車両の運転者講習、救急救命講習、患

者等搬送乗務員講習、ヘルパー講習等を継続的に受講し、スタッフのスキルやノウハウの向上に

努めている。これにより、送迎の全体的な質の向上につながっている。 

 

（２）成長プロセスにおける特徴 

活動分野 被災直後～平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

心のケア、 
見守り、 
生活支援 

      

 

被災直後～平成 23 年
度：移動支援、がれき
撤去、避難所開設支援
等（北海道の支援チー
ムが主体的に活動） 
平成 24 年度：地元主体
としての活動へ 

移動支援に特化
した活動を継続 

継続実施 継続実施  

      
      

 

  運転者の講習 継続実施 
 

     
     

 

 

バス等の公共交
通に関する情報
等が分かるウェ
ブサイトの検討 

継続実施 困りごと解決
や、生活に必要
な情報の集約と
提供（ウェブサ
イトの完成） 

 

      

：「ＮＰＯ等の運営力強化を通じた復興支援事業」で実施した内容 

 

（３）事業実施の各段階における関係主体との関連 

  関係主体との関連 

実
施
前
（
平
成

23
～
平
成

24
年
度
） 

 

 

 

 

 

 

 

実
施
中
（
平
成

25
～
平
成

27
年
度
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 
ホップ障害者地域支援

センター 

Rera 

（地元主体の組織） 

移動支援の 
ノウハウ移転 

高齢者、障害者等の利用者 

被災直後の移動支援等の
被災者支援を主導 

高齢者や障害者等
の移動支援 

通院、買い物等の送迎支援 

特定非営利活動法人 
ホップ障害者地域支援

センター 

特定非営利活動法人 

移動支援 Rera 

研修会支援 

高齢者、障害者等の利用者 

通院、買い物等の送迎支援、生活
の困りごとや公共交通等に関する
情報整理と提供 

高齢者や障害者等
の移動支援、送迎
スタッフの育成 
等 

支援活動への参画 
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４ 活動の成果・効果 

（１）成果 

◎移動困難者のための大切な足として機能 

東日本大震災以降、被災者の抱える課題やニーズに対応しながら、継続して通院等の送迎支援

を行ってきており、多くの移動困難者の大切な足として重要な役割を担っている。平成 28 年１

月時点で累計利用者数が 10万人を超えている。 

送迎支援の継続により、被災による精神的ダメージを乗り越え前向きに生活できるようになっ

た高齢者や障害者が増えたことは大きな成果と言える。 

 
◎移動困難者の存在の見える化 

活動をこれまで継続して行ってきたことで、石巻地域に多くの移動困難者がいることが自治体

や関係者の周知の事実となった成果は大きい。これを機に、移動支援に対する意識が高まるとと

もに、協力・連携が進んでいる。 

 
◎移動支援に関わるスタッフのスキル、ノウハウの向上 

平成 26 年度より、福祉送迎やボランティア送迎に関心のある人や、福祉関係で働いている人

等を対象とした福祉送迎に関する講習会を行った。障害者や高齢者の乗降の支援方法、運転方法、

介助方法等について、実践も含めて学べる機会を持つことで、送迎支援に関わるスタッフのスキ

ル、ノウハウの向上や、福祉送迎に関わる地元の人材の確保が図られた。 

 

（２）受益者数 

活動内容 受益者数 

通院、買い物等の移動支援 定期利用者数 400～500名（約 80名／日） 

 

（３）受益者の満足度を高める工夫や受益者の活動への参加を維持・促進する工夫 

◎利用者が安心して利用できる環境づくり 

前述したように、送迎スタッフは、利用者に寄り添った支援を行っている。様々なことに配慮

して日々の送迎が行われており、利用者が安心して利用できる環境が活動への信頼性を高め、利

用者の増加につながっていると考える。 

 

◎送迎の手続きや利用に関して分かりやすく整理 

利用に当たっては、チラシの配付等による利用者の募集等は行っておらず、まず団体へご相談

いただくことを原則としている。これは、誰もが利用できるものではなく、「移動困難者に限定

したボランティア送迎」であることをきちんと理解してもらい、本当に支援が必要な人に支援の

手が届くことが重要と考えているためである。 

むやみに利用者を増やすのではなく、利用者の状況を詳しく把握した上で、本当に支援が必要

な人が利用できる仕組みとしていることが、結果として利用者の安心につながっていると考える。 
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（４）効果（満足度アンケート結果より） 

【日常生活（通院や買い物等）の手助けになった】 

「どちらかといえば改善した」「改善した」を合わせると 98.8％となっており、回答が無かっ

た人を除けば全員が満足している。 

 

図表 日常生活（通院や買い物等）の手助けになった 

 

 

 

 

 

 

 

（５）受益者の声 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 活動の継続に向けた課題と今後の展望 

（１）活動の継続に向けた課題 

◎福祉有償運送になるための課題 

福祉有償運送制度の活用については毎年検討を進めている。 

活用した場合、利用対象者の幅が狭くなる（要介護度がある程度高い人しか対象にならない等）

ことや、利用料がこれまでの無償の範囲（利用者は実費分程度の負担）から、タクシーの半額程

度の利用料まで金額を上げることが可能になることで、中には利用が困難な利用者も出てくる懸

念があり、当該制度利用に踏み切れない状況にある。 

平成 27 年度より、利用対象者の制限が緩和されることとなったことから、Rera と利用者双方

が win-winとなるように継続して検討を進めている。 

 

◎利用者の移動以外の課題への対応 

日々送迎を行う中で、利用者との会話を通じて、健康状態等のチェックを行っている。認知症

の進行や転倒による大けが、詐欺の被害等が懸念されるような状況が見受けられることがあるこ

とから、利用者が日々抱えている問題は多様であり、移動だけに困っている利用者は少なく、移

動支援だけでは対応できないと感じることが多くなってきている。 

そのため、そのような問題が生じた際には、できる限り関係機関等（社会福祉士、社会福祉協

◆受益者の声 

 ○Rera さんのおかげで本当に助かっています。毎日大変な仕事だと思いますが、どうかこれ

からもよろしくお願いいたします。 

 〇Reraさんのおかげで生活が成り立っています。ありがたく思っています。 

 〇スタッフのみなさんの思いやりと気遣いに感謝です。これからもよろしくお願いします。 

 〇目が悪く、週３回の透析も行っており、閉塞性動脈硬化症で歩行も困難になりました。で

も、Reraのスタッフの方がみなさん親切に対応してくれるので、大変感謝しています。 
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議会等の当団体とつながりのある団体や個人）へ紹介し、対応していただくように努めている。

今後も、様々な課題に対応できるように、さらに、関係機関とのネットワークの広がりを図って

いく必要があると感じている。 

 

◎より地元密着型の団体へ 

現在、60～70名の会員がいるが、県外の会員が多く地元住民の参加が少ない状況である。これ

まで県外の助成金制度を活用してきているが、これらの助成金が続くという保証がない中で、継

続性を高めていくためには、地元からの理解と一層の協力を得ていくことが重要と考えている。

そのため、今後は例えば、利用者やその家族による会員登録等により、地元の理解をより深めて

いくことで、地元密着度を高めていくことが重要と考えている。 

 

（２）今後の展望 

◎利用者の状況に応じたよりきめ細かな対応 

現在は週２回までの利用をルールとして決めているが、利用者の状態や生活環境、家族の状況

等は様々であり、きめ細かな対応が難しくなりつつある。そのため、今後は利用者ごとの個別対

応（週あたりの回数を調整する等）を行っていくことを検討しており、より利用者の状態やニー

ズに合わせた送迎支援を実現したいと考えている。 

 

◎事業性の向上 

継続性や送迎サービスの質の維持・向上の観点から、事業性を高めて、より安定した組織基盤

を整備していく必要がある。 

そのため、福祉有償運送の登録に向けた検討を引き続き進めるとともに、現在行っている車い

すの利用者の送迎に加え、乗降介助等、送迎の前後に関わる支援にも介護保険事業として関わる

ことで、収益性を高めていくことが重要と考えている。 

 

◎移動支援のノウハウ移転 

全国の社会福祉協議会や実際に移動支援を行っている団体等から、先進事例としての視察や講

演等を依頼される機会が増えてきている。また、平成 27年 10月より、水害の被害を受けた常総

市の支援も行っている。常総市では、現在も通院や買い物等の移動に困っている人が多くいるた

め、移動支援を担う団体が設立されたところであり、今後、当該団体に対して、移動支援に関す

るノウハウを移転していくこととしている。 
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