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　６月２日には蟹田小学校、６月３日には平舘小学校で６年生を対象にした福祉体験講座が行われました。
皆さん実際に見て・触れて・体験した様子がコチラです。三厩小学校でも開催いたしますので、どのような
体験をするのか、楽しみに待っていてください。
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[蟹田・平舘小学校での福祉体験講座の様子から]
蟹田小学校より

6月

平舘小学校より
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平成26年度　事業報告及び決算報告
　平成26年度は、『全ての住民が、健やかに安心して暮らせる地域づくり』をめざして、３つの重点目標を掲
げ実施しました。

・居宅介護支援事業
　蟹田事業所延べ966件　／　平舘事業所延べ956件
・訪問介護事業
　介護延べ8,099件　／　予防延べ87件
・居宅介護事業（障害者ヘルパー）
　延べ232件
・通所介護事業
　蟹田事業所（定員30名）
　介護延べ5,651件　／　予防延べ　971件
　平舘事業所（定員35名）
　介護延べ4,924件　／　予防延べ1,129件
・短期入所生活介護事業（あんじんの郷、定員６名）
　延べ2,034件
・介護老人福祉施設（あんじんの郷、定員30名）
　月平均29.7名

◇介護保険事業の経営

　住み慣れたこの地域で安心して生活できるために、在宅介護の限界点を引き上げると共に、地域での見守り
や助け合いを進めるための支援に努めました。

[在宅介護の援護対策]

○理事会（５回）
○評議員会（３回）
○監査会（４回）
○会長・副会長会議（７回）
○第10回外ヶ浜町社会福祉大会（11月）　
○広報誌の発行（発行回数４回）
○ホームページによる情報提供
○第８回夏祭りの開催（８月）　
○役員研修会等への参加（社協役職員セミナー及び各種大会等）
○職員研修の実施（内部研修の実施及び外部研修への参加）

◇組織運営及び広報啓発活動

　地域の生活課題や福祉ニーズを迅速に対応できるような体制づくりをめざして、組織基盤の強化を図るとと
もに、啓発活動や実態把握に努めました。

[組織の基盤の強化]

　住み慣れたこの地域で安心して生活できるために、在宅介護の限界点を引き上げると共に、地域での見守り

＜外ヶ浜町社会福祉大会より＞

＜夏祭りより＞

＜デイサービス＞

＜あんじんの郷＞
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・ボランティアセンター機能の強化
　登録ボランティア数　211名
・福祉教育の推進
　町内小・中学校６校をボランティア活動推進校に指定
・ボランティア研修会の開催（10月）

・やすらぎの郷等の管理運営
・蟹田在宅介護支援センター等の管理運営
・ほのぼのコミュニティ21推進事業（町受託事業）
　協力員　393名　／　交流対象者数　247世帯
　ボランティア活動促進事業（ボランティア保険加入　393名）
・「食」の自立支援事業（町受託事業）
　延べ配食数　1,237食
・生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）
　当年度貸付件数　０件
・障害者移動支援事業（町受託事業）
　実施件数　27件
・要介護認定調査（町他受託　再掲）
　件数　133件
・住宅改修支援事業（町他受託　再掲）
　延べ件数　１件
・介護予防サービス計画作成等業務（町他受託　再掲）
　延べ件数　196件

◇ボランティア活動の推進

◇指定管理者施設の管理運営及び受託事業の実施

　　各種ボランティア団体等の活動支援や、新たなボランティアの発掘・育成に努めました。
　また、町内の小中学校をボランティア活動推進校に指定し、児童・生徒の福祉の心の情勢に努めました。

[ボランティアの発掘・育成]

・福祉安心電話サービス事業　設置台数38台（通報件数２件）
・移送サービス事業　介護輸送1,639件　／　ケア輸送267件
・心配ごと相談事業　相談件数10件
・高齢者世帯会食サービス事業　年７回
・配食サービス事業（独自事業）　延べ食数1,164食
・老人世帯おせち料理配食事業　194食
・雪下ろし・雪片付けサービス事業　０件
・たすけあい資金貸付事業　貸付件数４件
・福祉団体育成事業
　外ヶ浜町老人クラブ連合会／障害者福祉会／母子寡婦福祉会
・日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）　３件
・共同募金運動の推進
　募金総額　　　　1,333,541円
　地域配分額　　　　820,000円（平成27年度使用分）
　NHK歳末配分　　　88,000円（平成26年度使用分）

◇地域福祉・在宅福祉の推進

◇指定管理者施設の管理運営及び受託事業の実施◇指定管理者施設の管理運営及び受託事業の実施◇指定管理者施設の管理運営及び受託事業の実施◇指定管理者施設の管理運営及び受託事業の実施◇指定管理者施設の管理運営及び受託事業の実施

＜昨年度のおせち弁当＞

＜食事ボランティアの様子＞

＜ひとり暮らしの昼食会より＞
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＜収入＞
単位：円

収入計＝381,883,443 支出計＝395,034,197

＜支出＞
単位：円

　　　　貸借対照表 （単位：円）
資産の部 負債の部

流動資産 116,391,309 流動負債 51,760,621
　 預貯金 57,992,151 　 事業未払金 30,183,866
　 未収金 58,187,738 　 １年以内返済予定設備資金借入金 6,580,000
　 貯蔵品 211,420 　 １年以内返済予定長期運営資金借入金 3,000,000

　 １年以内返済予定リース債務 4,032,755
固定資産 438,469,594 　 賞与引当金 7,964,000
　 基本財産 267,741,863
　 その他の固定資産 170,727,731

固定負債 90,498,821
　 設備資金借入金 39,480,000
　 長期運営資金借入金 21,000,000
　 リース債務 9,165,696
　 退職給付引当金 20,853,125

負債の部合計 142,259,442

純資産の部
基本金 3,000,000
基金 820,841
たすけあい資金 820,841
国庫補助金等特別積立金 163,980,263
その他の積立金 110,310,168
建設積立金 90,000,000
福祉事業積立金 20,310,168
次期繰越活動増減差額 134,490,189
純資産の部合計 412,601,461

資産の部合計 554,860,903 負債及び純資産の部合計 554,860,903

青森県社会福祉協議会からのお知らせ

あなたの生活の「不安」や「心配」をきかせてください！

連絡先　 東地域自立相談窓口　　　　　　☎ 017-752-1888
　　　　 相談専用フリーダイヤル（青森県社協）　☎ 0800-800-7114（FAX兼用）
　　　　 E-mail：higashi@aosyakyo.or.jp

○　このように様々な理由により生活にお困りの皆さん、１人で悩まずに「東地域自立相談窓口」にご相談ください。
　　あなたと一緒に考え、あなたに寄り添いながらサポートいたします。
・相　談　受　付　月曜～金曜　午前９時～午後５時まで（土日・祝日・年末年始を除く）
・相　談　場　所　東地域自立相談窓口（住所：青森市中央３丁目 20-30　県民福祉プラザ２Ｆ　青森県社会福祉協議会内

「お金が無くてこれからの生活が心配」
「色々悩みごとがあるけど、どこに相談
していいかわからない」

「就職したいけど、どうすればいいかわからない」
「障がいがあるけど自立したい」
「引きこもり生活から抜け出したい」

生活困窮者自立相談窓口のご案内
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金木芦野公園に行ってきました！
栄峰会の慰問がありました！

ボランティアの皆さん
いつもありがとうございます！

お弁当の他に、差し入れもあり満足なお昼ご飯でした。

次回は7月上旬に開催予定です。
皆さんのご参加お待ちしています！

4月の後半から数回に分けて、芦野公園へ桜を見に
行ってきました。芦野公園名物の電車と桜のコラボ
レーション！最高です！
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-介護保険事業から-

５月18日に栄峰会の皆さんがあんじんの郷へ慰
問にお越しくださいました。皆さんの可憐な姿
に利用者の皆さんも見入ってしまいました。あ
りがとうございました。
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４月30日に蟹田・平舘・三厩地区の75歳以上のひとり暮らしの方々を対象にした花見会が青森市の
合浦公園にて開催されました。当日は晴天に恵まれ、40名を超える参加者の皆さんが桜の木の下で
一緒にお弁当を食べ、話にも華が咲き、大変賑やかな会となりました。その後はラ・セラ東バイパ
スへ買い物へ行き、皆さん思い思いの買い物を楽しまれました。

栄峰会の皆さん
いつもありがとうございます！

皆さん真剣です！
歌に踊りに大満足です！
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蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所
-介護保険事業から-

利用者ひとり・ひとりの意見を尊重し
元気が湧き出るデイサービスです！

三厩婦人会の皆様ありがとうございました！

４月のお誕生会では、桜の季節ということで、花満
開ゲームを行いました。
このゲームは、花を１人１つ持ち、２人１組でじゃ
んけんをしていく、勝ち抜きじゃんけんゲームなの
ですが、今年は見事「阿部」様が満開となりました！
最後には、今年度最初の行事ということで、職員一同で踊りを披露！
利用者の皆さんも一緒に踊りに参加され、盛大な誕生会になりました。

５月お誕生会では、三厩婦人会の総勢 11 名の方々が慰問にいらっしゃいました。
色とりどりの衣装に身を包み、目を奪われてしまうほどの踊りを披露していただきました。
歌ではプロ顔負けの歌唱力を披露していただき、涙を流して観賞されている方もいました。

利用者・職員一同
三厩婦人会のまたの

お越しをお待ちしています！
ありがとうございました！！

ですが、今年は見事「阿部」様が満開となりました！
最後には、今年度最初の行事ということで、職員一同で踊りを披露！
利用者の皆さんも一緒に踊りに参加され、盛大な誕生会になりました。
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ドライブは今の時期デイサービスの1番人気です！

やすらぎの郷からのお知らせ！

４月から新たに加わった職員も
息の合った踊りを披露し、利用者の
皆さんのお誕生日をお祝いしました！

踊りの輪に飛び入りで
参加された利用者の方も
いらっしゃり、おおいに
盛り上がった誕生会でした。

「やすらぎの郷」では毎月第３水曜日に
お誕生会を開催しています！！！

利用者の皆さんが笑顔だと
自然と職員も笑顔が満開です。
このキレのあるステップ＾^ ｖ

平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所
-介護保険事業から-

新年度を迎えて平舘通所介護事業所もさらに
パワーアップ！毎日が特別な日になりますよ！

季節ごとに、利用者様の作った作品を展示しています。
　今月は「あじさい」がやすらぎの郷を彩っています！
また、やすらぎの郷では楽しい行事が盛りだくさんです。

見学は大歓迎ですので、ぜひ 1度いらしてみて下さい！

天気の良い日にはドライブに出かけます。
お花見や今別町の道の駅「アスクル」にも
行ってきました！先日は「よもっと」で

ソフトクリームに舌つづみ。ご家族にお土産
を買う利用者様もおられました。
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社会福祉法人　外ヶ浜町社会福祉協議会
　　　〒０３０－１３０８　　青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田４３－２（外ヶ浜町総合福祉センター　などわーる）
　　　電　話　０１７４－２２－２２５０　　 ＦＡＸ　０１７４－２２－３９２７
　　　ホームページ　　http://www.s-syakyo.jp/

　　蟹田支所（などわーる）
　　　〒０３０－１３０８　　青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田４３－２
　　　電　話　０１７４－２２－２２５０（事務局）　　０１７４－２２－３６１０（蟹田居宅介護支援）
　　　　　　　０１７４－３１－１０８２（蟹田通所）　０１７４ー２２－２６１７（訪問介護）
　　　ＦＡＸ　０１７４－２２－３９２７

　　平舘支所（やすらぎの郷）
　　　〒０３０－１４１２　　青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘野田鳴川２０８－１
　　　電　話　０１７４－２５－２７８０（訪問介護）　０１７４－２５－２７８５（通所介護）
　　　ＦＡＸ　０１７４－２５－２７８２
　　　電　話　０１７４－２５－２８１０　　ＦＡＸ　０１７４－２５－２８１２（平舘居宅介護支援）

　　三厩支所（三厩公民館）
　　　〒０３０－１７３１　　青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩本町１３９
　　　電話・ＦＡＸ　０１７４－３７－３３６０

　　特別養護老人ホーム　あんじんの郷
　　　〒０３０－１４１２　　青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘野田鳴川２２２－３
　　　電　話　０１７４－３１－２１２１　　 ＦＡＸ　０１７４－３１－２１２２

「社協だより」には、共同募金の配分金が使われています。

社協からのお知らせ

三厩婦人会の皆様、ありがとうございました
　３月31日に三厩婦人会より寄付金を頂戴いたしました。この寄付金は、三厩地区で行われて
いる芸能発表会での収益の一部を寄付していただいたもので、ぜひ地域の皆さんの役に立つよ
うに使用してくださいとのことでした。この寄付金につきましては、地域の皆さんに還元する
様、使わせていただきたいと思います。

生活福祉資金貸付事業について

　青森県社会福祉協議会からの受託により、低所得者世帯・高齢者世帯・障害者世帯などの経
済的自立と生活意欲の助長を図るために、外ヶ浜町社会福祉協議会では貸付の相談業務、申請
業務、償還の指導を行っています。お気軽にご相談下さい。
【お問い合わせ先】
外ヶ浜町社会福祉協議会・電話0174－22－2250・月～金曜日・午前８時15分～午後５時15分
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