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新年のあいさつ
社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会　
　　　　　会　長　野　藤　勝　雄

　新年あけましておめでとうございます。
　皆様方におかれましては、すこやかに新年をお迎えの
こととお慶び申し上げます。
　昨年中は外ヶ浜町社会福祉協議会の運営に対しまして
格別のご支援、ご協力を賜り、心より厚く御礼申し上げ
ます。お陰様で大きな事故も無く、輝かしい新年を迎え
ることが出来ました。
　さて、ご承知のとおり、近年における少子高齢化に伴
う福祉を取り巻く環境は、ますます厳しさを増しており

ます。こうした中にあって平成28年４月に社会福祉法の
改正があり、地域福祉のあり方が大きく変わろうとして
います。社会福祉協議会の組織運営等の透明性を確保す
ることや組織運営のガバナンス（統治）を強化していく
事が求められています。
　こうしたことから制度だけでは対応が出来ない地域課
題への対応が必要になり、地域福祉の取り組みが今まで
以上に必要となります。
　私ども役職員一同は、「全ての住民が健やかに安心し
て暮らせるまちづくり」の理念のもと、行政と一体とな
り、誠心誠意、福祉の推進に取り組んで参る所存であり
ますので、今まで以上のご支援、ご協力をお願い致しま
すとともに、皆様方のご健勝とご多幸を祈念して新年の
ごあいさつと致します。

発行所　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
　　　　TEL　０１７４－２２－２２５０　FAX　０１７４－２２－３９２７
　　　　　ホームページ　http://www.s-syakyo.jp/ 発行日　平成2 9 年1月
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風のまちこども園によるよさこい披露－第12回外ヶ浜町社会福祉大会
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第12回町社会福祉大会を開催

外ヶ浜町社会福祉協議会地域福祉活動計画を会長に答申

講演内容（抜粋）
　人は自分に後ろめたさがあるから他人を攻撃す
る。裏と表が必ずある。　
　人は他者に自分を理解してもらいたい、認めて
もらいたいと思っている。不足を数えるのではな
く、ものの見方を変えると、今生かされている事
に感謝することができる。
　過去と他人は変えられない。現在と自分は変え
られる。人にしてほしい事を自分でする。

演　題
「素敵な出会いのために」
講師
　日本キリスト教団浪岡教会
　牧師　石　川　敞　一 氏

　地域福祉活動計画の作成にあたり、町民が主体

となって設置された第３回策定委員会が行われ、

計画案がまとまったため、宮本友博策定委員長よ

り野藤勝雄社会福祉協議会長に答申されました。

　この計画は、地域福祉を推進する社会福祉協議

会が町民とともに策定する平成29年度～33年度ま

での５ヶ年の活動計画で、町の「地域福祉計画」

と連携し、推進を目指す基本計画です。
野藤会長へ答申する宮本友博委員長（右）

＜金婚夫婦表彰＞
松　尾　克　一・洋　子（蟹田）
小　村　賢　司・トヨ子（蟹田）
竹　内　　　毅・絹　枝（蟹田）
中　嶋　光　正・由紀子（平舘）
駒　谷　彰　一・和　子（三厩）

＜老人クラブ役員としての功労表彰＞
石　岡　ハツ子（蟹田）
南　　　喜美代（蟹田）
木　村　のぶゑ（平舘）
前　田　昭　子（平舘）
最　上　やちゑ（平舘）
新　保　信　子（三厩）

＜感謝・社会福祉活動へ積極的協力援助＞
　木　戸　　　宏（蟹田）
　北　田　嘉　弘（平舘）

� （敬 称 略）

【表彰を受けられた方々】　11月17日、外ヶ浜町総合福祉センター「など
わーる」において、「町民みんなでつくる思い
やりのある町づくり」の大会スローガンのもと、
森内　勇外ヶ浜町長をはじめ、多数のご来賓及
び町内の福祉関係者約120名が参集し、行われ
ました。
　大会は、前半が講演、後半の式典では金婚夫
婦、永年にわたる社会福祉功労者などへの表彰
が行われ、参加者は今後のさらなる地域福祉の
推進のため、思いを新たにしました。
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お正月を安心して過ごしてもらうために　－おせち弁当配達－
　大みそか、75歳以上のひとり暮らし高齢者や
高齢者世帯などで希望する世帯に配達。この事
業は県共同募金会の歳末たすけあい運動助成金
を一部活用し実
施しています。
蟹田地区の丸八
仕出店の協力の
もと、196個を
配達しました。

　福祉安心電話は、ひとり暮らし高齢者など、緊急時に近所
の方の協力などにより、救急車の手配など必要に応じ、対応
する地域住民による見守り・訪問活動の一つです。
　今回の交換は平成元年の
事業開始以来、古い機器が
年数の経過などにより、故
障しても部品が無い事、販
売終了などに対するため、
町の機器購入の補助金によ
り、実施しました。

　11月16日に外ヶ浜町役場三厩支所に移転
しました。電話番号はこれまでどおりです。
よろしくお願いします。

古くなった福祉安心電話の機器を交換しました

外ヶ浜町社会福祉協議会三厩支所が町役場三厩支所に移転しました

家じゅうで使える緊急ペンダント福祉安心電話本体

外ヶ浜町社会福祉協議会三厩支所
外ヶ浜町字三厩新町１８－１
外ヶ浜町役場三厩支所内
（左側入口よりお入り下さい）
☎／ FAX　３７－３３６０
開所曜日・時間：�月曜日～金曜日まで・

午前８時～午後５時
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多彩なイベント開催！蟹田中学校職場体験、お誕生会、
クリスマス会

デイサービス 通所介護

　９月は蟹田中学校３年生が職場体験のため、
訪問。利用者と福笑いで盛り上がり、出来上が
りに大笑い。大正琴サークル「トレモロ」によ
る演奏、栄峰会による舞踊と文化の秋。
　12月は風のまちこども園による遊戯、サンタ
とトナカイ？と交流しました。

　レクリエーションは、今年はみんなで楽しむ
ゲーム大会。特に「大きな手」とするジャンケ
ンは、勝っても負けても大いに盛り上がり、た
わわに実った「果物の木」に大爆笑でした。

　お誕生会は、職員だけでなく、利用者も誕生者
を歌や踊りでお祝い。皆で楽しむのが「やすらぎ
の郷」流です。このほかに、毎日のカラオケなど
楽しい事が盛りだくさん！一度遊びに来て下さい。

秋から冬にかけてイベントは「笑顔」にあふれています

利
用
者
に
よ
る

ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
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特別養護老人ホーム あんじんの郷

　12月22日、あんじんの郷
に一足早く、小さなサンタが。
入居者も、笑顔があふれてい
ました。小さなサンタの正体
は・・？

　実りの秋…中庭農園から
収穫したカボチャを牛乳での
ばし、スープにしました。
お味はいかが？

　入居者の方が、急変した時

にいつでも対応できる様に、

年に３回職場研修で手順など

を確認しています。

　モデルはかわいらしいくま

さんですが、やっている職員

たちはとても真剣。AED動

作手順もきっちり復習！

小さなサンタの
クリスマス

中庭農園
－収穫物を食す―急変時の迅速な対応向上　－職場研修－
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青森県社会福祉協議会より ～生活福祉資金貸付制度～

　低所得者、障害者及び高齢者世帯を対象として資金の貸付と相談支援を行っています。貸付の
種類は下表のとおりです。相談は外ヶ浜町社会福祉協議会☎２２－２２５０まで

資金
種類

内 容 貸付限度額
据置
期間

償還
期間

貸付
利子

連帯
保証
人

生活支援費※1

（２人以上）
月20万円以内
（単身）
月15万円以内

最終貸
付日か
ら6月以
内

据置期間
経過後20
年以内

保証人
あり・
無利子
保証人
なし・
年1.5％

原則
必要

貸付
可能
あり

住居入居費 40万円以内 貸付日
から6月
以内一時生活再建費 60万円以内

生業費 460万円以内

最終貸
付日か
ら6月
以内

20年以内

保証人
あり・
無利子

保証人
なし・
年1.5％
無利子

技能習得費
半年130万円以内、1年220万円以
内、2年400万円以内、3年580万
円以内

8年以内

住宅改修費 250万円以内 7年以内

福祉用具購入 170万円以内 8年以内

障害者自動車購入 250万円以内 8年以内

療養費
1年未満170万円以内
1年6ヶ月未満230万円以内

5年以内

介護障害サービス
1年未満170万円以内
1年6ヶ月未満230万円以内

5年以内

被災臨時費用 150万円以内 7年以内

冠婚葬祭費 50万円以内 3年以内

住宅移転・給排水設
備等設置

50万円以内 3年以内

技能習得支度費 50万円以内 3年以内

その他 50万円以内 3年以内

一時的生計維持 10万円以内

最終貸
付日か
ら2月以
内

据置期間
経過後8
月以内

無利子

不要

教育支援費
高校月3.5万円以内、高専月6万
円以内、短大月6万円以内、大学
月6.5万円以内

卒業後6
月以内

据置期間
経過後20
年以内
※2

不要

※3
就学支度費 50万円以内

※

4

低所得者向け居住用
不動産担保

土地の評価額の70％程度
月30万円以内 契約終

了後3月
以内

据置期間
終了時

※5

必要
※6

要保護高齢者世帯向
け居住用不動産担保

土地及び建物評価額70％程度
（集合住宅50％）
生活扶助費の1.5倍以内

不要

※1 貸付期間は12月以内。　※２ 制度運用上高校8年高専10年短大10年大学15年。　※3 世帯内で連帯借受人が必要。
※4 貸付期間は借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの間。
※5 貸付利子は年3％又は長期プライムレートのいずれか低い利率。　※6 推定相続人の中から選任。
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外ヶ浜町高齢者世帯等の除雪サービス事業について

　この事業は、高齢者や障害者世帯等に対して、冬期間における除雪による生活の安全確保を目
的として行われます。

＜除雪の対象世帯＞
　町内に住んでいる下記のいずれかに該当する世帯です。
①75歳以上のひとり暮らし世帯、または75歳以上の夫婦、兄弟、姉妹、親子世帯
②75歳以上の方と中学生以下のみの世帯
③75歳以上と障害者手帳保持者（年齢問わず）のみの世帯
④世帯全員が障害者手帳保持者世帯（年齢問わず）の世帯
⑤障害者手帳保持者（年齢問わず）と中学生以下の世帯
⑥その他（病気等により除雪が困難な方）
　上記に該当し、かつ、
⑴　町内に親族（高校生以上の子、孫、兄弟姉妹）が居住していない方
　または、
⑵�　町内に居住する親族が75歳以上または病気、障害者手帳保持者などにより、除雪の支援を受
けられない方（身体・療育・精神障害者手帳のいずれかの保持者）

＜除雪の対象となる建物＞
　対象となる建物は現に住んでいる家屋が対象です。

＜除雪の作業箇所＞
○玄関先から公道までの区間（除雪幅は１メートルです）
○ガスボンベ、灯油タンク、ストーブの通気口のまわりとそこまでの通路
○台所、居間、寝室等の窓ガラス破損が予測される箇所

＜除雪作業対象外となる箇所及び除雪行為＞
○�空き家、住んでいる家屋、物置及び車庫の屋根、
危険と判断される除雪行為

＜除雪作業日＞
○月曜日～金曜日

＜利用料＞
○無料

＜相談受付窓口＞
電話で受付します。お気軽に下記までご相談ください。
蟹田・平舘地区の方－外ヶ浜町社会福祉協議会　　　　　☎２２－２２５０
受付時間　月曜日～金曜日　午前８時15分～午後５時15分
三厩地区の方　　　－外ヶ浜町社会福祉協議会三厩支所　☎３７－３３６０
受付時間　月曜日～金曜日　午前８時～午後５時
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青森県社会福祉協議会より　～生活困窮自立支援相談窓口のご案内～

社会福祉法人　外ヶ浜町社会福祉協議会／蟹田支所（町総合福祉センターなどわーる）
　　　〒０３０－１３０８　青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田４３－２
　　　（事 務 局）　電　話　０１７４－２２－２２５０　　FAX　０１７４－２２－３９２７
　　　（訪問介護）　電　話　０１７４－２２－２６１７　　FAX　０１７４－２２－３９２７
　　　（通所介護）　電　話　０１７４－３１－１０８２　　FAX　０１７４－２２－３９２７
　　　ホームページ　http://www.s-syakyo.jp/

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
　　　（居宅介護支援）　電　話　０１７４－２５－２８１０　　FAX　０１７４－２５－２８１２
　　　（訪問介護）　　　電　話　０１７４－２５－２７８０　　FAX　０１７４－２５－２７８２
　　　（通所介護）　　　電　話　０１７４－２５－２７８５　　FAX　０１７４－２５－２７８２

三厩支所（外ヶ浜町役場三厩支所内）
　　　〒０３０－１７３３　青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩新町１８－１
　　　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。
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