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広 報 きずな絆
外ヶ浜町社会福祉協議会社会福祉

法　　人

食を通じふれあい交流　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　－ひとり暮らし高齢者昼食会－

外ヶ浜町社協広報 絆きずな（1） 平成29年３月



　少子高齢化の急速な進行や過疎化、経済
情勢の変化により、地域の生活課題がます
ます複雑かつ多様化しているなか、社協は
住民の置かれている状況やニーズに応じ
て、地域を巻き込みながら生活課題の解決

を図り、すべての住民が住み慣れた地域
で、ひとりの人間として尊重され、お互い
に助け合いながら自立した生活ができる福
祉社会の実現に向けて事業を展開していき
ます。

法人の運営、啓発・広報、指定管理施設の管理
○理事会、評議員会、監査会
○評議員選任・解任委員会
○自己評価による評価、改善
○役員・職員研修
○広報紙「絆」の発行
○第13回町社会福祉大会の開催
○夏まつりの開催
○ホームページの作成
○赤い羽根共同募金運動
○蟹田在宅介護支援センター等の指定管理　など

小地域の見守りネットワーク活動の推進
　高齢化する地域において、たとえ高齢であっても地域
の貴重な社会資源の一員として共助（共に助け合う）の
考えにより、見守り活動を推進します。

○緊急通報システム「福祉安心電話」サービス事業（町補助）
○老人クラブ会員によるふれあい訪問活動事業
○ほのぼのコミュニティ２１推進事業（町受託）

当事者の社会参加の推進
　さまざまな事業を通じて、楽しみと生き
がいを持って社会参加の推進を図ります。

○ひとり暮らし高齢者昼食会の開催
○福祉団体育成事業
　・老人クラブ連合会、単位老人クラブ
　・障害者福祉会
　・母子寡婦福祉会

ボランティア活動の育成・支援
○ボランティアセンターの設置
○小・中学生向け福祉教育事業
○ボランティア研修会
○ボランティア推進校の指定（町内６小・中学校）
○ボランティア活動保険の加入促進
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ひとり暮らし高齢者昼食会

福祉安心電話

福祉教育事業
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介護保険事業の経営、高齢者生活福祉センターやすらぎの郷並びに平舘在宅介護支援セ
ンター「かくしゃく」の管理運営
【居宅介護支援事業】
　　介護支援専門員（ケアマネージャー）が、介護の相談、
　居宅サービス計画の作成など、介護者やその家族の支援
　をします。

【通所介護事業】
　　蟹田、平舘の２ヶ所において、通所介護（デイサービス）
　の提供を行います。

【訪問介護事業】
　　自宅を訪問し、調理・洗濯・掃除等の生活援助、おむつ
　交換・清拭（体を拭く）・病院通院及び病院内の介助など
　の身体介護の提供を行います。

【障害者福祉サービス事業】
　居宅介護、重度訪問介護の提供

【特別養護老人ホーム「あんじんの郷」】
　平舘地区にあり、定員30名のユニット型個室の施設です。

【短期入所生活介護事業】
　あんじんの郷併設の定員６名の施設です。

【高齢者生活福祉センター等の管理運営】
　　平舘地区にある平舘通所介護事業所、訪問介護事業所、
　居住施設である「高齢者生活支援ハウス」が一体となった
　高齢者生活福祉センター「やすらぎの郷」、平舘在宅介護
　支援センター「かくしゃく」の管理運営を行います。

相談、生活支援体制の充実、新規事業
○心配ごと相談事業　　　　　　　　　
○食の自立支援事業（町受託）
○配食サービス事業
　　町からの受託事業である「食」の自立支援事業で対応
　出来ない方、対象にならない世帯等に対して、状況に応
　じて、栄養バランスの取れた弁当（夕食）を配達します。
○移送サービス事業　　
○たすけあい資金貸付事業
○生活福祉資金貸付事業（県社協受託）
○障害者移動支援事業（町受託）
○日常生活自立支援事業（青森市社協との契約事業）
　　判断能力の充分でない方に対して、預貯金の出し入れ
　などの日常の金銭管理の支援を行います。
○除雪サービス事業
○介護講座の開催（新規）
○ふれあいサロン事業（新規）　

高齢者生活福祉センター「やすらぎの郷」

特別養護老人ホーム「あんじんの郷」

生活支援ハウスの居室部分

移送サービス車両
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【事業活動による収支】� （千円）

科　　目 予算額

介護保険事業 345,439

障害者福祉サービス等事業 778

社会福祉協議会事業 6,322

町補助金 14,986

町受託金 6,900

利用料 6,471

経常経費寄付金 50

受取利息配当金 230

その他の収入 1,730

①事業収入計 382,906

人件費 255,235

事業費 59,108

事務費 42,801

社会福祉事業 5,665

利用者負担軽減 520

支払利息 1,150

その他の支出 600

②事業支出計 365,079

③収支差額（①－②） 17,827

◆平成29年度収支予算－資金収支計算書－◆
【施設整備等による収支】� （千円）

科　　目 予算額

④施設整備等収入計 ０

⑤施設整備等支出計 24,737

⑥収支差額（④－⑤） △24,737

【その他の活動による収支】� （千円）

科　　目 予算額

⑦その他の活動による収入計 10,000

⑧その他の活動による支出計 7,594

⑨収支差額（⑦－⑧） 2,406

� （千円）

科　　目 予算額

⑩平成29年度資金収支差額合計
（③＋⑥＋⑨）

△4,504

⑪平成28年度末支払資金残高 72,280

⑫平成29年度末支払資金残高
（⑩＋⑪） 67,776

介護保険事業
345,439

障害者福祉サービス等事業 778
社会福祉協議会事業 6,322

町補助金 14,986
町受託金　6,900

利用料 6,471
経常経費寄付金 50

受取利息配当金 230

その他の収入 1,730

人件費
255,235

事業費
59,108

事務費
42,801

社会福祉事業
5,665

支払利息 1,150

利用者負担軽減　520

その他の支出 600

収　入

支　出
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◆平成29年度組織体制◆
理事会（12名）

会　長　野　藤　勝　雄
副会長　工　藤　　　修（三厩支所長）
　〃　　木　浪　新一郎（平舘支所長）

社協事務局　　５名

事務局長　　　　　高　坂　真由美
事務局長代理
兼福祉活動専門員　鈴　木　宏　美
室長　　　　　　　福　井　秀　徳
主任　　　　　　　福　井　栄　子
事務員　　　　　　秋　田　美喜子（三厩）

居宅介護支援事業部

部　長　　滝　屋　留恵子
次　長　　木　村　妹　美

訪問介護・移送サー
ビス事業部

部　長　　幸　坂　範　明

通所介護事業部

部　長　　木　村　真利子
次　長　　相　内　睦　人
　〃　　　平　沼　瑞　子

介護老人福祉施設
あんじんの郷

施設長　　若　佐　雅　章
次　長　　張　間　重　昭

監事（３名） 評議員会（15名）

〈居宅介護支援事業所　　６名〉
管理者　　　　　　小　川　育　子
介護支援専門員　　幸　坂　潤　子
　　　〃　　　　　中　道　由　香
　　　〃　　　　　高　井　範　子

〈訪問介護事業所　　11名〉
管理者　　　　　　　幸　坂　範　明（部長兼務）
サービス提供責任者　野　藤　房　子
　　　〃　　　　　　中　川　礼　美
チーフ介護員　　　　佐々木　旬　子
　　介護員　　　　　越　田　留　美
　　　〃　　　　　　石　田　泰　子
　　　〃　　　　　　小　澤　嘉　子
　　　〃　　　　　　前　田　てつゑ
　　　〃　　　　　　大　谷　浩　子
　　　〃　　　　　　齋　藤　陽　子
　　　〃　　　　　　畑　山　とみゑ

〈蟹田通所介護事業所　　11名〉
管理者　　　　平　沼　瑞　子（次長兼生活相談員）
生活相談員　　相　内　舞　子（介護員兼務）
　　　〃　　　笹　木　智　恵（介護員兼務）
看護師　　　　斉　藤　文　子
　　　〃　　　北　田　美佐子（介護員兼務）
チーフ介護員　小　野　関　子
介護員　　　　藤　田　なぎさ
　　　〃　　　坂　本　富士子
　　　〃　　　山　岸　京　子
　　　〃　　　石　岡　有　香

〈特別養護老人ホームあんじんの郷　　30名〉
施設長（管理者）　若　佐　雅　章
次長　　　　　　張　間　重　昭
生活相談員　　　記　田　　　斉
介護支援専門員　宮　本　千賀子
主任看護師　　　相　内　祐　恵
看護師　　　　　越　田　結　衣
栄養士　　　　　川　村　光　子（事務員兼務）
主任介護員　　　田　村　直　子
　　　〃　　　　木　浪　り　か
チーフ介護員　　高　宮　和　子　　　張　山　富美子　　　張　間　咲　枝　　　木野田　真紀子
介護員　　　　　越　田　志賀子　　　最　上　由　桂　　　荒　内　洋　子　　　木　村　れつ子
　　　〃　　　　石　田　留賀子　　　福　士　洋　子　　　八　幡　　　徹　　　鈴　木　里架子
　　　〃　　　　倉　谷　景　仰　　　島　中　　　忍　　　中　嶋　昌　子　　　土　川　　　誠
　　　〃　　　　木　浪　ひかる　　　金　澤　文　子　　　福　井　富　子　　　工　藤　優　子
　　　〃　　　　広　海　美代子

〈特別養護老人ホームあんじんの郷ショートステイ〉
※　あんじんの郷職員が兼務

〈移送サービス事業所　　２名〉
管理者　幸　坂　範　明（部長兼務）
運転手　相　内　悦　郎
　〃　　大　谷　定　則

〈高齢者生活福祉センター　　３名〉
管理者　　　幸　坂　範　明（部長兼務）
生活支援員　木　村　照　代
夜間管理人　福　井　邦　栄
夜間管理人　広　海　由　希

〈平舘通所介護事業所　　11名〉
管理者　　　　　相　内　睦　人（次長兼生活相談員）
生活相談員　　　大　嶋　　　忍（介護員兼務）
　　　〃　　　　柿　本　紀　子（介護員兼務）
主任看護師　　　山　口　香　織
チーフ介護員　　小　川　茂　子
介護員　　　　　田　中　正　子
　　　〃　　　　阿　部　千代子
　　　〃　　　　津　嶋　直　美
看護師兼介護員　福　井　いみ子
介護員　　　　　小田桐　伸　江
　　　〃　　　　濱　田　桃　子
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多彩なイベント開催！

デイサービス 通所介護

　１月、今年最初の行事は新年会で幕開けで
す！職員の踊りや会長・副会長の大黒様や獅子
舞、だるま神輿が登場。
　２月といえば節分。鬼３匹へ「鬼は外～福は
内」の掛け声と共に豆をぶつけ、鬼を追い払い、
無病息災を祈願。また、誕生会ではカラオケや
手踊りで盛り上がりました。

　お正月・・昔ながらの福笑い、紙相撲、どっぷ引きを楽しみ
ました。新年会・・本会の会長、副会長から『まっこ』が配られ、
「何十年ぶりにもらったじゃ。」と喜ばれた方も。
節分・・鬼のおなかの的をめがけて厄払いの豆まき。
誕生会・・もはや説明不要のショータイムです！！

笑う門には「福」来る！
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特別養護老人ホーム あんじんの郷

褥瘡と食の関係性を学ぶ
－職場研修－

　２月、ニュートリー株式会社が来所し、研修を実施。
「褥瘡と食の関係性について」の講話をしていただき
ました。「健康維持のため、栄養摂取のバランスが大切。
栄養面から褥瘡を直していく。」との事。食品サンプ
ルの展示を見ながら、職員は興味津々。理解を深めま
した。

新年会・節分・ひなまつり・趣味活動
－イベント目白押し－

完成間近…
見事な腕前です！
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　改正社会福祉法が平成29年４月１日から施
行（一部、平成28年４月１日施行）されます。
今回の主な改正は、「社会福祉法人制度の改
革」と「福祉人材の確保の推進」が主な内容
です。

　今号では「社会福祉法人制度の改革」、本
会に関係する部分は評議員の責務や任期、定
員の変更など定款が大幅に改正された部分を
抜粋して掲載します。

定款の大幅な改正実施　～改正社会福祉法～

【社会福祉法人制度の改革の内容】
○経営組織の在り方の見直し
　・すべての法人で評議員会を必置、一定規模以上の法人への会計監査人の導入など
○事業運営の透明性の向上
　・財務諸表・現況報告書・役員報酬基準等の公表にかかる規定の整備など
○財務規律の強化
　・役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別利益供与禁止
　・社会福祉充実残額の明確化
○地域における公益的な取組を実施する責務
　・社会福祉事業及び公益事業を行うに当たって、無料又は低額
　　な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定
○行政の関与の在り方
　・所轄庁による指導監督の機能強化、国・都道府県の連携など

【定款改正により新たに選任された評議員】
　○笹　木　耕　一（蟹田）　　○木野田　弘　孜（蟹田）　　○木野田　良　一（蟹田）
　○髙　森　キクヱ（蟹田）　　○木　村　キミエ（蟹田）　　○福　井　敏　行（平舘）
　○北　田　定　光（平舘）　　○田　村　眞理子（平舘）　　○銭　谷　忠　雄（平舘）
　○齊　藤　　　勲（平舘）　　○三　浦　ちゑ子（三厩）　　○川　村　芳　子（三厩）
　○安　保　イ　サ（三厩）　　○柳　谷　米　子（三厩）　　
　○宮　本　祐　逸（外ヶ浜町福祉課長）　　　計15名　　　　　　　　◆敬　称　略◆　

【外ヶ浜町社会福祉協議会の主な改正】
改　正　前 改　正　後

評議員会の位置づけ 諮問機関 議決機関
評議員の定数 25名 11名以上 15名以内

評議員の任期 ２年以内
４年以内

（４年以内に終了する会計年度の
最終の定時評議員会終了まで）

評議員の選任 理事会 選任・解任委員会
理事の定数 12名 ８名以上10名以内
理事会の議事録署名者 議長及び理事会選任理事 理事会出席会長・監事
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町民が参加し、共に支えあう地域づくりへむけて～地域福祉活動計画を策定～

　この計画は、町の関係機関・団
体の代表などで構成された策定委
員の方々を中心に計画を策定しま
した。社会福祉協議会（以下、「社
協」）は社会福祉法で、地域福祉
の推進を図る事を目的とする団体
として位置づけられており、社協
の活動の基本となる計画、町の計

画である「地域福祉計画」として
相互に連携しながら進めていきま
す。
　全世帯向けに計画の概要を掲載
したパンフレットを作成しました。
　町民の皆様のご理解、ご協力を
お願いします。

ふれあいサロン事業を実施する自治会を募集します

　本会では平成29年度より、ふれあいサロン事
業を実施する自治会等を募集します。
　この事業は、すべての住民が、住み慣れた地
域でいつまでも安心して暮らしていけるように
気軽に集い、ふれあいをとおして生きがい・仲
間づくりの輪を広げ、孤立・閉じこもりを防ぎ
住民交流を行うことを目的としています。
　本会では、事業を実施希望の自治会等に対し
て、運営のための助言や情報提供、助成金の支
援をします。希望する自治会等は下記までご連
絡くださいますようお願いします。

【事業についての連絡先】
外ヶ浜町社会福祉協議会事務局
月～金曜日８時30分～ 17時・電話22－2250

◆計画の名称◆
外ヶ浜町社会福祉協議会第１次地域福祉活動計画

◆計画期間◆
平成29年度から平成33年度までの５年間

◆基本理念◆
『すべての住民が健やかに安心して暮らせるまちづくり』

◆基本目標　―　基本計画◆
　①地域の住民で支え合うまちづくり－住民が主体の地域福祉活動の推進、担い手の育成
　②安心して暮らせるまちづくり　　－介護を支える取り組み（介護保険事業の経営）
　　　　　　　　　　　　　　　　　－日常生活の支援
　③みんなで学び活動の輪を広げる　－ボランティア活動・地域福祉活動の推進及び理解
　　　　　　　　　　　　　　　　　　を深める取り組み
　④地域福祉活動を支える基盤づくり－広報啓発活動の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　－外ヶ浜町社協の機能・体制の強化

＜事業を実施する主体＞
　町内の自治会程度の小地域で、サロンを開催する団
体（自治会・ボランティア等）
＜サロン参加者＞
　自治会の住民
＜本会の支援の内容＞
　○運営のための助成金支給
　○サロン開催に必要な情報提供や助言
　○運営に対する研修
＜助成金の対象となる経費及び助成金額＞
　月１回以上開催するサロンに対して助成金を交付
（気象条件を考慮しても年10回程度は開催することが
条件）、次の経費を対象
　会場使用料、印刷費、通信運搬費、燃料費、消耗
品・材料費、食糧費、ボランティア行事用保険料など。
助成金額は年間２万円以内。
＜申請受付期間＞
平成29年度実施分　平成29年４月１日～５月31日

（9） 外ヶ浜町社協広報 絆きずな 平成29年３月



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
　　　（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。

（10）外ヶ浜町社協広報 絆きずな平成29年３月


