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○理事会、評議員会、監査会
○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

　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

　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）
○ふれあいサロン事業
○介護講座の開催

法人の運営、啓発・広報、指定管理施設の管理

当事者の社会参加の推進

ボランティア活動の育成・支援

小地域の見守りネットワーク活動の推進、住民で支え合う
まちづくり

町社会福祉大会

老人クラブ活動（体操講座）

福祉教育事業

福祉安心電話
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【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。
　　生活支援ハウス　居住部門10室、ミドルステイ１室

○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
○移送サービス事業
　　公共交通機関を利用した通院等が困難な方の輸送事業
○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

相談、生活支援体制の充実

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

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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◆平成３０年度収支予算◆
【事業活動による収支】� （千円）

科　目 予算額

介護保険事業 330,445

障害者福祉サービス等事業 1,183

社会福祉協議会事業 6,514

町補助金 19,413

町受託金 10,812

利用料 8,361

経常経費寄付金 40

受取利息配当金 150

その他の収入 1,607

①事業活動収入計 378,525

人件費 246,323

事業費 59,961

事務費 42,596

社会福祉事業 5,929

利用者負担軽減 420

支払利息 950

その他の支出 600

②事業活動支出計 356,779

③収支差額（①－②） 21,746

【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 2,000

⑤施設整備等支出計 18,777

⑥収支差額（④－⑤） △16,777

【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 0

⑧その他の活動による支出計 7,521

⑨収支差額（⑦－⑧） △7,521

科　目 予算額

⑩平成30年度資金収支差額合計
� （③＋⑥＋⑨） △2,552

⑪平成29年度末支払資金残高 58,037

⑫平成30年度末支払資金残高
� （⑩＋⑪） 55,485
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　会　長　　　　　　� 野　藤　勝　雄
　副会長（三厩支所長）� 工　藤　　　修
　副会長（平舘支所長）� 福　井　光　一

【事務局】
　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（三厩）� 秋　田　美喜子

【居宅介護支援事業部】
　部　長� 滝　屋　留恵子
　次　長� 木　村　妹　美
　管理者� 小　川　育　子
　介護支援専門員� 幸　坂　潤　子
　介護支援専門員� 中　道　由　香
　介護支援専門員� 高　井　範　子

【通所介護事業部】
　部　長� 木　村　真利子
　次長（平舘管理者）� 相　内　睦　人
　次長（蟹田管理者）� 平　沼　瑞　子
　〈蟹田通所介護〉
　生活相談員� 相　内　舞　子
　生活相談員� 笹　木　智　恵
　看護師� 斉　藤　文　子
　看護師兼介護員� 北　田　美佐子
　チーフ介護員� 小　野　関　子
　介護員� 藤　田　なぎさ
　介護員� 石　岡　有　香
　〈平舘通所介護〉
　生活相談員� 大　嶋　　　忍
　生活相談員� 柿　本　紀　子
　看護師� 坂　本　久美子
　チーフ介護員� 小　川　茂　子
　介護員� 坂　本　富士子
　介護員� 津　嶋　直　美
　看護師兼介護員� 福　井　いみ子
　介護員� 小田桐　伸　江
　介護員� 濱　田　桃　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
　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
　主任看護師� 山　口　香　織
　栄養士� 川　村　光　子
　主任介護員� 田　村　直　子
　主任介護員� 木　浪　り　か
　チーフ介護員� 高　宮　和　子
　チーフ介護員� 張　山　富美子
　チーフ介護員� 張　間　咲　枝
　チーフ介護員� 石　田　留賀子
　介護員� 木野田　真紀子
　介護員� 越　田　志賀子
　介護員� 最　上　由　桂
　介護員� 荒　内　洋　子
　介護員� 木　村　れつ子
　介護員� 越　田　留　美
　介護員� 石　田　泰　子
　介護員� 福　士　洋　子
　介護員� 八　幡　　　徹
　介護員� 鈴　木　里架子
　介護員� 島　中　　　忍
　介護員� 中　嶋　昌　子
　介護員� 土　川　　　誠
　介護員� 木　浪　ひかる
　介護員� 金　澤　文　子
　介護員� 福　井　富　子
　介護員� 広　海　美代子

【訪問介護・移送サービス事業部】
　〈訪問介護〉
　部長兼管理者� 幸　坂　範　明
　サービス提供責任者� 野　藤　房　子
　サービス提供責任者� 小　澤　嘉　子
　チーフ介護員� 佐々木　旬　子
　介護員� 前　田　てつゑ
　介護員� 大　谷　浩　子
　介護員� 齊　藤　陽　子
　介護員� 森　　　睦　子
　〈移送サービス〉
　運転手� 相　内　悦　郎
　運転手� 大　谷　定　則
　〈生活支援ハウス〉
　生活援助員� 木　村　照　代
　生活援助員� 阿　部　千代子
　夜間管理人� 福　井　邦　栄
　夜間管理人� 木　村　とも子

◆平成３０年度組織体制◆
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多彩なイベント開催！

デイサービス 通所介護

笑う門には「福」来る！　

　デイサービスで友人たちと楽しい
一日を過ごしてみませんか？お誕生
会は月２回。
　季節の行事も準備しています。見
学お待ちしています。

　新年会は、利用者様、職員みんなが出
演者。スター気分で熱演。様々な楽しい
ゲームでいつも大盛り上がり。
　福笑いにどっぷひき。小さなボラン
ティアと紙飛行機で競争。節分には、ボ
ウリングで鬼退治。絵合わせゲームに手
ぬぐい渡しなど・・頭も体もフル回転に
使って、たくさんの笑顔があふれます。
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特別養護老人ホーム あんじんの郷

新年会・節分・ひなまつり－イベント目白押し―

　青森中央消防署外ヶ浜分署の
方を講師にお招きし、救命処置
講習を行いました。心肺蘇生法
とＡＥＤを使用したながれと手
順を学び、理解を深めました。

救命講習－職場研修－

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）…

　心臓がけいれんし、血液を流す
ポンプ機能を失った状態（心房細
動）になった心臓に対して、電気
ショックを与え、正常なリズムに
戻すための医療機器です。
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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　０１７４－２５－２８１５
　　　（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）
　　　〒０３０－１７９８　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。

ふれあいサロン事業を実施する自治会・団体等を募集します

　本会では、ふれあいサロン事業を実施す
る自治会・団体等（以下、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

＜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

＜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。

＜申請しめきり＞
　平成30年度実施分　平成30年５月31日まで
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