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まちづくりへ向けた取り組み　―平成29年度事業報告―

●地域の住民で支え合うまちづくり
【小地域による見守りネットワークづくり】
　○�緊急通報システム「福祉安心電話」サービス事業／設置台数30台、新規入会５世帯、退会８世帯、緊
急通報２回

　○老人クラブ会員によるふれあい訪問活動事業／協力員65名、見守り対象者87名、延べ訪問回数1,270回
　○ほのぼのコミュニティ21推進事業／協力員103名
【当事者の社会参加の推進】
　○�ひとり暮らし高齢者昼食会の開催／年６回、述べ人数227名・１回平均参加者約38名、ボランティアに
よる昼食づくり　

　○福祉団体の育成
　　・町老人クラブ連合会の事務及び活動支援
　　・単位老人クラブの補助金申請・報告の指導及び作成支援
　　・町障害者福祉会の事務及び活動支援
　　・町母子寡婦福祉会の事務及び活動支援
　○ふれあいいきいきサロン事業／２団体指定
●みんなで学び活動の輪を広げるまちづくり
【ボランティア活動の推進】
　○ボランティアの登録、ボランティア研修会、ボランティア活動保険料の助成／158名
　○ボランティア推進校の指定／町内６小・中学校へ助成金
 【理解を深める取り組み】
　○小学生福祉体験講座／高齢者疑似体験、車いす操作・介助体験13名
　○町民介護講座／24名
●地域福祉活動を支える基盤づくり
【広報・啓発活動】
　○広報紙「絆」の発行／４回
　○第13回町社会福祉大会の開催／参加者約100名、講演・式典（社会福祉功労者の表彰）
　○第11回夏まつりの開催／あんじん・やすらぎの郷駐車場　約300名
【社協機能・体制強化】
　○理事会６回、評議員会４回、内部監査３回、福祉事務所による指導監査
　○役員・評議員研修
　○赤い羽根共同募金運動を通じた配分金の確保
　○ほのぼのコミュニティ21推進事業（町受託事業）
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町民みんなでつくる誰もが安心して暮らせる

●安心して暮らせるまちづくり
【介護保険を支える取り組み（介護保険事業等の経営）】
　○居宅介護支援事業／介護延べ1,792件、予防（町受託）延べ240件
　○通所介護事業
　　・蟹田事業所（定員25名）／介護延べ4,297件、予防・総合事業延べ1,187件
　　・平舘事業所（定員30名）／介護延べ5,193件、予防・総合事業延べ1,250件
　○�訪問介護事業／介護延べ6,074件、予防・総合事業延べ107件、居宅介護事業（障害者世帯へのホームヘ
ルプサービス）延べ382回

　○特別養護老人ホーム「あんじんの郷」（定員30名）
　○短期入所生活介護事業（定員６名）／延べ1,872件
　○要介護認定訪問調査（町・他受託）／延べ115件
【居住施設の運営】
　○高齢者生活福祉センターやすらぎの郷「生活支援ハウスの管理運営」／入居者11名
【介護保険以外の介護の相談】
　○蟹田在宅介護支援センター、平舘在宅介護支援センターの管理運営
【外出の移動支援、相談、生活支援、金銭管理・福祉サービス利用支援、資金の貸付】
　○移送サービス事業／介護輸送883件、ケア輸送527件
　○障害者移動支援事業（町受託）／利用者２名、延べ19件
　○除雪サービス事業／13件
　○心配ごと相談事業／17件
　○�「食」の自立支援事業（町受託）／1,536食、配食（総合事業）／1,242食、配食（社協独自事業）／1,934
食

　○おせち弁当配達事業／195食
　○日常生活自立支援事業（青森市社協との契約事業）／６件
　　・判断能力の充分でない方へ、預貯金の出し入れなどの日常の金銭管理の支援
　○たすけあい資金貸付事業／貸付件数延べ５件、総貸付額130,000円
　○生活福祉資金貸付事業（県社協受託）／貸付件数１件、償還指導２件
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◆平成29年度会計収支決算 －事業活動計算書・貸借対照表－◆
【サービス活動増減の部】 （円）
介護保険事業 326,015,126
障害福祉サービス事業 1,121,390
社会福祉協議会事業 5,872,404
その他の事業 29,018,414
経常経費寄附金 80,913

①サービス活動収益計 362,108,247
人件費 249,410,006
事業費 55,825,518
事務費 40,432,585
社会福祉事業支出 4,891,051
利用者負担軽減 813,693
減価償却費 28,898,635
△国庫補助金等特別積立金取崩 13,091,949

②サービス活動費用計 367,179,539
③サービス活動増減差額（①－②） △5,071,292

【サービス活動外増減の部】 （円）
受取利息配当金 106,292
その他 1,614,226

④サービス活動外収益計 1,720,518
支払利息 1,007,866
その他 1,406,700

⑤サービス活動外費用計 2,414,566
⑥サービス活動外増減差額（④－⑤） △694,048

【特別増減の部】 （円）
⑦固定資産売却益 32,949
⑧固定資産売却損・処分損 4

⑨特別増減差額（⑦－⑧） 32,945
⑩当期活動増減差額（③－⑥－⑨） △5,732,395

【繰越活動増減差額の部】 （円）
⑪前期繰越活動増減差額 128,021,438
⑫当期末繰越活動増減差額（⑩＋⑪） 122,289,043
⑬その他の積立金取崩額 10,000,000
⑭その他の積立金積立額 2,105,716
⑮次期繰越活動増減差額（⑫＋⑬－⑭） 130,183,327

【用語の解説】
＜事業活動計算書＞
　�　法人の経営活動を表すものです。資金収支計算書
が、現金や預金の動きであるのに対し、土地の取得
や売却、保有資産の価値など法人の財産の動きです。
＜サービス活動増減の部＞
　　通常の事業やサービス活動によるものです。
＜サービス活動外増減の部＞
　受取利息や支払利子、有価証券の売却などです。
＜特別増減の部＞
　�　国庫補助金収益や固定資産の取得、売却など一時
的な活動の動きによるものです。
＜前期活動増減差額＞
　　前年度（平成28年度）の増減の差額です。
＜当期末繰越活動増減差額＞
　　平成29年度の繰越の増減の差額です。
＜次期繰越活動増減差額＞
　　平成30年度への繰越の増減の差額です。

資　産　の　部 負　債　の　部
H29年度末 H28年度末 増　　　減 H29年度末 H28年度末 増　　　減

流 動 資 産 94,957,913 98,653,801 △3,695,888 流 動 負 債 55,900,751 46,205,446 9,695,305

固 定 資 産 514,272,954 531,153,347 △16,880,393 固 定 負 債 64,753,999 76,201,241 △11,447,242

基 本 財 産 350,167,452 367,460,388 △17,292,936 負債の部合計 120,654,750 122,406,687 △1,751,937

その他固定資産 164,105,502 163,692,959 412,543 純 資 産 の 部
基 本 金 3,000,000 3,000,000

助け合い基金 820,841 820,841

国庫補助金等特別積立金 250,713,780 263,805,729 △13,091,949

その他積立金 103,858,169 111,752,453 △7,894,284

次期繰越活動増減差額 130,183,327 128,021,438 2,161,889

純資産の部合計 488,576,117 507,400,461 △18,824,344

資産の部合計 609,230,867 629,807,148 △20,576,281 負債及び純資産の部合計 609,230,867 629,807,148 20,576,281
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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！

　毎月第１水曜、第２木曜日はお誕生会。
利用者、職員みんなで大盛り上がり！
　飛び入りのゲストも登場？
　毎日のレクリエーションでのゲームや
カラオケはいつも笑顔がいっぱいです。

　だるま滝、合浦公園への
花見ドライブ。季節ごとの
作品、5月は鯉のぼり制作。

　レクリエーションで元気
に体力づくり。多彩なイベ
ントでお待ちしています。
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特別養護老人ホーム あんじんの郷

　青森市より栄峰会の素敵な踊り披
露。七夕には短冊に願い事を書き、
記念撮影。今別町の道の駅「半島プ
ラザアスクル」へドライブに行き、
ソフトクリームに舌鼓を打ちました。

― 
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ベッドからの起こす動きや車いすへの移乗を学ぶ　～町民介護講座～

　町民に関心を持ってもらい、
技術・知識の普及を図るため、
開催されました。弘前医療福祉
大学短期大学部生活福祉学科准
教授の戸来睦男氏、中村　聡氏
のお二人を講師に迎え、17名の
方が参加しました。講師の楽し
く学ぶ雰囲気づくりのもと、介
護についてときどき笑いを交

え、実技を行いました。
　ベッド上での体位変換や起き
上がり介助では、その人が持つ
動きを生かしながら、介護者
が負担にならない介護を体験。
ベッドから車いすへの移乗の際
の車いすの設置場所など、効率
的な動きを学びました。

活力あるクラブづくりへ　～平成30年度町老人クラブ連合会定時総会～

　総合福祉センター
などわーるで行われ
た総会は山﨑結子町
長、野藤勝雄社会福
祉協議会長をご来賓
に迎え、新役員の報
告、平成29年度事業・決算報告、平成30年度事業
計画・予算などを審議、了承されました。会員数
の減少が続くなか、会員は活力あるクラブづくり
へ向け、決意を新たにしました。

【単位老人クラブ会員募集】
　概ね65歳以上の方であれば、どなたでも会
員になれます。お気軽にお問い合わせくださ
い。� ☎22－2250／老人クラブ連合会事務局

【役　　員】
会　長　大　谷　淳　一〈根 岸 高 楽 会・平舘〉
副会長　川　村　英　悦〈本町ときわ会・三厩〉
　〃　　野　藤　絹　江〈下 町 東 寿 会・蟹田）
監　事　福　井　康　美〈今 津 福 寿 会・平舘〉
　〃　　伊　藤　文　榮〈算用師ちとせ会・三厩〉
理　事　記　田　エ　ス〈第 三 東 寿 会・蟹田〉
　〃　　川　口　　　寛〈第 一 東 寿 会・蟹田〉
　〃　　横　山　敦　子〈中 師 永 寿 会・蟹田〉
　〃　　角　田　ミ　ヤ〈塩越なぎさ会・蟹田〉
　〃　　木野田　八重子〈石 浜 長 寿 会・蟹田〉
　〃　　石　田　まり子〈小 国 高 砂 会・蟹田〉
　〃　　笹　木　あきの〈大 山 福 寿 会・蟹田〉
　〃　　木　浪　義　春〈磯　山　寿　会・平舘〉
　〃　　金　沢　武　治〈舟 岡 健 康 会・平舘〉
　〃　　高　坂　勝　義〈平 舘 集 楽 会・平舘〉
　〃　　高　宮　禎　一〈石崎沢愛誠会・平舘〉
　〃　　掛　村　伊勢子〈弥蔵釜若葉会・平舘〉
　〃　　吉　田　　　博〈増川まつば会・三厩〉
　〃　　工　藤　安　衛〈中　浜　寿　会・三厩〉
　〃　　伊　藤　弘　雄〈元宇鉄みどり会・三厩〉

本人の力を利用した体位交換

足を広げ、腰を痛めず、力を使
わない起き上がり介助　　　　

悪路を想定した、車いす移動
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桜と食を満喫し、交流をはかる　～ひとり暮らし高齢者昼食会～

　過疎高齢化により、地域コ
ミュニティの低下が懸念され
るなか、ひとり暮らし高齢者
や障害持った方々が住み慣れ
たところで安心して暮らして
いくため、豊かな知識と経験
を持った老人クラブ会員が地
域の支え手として訪問や見守
り活動により地域福祉社会の
基盤を作る事を目的に実施。

　平成28年度より事業を開始
し、この度、新たに２年間の
任期で協力員の方々に委嘱状
が交付されました。
　あわせて研修会を実施し、
地域で見守りが必要な世帯を
確認。体調を考慮した無理の
ない活動、訪問先のプライバ
シーを第三者に漏らさないな
ど注意点を確認しました。

　合浦公園では、思い思いに散策、
すたみな太郎での昼食は寿司や焼肉、
アイスなど好きな物を好きなだけ…。
お腹一杯に満足げな様子でした。
　会は、原則75歳以上が対象。年６
回開催予定のうち、などわーるでの
開催が４回、外出が２回です。参加
される方は事前登録が必要です。希
望される方は社会福祉協議会事務局
☎22－2250へご連絡下さい。

共に支えあう地域づくりへ　～老人クラブふれあい訪問活動協力員委嘱状交付式～

体操、芸能、笑いで健康増進、介護予防　～平舘地区単位老人クラブ研修会～

　町老人クラブ連合会主催によ
り、このほど平舘地区の老人ク
ラブ研修会が開催されました。
町保健師による、いきいき百歳
体操を実施、午後からは会員に
よる歌、踊りで笑い、大いに盛
り上がりました。
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～平舘やすらぎの郷～第１２回　社会福祉協議会夏まつり

ベリーダンス／オリエンタルフェアリーズベリーダンス／オリエンタルフェアリーズ�

コーラ一気飲み競争�

かき氷早食い競争�

蓬田ねぶた囃子保存会�

【協賛企業】
○青森農協蟹田支店
○越田石油店
○サトー生花店
○（有）サニタ環境
○武田自動車
○日新火災インシュアランス（株）
○日清医療食品
○モリピアきなみ
� （順不同）

ご協力いただき
　ありがとうございました

　地域とのふれあいを目的に、行われ、
会場に、およそ200人の方が訪れました。
　当日は、雲が広がりましたが、その分、
日差しがなく、連日の猛暑よりは和らい
だ天気となりました。
　ゲームコーナー、ベリーダンスやねぶ

た囃子演奏などのステージ、景品が当た
る抽選会などの催しが行われました。ま
た、平成30年７月西日本豪雨災害義援金
募集も行いました。
　たくさんの義援金ありがとうございま
した。

（9） 外ヶ浜町社協広報 絆きずな 平成30年８月



たくさんの募金ありがとうございました　ー平成２9年度赤い羽根共同募金運動実績ー

募金総額
１３０万８,６９７円

　県共同募金委員会外ヶ浜町共同募金運営委員
会（野藤勝雄委員長）が開催され、平成29年度
の募金実績額及び配分内容を了承しました。
　寄せられた募金は、平成30年度に大切に使用
させていただきます。

【募金の使い道】
配分された募金は以下の事業に使用します。

○ひとり暮らし高齢者昼食会

○ボランティア活動推進校の助成金

　（町内の全小学校、中学校）

○福祉団体の活動支援

　（障害者福祉会、母子寡婦福祉会）

○町社会福祉大会

○社協夏まつり

○県内の社会福祉事業へ� 440,000円
○外ヶ浜町社会福祉協議会へ� �910,000円
� （基礎額870,000円+加算額40,000円）

　本会は、申請をしてい
た県共同募金会の地域福
祉活動推進重点助成事業
の助成金を受けました。
活動車両として、トヨタ
ヴォクシーを購入しまし
た。

　購入した車両は、老人
クラブや障害者福祉会な
どの福祉団体の活動支
援、ひとり暮らし高齢者
昼食会や配食サービス等
の福祉活動に大切に使用
します。

地域福祉活動のための車両として購入　－県共同募金会より助成金配分－

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　０１７４－２５－２８１５
　　　（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

（10）外ヶ浜町社協広報 絆きずな平成30年８月


