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・理事会・評議員会の開催
・監査会の開催
・役員研修会
・職員研修の計画的な実施
・個人情報保護体制の整備
・介護福祉士等資格取得支援制度の実施

組織運営

・緊急通報システム「福祉安心電話」サービス事業見守り活動
・老人クラブ会員によるふれあい訪問及び見守り活動
・ふれあいサロン事業
・介護講座の開催

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
ちづくり事業

・ボランティアセンター設置事業
・小・中学生向け福祉教育、ボランティア研修事業
・ボランティア推進校事業（共同募金配分事業）
・ボランティア活動保険への加入推進

ボランティア活動の育成・支援

・高齢者世帯食事サービス事業
　年６回開催予定
・福祉団体育成事業
　老人クラブ連合会及び単位老人クラブ
　外ヶ浜町障害者福祉会
　外ヶ浜町母子寡婦福祉会

当事者の社会参加の推進

・心配ごと相談事業
・配食サービス事業
・移送サービス事業
・除雪サービス事業　　　など

相談、生活支援体制の充実
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・広報紙の発行（共同募金配分事業）
・第15回社会福祉大会の開催
・第13回夏祭りの開催
・ホームページによる社協の紹介、啓発事業
・町健康祭りへの協力

啓発・広報事業

【居宅介護支援事業所】
　�　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。

【通所介護事業所】
　�　蟹田地区、平舘地区の２地区において通所介護（ディサービス）の提供をしま
す。

【訪問介護事業所】
　�　自宅を訪問し調理・洗濯・掃除等の生活支援、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。

【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】
　�　あんじんの郷併設で定員６名の施設です。

【障害者福祉サービス事業】
　　・居宅介護、重度訪問介護
　　・移動支援事業の実施（町委託）

【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。

介護保険事業等の経営
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◆平成３１年度収支予算◆
【事業活動による収支】� （千円）

科　目 予算額

介護保険事業収入 316,517

障害者福祉サービス等事業収入 1,238

社会福祉協議会事業収入 6,283

その他の事業収入 42,386

経常経費寄付金収入 50

受取利息配当金収入 120

その他の収入 2,277

� ①事業収入計 368,871

人件費支出 239,152

事業費支出 58,880

事務費支出 46,010

社会福祉事業支出 6,043

利用者負担軽減額 470

支払利息支出 750

その他の支出 700

� ②事業支出計 352,005

� ③事業活動収支差額（①－②） 16,866

【施設整備等による収支】� （千円）

科　目 予算額

④施設設備等収入計 0

⑤施設設備等支出 14,544

⑥収入差額（④－⑤） △14,544

【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 7,453

⑨収入差額（⑦－⑧） 7,453

科　目 予算額

⑩平成31年度資金収支差額計
� （③＋⑥＋⑨） △5,131

⑪平成30年度末支払資金残高 48,266

⑫平成31年度末支払資金残高
� （⑩＋⑪） 43,135
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　会　長� 野　藤　勝　雄
　副会長� 福　井　光　一

【社協事務局】
　事務局長� 高　坂　真由美
　次　長（三厩）� 相　内　睦　人
　室　長� 福　井　秀　徳
　主　任� 福　井　栄　子
　福祉活動専門員� 記　田　　　斉

【居宅介護支援事業所】
　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
� 中　道　由　香

【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� 佐々木　旬　子
　介護員� 小　澤　嘉　子
　介護員� 大　谷　浩　子
　介護員� 森　　　睦　子

《移送サービス》
　運転手� 相　内　悦　郎

《生活支援ハウス》
　生活援助員� 前　田　てつゑ
　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

【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� 宮　本　千賀子
　介護支援専門員� 高　井　範　子
　主任看護師� 山　口　香　織
　看護師� 若　佐　奈　央
　栄養士� 川　村　光　子
　主任介護員� 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
　チーフ介護員� 木　村　れつ子
　介護員� 木　浪　り　か
　介護員� 相　内　祐　恵
　介護員� 木野田　真紀子
　介護員� 最　上　由　桂
　介護員� 荒　内　洋　子
　介護員� 越　田　留　美
　介護員� 土　川　　　誠
　介護員� 福　士　洋　子
　介護員� 八　幡　　　徹
　介護員� 島　中　　　忍
　介護員� 中　島　昌　子
　介護員� 木　浪　ひかる
　介護員� 金　澤　文　子
　介護員� 最　上　博　子
　介護員� 藤　澤　勝　人
　介護員� 広　海　美代子

【通所介護事業部】
　部　長� 木　村　真利子
　次　長（蟹田管理者）� 鈴　木　宏　美
　　　　（平舘管理者）� 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
　看護師兼介助員� 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� 山　上　千　明
《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
　看護師兼介助員� 福　井　いみ子
　介護員� 小　川　茂　子
　介助員� 坂　本　富士子
　介助員� 津　嶋　直　美
　介助員� 小田桐　伸　江
　介助員� 濱　田　桃　子
　介助員� 広　海　由　希

◆平成３１年度組織体制◆

（5） 外ヶ浜町社協広報 絆きずな 令和元年５月



┃
介
護
保
険
事
業
か
ら
┃

デイサービス 通所介護

蟹
田

平
舘

　いつもにぎやか

　笑顔あふれる

　新年会ではＪＡ青森北地域女性部の方々が来て下
さり縁起のいい踊りを披露してくださいました。

節分ではゲームで盛り上がりました

新元号発表の時は皆テレビにくぎ付けです！

　毎月第１水・第２木曜日はお誕生会です。
　会場は利用者様と作った花が彩ります。
　カラオケではバックダンサーがつき皆で盛り
上がります！

� リレーゲームでアヒルに変身～
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特別養護老人ホーム あんじんの郷

２月はまめまき、３月はひな祭りでハイ・チーズ！
４月は竜飛岬・奥津軽今別駅へドライブに行ってきました！！

　合浦公園へ花見へ
　　　　　一人暮らし昼食会

　あいにくの曇り空でしたがちょうど満開で綺
麗でした。

昼食は、すたみな太郎！
美味しかった～

やっぱり花より団子？

　行事が楽しい

┃
地
域
福
祉
事
業
か
ら
┃
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介護職員として一緒に働いてみませんか
訪問介護事業所ホームヘルパー
特別養護老人ホームあんじんの郷

勤務時間や休日、資格がない方でも働き方にできる限り柔軟に応じます。

【勤務地】
　訪問介護事業所／外ヶ浜町字平舘野田鳴川208－１・やすらぎの郷内
　特別養護老人ホームあんじんの郷／外ヶ浜町字平舘野田鳴川222－３
【雇用形態及び業務内容】
　パート又は臨時介護職員：介護業務
【勤務時間】
　短時間の勤務も可能です。ご相談下さい。
【休日】
　４週で８日以上
【賃金及び手当】
　パート：時給800円、臨時：月額140,000円・手当は給与算定基準により支給
【社会保険等】
　雇用・労災・健康保険、厚生年金。※退職共済は１年以上の勤務により加入
【申し込み手続き】
　本会所定の応募申込書及び履歴書でお申し込み下さい。必要書類は下記に備えています。
　蟹田：総合福祉センターなどわーる　　／外ヶ浜町字下蟹田43－２・電話22－2250
　平舘：特別養護老人ホームあんじんの郷／外ヶ浜町字平舘野田鳴川222－３・電話31－2121
　三厩：外ヶ浜町社協三厩支所　　　　　／外ヶ浜町字三厩新町18－１・電話37－3360
【選考方法】
　面接による選考、日時はご相談のうえ、決定します。
【連絡先】
　事務局：高坂／電話0174－22－2250／月～金曜日・午前８時30分～午後５時

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
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