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―平成30年度事業報告―

町づくりへ向けた取り組み
●地域の住民で支え合う町づくり
【小地域による見守りネットワークづくり】
　〇�緊急通報システム「福祉安心電話サービス」事業／設置台数35台、新規入会８世帯、
退会３世帯、緊急通報０件

　○�老人クラブ会員によるふれあい訪問及び見守り活動／協力員36名、見守り対象者60
名、延べ訪問件数1,055名

【当事者の社会参加の推進】
　〇�ひとり暮らし高齢者昼食会の開催／年６回、延べ人数227人・１回平均参加者約38
名、ボランティアによる昼食づくり

　〇福祉団体の育成
　　・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
　〇ふれあいいきいきサロン事業／３団体指定

●みんなで学び活動の輪を広げる町づくり
【ボランティア活動の推進】
　〇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／242名
　〇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】
　町民介護講座の開催／29名

●地域福祉活動を支える基盤づくり
【広報・啓発活動】
　〇広報誌「絆」の発行／年４回
　〇�第14回町社会福祉大会の開催／参加者約100名、講演・式典（金婚表彰・社会福祉功
労表彰）

　〇第12回夏祭りの開催／あんじん・やすらぎの郷駐車場　約200名

【社協機能・体制の強化】
　〇理事会５回、評議員会２回、内部監査４回、福祉事務所による指導監査
　〇役員・評議員研修
　〇赤い羽根共同募金運動を通じた配分金の確保
　〇生活困窮者自立相談支援事業（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

●安心して暮らせる町づくり
【介護保険を支える取り組み（介護保険事業等の経営）】
　〇居宅介護支援事業／介護延べ1,715件、予防（町受託）延べ240件

　〇通所介護事業

　　・蟹田事業所（定員25名）／介護延べ4,329件、予防・総合事業延べ1,296件

　　・平舘事業所（定員30名）／介護延べ5,296件、予防・総合事業延べ1,273件

　〇�訪問介護事業／介護延べ4,040件、予防・総合事業131件、居宅介護事業（障害者ヘル

プサービス）延べ433回

　〇特別養護老人ホーム「あんじんの郷」（定員30名）

　〇短期入所生活介護事業（定員６名）／延べ925件

【居住施設の運営】
　〇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相談】
　〇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】

　〇移送サービス事業／介護輸送709件、ケア輸送519件

　〇障害者移動支援事業（町受託）／利用者３名、延べ19件

　〇除雪サービス事業／６件

　〇心配ごと相談事業14件

　〇�「食」の自立支援事業（町受託）／1,181食、配食（総合事業）／1,654食、配食（社

協独自事業）／1,483食

　〇おせち弁当配達事業／189食

　〇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

　〇たすけあい資金貸付事業／貸付件数延べ３件、総貸付額90,000円

　〇生活福祉資金貸付事業（県社協受託）／貸付件数０件、償還指導２件　
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◆平成30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 301,227,409
障害福祉サービス事業 1,288,440
社会福祉協議会事業 6,220,320
その他の事業 38,717,260
経常経費寄付金 232,032

①サービス活動収益計 347,685,461
人件費 238,981,174
事業費 56,111,677
事務費 37,574,786
社会福祉事業支出 4,715,725
利用者負担軽減 796,147
減価償却費 25,843,987
△国庫補助金等特別積立金取崩 11,614,791
徴収不能額 270,000

②サービス活動費用計 352,678,705
③サービス活動増減差額（①－②） △4,993,244

【サービス活動外増減の部】 （円）
受取利息配当金 115,330
その他 1,366,565

④サービス活動外収益計 1,481,895
支払利息 838,175
その他 674,000

⑤サービス活動外費用計 1,512,175
⑥サービス活動外増減差額（④－⑤） △30,280

⑦経常増減差額（③＋⑥） △5,023,524

【特別増減の部】 （円）
施設整備等補助金収益 1,880,000
固定資産売却益 587,400

⑧特別収益計  2,467,400
固定資産売却損・処分損 18
その他の特別損失 10,806,744

⑨特別費用計 10,806,762
⑩特別増減差額（⑧ー⑨）� △8,339,362

⑪税引前当期活動増減差額（⑦＋⑩）△13,362,886
⑫当期活動増減差額 △13,362,886

【繰越活動増減差額の部】 （円）
⑬前期繰越活動増減差額 131,004,168
⑭当期末繰越活動増減差額（⑫＋⑬） 117,641,282
⑮その他の積立金取崩額 7,000,000
⑯その他の積立金積立額 114,858
⑰次期繰越活動増減差額（⑭＋⑮－⑯） 124,526,424

資　産　の　部 負　債　の　部
H30年度末 H29年度末 増　　　減 H30年度末 H29年度末 増　　　減

流 動 資 産 85,015,659 94,957,913 △9,942,254 流 動 負 債 47,145,490 55,900,751 △8,755,261

固 定 資 産 492,963,867 514,272,954 △21,309,087 固 定 負 債 56,428,852 64,753,999 △8,325,147

基 本 財 産 341,070,433 350,167,452 △9,097,019 負債の部合計 103,574,342 120,654,750 △17,080,408

その他固定資産 151,893,434 164,105,502 △12,212,068 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 249,905,733 250,713,780 △808,047

その他積立金 96,973,027 103,858,169 △6,885,142

次期繰越活動増減差額 124,526,424 130,183,327 △5,656,903

純資産の部合計 474,405,184 488,576,117 △14,170,933

資産の部合計 577,979,526 609,230,867 △31,251,341 負債及び純資産の部合計 577,979,526 609,230,867 △31,251,341
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理事・監事を選任　会長に野藤勝雄 氏

副会長に福井光一 氏、柳谷妙
ただ

志
ゆき

 氏

会　長
野　藤　勝　雄

　本会の役員（理事・監事）の改選が行われました。
　任期は令和元年６月21日～令和３年定時評議委員
会まで

理事≪10名≫
野　藤　勝　雄（蟹田）会長
福　井　光　一（平舘）副会長
柳　谷　妙　志（三厩）副会長
沼　田　　　求（蟹田）
山　内　俊　二（蟹田）
川　村　浩　二（三厩）
野戸谷　静　江（平舘）
米　谷　　　隆（三厩）新任
銭　谷　忠　雄（平舘）新任
若　佐　雅　章（平舘）

監事≪３名≫
伊　藤　文　榮（三厩）
大　谷　淳　一（平舘）
余　地　久　信（蟹田）

� ◆敬称略◆

副会長
福　井　光　一

副会長
柳　谷　妙　志
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デイサービス 通所介護

蟹
田

平
舘

　かぜのまちこども園の園児と交
流しました。
　歌のプレゼント、ありがとうご
ざいます！
　利用者様も大変喜んでいました。

デイサービスは季節ごとに模様
替え～
利用者様と一緒に作ってます！

レクのゲームはもはや
恒例となったカツラと
眼鏡で大変身～！
もちろんノリノリで！

ドライブでは買い物も楽し
みの一つです。

　今年の夏祭りは、皆でや
ぐらを囲んで「盆踊り」
　ゲームで景品をたくさん
ゲットして大盛り上がりで
した。

お楽しみ会でのボール送り
………汗

東郡中体連夏季大会壮行式、
行ってきました
皆ガンバレ～！

お楽しみ会での景品
選び…
どれにしようか？
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特別養護老人ホーム あんじんの郷

　栄峰会の皆様には今年も華やかな踊りを披露していただきました！いつもありがと
うございます！！

　七夕では短冊に何をお願いしたでしょうか⁉
　願いが叶うと良いですね！

　社協夏祭りでの、お楽しみ抽選
会では素敵な景品を貰った入所者
様もいましたよ！！

　６月に蟹田中学校の東郡中
体連夏季大会「壮行式」を参
観してきました。
　皆さん、頑張れ～！
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～平舘やすらぎの郷～第１３回　社会福祉協議会夏まつり

【協賛企業】
〇日新火災インシュアランス（株）　〇（有）サニタ環境

〇青森農協蟹田支店　　　　　　　〇（株）エービッツ

〇武田自動車整備工場　　　　　　〇（株）イリエ

〇（株）サトー生花店　　　　　　　〇（株）青森電子計算センター

〇（有）ノボリザカ　　　　　　　　〇モリピアきなみ

〇越田石油店　　　　　　　　　

〇上磯調剤薬局

〇山岸産業　

〇日清医療食品株式会社

〇キングラントウホク（株）青森営業所

� （順不同）

ご協力いただきありがとうございました

┃
地
域
福
祉
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業
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　夏祭りは、地域とのふれあいを目的に行われ、
会場にはおよそ200人の方が訪れました。
　たくさんのご来場、ありがとうございました！

　皆さんアトラクションや
　ゲームで大変盛り上がっていました！
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外ヶ浜町老人クラブ連合会総会　令和元年5月22日（水）

認知症への理解を深める　町民介護講座　などわーる

第４２回東津軽郡老人スポーツ大会　　　令和元年７月１０日
第３９回東津軽郡老人ゲートボール大会　令和元年７月　２日

　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来賓に迎え平
成30年度事業・決算報告、平成31年度事業計画・予算
などを審議、了承されました。
　総会後には、いきいき百歳体操が行われました。

　平内町で開催されましたスポーツ大会、競技の合間に元気
あっぷる体操も行われました。結果は４位でしたが皆さん盛
り上がっていました。
　スポーツ大会に先駆けて行われたゲートボール大会では見
事、優勝を勝ち取りました！

　令和元年７月30日（火）弘前医療福祉大学短期大
学部介護福祉学科の戸来睦雄氏を講師に認知症サ
ポーター養成講座が開かれました。

【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

┃
地
域
福
祉
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業
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ら
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皆さん真剣に聞
いていました
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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
　　　（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

平成30年度
赤い羽根共同募金運動実績

たくさんの募金ありがとうございました

募金総額

１2１万5,734円
赤い羽根共同募金

【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。
〇ひとり暮らし高齢者昼食会
〇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）
〇福祉団体の活動支援
　（障害者福祉会、母子寡婦福祉会）
〇町社会福祉大会
〇社協夏祭り

〇県内の社会福祉事業へ� 390,000円
〇外ヶ浜町社会福祉協議会へ� 890,000円
� （基礎額850,000円＋加算額40,000円）

～県社協からのお知らせ～　自立に向けた相談窓口のご案内
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