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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
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に助け合う見守
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」
○老人クラブ会員によるふれあい訪問活動事業
○ふれあいサロン活動への支援
○介護講座の開催

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

相談、生活支援
○心配ごと相談
○配食サービス
○移送サービス
○たすけあい資金、生活福祉資金の貸付
○障害者の移動支援
○日常生活自立支援事業
　　判断能力の充分でない方に対して
　　預金の出し入れなどの支援
○除雪サービス事業

ボランティア活動の育成・支援
○ボランティア研修
○ボランティア推進校の指定（町内４小・中学校）
○ボランティア活動保険の加入促進

令
和
２
年
度
事
業
計
画
・
予
算

法人の運営、啓発・広報
○理事会、評議員会、監査会
○役員・職員研修
○広報紙「絆」の発行
○第16回町社会福祉大会の開催
○ホームページの作成
○赤い羽根共同募金運動

福祉安心電話

移送サービス車両
（車いす対応車）

老人クラブ活動（体操講座）
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介護保険事業の経営、生活支援ハウスの運営
【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。
【生活支援ハウスの運営】
　居住部門10室、ミドルステイ１室

◆令和２年度収支予算◆
【事業活動による収支】� （千円）

科　目 予算額
会費 998
寄付金 50
補助金 17,199
受託金 17,865
貸付事業 500
事業収入 11,568
介護保険事業 300,858
障害福祉サービス等事業 1,310
その他の収入 1,653
� ①事業活動収入計 352,001
人件費 223,765
事業費 60,602
事務費 42,165
利用者負担軽減 1,650
貸付事業 500
共同募金配分金事業 910
その他の支出 2,106
� ②事業活動支出計 331,698
� ③収支差額（①－②） 20,303

【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 11,605
� ⑥収支差額（④－⑤） △11,605

【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 5,249
� ⑨収支差額（⑦－⑧） △5,249

科　目 予算額
⑩令和２年度資金収支差額合計
� （③＋⑥＋⑨） 3,449

⑪令和元年度末支払資金残高 56,287
⑫令和２年度末支払資金残高
� （⑩＋⑪） 59,736

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
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　会　長� 野　藤　勝　雄
　副会長� 福　井　光　一
　　〃　� 柳　谷　妙　志

【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� 佐々木　旬　子
　サービス提供責任者� 野　藤　房　子
　介護員� 小　澤　嘉　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� 阿　部　千代子
　生活援助員� 中　道　江利子
　夜間管理人� 福　井　邦　栄
　夜間管理人� 木　村　とも子

【事務局】
　事務局長� 高　坂　真由美
　次　長� 鈴　木　宏　美
　室　長� 福　井　秀　徳
　主　任� 福　井　栄　子
　福祉活動専門員� 記　田　　　斉
　三厩支所事務員� 正　木　富美代 【介護老人福祉施設あんじんの郷】

　施設長� 木　村　真利子
　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� 藤　巻　七　美
　看護師� 木　村　き　え
　栄養士� 川　村　光　子
　統括主任介護員� 大　嶋　　　忍
　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� 相　内　祐　恵
　介護員� 木　浪　り　か
　介護員� 木野田　真紀子
　介護員� 越　田　留　美
　介護員� 最　上　由　桂
　介護員� 荒　内　洋　子
　介護員� 中　嶋　昌　子
　介護員� 土　川　　　誠
　介護員� 八　幡　　　徹
　介護員� 島　中　　　忍
　介護員� 木　浪　ひかる
　介護員� 田　村　彩　乃
　介護員� 福　士　洋　子
　介護員� 清　水　恵　子
　介護員� 相　内　士津也
　介護員� 最　上　博　子
　介護員� 広　海　美代子

【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

【通所介護事業部】
　部　長（施設長兼務）� 木　村　真利子
　次　長（蟹田管理者）� 相　内　睦　人
　　　　（平舘管理者）� 平　沼　瑞　子

《蟹田通所介護》
　生活相談員� 笹　木　智　恵
　生活相談員� 小　野　関　子
　看護師� 斉　藤　文　子
　介護員� 藤　田　なぎさ
　介護員� 坂　本　富士子
　看護師兼介護員� 北　田　美佐子

《平舘通所介護》
　生活相談員� 相　内　舞　子
　生活相談員� 柿　本　紀　子
　看護師� 坂　本　久美子
　介護員� 小　川　茂　子
　介護員� 濱　田　桃　子
　介護員� 広　海　由　希
　介護員� 黒　田　龍之助
　看護師兼介護員� 福　井　いみ子

◆令和２年度組織体制◆

※令和２年５月１日現在
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新型コロナウイルス感染防止に向けた本会の取組にご理解をお願いします

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

◦家族等の面会制限―特別養護老人ホームあんじんの郷
◦施設内の出入り業者の来所時記録及び検温を実施しています。
◦業者等による物品受渡制限
◦定期的な換気に努めています。
◦密接を避ける社会的距離の可能な限りの確保に努めています。
◦事業所内共有物・使用機器の消毒。

　上記にあげたのは法人として取り組んでいるものです。この他にも事業所ごとにサービ
ス利用に向けた取り組みがありますので、皆さまのご理解をお願いします。

　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＞
　令和２年度実施分
　令和２年６月30日まで
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＜貸付対象＞
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊
急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に限定しない

＜貸付上限＞　　10万円
　ただし、特に必要と認められる場合は20万円以内

＜措置期限＞　　１年以内

＜償還期限＞　　２年以内

＜貸付利子＞　　無利子

＜延滞利子＞　　年3.0％

＜必要書類＞
　１．緊急小口資金特例貸付借入申込書
　２．借用書（裏面の重要事項説明書も）
　３．収入の減少状況に関する申立書
　４．世帯全員の住民票
　５．預金通帳写またはキャッシュカード写（送金口座確認の為）
　６．運転免許証写や健康保険証写等の本人確認書類

　※�借用書への押印は認印で構いません。よって、印鑑登録証明書の添付は不要
です。

＜受付方法＞
・�感染拡大リスク等の観点から窓口への来所を求めず郵送による申込受付を原則
とします。下記のいずれかの方法で受付をお願いします。
　１�．貸付希望者が県社協ホームページから自身で様式をダウンロードし、必要
書類をそろえて市町村社協に郵送する方法。

　２�．ホームページからの様式がダウンロードできない方には、電話で問合せ後、
申込書や借用書等を郵送により送付しますので、必要書類をそろえて市町村
社協へ郵送する方法。

� 連絡先　外ヶ浜町社会福祉協議会
� TEL　0174－22－2250　　　　

新型コロナウイルス感染拡大に伴う生活福祉資金の特例貸付
（個人向け緊急小口資金特例貸付）ー青森県社会福祉協議会ー
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特別養護老人ホーム あんじんの郷 季節の行事も　　　　
　　　充実してます！

　多彩なイベント開催！

　疫　病　退　散　！

デイサービス 通所介護平
舘

デイサービス 通所介護蟹
田

　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。
　５月はリング運びゲームで盛り上がっております。
　ソーシャルディスタンスにも気を付けています。

　５月５日のこどもの日にむけて鯉のぼりを
作りました。また、アマビエのイラストに色
付けし、早期終息に願いをこめていました。
　この季節にぴったりの藤の花を作り、楽し
んでおります。

　季節ごとの行事も充実してます。
　２月には節分、３月には雛祭り、
５月には母の日など季節ごとの行事
も充実しています。
　母の日には遠方のお孫さんや、娘
さんから素敵なお花が届きました。

この鬼は
誰でしょう？
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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

不要な布切れ等ありましたらご寄付お願いします

外ヶ浜町社会福祉協議会三厩支所開所時間の変更について

第14回外ヶ浜町社会福祉協議会夏祭りの中止について

　ご家庭に眠っている、タオル・シーツ・衣類などの「不要な布切れ」はございませんか？
捨ててしまう前に当会へお電話下さい。ご自宅までお伺いいたします。皆様のご協力をお
願い致します。
【お問い合わせ先】
　外ヶ浜町社会福祉協議会　TEL　0174－22－2250
　月～金曜日　午前８時15分～午後５時15分

　４月から開所時間が下記のとおり変更となりました。下記以外の時間帯や留守の場合は
事務局（☎22－2250）までご連絡下さい。
　月曜～金曜日午前９時～午後３時（休み　土曜日、日曜日、祝日・12月29日～１月３日）
　※行事等で留守にすることがあります。ご了承下さい。

　本年度予定しておりました第14回外ヶ浜町社協夏祭りですが、いまだ終息の見通しが
立っていない新型コロナウイルス感染症の感染・拡大防止の為、中止とすることといたし
ました。
　夏祭りを楽しみにしていた皆様方には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程よろし
くお願い申し上げます。
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