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７月22日～８月23日の夏休み期間中に蟹田上町
１区・２区によるラジオ体操がぽっぽ湯駐車場に
て行われました。
これは、社会福祉協議会の地域力強化推進事業
の一環として行われ、アンケートを取り意見が多
かったラジオ体操が行われる事になりました。
開催期間中は中町地区からの参加もあり、多い
時では約40名弱の方が集まり、また雨天決行でも
多くの方が参加くださいました。
皆勤賞の子供達には景品が送られました。
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参加された皆さん、お疲れ様でした。
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―平成31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36台、新規入会５世帯、
退会４世帯、
○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61
名、延べ訪問件数1,067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269人・１回平均参加者約45
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
・単位老人クラブ
・町障害者福祉会
・町母子寡婦福祉会
〇ふれあいいきいきサロン事業／５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／201名
〇ボランティア推進校の指定／町内４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／60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15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13回夏祭りの開催／あんじん・やすらぎの郷駐車場

【社協機能・体制の強化】
〇理事会６回、評議員会３回、内部監査４回
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）

約200名
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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1,517件、予防（町受託）延べ37件
〇通所介護事業所
・蟹田事業所（定員25名）／介護延べ4,006件、予防・総合事業延べ1,300件
・平舘事業所（定員30名）／介護延べ4,754件、予防・総合事業延べ1,259件
〇訪問介護事業／介護延べ2,396件、予防・総合事業133件、居宅介護事業（障害者ヘル
プサービス）延べ389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1,056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513件、ケア輸送397件
〇障害者移動支援事業（町受託）／利用者３名、延べ26件
〇除雪サービス事業／１件
〇心配ごと相談事業７件
〇「食」の自立支援事業（町受託）／1,154食、配食（総合事業）／1,477食、配食（社
協独自事業）／588食
〇おせち弁当配達事業／181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支援
〇たすけあい資金貸付事業／貸付件数延べ４件、総貸付額110,000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４件

令和２年９月
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◆平成31年度会計収支決算
【サービス活動増減の部】

（円）

会費収益

998,500

寄付金収益

113,600

経常経費補助金収益

17,857,000

受託金収益

17,266,480

事業収益

11,252,000

介護保険事業

－事業活動計算書・貸借対照表－◆
【特別増減の部】



234,727,987

事業費

59,399,783

事務費

43,555,835

利用者負担軽減額

1,443,099

共同募金配分金事業費

1,133,000

減価償却費

24,385,866

△国庫補助金等特別積立金取崩

10,719,527

徴収不能額

0

9,999



⑧特別収益計

9,999

固定資産売却損・処分損

18

その他の特別損失

332,891,687

人件費

0

固定資産売却益

1,200,790

①サービス活動収益計

（円）

施設整備等補助金収益

284,203,317

障害福祉サービス事業

（4）

0



⑨特別費用計




⑩特別増減差額
（⑧ー⑨）

9,981




⑪税引前当期活動増減差額
（⑦＋⑩）

△22,077,752



⑫当期活動増減差額

18

△22,077,752

【繰越活動増減差額の部】

（円）



②サービス活動費用計

353,926,043




③サービス活動増減差額
（①－②）



⑬前期繰越活動増減差額

124,526,424

△21,034,356




⑭当期末繰越活動増減差額
（⑫＋⑬）

102,448,672



⑮その他の積立金取崩額

30,066,079



⑯その他の積立金積立額

73,597




⑰次期繰越活動増減差額
（⑭＋⑮－⑯）

【サービス活動外増減の部】

（円）

受取利息配当金

87,493

その他


1,346,851
④サービス活動外収益計

1,434,344

支払利息

132,441,154

650,321

その他

1,837,400



⑤サービス活動外費用計




⑥サービス活動外増減差額
（④ー⑤）

△1,053,377



⑦経常増減差額（③＋⑥）

△22,087,733

資

産

H31年度末
流動資産

80,977,687

固定資産

の

2,487,721

部

H30年度末
85,015,659

負
増

減

債

H31年度末

の

部

H30年度末

増

減

△4,037,972

流動負債

37,544,496

47,145,490

444,211,284

492,963,867 △48,752,583

固定負債

46,036,570

56,428,852 △10,392,282

基本財産

327,728,047

341,070,433 △13,342,386

負債の部合計

83,581,066

103,574,342 △19,993,276

その他固定資産

116,483,237

151,893,434 △35,410,197

純 資 産 の 部
基

資産の部合計

525,188,971

577,979,526 △52,790,555

△9,600,994

本

金

3,000,000

3,000,000

国庫補助金等特別積立金

239,186,206

249,905,733 △10,719,527

その他積立金

66,980,545

96,973,027 △29,992,482

次期繰越活動増減差額

132,441,154

124,526,424

純資産の部合計

441,607,905

474,405,184 △32,797,279

負債及び純資産の部合計

525,188,971

577,979,526 △52,790,555

7,914,730

蟹

デイサービス
田

折り鶴に願いをこめて・・

平

令和２年９月

レクリエーションで
体を動かします。

新聞紙をちぎり
長さを競います！

デイサービス
舘
6月から行事再開！

7月はお楽しみ会

8月はねぶた祭

夏の風物詩スイカ割り
見事に割れました！

特別養護老人ホーム

あんじんの郷

← あんじんの郷のパティ
シ エ で す。 お 誕 生 会 を ス
イーツでお祝いしました。

←

┃介護保険事業から┃
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↓短冊には健康であります
ように、コロナウイルスが
終息しますようにetc…

↑

↑ コロナウイルス対策の為、ご家族とはガラスドア越し
での面会や、動画・電話での会話等の対応とさせていただ
いております。
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単位老人クラブ
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平舘地区・今津福寿会の新たな取組み

地域の中で買い物等に困っている
高齢者や障がい者を支援

買い物支援事業

今津福寿会では移動サービス事業に興味を
もたれ、7月より行っています。
月に１回、登録している希望者を買い物に
乗せて行きます。

老人クラブふれあい訪問活動研修会兼委嘱状交付式
令和２年７月29日（水）
老人クラブの社会参加と社会貢献として、安心して暮らせる地域社会
づくりのために活動を行っています。
（任期令和２年７月１日～令和４年６月30日）
現在、蟹田地区13名、平舘地区８名、
三厩地区２名の方が活動しています。

┃地域福祉事業から┃

令和２年９月

┃地域福祉事業から┃
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福祉安心電話サービス事業協力員研修会
７月30日、31日蟹田、平舘、三厩の各地区で福祉安心電話サービス事
業協力員の研修会を開催しました。
今回の研修では協力員である為に必要な基礎知識や、安心電話の専用
端末のデモ機を用いて基本的な仕組みを学びました。

←デモ機
この他に火災報知器と
ペンダントがつきます。

赤い羽根共同募金
募金総額

１12万 0,105 円

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）

平成31年度
赤い羽根共同募金運動実績
【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）

たくさんの募金ありがとうございました

令和２年９月
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蟹田地区ふれあいサロン開催のお知らせ
ふれあいサロンとは、地域にお住まいの住民が気軽に集える場所をつくることを通じて、
地域の「仲間づくり」
「出会いの場づくり」「健康づくり」をするための活動です。
内

容

介護予防体操、脳トレーニングなど
10月15日（木） 10時～12時

総合福祉センターなどわーる

研修室

参加希望の方は10月８日（木）までご連絡下さい。
送迎バスも出ますのでご利用の方は合わせてご連絡下さい。
※中止となる場合は連絡致します。
対象者

蟹田地区の概ね65歳以上の町民

※このふれあいサロンは町より委託を受けて実施しています。
連絡先

外ヶ浜町社会福祉協議会

TEL

22－2250

不要な布切れ等ありましたらご寄付お願いします
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

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

