外ヶ浜町社会福祉協議会

広報

きずな

絆

No.57

2022年４月

◇令和４年度事業計画・予算

◇在宅介護支援センターの運営

◇令和４年度蟹田地区のサロン開催

◇生活支援サポーター派遣事業

◇出産お祝い事業

発

行

社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会
〒030－1308 青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田43－２
ＴＥＬ 0174－22－2250 ＦＡＸ 0174－22－3927
ホームページ http://www.s-syakyo.jp/

令和４年４月

外ヶ浜町社協広報 絆きずな

（2）

－令和４年度事業計画－
健やかに安心して
暮らせるまちづくりへ
●地域福祉活動を支える基盤づくり

【社協機能・体制の強化】
○理事会、評議員会、監査会、経営部会
【広報・啓発活動】
○広報紙「絆」の発行
○ホームページによる情報提供
○赤い羽根共同募金運動の実施
○町社会福祉大会の開催

福祉安心電話

●地域の住民で支え合うまちづくり

【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」事業による見守り活動
○老人クラブ会員によるふれあい訪問活動及び見守り活動
【住民支え合い事業】
○地域住民による自主的なふれあいサロン活動への支援
【社会参加の推進】
○ひとり暮らし高齢者昼食会
※新型コロナ感染防止の観点から弁当配達及び安否確認
○福祉団体の育成
・町老人クラブ連合会及び単位老人クラブ
・町障害者福祉会
・町母子寡婦福祉会

軽スポーツ講座
（ボッチャ）

●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】
○ボランティア活動保険の助成による加入促進
○ボランティア推進校の指定 町内４小・中学校
【理解を深める取り組み】
○各種研修事業の開催

●安心して暮らせるまちづくり

特別養護老人ホーム「あんじんの郷」

【介護保険事業の経営】
○居宅介護支援事業所－介護が必要な方への相談、ケアプランの作成
○蟹田通所介護事業所－日帰りによるデイサービスの提供・定員35名
○訪問介護事業所
－ヘルパーによる身体介護や生活援助などのサービス提供
○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（定員６名）
【居住施設の運営、介護相談】
○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」
○蟹田及び平舘の在宅介護支援センターの運営
【相談、生活支援体制の充実】
○心配ごと相談事業
○配食サービス事業
○移送サービス事業－通院等の支援
○障害者移動支援事業－車等の提供による障害者の外出支援
○日常生活自立支援事業－支援が必要な方への日常の金銭管理等の支援
○たすけあい資金貸付事業
○生活福祉資金貸付事業
○除雪サービス事業
○出産お祝い事業
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◆令和４年度会計収支予算◆
【事業活動による収支】

（千円）

会費収入

998

経常経費補助金収入

15,033

受託金収入

22,988

事業収入

10,986

介護保険事業収入

280,110

障害福祉サービス等事業収入

592

その他の収入

601
①事業収入計

331,308

人件費支出

215,025

事業費支出

53,620

事務費支出

40,564

利用者負担軽減額

660

貸付事業支出

300

共同募金配分金事業費

1,010

支払利息支出

110

その他の支出

2,182
②事業支出計
③事業活動収支差額（①－②）

【施設整備等による収支】

313,471
17,837
（千円）

④施設整備等収入計

0

⑤施設整備等支出計

6,005

⑥施設整備等収支差額（④－⑤）

【その他の活動による収支】

△6,005
（千円）

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

5,101

⑨その他の活動収支差額（⑦－⑧）

△5,101

⑩当期収支差額（③＋⑥＋⑨）

6,731

当期末支払資金残高

59,611

令和４年４月
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〈お知らせ〉

蟹田在宅介護支援センターは外ヶ浜町社協居宅介護支援事業所
平舘在宅介護支援センターは特別養護老人ホームあんじんの郷
で運営しています
介護に関することはお気軽に右記連絡
先にご相談ください。
【在宅介護支援センターは？】
在宅で援護を必要とする高齢者やその
家族などを対象に、身近なところで必要
な情報を提供し、家族負担を軽くするた
め、在宅介護や生活上の悩みなどに関す
る総合的な相談に応じます。

【蟹田在宅介護支援センター】
外ヶ浜町社協居宅介護支援事業所
外ヶ浜町字下蟹田４３－２
町総合福祉センター「などわーる」内
電話：２２－２６１７ FAX：２２－３９２７
【平舘在宅介護支援センター】
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 FAX：３１－２１２２

〈お知らせ〉

令和４年度も蟹田地区のサロンを開催します

このサロンは町より委託を受けており参加対象者は蟹田
地区の概ね65歳以上の町民の方です。参加は登録制となっ
ていますので新たに参加を希望する方は下記連絡先までお
問い合わせ下さい。
開催の日時と場所は参加者の皆様に開催の都度、お知ら
せいたします。
【参加お問い合わせ先】
外ヶ浜町社会福祉協議会事務局

【サロンとは？】
開催会場に集い、参加者
同士でお話をしたり、介護
予防のための体操や脳のト
レーニング、ものづくりを
通じて楽しく過ごすもので

電話２２－２２５０

す。
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町受託事業

令和４年４月

日常のちょっとした困りごと、ありませんか？

外ヶ浜町 生活支援サポータ－派遣事業

日常生活の「できそうでできない」ことを地域の方が低額でお手
伝いいたします。

【利用対象の方】 町内に住み、以下のいずれかに該当する方
●65歳以上の方

●障害者手帳を持っている方

【利用可能日】

●月曜日～金曜日（12月29日～１月３日を除く）

【支援の内容・利用料金】
支援内容

利用回数・利用時間

利用料金

ゴミ出し

１回

100円

蛍光灯の交換

１回

100円

簡単な家具の移動

１回

100円

掃除

１回・20分以内

200円

洗濯物を干す・とりこみ

１回・20分以内

200円

１回・買物場所２ヶ所まで

200円

車の燃料費・往復分
利用者宅から買物場所まで

１kmにつき10円

買物の代行

※支援内容は上記に限りませんので、ご相談ください。

申し込みは利用希望日の１週間前までにご連絡ください。
【ご相談・お申込み】
蟹田・平舘地区の方－外ヶ浜町社会福祉協議会・電話２２－２２５０
三 厩 地 区 の 方－外 ヶ 浜 町 社 協 三 厩 支 所・電話３７－３３６０

令和４年４月
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ー出産お祝い事業ー

町内に住所を有する満1歳未満のお子様を養育
する保護者の方へ紙おむつを支給します
当会では、新しい町民の出生を祝福する
ため行います。対象者は外ヶ浜町に住所を
有し、令和４年４月１日以降に出生したお
子様と町内に同居し、養育する保護者で
す。
【支給内容】
乳児用紙おむつ２袋
紙おむつの支給を受けるときは、支給対
象乳児の１歳の誕生日に属する月の前月末
日（当該日が休日にあたる場合は、その前
日）までに右記書類を提出して下さい。
（書類は右記書類提出先にあります。）

社会福祉法人

【必要書類等】
○乳児用紙おむつ支給申請書
○母子手帳（写し可）
【書類提出先】
外ヶ浜町社会福祉協議会
外ヶ浜町字下蟹田４３－２
町総合福祉センターなどわーる
電話：２２－２２５０

この事業には共同募金配分金が使われています。

外ヶ浜町社会福祉協議会（町総合福祉センターなどわーる）

〒０３０－１３０８
（事 務 局）

青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田４３－２

電

話

０１７４－２２－２２５０

FAX

０１７４－２２－３９２７

（居宅介護支援）電

話

０１７４－２２－２６１７

FAX

０１７４－２２－３９２７

（通所介護）

話

０１７４－３１－１０８２

FAX

０１７４－２２－３９２７

ホームページ

電

http://www.s-syakyo.jp/

平舘支所（平舘高齢者生活福祉センターやすらぎの郷）
〒０３０－１４１２

青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘野田鳴川２０８－１

（やすらぎの郷）電

話

０１７４－２５－２７８０

FAX

０１７４－２５－２７８２

（訪問介護）

話

０１７４－２５－２７８０

FAX

０１７４－２５－２７８２

電

三厩支所（外ヶ浜町役場三厩支所内）
〒０３０－１７９８
電

話

０１７４－３７－３３６０

特別養護老人ホーム

あんじんの郷

〒０３０－１４１２
電

話

青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩新町１８－１

青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘野田鳴川２２２－３

０１７４－３１－２１２１

FAX

０１７４－３１－２１２２

「社協だより」には、共同募金の配分金が使われています。

