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安心して暮らせる
 まちづくりへ向けた取り組み
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－令和３年度事業報告－

●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５回、評議員会３回、監査会３回
○経営部会２回
○経営会議８回
【広報・啓発活動】
○広報紙「絆」の発行４回
○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

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」サービス事業
・設置台数34台 新規入会６世帯、退会９世帯
○老人クラブ会員によるふれあい訪問活動事業
・見守り対象者58名、訪問協力員24名、訪問538回
【社会参加の推進】
○ひとり暮らし高齢者昼食会 延べ274名
※感染防止の観点から会食は無し、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
・町障害者福祉会
・町母子寡婦福祉会
○ふれあいいきいきサロン支援事業８団体指定

ボランティア養成講座

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】
○登録者173名、ボランティア活動保険の加入
○ボランティア推進校の指定 町内４小・中学校

●安心して暮らせるまちづくり

【介護保険を支える取り組み（介護保険事業等の経営）】
特別養護老人ホーム「あんじんの郷」
○居宅介護支援事業所／介護延べ1,346件、予防92件
○蟹田通所介護事業所（定員25名）／介護延べ3,413件、予防・総合事業延べ1,340件
○平舘通所介護事業所（定員25名）／介護延べ2,994件、予防・総合事業延べ813件
○訪問介護事業所／介護延べ2,869件、予防・総合事業494回、障害者ヘルパー164件
○特別養護老人ホームあんじんの郷（定員30名）延べ10,672日、平均29.2人
短期入所生活介護（定員６名）延べ1,816日、平均5.0人
【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」／入居者11名
○蟹田在宅介護支援センター、平舘介護支援センター
【通院介助、障害者の外出移動支援、相談、資金貸付など】
○移送サービス事業／介護輸送356件、ケア輸送308件
○障害者移動移動支援事業／利用者１名、11件
○日常生活自立支援事業（青森市社協との契約事業）／４件
○配食サービス／延べ食数2,549食、○おせち弁当179件、○除雪サービス事業47件
○心配ごと相談事業15件、たすけあい資金貸付４件、生活福祉資金貸付15件
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◆令和３年度会計収支決算
【サービス活動増減の部】

令和４年８月

－事業活動計算書・貸借対照表－◆

（円） 【サービス活動外増減の部】

会費

940,500

受取利息配当金

寄付金

500,000

その他

11,413,000



受託金

23,603,460

支払利息

事業

10,140,762

その他

277,290,687

障害者福祉サービス事業


1,634,993

①サービス活動収益計

325,523,402

404
4,700,561

経常経費補助金

介護保険事業

（円）

④サービス活動外収益計

4,700,965
293,946
1,441,000



⑤サービス活動外費用計

 ⑥サービス活動外増減差額（④－⑤）


1,734,946
2,966,019

⑦経常増減差額（③＋⑥）

843,687

人件費

215,840,965

事業費

58,433,371

事務費

40,809,565



⑧特別収益計

0

利用者負担軽減額

576,411



⑨特別費用計

64,804

共同募金配分金事業費

898,000



⑩特別増減差額（⑧－⑨）

△64,804

助成金費用

100,000

減価償却費

22,738,067



⑪当期活動増減差額（⑦－⑩）

778,883

△国庫補助金等特別積立金取崩

11,750,645




②サービス活動費用計
③サービス活動増減差額（①－②）

327,645,734
△2,122,332

【特別増減の部】

（円）

【繰越活動増減差額の部】

（円）

⑫前期繰越活動増減差額

138,306,966

⑬当期末繰越活動増減差額（⑪＋⑫）

139,085,849

⑭その他の積立金取崩額

0

⑮その他の積立金積立額

161

⑯次期繰越活動増減差額（⑬＋⑭－⑮）

資

産

の

部

令和３年度末 令和２年度末
流動資産

85,750,775

固定資産

88,146,711

負
増

減

債

の

139,085,688

部

令和３年度末 令和２年度末

増

減

△2,395,936

流動負債

34,480,407

41,027,517

395,610,319

420,826,519 △25,216,200

固定負債

27,512,385

37,605,649 △10,093,264

基本財産

300,012,157

314,385,661 △14,373,504

負債の部合計

61,992,792

78,633,166 △16,640,374

その他固定資産

95,598,162

106,440,858 △10,842,696

純 資 産 の 部
基

資産の部合計

481,361,094

508,973,230 △27,612,136

△6,547,110

本

金

3,000,000

3,000,000

国庫補助金等特別積立金

216,716,034

その他積立金

60,566,580

60,566,419

161

次期繰越活動増減差額

139,085,688

138,306,966

778,722

純資産の部合計

419,368,302

430,340,064 △10,971,762

負債及び純資産の部合計

481,361,094

508,973,230 △27,612,136

228,466,679 △11,750,645

令和４年８月
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地域の方が地域の方を見守る
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－外ヶ浜ふれあいネット研修会－

過疎高齢化が進む地域において見守りが
必要な方を見守るふれあいネットが７月１
日に始動しました。21名が参加し、町福祉
課や居宅介護支援事業所などの関係機関と
共に認知症の症状や対応方法などの理解を
深めるとともに、対象世帯の確認をしまし
た。

赤い羽根共同募金運動を呼びかけ
当会は県共同募金会の呼びかけによ
り、このほどカクヒログループアスレ
チックスタジアム（新青森県総合運動
公園）で行われたJFL公式戦・ライン
メール青森対高知ユナイテッドSCの
試合にあわせ、赤い羽根共同募金運動
のPRと募金運動を行いました。
当日はラインメール青森コラボグッ
ズと共に募金活動を行い、募金実績は
18,543円でした。会場で寄せられた募
金は外ヶ浜町共同募金委員会を通じ
て、外ヶ浜町社会福祉協議会へ配分さ
れる予定です。

－サッカー・ラインメール青森公式戦－
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生活のちょっとした困りごとを生活支援サポーターで解決

雪囲いの取付や取外し、
電灯の交換、ちょっとした
家具の移動などを生活支援
サポーターの皆さんにより
解決しています。内容につ
いては下記をご覧下さい。

【利用対象の方】
町内に住み、65歳以上または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

（１）ゴミ出し

１回

100円

（２）蛍光灯の交換

１回

100円

（３）簡単な家具の移動

１回

100円

（４）掃除

１回・20分以内

200円

（５）洗濯物を干す・とりこむ

１回・20分以内

200円

（６）雪囲い

１回・20分以内

200円

１回

200円

（７）買物の代行

車の油代・往復分
利用者宅～買物場所

１kmにつき10円

支援をする【サポーター】も募集中です。ちょっとした空き時間など
出来る範囲の中での活動をお願いしています。ご登録をお待ちしています。
【お問い合わせ先】
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８月
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満１歳未満のお子さんの保護者へ紙おむつ支給
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－出産お祝い事業－

この事業は満１歳未満のお子さんを養育す
る保護者に対して乳児用紙おむつを支給し、
新しい町民の出生を祝福するものです。
対象者は令和４年４月１日以降に出生した
お子さんと当町に同居し、対象乳児を養育す
る保護者です。
申請は本会窓口にて支給申請書及び母子手
帳写しを本会会長あてに提出していただきま
す。

この事業は「共同募金配分金」を
使用しています
支給第１号の小川悠里香さん、潤君親子へ紙おむつ贈呈

青森県社会福祉協議会よりお知らせ

┃介護保険事業から┃

（7）
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蟹田通所介護事業所 デイサービス
七夕の季節、短冊に願いを込め
て・・・
利用者、職員と七夕の飾りを作り
ました。
蟹田通所介護事業所は４月より平
舘通所介護事業所の利用者を迎
え、にぎやかに営業しています。
今後ともよろしくお願いします。
営業日：月曜日～土曜日まで
（祝日も営業）
休業日：日曜日
電 話：31－1082

特別養護老人ホーム

あんじんの郷

おかげさまで、特別養護老人ホームあんじんの郷は
令和４年４月１日で満20周年を迎えました。
入所者様、ご家族様をはじめ、地域や各関係機関の
皆様方のお力添えの賜物と心より感謝申し上げます。
これからも温かみのある施設を目標に、職員一同さら
なる研鑽を重ね、努力してまいります。今後とも皆様
方のご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

令和４年８月
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皆様の善意ありがとうございました
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－令和３年度赤い羽根共同募金運動実績－

募金総額

令和４年度外ヶ浜町配分額

〈内 訳〉
・戸別募金
（町内の各世帯より）
・職域・学校募金

【主な使いみち】
○ボランティア推進校事業
（町内４小・中学校）
○ひとり暮らし高齢者昼食会
○町障害者福祉会の活動
○町母子寡婦福祉会の活動
○子育て支援事業
（紙おむつの支給事業）
○広報紙発行事業



1,074,118円
980,000円
94,118円

皆様から寄せられた募金は、青森県全体
の広域使用分を除いた右記配分額を大切に
使用させていただきます。



890,000円

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ご連絡下さい。ご自宅までお伺いします。皆様のご協力
をお願いします。
【お問い合わせ先】
社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会
外ヶ浜町字下蟹田43－2
総合福祉センターなどわーる内
電話0174－22－2250
受 付：月曜日～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（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
（法人本部・事務局）電 話 ０１７４－２２－２２５０
FAX ０１７４－２２－３９２７
（居宅介護支援）
電 話 ０１７４－２２－２６１７
FAX ０１７４－２２－３９２７
（蟹田通所介護）
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
（訪問介護・生活支援ハウス）
電 話 ０１７４－２５－２７８０
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
（事 務 局） 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

この広報紙は「共同募金配分金」を使用しています

