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会長に山内俊二氏、副会長に柳谷妙志氏、齊藤　勲氏が就任
 －役員及び代表選任－

　任期満了による役員の改選が６月25日に評
議員会で審議され、理事10名、監事３名が選
任されました。

　同日行われた理事会で会長には山内俊二氏、
副会長には柳谷妙志氏、齊藤　勲氏が就任し
ました。

【役　　　員】
任期：令和３年６月25日～令和５年定時評議員会終結時

　　　〔理　事〕山　内　俊　二　　　柳　谷　妙　志　　　齊　藤　　　勲
　　　　　　　　沼　田　　　求　　　戎　　　　　司　　　福　井　光　一
　　　　　　　　銭　谷　忠　雄　　　細　田　義　幸　　　佐々木　日冨美
　　　　　　　　幸　坂　範　明
　　　〔監　事〕余　地　久　信　　　小　川　一　彦　　　鳴　海　義　彦

【評　議　員】
任期：令和３年６月25日～令和７年定時評議員会終結時

　　　　　　　　木野田　良　一　　　髙　森　キクヱ　　　石　田　富　則
　　　　　　　　中　野　俊　昭　　　坂　下　玲　子　　　福　井　敏　行
　　　　　　　　田　村　眞理子　　　福　井　康　美　　　野　沢　春　男
　　　　　　　　福　井　美保子　　　川　村　芳　子　　　柳　谷　米　子
　　　　　　　　三　浦　ちゑ子　　　奥　寺　キ　エ　　　平　井　恵　治

　任期満了による役員改選により、６月25日の評議員会を
もって野藤勝雄氏が会長及び理事を退任されました。
　野藤勝雄氏は2014年10月に会長に就任。約７年にわたり、
当会の発展と町の地域福祉活動推進に貢献されました。永年
の活動に心より感謝いたします。お疲れ様でした。

野藤勝雄会長が退任

会　長
山　内　俊　二

副会長
柳　谷　妙　志

副会長
齊　藤　　　勲
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　会　長� 山　内　俊　二
　副会長� 柳　谷　妙　志
　副会長� 齊　藤　　　勲

【平舘やすらぎの郷】
　部　長� 滝　屋　留恵子

【居宅介護支援事業所】
　所　長� 木　村　妹　美
　副所長� 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

【平舘通所介護事業所】
　所　長� 相　内　睦　人
　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� 広　海　由　希
　介護員� 小　川　茂　子
　介護員� 野　藤　房　子
　介護員� 阿　部　千代子
　看護師兼介護員� 福　井　いみ子

【訪問介護・移送サービス事業所】
　所　長� 平　沼　瑞　子
　サービス提供責任者� 佐々木　旬　子
　介護員� 小　澤　嘉　子
　介護員� 森　　　睦　子
　移送運転手� 相　内　悦　郎
　
【生活支援ハウス】
　生活援助員� 中　道　江利子
　生活援助員� 前　田　てつゑ
　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� 鈴　木　宏　美
　事務局次長� 福　井　秀　徳
　主　任� 福　井　栄　子
　福祉活動専門員� 記　田　　　斉
　事務員（三厩）� 正　木　富美代

【蟹田通所介護事業所】
　所　長� 宮　本　千賀子
　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
　介護員� 入　江　優　子
　介護員� 津　嶋　美日夏
　看護師兼介護員� 北　田　美佐子

【介護老人福祉施設あんじんの郷】
　施設長� 幸　坂　範　明
　副施設長� 張　間　重　昭
　兼生活相談員
　生活相談員� 木　村　真利子
　栄養士� 川　村　光　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
　統括主任介護員� 大　嶋　　　忍
　主任介護員� 松　本　和　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
　チーフ介護員� 最　上　由　桂
　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� 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� 黒　田　龍之助
　介護員� 福　士　洋　子
　介護員� 張　山　富美子
　介護員� 最　上　博　子
　介護員� 広　海　美代子

◆令和３年度組織体制◆

令和３年８月１日現在
　・蟹田事務所　　　　　　　14名
　・平舘やすらぎの郷　　　　23名
　・特養あんじんの郷　　　　29名
　・法人全体　　　　　　　　66名
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●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４回
　○経営部会３回
　○経営会議13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
●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35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56名、訪問協力員36名、訪問708回
【社会参加の推進】
　○ひとり暮らし高齢者昼食会　延べ282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
　　・蟹田地区―百歳体操通いの場、本町昼グループ、下小国自治会
　　・平舘地区―今津自治会
　　・三厩地区―増川老人クラブまつば会、本町自治会、中浜自治会、六條間地区会
●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181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
【理解を深める取り組み】
　○町民介護講座76名　
●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）】
　○居宅介護支援事業所／介護延べ1,368件、予防56件
　○蟹田通所介護事業所（定員25名）／介護延べ4,137件、予防・総合事業延べ1,552件
　○平舘通所介護事業所（定員25名）／介護延べ3,689件、予防・総合事業延べ1,014件
　○訪問介護事業所／介護延べ2,184件、予防・総合事業645回、障害者ヘルパー283件
　○特別養護老人ホームあんじんの郷（定員30名）延べ10,687日、平均29.2人
　　短期入所生活介護（定員６名）延べ1,515日、平均4.2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413件、ケア輸送338件
　○障害者移動支援事業／利用者２名、17件
　○日常生活自立支援事業（青森市社協との契約事業）／６件
　○配食サービス／延べ食数2,703食、○おせち弁当174件、○除雪サービス事業51件
　○心配ごと相談事業29件、たすけあい資金貸付３件、生活福祉資金貸付２件

安心して暮らせる
　　　まちづくりへ向けた取り組み

－令和２年度事業報告－

福祉安心電話

三厩地区ボランティア養成講座

軽スポーツ講座
（ボッチャ）

特別養護老人ホーム「あんじんの郷」
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資　産　の　部 負　債　の　部

令和２年度末 令和１年度末 増　　　減 令和２年度末 令和１年度末 増　　　減

流 動 資 産 88,146,711 80,977,687 7,169,024 流 動 負 債 41,027,517 37,544,496 3,483,021

固 定 資 産 420,826,519 444,211,284 △23,384,765 固 定 負 債 37,605,649 46,036,570 △8,430,921

基 本 財 産 314,385,661 327,728,047 △13,342,386 負債の部合計 78,633,166 83,581,066 △4,947,900

その他固定資産 106,440,858 116,483,237 △10,042,379 純 資 産 の 部

基 本 金 3,000,000 3,000,000

国庫補助金等特別積立金 228,466,679 239,186,206 △10,719,527

その他積立金 60,566,419 66,980,545 △6,414,126

次期繰越活動増減差額 138,306,966 132,441,154 5,865,812

純資産の部合計 430,340,064 441,607,905 △11,267,841

資産の部合計 508,973,230 525,188,971 △16,215,741 負債及び純資産の部合計 508,973,230 525,188,971 △16,215,741

◆令和２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）

会費収益 996,500

経常経費補助金収益 17,387,000

受託金収益 17,967,780

事業収益 10,099,990

介護保険事業収益 289,061,878

障害福祉サービス事業 1,357,314

その他の事業収益 1,380

� ①サービス活動収益計 336,889,842

人件費 222,920,130

事業費 59,689,055

事務費 40,171,640

利用者負担軽減額 1,124,486

共同募金配分金事業費 994,600

助成金費用 100,000

減価償却費 22,795,185

△国庫補助金等特別積立金取崩 10,719,527

� ②サービス活動費用計 337,075,569

� ③サービス活動増減差額（①－②） △185,727

【サービス活動外増減の部】� （円）

受取利息配当金 7,183

その他 1,234,009

� ④サービス活動外収益計 1,241,192

支払利息 448,777

その他 1,155,000

� ⑤サービス活動外費用計 1,603,777

� ⑥サービス活動外増減差額（④ー⑤） △362,585

� ⑦経常増減差額（③＋⑥） △548,312

【特別増減の部】� （円）

⑧固定資産売却益

⑨固定資産売却損・処分損 2

� ⑩特別増減差額（⑧ー⑨） △2

� ⑪当期活動増減差額（⑦＋⑩） △548,314

【繰越活動増減差額の部】� （円）

⑫前期繰越活動増減差額 132,441,154

⑬当期末繰越活動増減差額（⑪＋⑫） 131,892,840

⑭その他の積立金取崩額 6,420,198

⑮その他の積立金積立額 6,072

⑯次期繰越活動増減差額（⑬＋⑭－⑮） 138,306,966
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 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

【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

買物の代行
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

※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

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。

町受託事業

外ヶ浜町社協広報 絆きずな （6）令和３年８月



┃
介
護
保
険
事
業
か
ら
┃

デイサービス 通所介護

蟹
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特別養護老人ホーム あんじんの郷 

七夕の季節。短冊に願いを
込めて・・・
どの神様のところにいく
か。的へめがけ、投げる
ゲームを楽しみました。

入居者、職員全員２回のコ
ロナワクチン接種を終了。
コロナ禍で自粛のイベント
を久々に楽しみました。

浜どころならではの釣り大会。大物が釣れま
したか？
お手玉やボールをいかに早く移動させるか熟
練の技が光ります！
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○子育てしながら働きたい…
○午前だけ、午後だけ…
○夜勤は難しいが日勤なら何とか…
○夜勤ならできるかも…
　など、様々な働き方に出来る限り
　対応します。ご相談ください。

【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

介 護 職 員 募 集
－　一緒に働きませんか・特別養護老人ホームあんじんの郷　－

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
　　　（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

「社協だより」には、共同募金の配分金が使われています。

【募集人員】
　若干名
【勤務地】
　外ヶ浜町字平舘野田鳴川222－３
【勤務時間】
　・本人の希望を考慮したシフト制
　・１日８時間勤務の１ヶ月目安　月平均168時間
　・シフト：７時～16時、10時～19時、13時～22時
　　　　　　夜勤22時～翌日７時
【雇用形態・給与】
　○介護福祉士資格で１日８時間勤務　正職員採用
　　・月給135,000円～　＋介護処遇改善手当
　　・賞与年２回最大2.5ヶ月（業績により変動あり）
　○実務者研修・初任者研修修了者、未経験者
　　●１日８時間勤務の出来る方　臨時職員採用
　　・月給135,000円～　＋介護処遇改善手当
　　・賞与年２回最大1.5ヶ月（業績により変動あり）
　　●１日８時間未満勤務の方　パート職員採用
　　・時給800円＋介護処遇改善手当
　　・賞与年２回最大1.5ヶ月（業績により変動あり）
【その他】
　通勤手当、夜勤手当１回3,000円、社会保険・雇用
　保険、退職共済加入（パート職員は１年後に加入）
　資格取得応援制度あり
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