つがる市
平成28年６月

社協だより

基本理念 住民一人ひとりを大切にした地域福祉の推進

ベンゼ湿原清掃奉仕活動
20数年前から地元の老人クラブ会員等の有志で始まったベンゼ湿原の清掃奉仕活動。平成９年からは、
木造地区老人クラブ（当時は木造町老人クラブ連合会）が奉仕活動の一環として実施しています。
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つがる市社協だより ②

平成28年度

予算・事業内容

社会福祉事業
貸付事業収入 1,650,000円
受託金収入 89,979,390円
補助金収入 46,040,000円
会費収入 8,848,000円

収

固定資産取得支出 4,836,200円

貸付事業支出
1,650,000円

老人福祉事業収入
（措置費）
95,077,160円

前年度繰越金
286,920,915円

その他の支出
10,350,766円
予備費支出 2,000,000円
積立資産支出 6,978,808円

助成金支出
740,000円
共同募金配分金事業費
7,490,000円

障害者福祉
サービス等事業収入
11,097,000円
事業収入
1,188,900円
その他の収入
11,958,285円

寄附金収入 500,000円

（単位：円）

次年度繰越金
297,050,715円

入

支

1,430,124,130円

事務費支出
167,592,475円

出

1,430,124,130円

人件費支出
747,697,038円

事業費支出
183,737,128円

介護保険事業収入
876,864,480円

各会計の予算や事業の内容は次ページ以降で説明しています。

収益事業特別会計（温泉事業）
前年度繰越金
4,688,842円

賃借料収入
697,184円

商品仕入支出
8,991,000円

消費税･法人税 7,600,000円
次年度繰越金 6,264,580円

人件費支出
38,495,687円

指定管理料
37,620,000円

収

入

122,231,026円

売店売上
10,950,000円

入浴料等売上
68,275,000円

つがる市社協では
３つの温泉施設を
つがる市から指定
管理を受け営業し
ています。
しゃこちゃん温泉
じょっぱり温泉
し ゃ り き 温 泉

支

出

122,231,026円

事務費支出
(施設維持管理費)
60,879,759円
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社会福祉事業予算説明･事業内容のあらまし
収入の部
◆会費収入 市民の皆さまからお預かりした１口1,000
円の一般会費と、各種団体より1口5,000円の賛助会費
を基に、各種事業等へ活用しています。（平成27年度
は一般会費 8,404世帯､賛助会費は23団体より会費を頂
いています。）
◆寄附金収入 市民や各種団体より頂いた寄附金は各種
事業への活用や､介護保険施設に必要な備品等購入に
充てています。
◆補助金収入 つがる市より福祉事業を推進するために
支援されている補助金です。県社会福祉協議会から福
祉に関する事業を実施するための補助金です。赤い羽
根共同募金（全地区）と歳末たすけあい募金（木造､森
田､柏地区）が県共同募金会より配分されております。
◆受託金収入 つがる市や県社会福祉協議会等から事業
の実施について委託を受けているものです。
主な事業としまして、
①つがる市からの受託事業
●ほのぼのコミュニティー21推進事業●福祉安心電
話事業●地域包括支援センター事業●生活困窮者自
立相談支援事業●生活支援体制整備事業等…
②県社会福祉協議会からの受託事業
●日常生活自立支援事業
●生活福祉資金貸付事務事業
◆貸付事業収入 つがる市民で一般会員の方を対象とし

た、たすけあい資金貸付金の償還金です。
◆事業収入 各種事業実施時に参加者より負担金を頂い
ているものです。
また､介護保険に該当しない利用者に
サービスを実施した場合の利用料も含まれています。
◆介護保険事業収入 介護保険サービスを実施時の利用
者からの負担金や国保連からの介護報酬等です。つが
る市社協で実施している介護保険サービスを紹介する
と、
●訪問介護事業（ホームヘルプサービス）４ヵ所（木
造､森田､稲垣､車力）●訪問入浴事業１ヵ所（対象は
全地区）●通所介護事業（デイサービス）７ヵ所（木
造①､森田②､稲垣②､車力②）●居宅介護支援事業
（ケアプラン）４ヵ所（木造､森田､稲垣､車力）●グ
ループホーム２ヵ所（稲垣､車力）●特別養護老人
ホーム（短期入所施設含む）２ヵ所（稲垣､車力）
◆老人福祉事業収入 養護老人ホームぎんなん荘の経営
に伴う､入所者の生活費及び施設維持費費等に係る措
置費等の収入です。
◆障害者福祉サービス等事業収入 障害者自立支援サー
ビス（障害者のための介護支援サービス）を実施した
場合の利用者からの負担金及び介護報酬です。
◆その他の収入 雑収入、預金利息､積立金取崩､職員給
食費等があります。
◆前年度繰越金 平成27年度より繰越す見込みの自主財
源です。現金による繰越金と介護保険収入未収金等の
繰越見込額が合算額として計上されています。

上限額は10万円までとなっています。
）
◆共同募金配分金事業費 上記の補助金収入内の県共同
◆人件費支出 つがる市社協の地域福祉事業及び介護保
募金会より配分された事業費は以下の事業に使用し､
険事業職員の給与等の費用です。
地域福祉の向上を図っています。
◆事業費支出 事業費は地域福祉事業及び介護保険事業
①一般募金配分金（赤い羽根共同募金）
実施時に利用者に直接要する費用であり､主なものは､
●高齢者を対象とした食事サービスや交流会を実施
介護用品や食材料の購入､施設の光熱費等となってい
（全地区）●シルバーサロン事業の実施（木造）
ます。
●障害者団体等へ支援事業の実施（全地区）●各種
また、事業費には社協で実施している様々な地域福
ボランティアの推進（全地区）●母子寡婦会との共
祉事業や委託事業も含まれています。主な事業を説明
同事業の実施（全地区）
●総合相談所の開設（法律､
しますと、
介護､一般相談）●高齢者レクリエーション､スポー
①地域福祉事業及び受託事業
ツ等の交流事業の実施（木造､森田､稲垣）
●社会福祉大会の開催●ボランティア､リサイクル
②歳末たすけあい募金
活動の推進●小中学校福祉体験活動事業の実施●高
●一人暮らし老人等への見舞金配分（木造、森田、
齢者芸能大会の開催（柏）●シルバーサロン事業の
柏）●福祉施設､団体等への配分
実施（木造､稲垣）●地域福祉活動計画策定事業の
◆助成金支出 つがる市内の小中高校等への福祉活動の
実施●各地区での福祉まつりの開催●高齢者疑似体
推進や向上を目的とした助成を行っています。
験事業の実施●中高校生ワークキャンプ事業の実
◆固定資産取得支出 10万円を超えるような物品や車輌
施●会費増強運動及び地区推進委員会の設置●高
等を購入するための費用です。
齢 者 を 対 象 とした食事サービスや交流会 を 実 施
◆積立資産支出 将来の財源の安定化を図ること､また
（木造､車力）●視覚障がいのある方を対象とした
将来施設等に修繕が必要となった場合において必要な
声の広報活動事業の実施●知的に障がいがある方を
財源をもつための積立金です。
対象としたレクリエーション事業の実施●一人暮
◆その他の支出 施設入所者からの自己負担を軽減する
らし老人等を対象とした緊急通報システム「福祉
費用や職員･ボランティア等へ提供する給食材料費の
安心電話」事業の実施等…
費用等です。
②介護保険事業 収入の部の介護保険をご覧ください。 ◆予備費支出 予算の範囲を越えるような想定外の支出
◆事務費支出 事務費は地域福祉事業及び介護保険事業
が緊急的に発生し､補正予算等で対応するいとまが無
の事務運営に係る費用のことであり、主に会議等費用
い場合に使用する費用
や､事務用品の購入、事務運営時に使用する光熱費､施
◆次年度繰越金 前ページの予算額で推移しすることを
設の維持管理費などがあります。
前提とし､29年度へ繰越す事となる､自主財源です。
◆貸付事業支出 たすけあい資金の貸付見込です。
（たす
けあい資金の申し込みは各地区の支所で行っており､

支出の部

次ページへ
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収益事業特別会計の予算説明
収入の部

支出の部

◆入浴料等売上 温泉入浴券販売､マッサージ機やカ
ラオケ使用料等が含まれます。
◆売店売上 入浴雑貨品､お菓子､アイスクリーム等の
販売売上です。
◆賃借料収入 食堂の賃借料や業者が設置している自
動販売機の設置手数料等です。
◆指定管理料 つがる市から施設の維持管理を請負に
当たり必要とされる委託料です。
◆前年度繰越金 平成27年度の現金繰越金の見込金額
です。

平成27年度

◆商品仕入支出 売店で販売する品物（入浴用品や菓
子類）を業者から仕入れるための費用です。
◆人件費支出 温泉に従事している職員の給与等の費
用です。当温泉ではフロント業務職員と清掃職員の
２つの業種があります。
◆事務費支出 温泉の維持に掛かる様々な経費です。
（光熱費､消耗品費､ボイラー保守料､機器ﾘｰｽ料､館内
修理代等です）
◆消費税･法人税 入浴料や売店売上等に含まれてい
る消費税の納付と売上利益に応じて納付する法人税
を支払う費用です。
◆次年度繰越金 平成28年度の売上利益の見込額です。

決算報告

社会福祉事業
貸付事業収入
613,500円

受託金収入 86,429,266円
補助金収入 46,014,100円
寄附金収入 1,072,008円
会費収入 8,811,300円

障害者福祉
サービス等事業収入
10,684,854円
事業収入
1,153,996円

（単位：円）

共同募金配分金事業費
7,523,100円

収

積立資産支出 7,089,388円

次年度繰越金
312,395,532円

入

1,397,958,499円

その他の支出 9,779,882円

貸付事業支出
715,000円

その他の収入
19,834,784円
老人福祉事業収入
92,025,323円

前年度繰越金
278,832,240円

固定資産取得支出
5,254,140円

助成金支出 675,000円

支

事務費支出
163,328,703円

介護保険事業収入
852,487,128円

出

1,397,958,499円

事業費支出
172,272,138円

人件費支出
718,925,616円

収益事業（温泉運営事業）
前年度繰越金
1,742,012円

次年度繰越金
8,431,490円
人件費支出
37,703,179円

指定管理料
45,654,000円

賃借料収入
663,240円

収

入

支

127,328,711円

売店売上
9,992,904円

入浴料等売上
69,276,555円

出

127,328,711円
消費税･法人税
7,095,469円
売店仕入支出
7,757,360円

事務費支出

(施設維持管理費)

66,341,213円

⑤
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監

査

報

告

書
平成28年５月16日

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した
平成27年度監査結果について次のとおり報告します。
（１）監 査 実 施

中間期

平成27年11月19日､20日の２日間

決算期

平成28年５月９日～13日の５日間

（２）監査実施場所 つがる市社協本所、木造支所、森田支所、柏支所、稲垣支所、車力支所
（３）監査対象月日

平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

（４）監査実施内容 理事の業務執行の状況及び事業の執行状況、法人の財産の状況
（５）監査結果報告 理事の業務執行の状況及び事業の執行状況、法人の財産の状況等を監査した
ところ正しく執行し、正しく示し、不整の点はないと認めます。
つがる市社会福祉協議会

資
定

事

川崎

司、相馬

浩明、桜庭

貸借対照表（法人全体）

平成28年３月31日現在

勘

監

産
科

の
目

部

修

（単位：円）

純資産・負債の部
金

額

〔流動資産〕

勘

定

科

目

金

額

〔流動負債〕

現金預金

205,219,394

事業未払金

事業未収金

145,023,844

預り金

36,514,683
30,578

369,244

商品･製品（棚卸）

6,740,700 〔固定負債〕

仮払金

77,292,043

退職給付引当金（退職金）

小

計

357,353,182

〔固定資産〕

負 債

の

部

計

113,837,304

基本金

7,000,000
5,042,220

基本財産

26,800,000

国庫補助金等特別積立金

固定資産

24,937,743

経営基金

長期貸付金（たすけあい資金）

合

90,000,000

8,766,400 〔その他の積立金〕

退職給付引当資産（退職金）

77,292,043

減価償却費積立金

17,479,576

経営基金積立資産

90,000,000

施設修繕等積立金

40,000,000

減価償却費積立資産

17,479,576

たすけあい資金積立金

22,072,445

施設修繕等積立資産

40,000,000 〔次期繰越活動収支差額〕
479,060

長期前払費用

小
資

産

の

部 合

次期繰越活動収支差額

347,676,459

計

285,754,822

純 資 産 の 部 合 計

529,270,700

計

643,108,004

負債及び純資産の部合計

643,108,004

※社協だよりに掲載されている、予算及び決算は要約したものであり、原本はつがる市社協本所･支所にて自由に
閲覧できます。
（つがる市社会福祉協議会のホームページhttp://tsugarushi-shakyo.net/でも閲覧可能です。）
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赤い羽根共同募金

期間／10月1日～3月31日

27年度つがる市共同募金総額

6,060,965円

（木造 2,258,713円、森田 1,151,478円、柏 1,280,407円、稲垣 617,202円、車力 753,165円）

集められた募金額は一端、青森県共同募金会に納められます。
翌年度
各市町村社会福祉協議会事業配分・広域配分が決定されます。

平成28年度のつがる市社会福祉協議会事業配分は

3,680,000円です。下記の事業に使われます。
木造地区

森田地区

柏地区

稲垣地区

車力地区

●ふれあい昼食会・シ
ルバーサロン・ミニ
湯治
●母子寡婦福祉会共催
事業・希望の会共催
事業
●総合相談所開設事業
（法律相談）
●つがる市社会福祉大
会
●高齢者スポーツレク
リエーション事業

●一人暮らし高齢者ふ
れあい昼食会・ふれ
あい農園事業
●身障福祉会共催事
業・母子寡婦福祉会
共催事業
●森田いきいき長寿芸
能祭り（盆踊り）
●高齢者スポーツ大会
事業
●森田地区夏祭り・ふ
れあいコンサート事
業
●わら工芸世代間交流
事業・森田ボランテ
ィアセンター事業

●食事サービス・ふれ
あい温泉研修
●身障福祉会共催事
業・母子寡婦福祉
会共催事業
●心配ごと相談所事
業・福祉推進活動
事業費

●食事サービス・身障
福祉会共催事業
●母子寡婦福祉会会員
交流事業・高齢者ス
ポーツ大会
●在宅高齢者除排雪事
業

●一人暮らし老人新年
会・障害児・者研修
事業
●母子寡婦福祉会研修
事業・除雪ボランテ
ィア事業
●一人暮らし老人昼食
会ボランティア打ち
合せ会

歳末たすけあい募金

期間／１２月１日～３月３１日

27年度つがる市共同募金総額

4,127,907円

（木造 2,661,077円、森田 373,100円、柏 1,093,730円）

年度内に
募金の集められた地区に配分されました。
配分対象／一人暮らし高齢者・身体障害児者・寝たきり高齢者・福祉団体等
（木造 2,560,000円、森田 365,400円、柏 1,050,000円）
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⑨

つがる市社協だより

つがる市社協だより ⑩

⑪

つがる市社協だより

つがる市社協だより ⑫

⑬

つがる市社協だより

あったか愛コーナー
心温まる寄付物品がありました。本当にありがとうございました。

Ｈ27．4．1～Ｈ28.3．31（敬称略、五十音順）

名

前

種

類

名

前

種

類

名

前

類

工藤

梅（稲垣町） アルミ缶

青 森 県 労 働 金 庫 プルタブ

工藤

サヱ（三ツ館） アルミ缶

中村

工藤

修一（稲垣町） プルタブ

奈良キヨエ（森田町） 牛乳パック

五十嵐豊光（駒

田） アルミ缶・プルタブ 工藤

チヨ（車力町） プルタブ

奈良

たま（大湯町） アルミ缶・プルタブ

石森

茂春（上

町） アルミ缶

ハツ（牛潟町） その他

奈良

ミツ（千

市田

定徳（清水町） 衣類

成田

登（

出 野 里 婦 人 会 アルミ缶・牛乳パック・プルタブ他 小島田鶴子（稲垣町） 衣類

鳴海

穂（牛潟町） 介護用品

伊藤

秋元

牛

義雄（稲垣町） アルミ缶

弘子（越
潟

蝦名

小

学

水）

プルタブ

校 プルタブ、車いす

準（下車力町） プルタブ

工藤

倉光表具内装（横

町） 牛乳パック

中野ハツエ（蓮

種

あ い う え お の 会 プルタブ

川） プルタブ

信雄（稲垣町） アルミ缶

年） 衣類
柏

） プルタブ

小関

昭夫（稲垣町） アルミ缶

鳴海トヨエ（森田町） プルタブ

斉藤

淳一（出

崎） アルミ缶

鳴海

玲子（牛潟町） プルタブ

斉藤

柾則（車力町） 介護用品

新岡

トミ（菰

槌） 牛乳パック・プルタブ

野呂

誠治（桜

木） 済切手

二男（富萢町） プルタブ

江良

金悦（出

崎） アルミ缶・牛乳パック

齋藤

裕（稲垣町） 介護用品

太田

幸子（若

緑） アルミ缶・プルタブ 坂本

秀子（三ッ館） アルミ缶

野宮

滝） プルタブ

公満（車力町） プルタブ

野宮トスエ（出

崎） アルミ缶

野呂ハツエ（種

取） リサイクル品

小笠原春枝（土

坂本

小笠原美枝子（三ッ館） プルタブ

佐々木秋男（菊

小笠原康清（土

佐々木カツヱ（稲垣町） プルタブ

野呂

美智（館

岡） アルミ缶

小山内英子（富萢町） 牛乳パック

佐々木正日公（稲垣町） アルミ缶

長谷川キグ（広

岡） アルミ缶

長内

佐々木百合子（千

年） プルタブ

長谷川貞三（広

岡） アルミ缶

町） 牛乳パック

七戸美枝子（三ツ館） アルミ缶

長谷川満幸（菰

槌） アルミ缶

小山内マツ子（兼

館） アルミ缶

渋谷ナツエ（上

浜

小山内

槌） 牛乳パック

渋谷みち子（稲垣町） アルミ缶

京子（稲垣町） プルタブ

小山内昭二（上

尾野

緑（菰

町） リサイクル品

栄子（稲垣町） アルミ缶、プルタブ 松緑神道大和山木造教区田屋敷支部 プルタブ

葛西

覚（今

葛 西 酒 店（田
柏

滝） アルミ缶

川） 牛乳パック

商

店 牛乳パック

福士

正男（豊

田） アルミ缶

市） アルミ缶・牛乳パック

白川ノリ子（稲垣町） その他

福 寿 会（稲垣町） アルミ缶

町） アルミ缶

車

藤本サツエ（兼

力

中

学

校 プルタブ

館） プルタブ

学

校 アルミ缶

杉森

晋（里

見） 牛乳パック

前田

片山

勝明（森

内） プルタブ

杉森

優一（里

見） 牛乳パック

増田

片山

唯一（立

花） アルミ缶

煤田由紀子（車力町） プルタブ

三上あき子

加藤

正彦（稲垣町） アルミ缶

須藤

瑞

加藤

重夫（館

岡） 済切手

す

川越

鐵男（上

町） プルタブ

竹内

澄子（種

取） 衣類

竹内由美子
（森田町） 食器

村上

シサ（車力町） プルタブ

竹鼻キヌエ（松

村上

良夫（車力町） プルタブ

川嶋

小

山

ひ ま わ り の 家 プルタブ

たま（桜
み

木） プルタブ

れ

正昭（

会 リサイクル品
林

） プルタブ

穂

小

柏

） プルタブ
プルタブ

学

三橋ミドリ（近

校 プルタブ
野） プルタブ

南 広 森 老 人 ク ラ ブ アルミ缶・プルタブ

菊地

正（出野里） 牛乳パック

菊地

淑子（出野里） 牛乳パック

立 花 長 寿 喜 楽 会 リサイクル品

村元

菊池

ユキ（吉

高橋せつえ（若

森

田

中

菊地

善吉（千代町） アルミ缶

田村

昭彦（稲垣町） アルミ缶

山

親

会（富萢町） その他

菊地

善治（千代町） アルミ缶

千田

見） 衣類

原） プルタブ

悦（車力町） プルタブ
貴晃（

宮） その他

幸恵（富萢町） プルタブ
学

校 プルタブ

千恵（車力町） プルタブ

山口

淳（土

滝） プルタブ

北沢由美子（富萢町） プルタブ

千代田・遠山消防団 アルミ缶

山口

靖（土

滝） アルミ缶

木 造 北 保 育 園 牛乳パック

つがる市歴史文化研究会 代表 岡本光弘 アルミ缶

山谷

甚助（吉

見） アルミ缶

木津

タミ（上

町） アルミ缶・牛乳パック 對馬

愛子（永

田） 牛乳パック

横山

久蔵（亀ヶ岡） アルミ缶

木津仙之助（上

町） アルミ缶・牛乳パック 對馬

文子（川

除） プルタブ

吉井

絹子（車力町） プルタブ

崎） 牛乳パック

吉

木津谷昭郎（稲垣町） アルミ缶
木村

勝義（吉

木村きぬゑ（菊
木村

見） プルタブ

馨（出野里） 牛乳パック

伝法

川） アルミ缶・プルタブ・牛乳パック 匿

京子（三ツ館） アルミ缶

木村陸奥男（菰

坪田みつ子（出

富

名 介護用品
萢

町

学

校 プルタブ

槌） アルミ缶・牛乳パック 豊 田 老 人 ク ラ ブ アルミ缶

見

婦

人

会 アルミ缶

蓮 松 会 老 人 ク ラ ブ アルミ缶
匿

プルタブ・アルミ缶

名 牛乳パック・衣類等
※匿名での寄付が多数あります。
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平成28年度

事業計画

基本理念「住民ひとり一人を大切にした地域福祉の推進」
□ 基本方針（骨子）

社会情勢の変化により、孤立死や自殺、引きこもりなどの社会的孤立、
経済的困窮や低所得、虐待や
悪質商法など、地域における生活課題が深刻化しており、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり

を使命とする社会福祉協議会には、今日の地域福祉の課題解決に向けた取り組みが求められています。
このような制度改革の中、本会では深刻な福祉課題・生活課題への対応として、長年にわたり培っ
てきた地域福祉に関する専門性やネットワークを活用し、地区社会福祉協議会と連携を図りながら、
地域住民やボランティア、自治会、民生委員、福祉推進委員等による福祉ネットワークの強化を図り、
既存の地域福祉事業や介護保険・障害者総合支援事業等を提供すると同時に、地域住民一人ひとりの
生活課題を早期に発見し、解決できる仕組みづくりを目指しています。

□ 主な事業
地域福祉活動計画の推進

基本理念の実現に向けて策定された計画をもと
につがる市並びにつがる市民と共に地域福祉活動
の推進を図ります。

地区社会福祉協議会活動の推進

社会福祉事業をより円滑にかつ地域に密着した
福祉活動を推進する。
・地域の福祉課題の発見
・福祉課題に対応した活動の計画と推進
・地域住民の福祉意識の啓発、福祉向上

ボランティア推進校事業

児童・生徒を対象に、地域でのふれあいや体験
活動を通して、社会福祉への関心を高め、地域社
会への啓発を図ります。
・つがる市内の小中高校、養護学校を推進校に指定
・指定校の活動支援、関係機関との連携

ボランティアの育成と活動促進

誰もがいつでもどこでもボランティア活動がで
きるようサポートします。
・ボランティア活動の啓発、養成、相談、研修
・ボランティア保険の加入
・除雪ボランティアの育成・支援

各種相談事業

みなさんの悩みをお聞きし、問題解決のお力添
えをする各種相談事業を実施しています。
相談は無料です。
・心配ごと相談所の開設
・関係機関との連携「総合なんでも相談」
・総合相談所事業（法律相談）

ほのぼのコミュニティ 21推進事業

地域住民が主体となり、互いに見守り支えあう
体制を整備し、誰もが住み慣れた地域で安心して
暮らせるような地域福祉社会に取り組んでいます。
・見守りネットワーク連絡会運営事業
・ほのぼの交流協力員事業（小地域ネットワーク
事業）
・子どもほのぼの交流事業

広報啓発活動

・広報紙「つがる市社協だより」の発行
・広報つがるへ「社協からのおしらせ」毎月の掲載
・つがる市社会福祉大会、福祉座談会等の開催

共同募金の協力

皆様の善意で寄せられた募金は、地域のさまざ
まな福祉事業に活用されます。
・赤い羽根募金への協力
・歳末たすけあい募金への協力
・共同募金配分事業

日常生活自立支援事業

高齢者や障がいなどにより、自分一人で意思決
定し、実行に移すことがむずかしい状況にある方
を対象に、福祉サービスの利用手続き等のお手伝
いをし、地域で安心して暮らせるよう生活を支援
します。
・福祉サービス利用援助
・書類等預かりサービス
・日常的金銭管理サービス
※相談窓口 地域支援課 ℡42−4660

⑮
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貸付金事業

低所得世帯等に経済的自立と生活意欲向上を図
ります。
・生活福祉資金貸付事業（県社協より受託）
・たすけあい資金貸付事業（本会独自事業）
◇木造支所 ℡42-4660 ◇森田支所 ℡26-3836
◇柏 支 所 ℡25-2468 ◇稲垣支所 ℡46-3049
◇車力支所 ℡56-3051

高齢者対策事業

ミニ湯治、スポーツ大会、芸能大会など、高齢
者の生きがいと健康づくりの事業を行っています。

福祉団体との連携強化・事務局の運営

・つがる市老人クラブ連合会事務局
・地区老人クラブ事務局
・つがる市身体障害者福祉連合会事務局
・地区身体障害者福祉会事務局
・県身障連成年部会つがる西北支部事務局
・つがる市母子寡婦福祉連合会事務局
・地区母子寡婦福祉会事務局
・つがる市あすなろ会事務局
・つがる市ボランティア連絡協議会事務局

当事者団体との連携・事務局の運営

・希望の会（精神障がい児者）事務局
・車力在宅介護者家族の会事務局
・安住の里家族会事務局
・ゆうあいの里利用者家族の会事務局

福祉安心電話サービス事業

一人暮らしの高齢者や高齢者世帯等の電話に緊
急通報装置を接続し、緊急事態の際の通報連絡と
相談に対応します。
・利用者への支援（安否確認・相談等）
・協力員との連携 ・関係機関との連絡調整

除雪・災害支援事業

関係機関等と連絡を図りながら一人暮らしの高
齢者や高齢者夫婦世帯等に対して支援します。

介護保険事業（介護予防事業）の実施

・居宅介護支援事業（ケアプランセンター）
・訪問介護事業（ホームヘルプサービスセンター）
・訪問入浴介護事業（訪問入浴サービスセンター）
・通所介護事業（デイサービスセンター）
・特別養護老人ホーム（ショートステイ含む）
・グループホーム
・介護予防支援

住民参加型地域福祉事業の推進

一人暮らしの高齢者や障がいのある方たちが、
住み慣れた地域で安心して暮せるような福祉事業
に取り組んでいます。
・食事サービス、シルバーサロン、友愛訪問事業

各種講座・教室・体験活動

・小中学生福祉体験活動、中高校生等ワークキャンプ
・介護者の集い（介護技術普及事業）の開催
・福祉啓発事業の企画実施

リサイクル運動の推進

・資源ごみの回収
・リサイクルバザーの開催
※回収は、各支所で行っております。

つがる市生活相談支援センターの運営

生活に困窮している人が自立した生活を送るた
めに、各種相談に応じ、担当者が寄り添いながら
問題解決へ向けて支援していきます。
相談窓口 ℡42-5678（専用）

介護予防・地域支え合い事業

在宅の高齢者のみなさんの健康や自立を促し、
安心して暮せるよう支援します。
・外出支援サービス事業
・配食サービス事業
・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
・家族介護支援事業等

在宅介護支援センターの受託運営

介護・福祉サービスについての相談、利用・申
請等の代行、介護機器の展示・紹介を行います。
・木造在宅介護支援センター（℡42-6420）
・森田在宅介護支援センター（℡49-7005）
・稲垣在宅介護支援センター（℡46-2902）
・車力在宅介護支援センター（℡56-3000）

地域包括支援センターの受託運営

高齢者の皆さんの生活を支援するための相談窓
口です。
・一人暮らし、高齢者世帯の相談
・高齢者の権利を守る相談
・サービス利用に関する相談など ℡69-7117

養護老人ホームぎんなん荘の運営

65歳以上の方で身体上、または環境上の理由に
より自宅での生活が困難な方が入所できる施設です。
養護老人ホームぎんなん荘 ℡42-3080

各種福祉施設等の管理運営

・老人福祉センター等の福祉施設の管理運営
・温泉施設の管理運営

つがる市社協だより ⑯

つがる市社会福祉協議会の介護保険サービス
ご家族の介護や自立のためのお手伝いをします。
「どうしたらヘルパーさん、来てくれるのかな？」
「隣のおばちゃんみたいに、デイサービスに行きたいな」
「福祉の品を買いたいけど・
・
・」
「手すりを付けてもらいたいけど・
・
・」
「介護の方法を知りたい」

まずは、つがる市社会福祉協議会のケアプランセンターにお電話ください。
介護保険（介護予防）、福祉サービスについて、利用してみたい！聞いてみたい！と思ったら、お近
くのケアプランセンターへまずはお気軽にご相談ください。電話でのご相談は、24時間体制で受付し
ております。個人の秘密は厳守しますので、ご安心下さい。

●ケアプランセンターきづくり（☎42―４６２０）
●ケアプランセンターいながき（☎46―２９０２）

●ケアプランセンターもりた （☎49―７００５）
●ケアプランセンターしゃりき（☎56―3000）

介護保険サービスの種類
■訪問介護（ホームヘルプサービス）
ホームヘルパーがご自宅に訪問し、
ご家族の介護や自立のための
お手伝いをします。
○ホームヘルプサービスセンターきづくり（℡42-4066）
○ホームヘルプサービスセンターもりた （℡26-3836）
○ホームヘルプサービスセンターいながき（℡46-3049）
○ホームヘルプサービスセンターしゃりき （℡56-3051）

■通所介護（デイサービス）
朝、ご自宅までお迎
えに行 き、健 康 チェッ
ク、一 般 入 浴及び 特 殊
入浴、昼食、機能訓練、
レクリエーション 等 を
行い、楽しい 一日を 過
ごし、ご自宅までお送り
します。
なお、ゆうあいの里は、認知症の高齢者を対象
にした事業所です。
○デイサービスセンターかっこうの館
○デイサービスセンターもりた
○デイサービスセンターあーすとぴあ
○デイサービスセンターふれあいの家
○デイサービスセンターいながき
○デイサービスセンターしゃりき
○デイサービスセンターゆうあいの里

（℡42-4660）
（℡26-4308）
（℡49-7037）
（℡46-2906）
（℡46-2305）
（℡56-3051）
（℡69-5100）

■訪問入浴介護（訪問入浴サービス）
訪問による入浴介護を提供し、
ご自宅で安心して入浴が
できます。
○訪問入浴サービスセンターきづくり（℡42-4066）

■グループホーム（認知症対応型共同生活介護）
認知症のお年寄りの方が
安心して共同生活を送る
ことができます。
○グループホーム安住の里
○グループホームゆうあいの里

（℡46-3100）
（℡69-5100）

■特別養護老人ホーム・ショートステイ
入所者の方に対して、入浴、排泄、食事などの
日常生活のお世話と、機能訓練、健康管理及び
療養 上のお世 話を行う施
設です。
寝たきりの方でも安心し
て生活ができます。
また、介護している方が
病気や介護疲れ、旅行、冠
婚葬祭等の事情でお年寄りの方を介護できな
い時に、一時的にお預かりしてお世話するのが
ショートステイです。
○特別養護老人ホーム安住の里
（℡46-3100）
○特別養護老人ホームゆうあいの里 （℡69-5100）

⑰

つがる市社協だより

社 協

か ら
の

お 知 ら せ

悩みごと心配ごと…解決のお手伝いをいたします
生活一般相談

日常生活の中での心配ごと、その他悩みごとなどの相談を各支所にて応じています。
◆日 時：月～金曜日（午前９時から午後５時まで）
◆場 所：各支所または電話でもＯＫです。

法律相談
７月１３日（水）
８月１０日（水）
９月１４日（水）
１０月１２日（水）
１１月

９日（水）

１２月１４日（水）
１月１１日（水）
２月

８日（水）

３月

８日（水）

財産、相続、借地、金銭、離婚等の相談に弁護士が対応します。
◆時 間：午後１時から４時まで
◆場 所：つがる市社会福祉協議会本所 相談室
◆料 金：無 料
・相談は予約が必要です。
・日程が変更になる場合がございますので、本会へお問い合わせくだ
さい。
（℡0173－42－4660）
・予約状況によっては翌月になる場合があります。
※秘密は厳守しますのでお気軽にご相談ください。

高齢者福祉サービス事業が利用できます

高齢者のみなさんが在宅において、自立した生活を送ることができるようにするため、つがる市社会福祉協議会
では次の事業（市受託）を実施しています。
外出支援サービス事業
外出が困難な方や交通機関の利用が困難な方を移送用
車両等で、利用者の居宅と医療機関等との間を送迎する
事業です。
利 用 対 象 者 おおむね65歳以上の高齢者等の方で、一般
の交通機関を利用することが困難な方
利用者負担額 無料（月２回）
生きがい活動支援通所事業
家に閉じこもりがちな高齢者で、地域のデイサービス
施設を利用して、日常動作訓練や趣味活動を通して要介
護状態への進行を予防する事業です。また、介護してい
る家族の負担軽減も図っています。
利 用 対 象 者 介護保険で非該当と判定された方で、自立
しているが家に閉じこもりがちな65歳以
上の高齢者
利用者負担額 1,000円／回（週１回）
高齢者短期入所事業
病気やけがなどにより、一時的に在宅生活が不可能と
なった場合に、老人ホームの空きベッドを利用して、介
護の支援を行う事業です。
利 用 対 象 者 65歳以上の高齢者の方で、本人の病気やけ
が又は家族の事情により、一時的に在宅
生活が困難となった方
利用者負担額 2,000円／日（１回の利用期間７日以内）

○木造在宅介護支援センター
○稲垣在宅介護支援センター
○つがる市地域包括支援センター

℡４２－４６２０
℡４６－２９０２
℡６９－７１１７

軽度生活援助事業
軽易な日常生活上の援助を行うことにより、自立した
生活の継続を維持するとともに、要介護状態への進行を
予防する事業です。
利 用 対 象 者 介護保険で非該当と判定された方で、65歳
以上の単身世帯、高齢者のみの世帯等で、
日常生活上の援助が必要な方
利用者負担額 家事援助 200円／時間（週１～３回）
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
スポーツ・娯楽活動・世代間の交流活動、創作活動等
により、高齢者の生きがいと社会参加を促進する事業です。
参 加 対 象 者 おおむね65歳以上の高齢者
参加者負担額 無料
配食サービス事業
高齢者が健康で自立した生活が送ることができるよう
に、自宅を訪問して、栄養バランスのとれた食事を提供
するとともに、訪問時に安否確認を行う事業です。
利 用 対 象 者 おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみ
の世帯等で、日常生活上の円余が必要な
方
利用者負担額 300円／食（週３回）
※木造地区・森田地区・車力地区で実施しています。
■サービスを利用してみたい、聞いてみたいと思ったら、
最寄りの在宅介護支援センターにご相談ください。

○森田在宅介護支援センター
○車力在宅介護支援センター

℡４９－７００５
℡５６－３０００
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