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退　任　の　ご　挨　拶

　歳月が経つのは早いもので、私が新城繁正氏の後を受け継いで社協会長に就任して7期13年9ケ月
になりました。　社協を取りまく環境は、常に厳しく村民の福祉をどのように支え、充実発展させて
行くのか行政側と連携し御指導を受けながら民生委員の皆様、各区長さん、ボランティアの方々多く
の村民のお力を借りながら職員一同福祉の仕事が出来たことに対し心から感謝申し上げます。
　14年近くの年月は長いようであっと言う間でした。その期間のいろいろな出来事が、走馬灯のよう
に頭の中を去来致します。那覇郷友会の企業の方々、本村の福祉及び福祉施設等の充実発展に大きく
御貢献されました先人の皆様方を忘れてはいけないと思います。特に母親が喜如嘉御出身で那覇に於
いて大きな企業を興して頑張っていらっしゃる沖縄商会宮城長正会長は、個人としてだけではなく社
をあげて大宜味村社協に対し深い御理解と御協力をいただいております。社協への多額の寄付金と、
毎年赤い羽根共同募金に対し30万円の多額の寄付を頂いており、頭の下がる思いが致します。本村の
福祉の向上に大きく貢献なされております。今後共、変わらぬ御支援を賜りますよう宜しくお願い致
します。
　新しく会長に就任致しました島田哲夫氏は、永きに亘って社協副会長を務め更に民生委員や地域の
老人会等の役員もなされ福祉行政にも精通されている方です。又理事、評議員の皆様もベテラン揃い
です。今後の社協の発展に大きな期待が持てます。村民が安心して暮らせる福祉社会の実現を目指し
てください。
　永きに亘って村民、関係者各位にはお世話になりました。私もこれからの人生を楽しく歩んでいき
たいと思っております。本当にありがとうございました。取り急ぎ書中をもちまして退任のごあいさ
つといたします。

前社協会長　平　良　森　雄

就　任　の　ご　挨　拶

　6月に開催された理事会において前会長の後任として、承認されました島田です。
会長という職責には力不足ですが、職員と共々社会福祉事業に頑張って行きたいと思います。
　前会長の平良森雄氏は、7期14年の会長就任中に大宜味村の社会福祉向上、訪問介護事業、ミニディ
事業等多くの成果があり、今回退任されるのは大変残念ですが、引き続き顧問として残ることになり
今後とも、ご指導、ご助言をお願いします。
　本会の目的は、大宜味村における社会福祉事業、その他社会福祉を目的とする事業の健全な発達及
び社会福祉に関する事業の充実と推進を図ることです。
　地域福祉の目的を達成するためには、社会的に弱い立場の方に寄り添って、事業を展開していきます。
福祉に関することや、心配ごとなどの相談に応じますのでお気軽に相談してください。

会　長　　島　田　哲　夫

平成29年度　社会福祉法人大宜味村社会福祉協議会　役員等名簿（敬称省略）

　　顧　問　　平良　森雄　　　　　　監　事　　前田　義秀　　　　　新城　靖史
　　理　事　　島田　哲夫（会長）　 大城　勇（副会長）　　前田　孝　　喜友名　慶子
　　　　　　　照屋　徳明　　　　　宮城　弘隆　　　　　平良　宏
　　評議員　　宮平　和美　　山城　初子　　山城　薫　　　崎山　秀子　　松本　冨士子
　　　　　　　古波蔵　義照　金城　千鶴子　松本　安子　　金城　英子　　山城　芳子
　　評議員選任・解任委員会委員　　　　　　宮城　光明　　新城　靖史　　平良　修
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平成 28年度　事業報告
１．会務の運営及び連絡協調（理事会４回・評議員会４回）
２．地域組織活動の強化
　民生委員児童委員協議会等、各種団体と協働して地域住民参加の社協活動を推進した。
３．調査広報活動及び啓発宣伝
　（１）社協だよりの発行〈１０月・３月 /年２回発刊村内全世帯及び関係機関、団体へ配布〉
　（２）赤い羽根共同募金チラシの発行〈村内全世帯及び関係機関、団体へ配布〉
　（３）大宜味村健康と福祉まつりへの参画（平成２９年１月１４日〈土〉・１５日〈日〉旧大宜味小学校体育館）
　内容：①高齢者疑似体験コーナー設置　②社協活動の紹介（パネル）　③地位支え合いパネルディスカッション

のサポート　④体制整備事業研修会（九州地区さわやか福祉財団主催）におけるなかゆくい事業事例発表
４．低所得者福祉活動
　（１）生活福祉資金の貸付事業による更生指導（利用件数１４件（内３件償還完了）
　（２）歳末たすけあい義援金の支給（支給総額１８０，０００円：４５世帯〈地域交流事業含む〉）
５．地域包括支援体制の確立　～住民参加による地域福祉活動の推進を図る　～
　　ゆいまーるネットワーク事業（老人・障害者中心であるが全村民が対象）
　①なかゆくい事業（４区；謝名城区・根路銘区・大保区・津波区）〈自主財源での実施が２区：田嘉里区・喜如嘉区〉
　②買い物支援事業（利用者実数３２名、述回数７４６回）
６．権利擁護活動の推進（利用者３名）
　　判断能力が不十分な人々の地域での自立生活の継続・実現に向けて、福祉サービス利用援助事業（日常生活自
立支援事業）の円滑な実施を図る。

　　（１）福祉サービス利用のためのお手伝い（福祉サービスの利用・終了手続き等）
　　（２）日常的金銭管理のお手伝い（預貯金の出し入れ・公共料金・医療費支払い等）
　　（３）書類などの預かりサービス（通帳・印鑑・権利証など）
７．児童福祉活動
　（１）児童福祉週間こいのぼり掲揚式〈参加者約１５０人〉
　　平成２８年４月１５日（金）　道の駅おおぎみにて、喜如嘉・塩屋保育所児、大宜味幼稚園児が踊りと歌を披
露し関係１０団体が一緒に子供たちの健やかな成長を願い、こいのぼりを掲揚した。

　（２）児童福祉週間パレード’(平成２８年４月２８日〈木〉)
　　村内一円を民児協・社協・役場協働で村内をパレードすると共に、役場内に幼稚園児の絵画を展示した。
　（３）関係機関による児童健全育成事業への協力 (平成２８年７月１４日〈木〉）
　　民生委員・児童委員、社協職員による学校の視察及び教師との意見交換（大宜味小学校・大宜味中学校）
　　朝のあいさつ運動〈各担当地区スクールバス乗合場所にて〉①民児委員；週１回　　②老連；毎日
８．母子・寡婦・父子福祉活動（赤い羽根共同募金より２０，０００円を助成）
　（１）母と子の楽しい運動会（平成２８年 6月１９日（日）豊見城市民体育館〈２３名〉）
　(２）母と子のつどいクリスマスパーティ（平成２８年１２月１８日（日）名護市屋部公民館〈１０名〉）
９．老人福祉活動
　（１）米寿・カジマヤー・新百歳祝者へ祝い金の贈呈（（４８名× 5,000 円；赤い羽根共募配分金事業）
　（２）友愛訪問事業（一人暮らし老人や要援護者への支援）
　（３）配食サービス（５０個×月２回赤い羽根共募配分金事業；民生委員が配達）
　（４）シルバー料理教室（村老連・食生活改善グループと共催：年２回・区単位で開催）
　　　夏季；１３６名（平成２８年６月）冬季；１０９名（平成２９年１月）
　（５）地域支援事業の運営
Ⅰ．介護予防事業（介護予防普及啓発事業）
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①がんじゅう教室　　　　②地域住民グループ（たんぽぽの会）支援事業
Ⅱ．任意事業
　①在宅安心カー事業〈延回数５７４回実人数３４名〉　②お助けマン事業〈延時間３７９ｈ実人数１１名〉
（６）指定訪問介護事業所の運営（ヘルパーセンターくがに）
　介護保険事業　　要介護１～５〈利用者実人数：２１名〉
（７）指定介護予防訪問介護事業所の運営（ヘルパーセンターくがに：総合事業に係るみなし指定）
　介護保険事業　　要支援１・２　〈利用者実人数：２０名〉
１０．障がい者（児）福祉活動
（１）「村身体障害者協会」・「村心身障害児者親の会」の育成及び助成金の交付
　　○村心身障害児（者）親の会へ２２，０００円　　　○村身体障害者協会へ４１，０００円
（２）県身体障がい者福祉大会、県身障者スポーツ大会、県身障者グラウンドゴルフ大会等の支援
　　　社協職員、民児委員による送迎、移動等の援助
（３）三村（国頭村・大宜味村・東村）身協スポーツ交流会の開催（平成２８年７月２９日（金）一心療護園（約５０人）
　　　社協職員、民児委員による送迎、移動等の援助
（３）視察研修の実施
（４）障害者居宅介護等事業の運営（障害者自立支援法：三障害（身体・知的・精神）者居宅介護等事業）
　　訪問介護事業所「ヘルパーセンターくがに」　〈利用者実人数：５名　延べ時間：８２７．５ｈ〉　
（６）移動支援事業（地域生活支援事業）の経営（Ｈ２１年度より）（詳細別紙参照）
　　　社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出支援。〈実人数；１７名　延回数；４５０〉
（７）在宅の精神障がい者の地域支援協議会「ゆんたく会」の設立
　　十分な支援が行き届いていない精神障がい者が、地域で生きがいをもって生活を送れるように「生きる力を習
得することができる」ために設立した。

　　　委員：金城祥教（名桜大学精神看護学名誉教授）・伊礼優（名桜大学精神看護学上級教授）・安村勤（北部生
活自立支援センターウェーブ所長）・田仲敬（村住民福祉課保健係長）・平良修（村社協事務局長）

　　　①講演会（平成２８年６月２１日〈火〉　村農村環境改善センター）
　　　　講　師：土屋　徹（ナース＆ソーシャルワーカー office 夢風舎長）
　　　　演　題：「精神障がい者が生きがいをもって暮らせる地域づくり」　　　参加者：４５名
　　　②研修会（平成２８年１１月２９日〈火〉　場　所：社協訪問介護事業所事務所）
　　　　講　師：金城祥教（名桜大学精神看護学名誉教授）　内　容：事例検討会　参加者：１２名
１１．民生委員・児童委員の活動強化
　　　福祉援助を要する人々を早期発見し、適切な助言、指導を行い関係機関と密接な連携を取り、その福祉向上

を図るとともに研修等を通して専門知識及び技術の習得、人格の涵養と識見の向上に努め、住み良い村づく
りの先駆者として活動を推進するため、事業を行った。

　（１）定例会の実施（毎月１回開催：事例検討会等による自己研鑽）
　（２）関係団体との交流・研修の実施
　　　各種団体への支援：母子会・身協・老連の大会等への援助　
　　　学校との交流：学校訪問（教職員との懇談会）・（朝のあいさつ運動（週１回：大宜味小・中学校）
　（３）赤い羽根共同募金運動及び歳末たすけあい募金の実施
　（４）災害時の支援活動（台風、大雨時の安否確認及び避難誘導）
　（５）全世代のあらゆる福祉課題、生活課題のニーズ把握調査活動
１２．赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい運動の推進
　　　　だれもが住み慣れた地域で安心して暮らすことができ、住民みずからが参加する福祉コミュニティーづく

りへの参加を促し、実現するための多様な活動を財源面から支援するため、次の事業を行った。
　（１）募金運動の啓発拡充説明会及び実施（平成28年 10月５日（水）赤い羽根共同募金出発式（民児協・社協・役場））
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　（２）チラシ、ポスターの発行（1,800 部発行し、村全世帯・関係機関へ配布、配分金使途の情報公開）
　（３）歳末たすけあいし対象者を調査してもらう）
　（４）実績
　　①赤い羽根共同募金（目標額　１，１２０，０００円）
　　　実績額　１，２４８，４８１円（達成率１１１．５％）　　Ａ配分金２０４，０００円（平成２９年度中央配分金）

Ｂ配分金　１，０４４，４８１円（平成２９年度村社協配分金）
　　②歳末たすけあい運動（対象者は区長へ依頼：達成率１０２．８％））
　　　目標額　１８０，０００円（平成２８年度募金）　実績額　１８５，０６８円（５，０６８円は次年度に繰越）
１３．災害支援活動（天災、地災等の災害に対して調査活動を行い、必要に応じてその支援を行う。）
　（１）熊本・大分地震への支援活動
　　沖縄県内・九州社協災害時相互応援協定に基づき、災害ボランティアセンターへ職員を派遣した。
　　　応援派遣職員名：平良祐子（福祉活動専門員）　期間：平成２８年６月３０日（木）～７月６日（水）
　　　派遣先機関名　：熊本県西原村災害ボランティアセンター
　（２）要援護者台帳の整理（関係機関・団体との協働）（３）村防災本部への協力及び連携　（４）災害福祉マッ

プの作成（関係機関・団体との協働）　（５）関係機関・団体との連携、協働による要援護者の支援・避難
誘導活動　（６）要援護者のニーズ把握及びサービス提供の手配

台風災害対策及び調査
　　　台風接近前に、要援護者宅を訪問し、安否確認、食料等の確保、停電に備えて懐中電灯やローソクの確保、

ラジオの電池確保、家族への連絡、ショートスティと手配等を「ヘルパーセンターくがに」職員、村地域包
括支援センター、一心療護園、やんばるの家、介護サービスやんばる、区長、民生委員等関係団体と連携し、
対応した。台風通過後は、個別訪問を行い、被害調査と必要なサービスの手配を行った。

　　　①台風１８号（平成２８年９月３日〈土〉～４日〈日〉）
　　義援金・・・　区長会にて、募金協力を依頼した。
　　①「平成２８年度熊本・大分地震」義援金（戸別募金・個人募金）
　　　募金期間：平成２８年５月２日～５月３１日　　　　　　募金額　１７４，１９６円
　　②「平成２８年度鳥取中部地震」義援金（戸別募金）
　　　募金期間：平成２８年１１月１日～１１月２４日　　　　募金額　１４３，０００円
　　③「平成２８年度新潟県糸魚川市における大規模火災」義援金（戸別募金）
　　　募金期間：平成２９年２月１日～３月１日　　　　　　　募金額　１５１，４００円
１４．福祉教育、ボランティア育成
　　（１）ボランティア活動の開発、振興　（２）ボランティア研修会の開催　（３）ボランティア団体の育成　①

大宜味中生徒会（ボランティア活動費助成金　１０，０００円）　②大宜味小学校　（ボランティア活動
費助成金　１０，０００円）③辺土名高等学校（ボランティア活動費助成金　１０，０００円）④民生委
員配食ボランティア（月２回ふれあい弁当配達）⑤八千姫グループ（施設慰問、各種団体行事への出演）
⑥地域住民ボランティアグループ：たんぽぽの会（介護予防事業への支援）

　　　　⑦村老人クラブ会員による村内小・中・高校への支援活動〈昔の生活や戦争体験講話・農業体験交流・
花壇植え付け等〉

１５．その他社会福祉の推進に必要な事業
　（１）大宜味村民生委員・児童委員協議会の援助育成（事務局）（２）大宜味村老人クラブ連合会の援助育成（事
務局）（３）大宜味村身体障害者協会の援助育成（事務局）（４）大宜味村身心障害児・者親の会の援助育成（事
務局）（５）大宜味村母子・寡婦福祉会の援助育成（事務局）（６）心配事相談
１６．各種研修会、行事、会合への参加

この社協だよりは、赤い羽根共同募金と寄付金で作成しました。
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平成28年度　社協決算報告
単位：円

資　　金　　収　　支　　計　　算　　書
勘　　　　定　　　　科　　　　目 決　算　額

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

会費収入 418,000
寄附金収入 539,997
経常経費補助金収入 14,842,604
受託金収入 12,311,200
事業収入 448,300
介護保険事業収入 10,306,586
障害福祉サービス等事業収入 3,338,040
受取利息配当金収入 9,668
その他の収入 56,390
事業活動収入計　（１） 42,270,785

支
出

人件費支出 39,111,708
事業費支出 3,760,575
事務費支出 3,042,562
助成金支出 995,000
負担金支出 77,105
事業活動支出計　（２） 46,986,950

事業活動資金収支差額　（３）＝（１）―（２） -4,716,165
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
施設整備等補助金収入 0
施設整備等寄附金収入 0
施設整備等収入計　（４） 0

支
出
固定資産取得支 75,600
施設整備等支出計　（５） 75,600

施設整備等資金収支差額　（６）＝（４）―（５） -75,600
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
基金積立資産取崩収入 8,000,000

その他の活動収入計　（７） 8,000,000

支
出
基金積立資産支出 0
その他の活動による支出 588,120
その他の活動支出計　（８） 588,120

その他の活動資金収支差額　（９）＝（７）―（８） 7,411,880
予　備　費　支　出　（１０） 0

当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,620,115
前期末支払資金残高　（１２） 9,576,612
当期末支払資金残高　（１１）＋（１２） 12,196,727

事　　業　　活　　動　　計　　算　　書
勘　　　定　　　科　　　目 決　算　額

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
　
　益

会費収益 418,000
寄附金収益 539,997
経常経費補助金収益 14,842,604
受託金収益 12,311,200
事業収益 448,300
介護保険事業収益 10,306,586
障害福祉サービス等事業収益 3,338,040
サービス活動収益計　（１） 42,204,727

費
　
　用

人件費 39,773,279
事業費 3,760,575
事務費 3,042,562
助成金費用 995,000
負担金費用 77,105
減価償却費 2,150,320
国庫補助金等特別積立金取崩額 -530,961)
サービス活動費用計　（２） 49,267,880

サービス活動増減差額　（３）＝（１）―（２） -7,063,153
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益
受取利息配当金収益 9,668
その他のサービス活動外収益 56,390
サービス活動外収益計　（４） 66,058

費
用
支払利息 0
その他のサービス活動外費用 0
サービス活動外費用計　（５） 0

サービス活動外増減差額　（６）＝（４）―（５） 66,058
経　常　増　減　差　額　（７）＝（３）＋（６） -6,997,095

特
別
増
減
の
部

収
益

施設整備等補助金収益 0
施設整備等寄附金収益 0
その他の特別収入 0
特　別　収　益　計　（８） 0

費
用

固定資産売却損・処分損 1
国庫補助金等特別積立金積立額 0
その他の特別損失 0
特　別　費　用　計　（９） 1
特別増減差額　（１０）＝（８）―（９） -1

当期活動増減差額　（１１）＝（７）＋（１０） -6,997,096
繰
越
活
動

前期繰越活動増減差額　（１２） 12,724,531
当期末繰越活動増減差額　（１３）＝（１１）＋（１２） 5,727,435
基本金取崩額　（１４） 0

収
支
差
額
の
部

基金取崩額　（１５） 8,000,000
その他の積立金取崩額　（１６） 0
その他の積立金積立額　（１７） 0
次期繰越活動増減差額　(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 13,727,435

貸借対照表
単位：円

流動資産 14,598,221 流動負債 3,768,986
固定資産 37,947,956 固定負債 9,416,200

負債の部合計 13,185,186
基本金 1,000,000
基金 16,633,556
国庫補助金等特別積立金 0
その他の積立金 8,000,000
次期繰越活動増減差額 13,727,435

純資産の部合計 39,360,991
資産の部合計 52,546,177 負債及び純資産の部合計 52,546,177

財産目録
単位：円

流動資産 14,598,221 流動負債 3,768,986
固定資産 37,947,956 固定負債 9,416,200

負債合計 13,185,186
資産合計 52,546,177 差引純資産 39,360,991

平成29年度 大宜味村社会福祉協議会寄付者名簿
（平成29年4月1日から平成29年6月16日まで）

住　　所 氏　　名
　字喜如嘉 　山口　善松　様

　字田嘉里 　山城　久子　様

　字大兼久 　比嘉　澄子　様

住　　所 氏　　名
　大宜味村内 匿名一名　様

　合　　計 160,000
皆様の温かいご芳志心から感謝申し上げます。

ありがとうございます

この社協だよりは、赤い羽根共同募金と寄付金で作成しました。
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大宜味中学校職場体験in大社協

	 がんじゅう教室	

大宜味中学校職場体験
（7月5日～7日）

優しい心溢れる姿に、オジー、 
オバーは笑顔でお返し。思いやる
心のキャッチボールたっぷりの3
日間でした！！将来楽しみにして
いるよ！

＜訪問介護（ヘルパー）＞ ＜血圧の測り方を教わりました！＞ ＜紙芝居で認知症対処法を考える。＞

＜がんじゅう教室（大兼久）＞

う
ち
わ
・
カ
レ
ン
ダ
ー
作
り

この社協だよりは、赤い羽根共同募金と寄付金で作成しました。
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～お問合せ～
大宜味村社会福祉協議会

電話：４４－３８００

担当：平良

（訪問介護員）

「ヘルパー２級」または、「介護福祉士」の資格を持っている皆さんの   力
が必要です!!
大宜味村社協では、ヘルパーを随時募集しています。少しの時間でもかまいませ
ん！あなたもヘルパーとして働いてみませんか!!
詳しくは下記までお気軽にご連絡ください！

※社協の「ヘルパーセンターくがには」人
員配置の基準を満たせない為、平成29年
6月1日より休止し、名護市の「ヘルパー
ステーションふたみ」へ運営を移行しサ
ービスを継続しています。

大宜味村の
おじ～・おば
～が困ってい
るって・・急

大宜味村の福祉サービス（介護保険・障がい福祉サービスを除く）
事業 内容 対象者 費用 問い合わせ先

がんじゅう教
室（ミニデイ）

地域高齢者の憩いの場、情報交換の場として
各地域の公民館で行われている事業です。

概ね65歳
以上の方 無料

大宜味村 
社会福祉協議会
電話:44-3800

外出支援 外出が難しい方の通院支援します。 〃 片道：
村内 100円
国頭村 200円
名護市 400円移動支援 外出が難しい方の通院等支援します。 障害手帳を

お持ちの方

買い物支援 地域に売店が無い、一人で買い物に行けない
等の方を対象に支援します。

概ね65歳
以上の方 無料

軽度生活支援 簡単な掃除や調理等の家事を支援します。 〃 1時間 200円

たんぽぽの会
地域のボランティアグループはミニデイの援
助や地域の見回り等を行っています。　ボラ
ンティアは随時募集しています。

地域住民
（年齢は問

わず）

なかゆくい 
事業

公民館等で食堂を開催し地域住民の交流や情
報交換の場として行われている事業です。現
在開催している地域は、田嘉里区、謝名城区、
喜如嘉区（2ヶ所）、塩屋区、大保区、白浜区、
津波区です。

〃 ※食事代は地域に
より異なります

大宜味村役場
住民福祉課

電話:44-3003

いきいき
100歳体操

寝たきりにならない為の自主サークル活動を
支援します。5名以上のグループで場所は個
人宅、公民館、集会場など

〃 無料

大宜味村
地域包括 

支援センター
電話:44-3011

介護用品給
付事業

支給対象者に対して介護用品（おむつ等）を支
給します。年額上限75,000円

要介護4又は５の認定を受けて
いる在宅高齢者で非課税世帯等
の条件があります。

家族介護交
流事業

在宅介護を行っている家族に対して、交流会
や日帰り旅行等に参加し、介護の疲れを癒し
てもらう事業です。

家族を介護
している方 無料

この社協だよりは、赤い羽根共同募金と寄付金で作成しました。
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