


社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

・ 理事会（4回）
・ 評議員会（3回）
・ 監査（法人2回、共募1回、税理士事務所巡回指導2回）
・ 評議員選任・解任委員会（1回）
・ 社協組織体制等検討会（1回）
・ 社協会員募集（戸別：7,234世帯、賛助：512人
　　　　   施設団体 ：17団体、28施設 、  特別：288口）
・ 三者連絡会（民児協：71人、区長会：64人、社協：22人）
・ 職員研修会（受託事業：1回、介護保険事業：2回、全体：1回
延べ153人）

・ 役職員研修会（19人）

■ 会務の運営並びに連絡調整

・ 頑張る親子サポート事業
 （申請者5人、利用者5人、利用時間45時間）

■ 母子・父子福祉に関する事業

・ 子育てサロン（親子 延べ507組、1,107人／内新規利用者
39組）　支援ボランティア（延べ66人）

・ ファミリーサポートセンター（利用件数　延べ687件）
  （サポート会員97人、依頼会員258人、両方会員20人）
・ 子育てサポーター養成講座（全4回、12人）
・ スキルアップ講習会（2回、20人）
・ 子供の貧困緊急対策事業（居場所の運営）
  （108回、述べ595人、登録者14人、ボランティア8人）

■ 児童福祉に関する事業

■ 障がい者福祉に関する事業

平成28年度　事　業　報　告

・ 声の広報配付事業(対象者：8人）市広報紙（12回）、市議
会だより（4回）、社協だより（6回）、アイアイのほっとタ
イム（12回）

・ 指定相談支援事業（指定一般相談、指定特定相談、指定障
害児相談）

・ 地域活動支援センターⅠ型／野の花 （相談支援190人、
4,250件）（地活登録者100人、延べ5,039人）

・ 地域自殺対策緊急強化事業／野の花 (相談91件）
・ 移動支援（地域生活支援事業）（外出支援116回、登録者7人）
・ 第7回障がい者ふれあい交流会（17チーム、170人）

■ 調査広報・啓発事業
・ 社協だより発行（6回）
・ ホームページの活用　
・ facebookの活用
・ 調査啓発活動（児童福祉週
間、歳末たすけあい義援金
支給世帯調査）
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　南城市社会福祉協議会は、“第 2次いきいき南城しあわせプラン”の将来像である「一人ひとりを大切に、
ともに支え、ともに生きる共生のまち・南城市」の実現に向けて、下記の事業に取り組みました。子ども
から高齢者、障がい者やひとり親世帯等日常生活で支援を必要とする方々へのサービスの実施や、福祉情
報の提供及び福祉教育への協力や啓発活動などのほか、新たなサービスの構築に向けて、関係機関・団体
と連携し取り組みました。

・ 金銭管理サポート（利用者5人、支援172件）
・ 日常生活自立支援（利用者2人、支援30件、生活支援員
登録1人）

・ 福祉サービスに関する苦情解決
・ 福祉用具貸出（130件／車イス、歩行器、シャワーチェア、
室内トイレ、ギャジベッド )

■ 福祉サービス推進支援事業

・ 生活福祉資金貸付事業（相談119件）（貸付4件）
・ 生活支援事業（生活支援チケット）（8世帯19人）
・ 法外援護（見舞金支給） 罹災見舞金（1件） 法外援護金（1件）
・ 生活困窮世帯・一時支援事業（りゅうちゃん子どもの希望募
金助成事業）　支給世帯（8世帯）　児童生徒（10人）

■ 低所得者に関する事業・法外援護活動   



■ 老人福祉に関する事業

■ 地域福祉ネットワーク事業　

・ ヘルパーステーション（派遣／延べ4,935回）
■ 障害者総合支援関連事業

・ ボランティアの登録相談（登録：29団体692人、個人103人）
・ 登録・コーディネート・相談（相談38件、紹介51回 158人）
・ ボランティア情報紙発行（5回）
・ facebook更新：ボランティア関連記事24件
・ 旧盆、年末お掃除ボランティア（旧盆：協力6団体、個人25人）  
　（年末：協力7団体、個人63人）
・ 地域福祉活動実践報告会（報告：1園2校、1字、1団体、約
80人参加）
・ フードバンクへの協力（協力者：約50人、107kg、約300品）
・ ボランティア活動推進校指定（小中学校、保育園21校）
・ ボランティア活動推進校担当者連絡会（2回、参加者延べ37人）
・ 総合学習に対する協力（福祉体験：アイマスク、車イス、
講師派遣等）
・ 市内福祉施設等に対する協力（5回、参加者延べ47人）
・ 実習生受入（相談援助、介護基礎研修過程、小中教諭介護
等体験） （沖大5人、沖国大2人、琉大5人、沖女1人、芸大1
人、沖縄アカデミー2人）

■ ボランティア・市民活動センター事業

・ 赤い羽根共同募金運動（募金説明会、事業所募金依頼&募
金事業所まわり、街頭募金の実施)

・ 歳末たすけあい募金運動（募金説明会、配分委員会、義援
金支給、預託物品配付／お米・手づくり味噌)

・ 緊急災害募金運動（熊本・大分地震、北海道台風大雨、岩手
県台風大雨等、新潟県糸魚川市大規模火災、24時間テレ
ビ39「愛は地球を救う」 )

・ 災害に関する活動：東日本大震災に関する活動
　福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会（チケット支援：
19世帯／小学生10人、中学生以上36人)　熊本地震に関
する活動：災害ボランティ
アセンター立ち上げ・運営
支援への派遣（派遣職員：県
社協24人、市町村社協38
人／内南城市2人 )

■ 共同募金運動の実施

・ 特定旅客自動車運送（通院等乗降介助、同行援護事業、
  移動支援事業／利用回数延べ792回）

■ 特定旅客自動車運送事業

・福祉団体育成活動支援
・知念社会福祉センター管理運営
・福祉センター指定管理運営（佐敷、玉城、大里）

■ その他

→・ 地域コーディネーター配置及び活動（年間活動2,563
回、相談121件）（地域包括会議12回、地域ネットワーク
会議17回、地域アセスメント作成4字、火災警報器設置
11件）

・ 福祉総合相談所（一般開設244日、190件、法律相談開設
22日、59件）

・ 地域支え合い支援（要援護者33世帯／18字、地域支援
員45人／18字、 年間訪問回数　述べ2,824回）

・ 支え合いティッシュ箱設置（16件）
・ フッくん・シーちゃん地域福祉活動助成（申込件数11団
体、採択11団体）

・ 南城市社福連絡会（全体会、幹事会、
地域担当者会議、新春のつどい)

・ 他団体への協力(地域指導者養成講
座修了者支援、福祉教育「総合学
習」への支援、施設での「介護実習」
への支援)

・ 地域ふれあいミニデイサービス
  （64ヵ所、1,403回、延べ16,881人）
・ 高齢者筋力向上トレーニング（5ヵ所、599回、延べ21,231人）
・ NGP65（男塾　前期・後期、延べ224人／元気塾 3ヵ所、延
べ399人／シニア健康塾　前期・後期、述べ287人）

・ 介護支援ボランティアポイント制度
　（354人、18,254ポイント）
・ 介護予防教室（72ヵ所、延べ1,058人）
・ ふれあいミニデイサービスボランティア研修会（1回、118人）
・ ふれあいミニデイサービススポレク大会（地域4回、延べ
759人、中央１回82人）
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・ 居宅介護支援事業所（ケアプランセンター）
・ 通所介護事業所（知念デイサービスセンターゆいゆい）
   　　　　　　  （大里いきいきデイサービスセンター）
・ 訪問介護事業所（ヘルパーステーション）

■ 介護保険事業



平成28年度　決 算 報 告

詳細につきましては、南城市社会福祉協議会事務局において閲覧することができます。
お気軽にお声かけ下さい。
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資金収支計算書
（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）
勘　定　科　目 決　算　額

事業活動収入計 (1) 345,618,845

事業活動支出計 (2) 352,101,272

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) △ 6,482,427

施設整備等収入計 (4) 3,600,000

施設整備等支出計 (5) 6,824,630

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 3,224,630

その他の活動収入計 (7) 21,901,530

その他の活動支出計 (8) 8,358,486

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 13,543,044

予備費支出（10） 0

当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10） 3,835,987

前期末支払資金残高（12） 44,117,543

当期末支払資金残高（11）+（12） 47,953,530

収　入　合　計 415,237,918

支　出　合　計 367,284,388

事業活動計算書
（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）
勘　定　科　目 決　算　額

サービス活動収益計 (1) 342,996,988

サービス活動費用計 (2) 360,598,813

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △ 17,601,825

サービス活動外収益計 (4) 2,621,857

サービス活動外費用計 (5) 1,689,800

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 932,057

経常増減差額 (7)=(3)+(6) △ 16,669,768

特別収益計 (8) 3,600,000

特別費用計 (9) 2,100,005

特別増減差額 (10)=(8)-(9) 1,499,995

当期活動増減差額（11）＝（7）+（10） △ 15,169,773

前期繰越活動増減差額（12） 118,321,003

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）+（12） 103,151,230

基本金取崩額（14） 0

基金取崩額（15） 15,598,000

その他の積立金取崩額（16） 1,300,000

その他の積立金積立額（17） 88,632

次期繰越活動増減差額（18）＝（13）+（14）+（15）+（16）-（17） 119,960,598

収　益　合　計 484,437,848

費　用　合　計 364,477,250

貸　借　対　照　表
平成29年3月31日　現在

（単位：円）
資産の部 負債の部

勘　定　科　目 当年度末 勘　定　科　目 当年度末

流動資産 72,733,752 流動負債 34,371,469

固定資産 445,356,762 固定負債 116,854,890

負債の部合計 151,226,359

純資産の部

基本金 4,000,000

基金 152,979,256

国庫補助金等特別積立金 64,354,690

その他の積立金 25,569,611

次期繰越活動増減差額 119,960,598

(うち当期活動増減差額) △ 15,169,773

純資産の部合計 366,864,155

資産の部合計 518,090,514 負債及び純資産の部合計 518,090,514



社社 協協 会会 員員 募募 集集
社協会費募集推進強化月間 【平成29年7月1日～31日】

社社 協協 会会 員員

南城市社協♥おもな事業南城市社協♥おもな事業

その他、さまざまな福祉活動を行っています。その他、さまざまな福祉活動を行っています。

募募 集集

○地域ふれあいミニデイサービス　○声の広報配布事業
○高齢者筋力向上トレーニング事業
○地域ふれあいミニデイサービス　○声の広報配布事業
○高齢者筋力向上トレーニング事業

〇子育てサロン　〇子供の貧困緊急対策事業 (居場所の運営 )
〇頑張る親子サポート事業　〇ファミリーサポートセンター事業
〇子育てサロン　〇子供の貧困緊急対策事業 (居場所の運営 )
〇頑張る親子サポート事業　〇ファミリーサポートセンター事業

〇福祉総合相談事業　　　〇生活福祉資金貸付事業
〇金銭管理サポート事業　〇日常生活自立支援事業
〇福祉総合相談事業　　　〇生活福祉資金貸付事業
〇金銭管理サポート事業　〇日常生活自立支援事業

〇福祉体験学習　〇ボランティア・市民活動センター事業　
〇地域福祉活動実践報告会　〇活動推進校指定事業
〇福祉体験学習　〇ボランティア・市民活動センター事業　
〇地域福祉活動実践報告会　〇活動推進校指定事業

子どもたち・ひとり親世帯のため子どもたち・ひとり親世帯のため

一口

一口

一口

一口

一口

一口

　　500円

　 1,000円

　 5,000円

　 5,000円

　10,000円

　 5,000円

各世帯

社協活動に賛同する個人

福祉関係機関・団体・地域団体等

通所施設

入所施設

法人会社・事業所・篤志家等

会員の種類 金　額対　象

戸別会員

賛助会員

団体会員

施設会員

特別会員

社協会費のご協力は、福祉の
まちづくり参加の一つです。
よろしくお願いします。

社協会費のご協力は、福祉の
まちづくり参加の一つです。
よろしくお願いします。

あなたの会費が地域福祉を支えています。
「一人ひとりを大切に、ともに支え、ともに生きる共生のまち・南城市」の実現のため、
みなさまのあたたかいご理解とご協力をお願いいたします。

あなたの会費が地域福祉を支えています。
「一人ひとりを大切に、ともに支え、ともに生きる共生のまち・南城市」の実現のため、
みなさまのあたたかいご理解とご協力をお願いいたします。

高齢者・障がい者のため高齢者・障がい者のため

生活困窮者の支援と相談・援助生活困窮者の支援と相談・援助ボランティア活動・福祉教育のためボランティア活動・福祉教育のため

そそ
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　平成29年度より、南城市社会福祉協議会は市からの委託を受け、
「生活支援コーディネーター」を配置しました。
　生活支援コーディネーターとは、住み慣れた地域にある活動や交
流等を発掘したり、「気になる人」と「気にかけてくれる人」をつな
ぐ専門職です。

　南城市は、字・自治会単位での活動をはじめ、各種団体やサークルなど様々な活動が行
われており、自主的な活動も多く、それが地域の力となっています。
　生活支援コーディネーターは、まずはみなさんが行っている活動、地域の力（たからもの）
を知ることを手始めに、各福祉センターや公民館にお邪魔させてもらっています。

　日頃、みなさんが「当たり前」にやっている住民同士の支え合
いのお話を聞かせてもらい、その地域の力に改めて「地域の強さ」
を感じ、その強さを生活支援コーディネーター自身も分けていた
だきながら、日々活動を行っています。

　地域の伝統芸能や自慢の地域行事、周りの元気な高齢者、「○○さんの家には、いつも
ユンタクしに人が集まっているよ～」「あそこのお店に行くと買い物もできるし、行くとな
んだか元気になれるよ」といった、地域の中にある高齢者のパワースポットなど、地域の
ことを色々教えてください！！

生活支援コーディネーターを配置しました。生活支援コーディネーターを配置しました。

大城

－ 統括担当 －

佐久間

　地域の伝統芸能や自慢の地域行事、周りの元気な高齢者、「○○さんの家には、いつも

だきながら、日々活動を行っています。

みなさんの地域にある「たからもの」「いいところ」を教えてください！

２人でも
楽しかったけど。。。
近所の方も一緒だと
もっと楽しいね♪

いつまでも
健康に暮らして
いきたいね～

私たち
生活支援コーディネーター

がうかがいます！！
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　毎月第 1 金曜日と第 3 水曜日を「久高
支え愛隊」として高齢者宅等の訪問をし
ています。安座真港から、10時出航のフェ
リーで久高徳仁港へ向かいます。南城市
で唯一の離島である久高島、前任者から
引き継ぎ、早や１年と２カ月になりますが、
今、社協ができる支援として活動していま
す。到着後、診療所を訪ね現状を医師より
聞き取りし、対象者宅を訪問します。高齢
者の多い久高島内を歩いても島民に会う
ことは殆どなく、観光客とすれちがうぐらいです。訪問する家は独居世帯１軒、親子世
帯２軒で、体調、服薬等の生活状況を確認します。
　毎回温かく迎えてくれるので、心地よく感じながら医師への報告を終え、13 時のフェ

リーで帰ります。第３水曜日は同じ様に訪問
をし、その後、診療所で介護保険サービス事
業所の職員も加わり各々現状報告等を行い、
お互いの情報を共有できるようにしています。
　おわりに、神の島久高島がこれからも、安
心して暮らせるよう島民同士の声かけ合い、
助け合いの活動が展開できるよう、引き続き
見守り訪問をしていきたいと思います。

（知念地域コーディネーター  城間源一）

　毎月第 1 金曜日と第 3 水曜日を「久高
支え愛隊」として高齢者宅等の訪問をし
ています。安座真港から、10時出航のフェ
リーで久高徳仁港へ向かいます。南城市
で唯一の離島である久高島、前任者から
引き継ぎ、早や１年と２カ月になりますが、
今、社協ができる支援として活動していま
す。到着後、診療所を訪ね現状を医師より
聞き取りし、対象者宅を訪問します。高齢
者の多い久高島内を歩いても島民に会う
ことは殆どなく、観光客とすれちがうぐらいです。訪問する家は独居世帯１軒、親子世
帯２軒で、体調、服薬等の生活状況を確認します。
　毎回温かく迎えてくれるので、心地よく感じながら医師への報告を終え、13 時のフェ

リーで帰ります。第３水曜日は同じ様に訪問
をし、その後、診療所で介護保険サービス事
業所の職員も加わり各々現状報告等を行い、
お互いの情報を共有できるようにしています。
　おわりに、神の島久高島がこれからも、安
心して暮らせるよう島民同士の声かけ合い、
助け合いの活動が展開できるよう、引き続き
見守り訪問をしていきたいと思います。

（知念地域コーディネーター  城間源一）

久高支え愛隊久高支え愛隊
ささささ あいあい

　市内４ヶ所の福祉センターに配置しています。その活動は、生活課題や福祉課題
のある家庭や地域住民の相談援助を行い、必要に応じて行政や支援機関等への橋渡
しをします。
　また、地域住民による福祉活動などをコーディネートする役割を担い、民生委員・
児童委員などの福祉関係機関とも積極的に関わりを持ちます。困りごとがあれば、
あなたの地域の福祉センターへお電話下さい。

地域コーディネーターとは？
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地域コーディネーター
奮闘記



ボランティアセンター情報ボランティアセンター情報ボランティアセンター情報ボランティアセンター情報

　南城市社会福祉協議会は、市内の小中学校・幼稚園・保育園を対象にボランティア活
動の活性化をサポートするボランティア活動推進校（園）の指定書交付式を行いました。
　「ボランティア活動推進校」として指定することにより、幼いころから一貫した福祉教育
を実感してもらい、子どもたちに思いやりの心を育み「自分たちで考え行動する力を身に
つける」ことを目的に、今後も地域に根ざしたボランティア活動を展開していきます。

献血情報(ちょこっとボランティア)

問い合わせ先：沖縄県赤十字血液センター　献血推進課　
　    TEL：098-834-3201　FAX：098-834-3204

日　　　時：8月18日（金）  10時～11時45分

場　　　所：JAおきなわ大里支店、Aコープアトール店  駐車場

協力団体名：株式会社　謝花組
※日程等は変更になる場合があります。詳しくはBC9ホームページでご確認下さい。

13時～16時30分
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平成29年度 

ボランティア活動推進校21校決定！！



お問合せ・申込み
島人サークル necoツーリズム　 南城市知念久手堅 405-5

☎090-9120-1120（たなか）　info@neco.mobi　　web:www.neco.mobi

期　日 ： 2017年7月17日（月：祝日）
時　間 ： 8時45分 集合　
参加費 ： ビーチクリーン無料
持ち物 ： 軍手、トング等
            貝を取る場合は熊手
　　　   サンタ衣裳は無料貸し出し
海人鍋 ： 数量限定

　旧盆を気持ちよく迎えてもらうために、高齢者独居世帯や障がい者世帯の
草刈り・庭掃除等を行います。

期　日：平成 29年 8月 20日（日）
時　間：午後 1時～午後 3時（時間帯は変更する場合もあります。）
場　所：市内
内　容：屋敷内の草刈り、軽度の樹木の枝伐採など
備　考：カマや軍手等は持参でお願いします。ボランティア活動を行うには
　　　　ボランティア保険への加入が条件となっています。年度内 350円～
　　　※南城市ボランティアセンター（南城市社会福祉協議会内 )までご連絡ください。
連絡先：南城市社会福祉協議会（本所）TEL:882－8861（浜比嘉  佐久間）
　　　　南城市社会福祉協議会（玉城支所）TEL:948-3076（幸喜）
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参加者募集！！
場所：南城市知念岬西海岸

募　集
旧盆前お掃除ボランティア募集
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