
趣　意　書

八重瀬町社会福祉協議会は、地域福祉推進の中核的な役割を担う団体として各種福祉活動を

積極的に展開しております。平成１９年度から実施している地域コミュニティネットワーク事

業は、今年度は小学校区から中学校区へ福祉圏域を再編し、「地域の問題は地域力で解決」で

きるよう体制を強化し、住民参加による地域福祉活動の推進に積極的に取り組んでおります。

しかし、今日の社会福祉をめぐっては急速に進む少子高齢化や地域のつながりの希薄化等を

背景に生活困窮世帯の増加や社会的孤立などの複合的な福祉・生活課題が顕在化・深刻化する

中、公的な支援制度だけでは対応が困難な状況も生じており、改めて地域での支え合い体制の

構築が求められています。

このような中、本会では「誰もが安心して暮らすことのできるまち」の実現を目指し平成３

０年度から沖縄県社会福祉協議会の「社会的孤立対策モデル事業」を受託し、モデル地区に支

え合い委員会を設置、支え合い体制の構築に取り組んでおります。更に、地域住民が運営する

地域相談所の運営を支援し、社会的孤立の解消を図っています。

今年度は、新型コロナウィルスの感染拡大が住民生活においても大きな影響を及ぼしており

ます。本会では、コロナウィルス感染拡大の影響による休業や失業等による生活資金で支援の

必要な方を対象に緊急的に生活費の貸付や食料等の提供を行っております。長期化が予想され

る状況にあることからコロナ禍で困窮する世帯に対し、安心して生活していけるよう引き続き

支援を行います。

昨年度、多くの皆様にご協力いただきました会費は、各地域へ助成金として還元することは

もとより福祉教育の推進や配食サービスの充実、子どもの貧困対策など多岐に亘る事業並びに

活動に有効に活用させていただきました。

地域福祉の推進を図るためには、本会の財政基盤の強化が重要であることから今年度も７月

を「社協会員募集月間」と位置づけ、自己財源の増強を図ることとなりました。本会では町民

の皆様はじめ福祉施設・団体・企業（事業所）の皆様に対しご支援をお願いしております。

今回も本会会員にご加入いただき、本会が実施する事業並びに地域福祉活動の充実のため、

ご理解とご協力をお願い申し上げます。

令和２年７月
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大頓世代間交流

～社協は次のような事業を 
実施しています～ 

 

 地域コミュニティネットワーク事業 

①東風平小校区地域ｺﾐｭﾆﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸ事業 

②白川小校区地域ｺﾐｭﾆﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸ事業 

③具志頭小校区地域ｺﾐｭﾆﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸ事業 

④新城小校区地域ｺﾐｭﾆﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸ事業 

 ボランティアセンター事業 

 社協会員（会費）加入促進事業 

 赤い羽根共同募金配分金事業 

 歳末たすけあい配分金事業 

 社協だより発刊事業 

 ふれあいのまちづくり推進事業 

 セーフティネット支援対策等事業 

 ファミリーサポートセンター事業 

 ファミリーサポートセンター利用者負

担軽減事業 

 高齢者の生きがいと健康づくり事業 

 生きがいデイサービス事業 

 生活支援体制整備事業 

 配食サービス任意事業 

 要援護者見守りネットワーク事業 

 障害者社会参加促進事業 

 手話奉仕員養成事業 

 子供の貧困対策・居場所づくり運営事業

 町社会福祉会館管理受託事業 

 社会的孤立対策モデル事業助成事業 

 生活福祉資金貸付事業 

 日常生活自立支援事業 

 たすけあい金庫貸付事業 

 法人運営事業 

ファミサポ会員交流会 

小城ミニデイ

安里ミニデイ
いきいきデイデイサービス 

手話サークル 

清掃ボランティア

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

配食 
ボランティア

子ども食堂シーサー作り 

障害者社会参加生け花教室 

ボランティア感謝の集い

高良もちつき大会 

後原地区盆踊り大会 

社 協 会 員 募 集 期間 

★特別会費： 企業等          1 口  10,000 円 

★団体会費： 福祉団体・福祉施設等   1 口   5,000 円 

★賛助会費： 賛同する個人・町内店舗等 1 口  1,000 円 

★戸別会費： 町内各世帯             500 円 

お問い合わせは

～あなたも社協の会員に～ 

社協の財源は、住民のみなさま及び団体、事業所のみなさまをはじめ、寄付金、共同募金の配分金、町の補助金や委託金等に

より成り立っており、中でも会費は大切な自己財源の一つです。八重瀬町社協は、みなさまからいただいた会費を地区へ助成

金として還元したり、福祉教育の推進や配食サービスの必要な世帯への支援等様々な地域活動に活用しております。 

今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響が多方面に広がっており、厳しい状況が続いています。本会ではご協力いただい

た財源を活用し支援を行ってまいります。 

一人ひとりが社協の会員になることによって、地域福祉活動に直接的、又は間接的に参加していただいているサポーターでも

あります。多くの住民のみなさまが趣旨をご理解いただき、社協活動を支えてくださいますようご協力をお願い申し上げます。

みみみなななさささまままかかからららののの会会会費費費ににに支支支えええららられれれててていいいままますすす。。。   

令令令和和和元元元年年年度度度はははこここのののよよようううななな事事事業業業ににに活活活用用用さささせせせ

ててていいいたたただだだきききままましししたたた。。。   

社会福祉協議会（社協）とは・・・ 
 

「誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまち」 

の実現を目指して、地域住民や関係機関・団体等と 

連携し、諸問題の解決に向けて取り組む民間の福祉 

団体です。    

 

新城防災訓練

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 



スウハルハ長園園育保川港）口５（様 実弘　眞榮仲研技章日）有（クッニリク平風東刷印マドイア）有（
AI.WEDDING. 屋しす城宮）口２（様 助忠　田長計設原野クッニリク科歯だんちこ (有)パロス住宅型有料老人ホーム

場工理修車動自平風東発開曙）有（ 鉢 ）口３（院骨整灸鍼のなんみ）口01（様 子由　田長社会式株設仮合総嶺 　　ちぶみやえせ デイサービスやえせ
園育保このりかひ）口３（長園園育保けたかわ瀬重八）口３（様 治方 根屋比木土嘉比）有（発開寿）株（刷印ムトア）有（
園育保丘がりどみ）口５（やぎや）口３（様 則正 根屋比社会式株設建光ブラクフルゴスクンリンザサ・ザ垣新）有（

園育保川港）口３（所台のフェシ屋食洋）口３（様 行正 根屋比店品部りかひ）有（せえや科歯ンザサスビーサムテスシリンア　社会資合
園育保北せえや）口５（亭けたりよ）口３（様 義正 根屋比設建仲平）株（社会式株ウトサ会商宮池）株（

花の野ータンセ援支労就せえや長店支店支平風東行銀球琉）口３（様 常眞　里見諸設建義平）有（研技慶三）有（計設泉）株（
園育保けたかわ瀬重八）口５（ブラク童児ばかわ）口３（様 枝光　里見諸ータスーォフ）有（業産木土大三）株（發開世伊）有（

会工商町瀬重八）口５（長町副町瀬重八）口５（様 詳宣　宜屋正福）有（発開洋山）株（んけちい）株（
会合連性女町瀬重八）口５（長育教町瀬重八）口５（様 子照　儀與計設量測葉双）株（事商和三）有（)株(料燃満糸

瀬重八）口81（職理管場役町瀬重八）口３（院病物動瓦赤みかちふ）株（グンリアニジンエ岩芝）株（クッニリク森の空　会月杏人法療医 町身体障害者協会
会助互会議町瀬重八）口３（所務事士書法司伸良垣新社会式株刷印進文グンリアニジンエルビシ）株（院病会洲徳部南　会洲徳縄沖人法療医 （16口） 八重瀬町赤十字奉仕団

医療法人助和の会　東風平第一医院 司法書士　伊仲・ひやね事務所 ベストプランニング株式会社 あらしろ保育園理事長（３口） 八重瀬町区長・自治会長会（34口） 八重瀬町母子寡婦福祉会
連員委童児員委生民町瀬重八）口９（員委業農町瀬重八）口３（長園園育保ろしらあ）株（計設斗北組花謝）株（院病連勝　会嶺南人法療医 合会

ブラク人老町瀬重八）口21（員委進推化適最用利地農町瀬重八）口３（家ーよない店瀬重八とっもとっほ研技開新）有（業工原地宇）有（ 連合会
保い結）口44（会合連員委童児員委生民町瀬重八）口５（場道舞琉子代加門上計設プーホ）株（計設木土開新）株（スャシンココエ）有（ 育園

社会式株アケるーまいゆ　長校 校学小城新立町瀬重八）口３（屋地上）有（発開西前）有（発開術技新）有（トクェジロプスーエ）有（
里の緑新ムーホ人老料有頭教 校学小城新立町瀬重八ロオ・デ・ガーピスエ業工牧）株（業工気電共新）株（建土一大）有（

長校 校学小平風東立町瀬重八スイョチーリブエ設電志喜真組仁）有（石砕里大）有（
）名２（頭教 校学小平風東立町瀬重八）口５（ーシクタ沖）資（業産清丸）有（組光新）有（）株（業産野大

長校 校学小川白立町瀬重八長店支店支瀬重八行銀邦海縄沖トンタルサンコ設建島丸）株（木土堂長新）有（スーリ機建宮大）有（
）円００５，４１２（平風東頭教 校学小川白立町瀬重八長店支店支瀬重八行銀縄沖組真丸）株（発開芽新）有（機工宮大）有（
）円００５，２４（覇伊長校 校学中頭志具立町瀬重八長店支店支頭志具合組同協業農県縄沖発開やるま）有（設建和伸）株（工電新沖

（株）沖成コンサルタント 那覇空港ゴルフ練習場（株）スカイレーン ）円００５，７２（原田上頭教 校学中頭志具立町瀬重八長店支店支平風東合組同協業農県縄沖和丸）有（
長校 校学中平風東立町瀬重八）口３（ータンセ売販平風東スムイタ縄沖品食りどみ）有（グンリアニジンエ巧精）株（発開礎基縄沖）有（ 屋宜原 （７３，５００円）

０５，０５１（盛富頭教 校学中平風東立町瀬重八）口３（場工備整車動自谷神設建嶺）株（建技部西）有（所業営部南）株（スガ同協縄沖 ０円）
３２１（城名世長校 校学等高陽向立県縄沖）口01（ムーァフ谷神縄沖ムーホクイメ）有（所究研備設）株（店支瀬重八　行銀縄沖）株（ ，５００円）

）円０００，２３（良高長校 校学等高業商部南立県縄沖）口５（店商保宜計設盛）株（信前）有（研技設建縄沖）株（
円０００．１２１（伯多志）口５（長会協社町瀬重八）口３（平風東りゃし銀建土盛）有（行機一第）有（店支頭志具　合組同協業農県縄沖 ）

）円０００，９５（銘当）口５（長会副協社町瀬重八んゃち金ーリトーポ里見諸）有（計設量測協大）株（店支平風東　合組同協業農県縄沖
）円０００，３６（城小）口02（員議評・事監・事理協社町瀬重八場市んゃち金科眼せえや設建進大）株（合組同協業農農酪県縄沖

５，１８（次宜）口66（員職協社町瀬重八）口５（ブラク童学みかしぐ会ルイネス人法療医設建眞大）有（科外形整のなとおともどこ縄沖 ００円）
（株）沖縄探査開発 （有）大地測量設計 　耳鼻 ）円０００，５２（間外）口５（名匿）口３（長設施ブラク童学みかしぐクッニリクせえや科喉咽

）円００５，９９（寄友）口５（名匿店物金頭志具車動自セエヤ設建良平）有（会商ルーアーピ縄沖）有（
）円０００，０４（地団一第）口５（名匿）口５（ンイブイラド頭志具所務事士書法司せえや業工和大）有（所定鑑合総産動不縄沖）株（

南拓屋わなきお）株（ 製 ）円０００，０５（ツイハ川白）口２（名匿）口01（店売頭志具科外形整せえや）口３（社会式株鐵
）円０００，９２（ツイハ倉大）口３（長園園育保頭志具発開一山）有（属金琉拓）株（計設量測地用縄沖）株（

頭志具社会式株油石トマヤ務事けた）有（トンタルサンコドンラ縄沖）株（ 郵 ）円００５，８５（地団原宜屋長局局便
）円０００，５２（地団間外営県）口３（長園園育保詩のちこ所工鉄座与ルフワパ・グッタ社会式株具寝久綿縄沖
）円０００，０５（ツイハ東寄友園学ろどもけあ）口５（ブラク童学森のちこ設建城名世）有（組榮玉）有（グンリアニジンエ橋沖）株（

平風東計設量測嶺那与）株（設建新玉）株（ーナトーパスィフオ）有（ 郵 ）円０００，０２（宅住層高間外じみしあ社会限有長局局便
）円０００，５１（地団原宜屋営県園育保ろしらあ）口３（室容美ちさ会商車動自ーキッラ）株（島ら美）有（様　春清　数嘉
）円０００，０１（地団覇伊営県会協祉福者害障体身県縄沖ＲＩＵＯＪスンナテンメ環琉）有（組正照）株（里の風東　設施健保人老護介

来笑ータンセ援支労就　長翁社会同合）口41（部本防消合組防消尻島店支平風東　行銀球琉）株（業産設建イエート）株（工重数嘉）株（ 笑来 具志頭 （１６２，５００円）
家庭倫理の会　南城市 ときわ交通合資会社 琉球警 ）円０００，９１１（城新せえやルクーサ訳音）口３（室容美ンュジ社会式株障保備

）円００５，６１１（原後）りらき（会の和合組業企）口01（ータンセ食配瀬重八会円尚）株（器聴補球琉）株（業工徳所造酒谷神
）株（院骨整けたわか 都 ）円００５，０３（頓大園育保頭志具）口５（業産けすトンタルサンコ測琉）有（計設築建市

）円００５，１６（城名玻園育保詩のちこ）口３（売販車動自らむけず研技邦琉）有（ムリト）株（ブーェウ建技境環）株（
）円００５，７６（里安園育保ーサーシ）口５（玄　房工計設ドーロウュリ）株（トンタルサンコ計設建中）株（板看たき

共栄 ）円０００，２２（座与トーポサ・ーバルシ　社会式株）口３（長園園育保みかしぐ２第業工設建高和）株（発開座仲）有（）株（業興
）円０００，３５（座仲会祉福紋志人法祉福会社瀬重八ドンラヤイタ＞順音十五＜設建座仲）有（発開ンシウョキ）株（
）円００５，２９（川港里のみなみ　設施援支者いが障　）口５（ータンセ備整車動自ＹＴ所業工座仲）有（トーミ進協品食進協）有（

科腸胃科内村中店務工和協）有（ ）円０００，０４（毛長ドンハーワラフルクーサ話手アトス念知
）円００５，２２（地団毛長営県園育保みかしぐ２第）口２（院骨整んねち社会式株材鋼覇那組城金）株（

００５，２１（地団頓大営県園育保央中）口３（長園園育保風ら清）口３（様 幸徳　座宇部楽倶フルゴ覇那）株（スビーサ電空　社会同合 円）
（有）具志頭給油所 那覇相互警 園育保風ら清科歯らゅち）口２（様 文和　村内社会式株障保備

園学こだて）口５（）室容美ざう（川ひうゆ建東）口３（様 信博　添浦トーミ覇那）株（産畜頭志具）有（
園育保東わきと所務事律法山南）口３（様 助榮　谷神発開山南）株（所務事計設築建堅志具）株（

庭の風東 人法動活利営非定特長園園育保こにこに）口01（様 男繁　武川ブラクーリトンカ山南）亭風東（膳大ドーフクック）有（
（資）久保田電設工業 （株）南城技術開発 ドンィウンザサ 人法動活利営非定特長園園育保るびの）口５（様 照　地下
株式会社ＫＴＡ（Ｋ’ｓＣＡＦＥ） （株）南伸 会のなーじ 人法動活利営非定特）口３（どっきーお.Ｋ店の花様 雄康　良高
（株）国建 （有）南西技術 多和田　眞次 様（３口） パンとケーキの店デゼレト 特別養護老人ホーム 転生園
（株）興洋電子 南西空調設備（株） 苑わきと ムーホ人老護養別特）口３（ぎるひ）口３（様 子純　浜徳
（有）光和エンジニアリング （株）南成建設 徳元　美枝子 様（３口） 紅型工房　羽衣地（３口） 南部水道企業団
（有）國場園材 （有）南武建設 園育保こにこにむえぽ様 奈祐　門徳
（株）国場建機　トップレンタル （株）日建ハウジング 園育保るびの）口３（長事理園育保丘がりどみ様 司健　田富

特別会員：１口１０，０００円

団体会員：１口５,０００円

戸別会員：１世帯５００円

賛助会員：１口１,０００

ご協力ありがとうございました

≪実績額内訳≫
戸別会費：2,210,500円

賛助会費： 561,915円

団体会費： 220,000円

特別会費：1,845,000円
合 計 ：4,837,415円


