
趣　意　書

八重瀬町社会福祉協議会は、令和３年に創立１５周年の節目の年を迎えました。今日まで地

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。第２

次八重瀬町地域福祉（活動）計画で示されている基本理念「地域住民を主体として、結の心で

支え合うふれあいのまちづくり」をもとに各校区へコミュニティソーシャルワーカーを配置、

「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」の実現を目指し町内３

４自治会に支え合い委員会を設置し、地域住民が運営する地域相談所の充実と新規開設を支援

し社会的孤立の解消を図っています。

今年度も新型コロナウィルス感染症拡大の影響が長期に亘っており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症拡大による休業や失業等で支援

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３年７月

社会福祉法人

八重瀬町社会福祉協議会

会　長　金　城　榮　幸
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 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 

～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 

 ボランティアセンター事業 

 東風平中学校区コミュニティネットワーク事業 

 具志頭中学校区コミュニティネットワーク事業 

 ふれあいのまちづくり推進事業 

 ファミリーサポートセンター事業 

 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 

 配食サービス任意事業 

 障害者社会参加促進事業 

 手話奉仕員養成事業 

 生活支援体制整備事業 

 町社会福祉会館管理受託事業 

 生活福祉資金貸付事業 

 日常生活自立支援事業 

 歳末たすけあい配分金事業 

 たすけあい金庫貸付事業 

 生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業

 子供の貧困対策・子供の居場所づくり運営事業 

 ファミリーサポートセンター利用負担軽減事業

 

当銘支え合い委員会当銘支え合い委員会

字友寄（地域活性化事業）字友寄（地域活性化事業）

字大頓（高齢者世帯訪問）字大頓（高齢者世帯訪問）

手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座

音訳サークル定例会音訳サークル定例会

モデル事業（地域力向上研修会）モデル事業（地域力向上研修会）

字屋宜原（草刈作業）字屋宜原（草刈作業）

東風平ユンタク会東風平ユンタク会

クリスマスケーキ配達事業クリスマスケーキ配達事業字新城
（新生児紙おむつ配布）

字新城
（新生児紙おむつ配布）

仲座ミニデイ仲座ミニデイ
玻名城ミニデイ玻名城ミニデイ

セーフティネット事業（防災展）セーフティネット事業（防災展）

屋宜原団地ミニデイ屋宜原団地ミニデイ

障害者社会参加促進事業（生花教室）障害者社会参加促進事業（生花教室）

 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。    

社協の財源は、住民の皆さま及び団体、事業所の皆さまからの会費をはじめ、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。協力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充実、子どもの貧困対策の支援等様々な地域活動に活用しております。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長期に亘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。

～あなたも社協の会員に～

フードバンク事業フードバンク事業 手話サークル「フラワーハンド」
クリスマス交流会

手話サークル「フラワーハンド」
クリスマス交流会

配食サービス事業配食サービス事業

生きがいデイサービス生きがいデイサービス

外間団地自治会
（クリスマスプレゼント配布事業）

外間団地自治会
（クリスマスプレゼント配布事業）

ファミリーサポートセンター事業
（サポート会員養成講座）

ファミリーサポートセンター事業
（サポート会員養成講座）

子どもの居場所清掃活動子どもの居場所清掃活動

子どもの居場所づくり事業子どもの居場所づくり事業



所務事律法山南様　雄守　堂舎伊ブラクーリトンカ山南グンリアニジンエ洋興）株（刷印マドイア）有（
（有）曙開 （発 株）興洋 （子電 株）南城技術開 　座宇発 徳幸　様（３口） にこにこ保育園園長 金城　幸子 様

）口５（院骨整アノ）口２（様　文和　村内）コ建（伸南）株（グンリアニジンエ和光）有（刷印ムトア）有（
（有）新 （垣 有）國場園材 （有）南西技術 浦添　博信　様（３口） のびる保育園園長 外間 尚美 様
合資会社　アンリシステムサービス （株）国場建機トップレンタル （有）南武建設 浦添　博紀　様（５口） 花の店Ｋ.おーきっど（３口）

トレゼデ　店のキーケとンパ）口01（様　春清　数嘉）株（工電部南クッニリク平風東房工糸）有（
（株）池宮商会 東風平自動車修理工場 （株）西崎興業 神谷　榮助　様（３口） ひるぎ（３口）

）口３（地衣羽　房工型紅）口01（様　男繁　武川グンジウハ建日）株（発開寿）株（計設泉）株（
クッィテスラプ港香）口５（様　照　地下研技章日）有（房工計設桜）有（發開世伊）有（ 製作所（５口）

ブラクフルゴスクンリンザサ・ザんけちい）株（ 鉢 様　雄康　良高社会式株設仮合総嶺 みどりが丘保育園理事長 謝花　清和 様（５口）やえせ就労支援センター野の花
会工商町瀬重八様 子美久嶺　長 長園園育保川港様　一良　野田）株（ツンタルサンコスエーピせえや科歯ンザサスーターモしば日一）資（

会合連性女町瀬重八屋しす城宮）口３（様　次眞　田和多木土嘉比）有（社会式株ウトサ)株(料燃満糸
者害障体身町瀬重八）口５（院骨整灸鍼のなんみ）口３（様　子枝美　元徳）株（設建光研技慶三）有（クッニリク森の空　会月杏人法療医 協会

様　奈祐　門徳店品部りかひ）有（業産木土大三）株（院病会洲徳部南　会洲徳縄沖人法療医 八重瀬わかたけ保育園園長 神谷　春美 様（３口）八重瀬町赤十字奉仕団
会祉福婦寡子母町瀬重八）口５（やぎや）口２（様　司健　田富設建仲平）株（発開洋山）株（院医一第平風東　会の和助人法療医

医療法人ｽﾈｲﾙ会 耳鼻咽喉科やえせｸﾘﾆｯｸ 一間上 長店支店支平風東行銀球琉）口２（様　乃良　根宗仲設建義平）有（）コ建（グンリアニジンエ岩芝）株（ 郎 様 八重瀬町民生委員児童委員連合会
老町瀬重八）口５（ブラク童児ばかわ）口３（様　助忠　田長ータスーォフ）有（グンリアニジンエルビシ）株（院病連勝　会嶺南人法療医 人クラブ連合会

保けたかわ瀬重八）口５（様 弘勝川石 長町副町瀬重八）口01（様　子由　田長正福）有（所務事郎太政城金士書法司業工原地宇）有（ 育園
結）口５（様 勲里見諸 長育教町瀬重八）口４（様　治方　根屋比計設量測葉双）株（所務事ねやひ・仲伊士書法司スャシンココエ）有（ い保育園

社会式株アケるーまいゆ）口22（職理管場役町瀬重八）口４（様　則正　根屋比みかちふ）株（組花謝）株（舎ルパコエ）株（
じみしあ社会限有）口51（会助互会議町瀬重八）口４（様　行正　根屋比社会式株刷印進文発開術技新）有（トクェジロプスーエ）有（

）口43（会長会治自・長区町瀬重八）口４（様　義正　根屋比トンタルサンコトスベ）株（業工気電共新）株（建土一大）有（ （有）パロス住宅型有料老人ホーム
）口02（会員委業農町瀬重八）口３（　様邁　名境真）株（グンニンラプトスベ組仁）有（石砕里大）有（ 　　　　ちぶみやえせデイサービスやえせ

ムーホ人老料有）口84（会合連員委童児員委生民町瀬重八）口５（様　代知美取志眞）コ建（）株（計設斗北組光新）有（）株（業産野大 新緑の里
長校校学小頭志具立町瀬重八）口01（様　常眞　里見諸店瀬重八とっもとっほ：やみか）有（）株（版出星新スーリ機建宮大）有（
頭教校学小頭志具立町瀬重八）口５（様　詳宣　宜屋）コ建（計設プーホ）株（木土堂長新）有（機工宮大）有（

長校校学小城新立町瀬重八）口５（様　望　城山）株（設建田前発開芽新）有（工電新沖
（株）沖成コンサルタント （株）伸和建設 頭教校学小城新立町瀬重八）口５（様　子照　儀與発開西前）有（

長校校学小平風東立町瀬重八）口４（名匿業工牧）株（術技海浅）有（発開礎基縄沖）有（
教校学小平風東立町瀬重八）口５（名匿設電志喜真）株（グンリアニジンエ巧精）株（所業営部南）株（スガ同協縄沖

）口３（長校校学小川白立町瀬重八）口５（名匿組清丸）株（建技部西）有（店支瀬重八　行銀邦海縄沖
）円００５，７６１（平風東）口３（頭教校学小川白立町瀬重八）口５（名匿業産清丸）有（所究研備設）株（店支瀬重八　行銀縄沖）株（

０，３４（覇伊長校校学中頭志具立町瀬重八）口01（院病物動瓦赤トンタルサンコ設建島丸）株（信前）有（）コ建（研技設建縄沖）株（ ００円）
（原田上頭教校学中頭志具立町瀬重八）口３（所務事士書法司伸良垣新組真丸）株（行機一第）株（様祐清村中 術武古手空館道志統伝縄沖 ２９，０００円）

屋長校校学中平風東立町瀬重八）口３（ブラク童児ろしらあ発開やるま）有（）コ建（計設量測協大）株（店支頭志具　合組同協業農県縄沖 宜原 （７７，５００円）
（盛富頭教校学中平風東立町瀬重八）口３（様 修間外 長事理園育保ろしらあ和丸）有（設建進大）株（店支平風東　合組同協業農県縄沖 １５３，０００円）

城名世長校校学等高業商部南立県縄沖）口３（様 子綾間外 長園園育保ろしらあ品食りどみ）有（設建眞大）有（合組同協業農農酪県縄沖 （１１９，５００円）
０５，２３（良高）口５（長会協社町瀬重八）口01（場道舞琉子代加門上設建嶺）株（計設量測地大）有（科外形整のなとおともどこ縄沖 ０円）

円００５，０２１（伯多志）口５（長会副協社町瀬重八）口01（院医科歯地上縄沖ムーホクイメ）有（設建地大）有（業総探磁縄沖）有（ ）
００５，６６（銘当）口91（員議評・事監・事理協社町瀬重八）口５（ーシクタ沖）資（研技基）有（設建良平）有（発開査探縄沖）株（ 円）

計設盛）株（業工和大）有（会商ルーアーピ縄沖）有（ 沖縄海邦銀行八重瀬支店支店長 島袋公子様 八重瀬町社協職員（67口） 小城 （７８，５００円）
（株）沖縄不動産総合鑑定所 拓南製鐵株式会社（３口） （有）盛土建 沖縄県農業協同組合具志頭支店支店長内村正彦様 宜次 （８１，５００円）

ーリトーポ里見諸）有（務事けた）有（屋わなきお）株（ 沖縄県農業協同組合東風平支店支店長森田孝男様 外間 （２５，０００円）
）円００５，７９（寄友）口３（ータンセ売販平風東スムイタ縄沖科眼せえやＬＵＦＲＥＷＯＰ　ＧＡＴ計設量測地用縄沖）株（

団一第）口01（スンナテンメ縄沖）有（車動自セエヤ：ＥＳＥＡＹ）株（トンタルサンコ研技幸田）株（トンタルサンコドンラ縄沖）株（ 地 （４０，０００円）
）円０００，０５（ツイハ川白園学ろどもけあ）口３（場工備整車動自谷神所務事士書法司せえや島ら美）有（社会式株具寝久綿縄沖
）円０００，０３（ツイハ倉大園育保ろしらあ）口01（ムーァフ谷神科外形整せえや組正照）株（ーナトーパスィフオ）有（

地団原宜屋会協祉福者害障体身県縄沖）口01（平風東りゃし銀発開一山）有（トンタルサンコ設建邦東）株（里の風東　設施健保人老護介 （５６，０００円）
）円０００，５２（地団間外営県せえやルクーサ訳音）口３（ブラク童学みかしぐ社会式株油石トマヤ発開信東）有（工重数嘉）株（

，０５（ツイハ東寄友トーポサ・ーバルシ　社会式株）口01（店売頭志具設建城名世）有（業産設建イエート）株（市城南　会の理倫庭家 ０００円）
（株）かみもり設計 ときわ交通合資会社 （株）ラッキー自動車商会 具志頭保育園園長　大泊　正代　様（３口）企業組合和の会（きらり） 外間高層住宅 （２０，０００円）

頭志具スンナテンメ環琉）有（業工徳所造酒谷神 郵 ）円０００，５１（地団原宜屋営県園育保頭志具様　弘直　崎浦　長局局便
（有）神谷総合建設 （株）都市建築設計 （株）琉球銀行 東風平支店　　　　　　　　 くじら＆ブックス（２口） 合同会社翁長就労支援センター笑来笑来 県営伊覇団地 （１０，０００円）

球琉ムリト）株（院骨整けたわか 警 ）円００５，７６１（頭志具園育保詩のちこ）口３（順新　社会同合社会式株障保備
（株）環境技建ウェーブ（建コ） （株）中建設計コンサルタント（建コ） （有）琉測コンサルタント こちの詩保育園園長 金城 吉枝 様（ ）円００５，３３１（城新園育保ーサーシ）口３

平風東）コ建（研技邦琉）有（スビーサトーオ座仲）有（板看たき 郵便局局長　生駒　千尋　様 指定通所介護事業所えーじ 後原 （１１５，０００円）
共栄 ）円００５，０３（頓大会祉福紋志 人法祉福会社）口５（ーナムジキぶらくもどこドーロウュリ）株（発開座仲）有（）株（業興

）円００５，４６（城名玻里のみなみ 設施援支者害障   ）口３（室容美ちさ業工設建高和）株（設建座仲）有（発開ンシウョキ）株（
）円０００，１８（里安ドンハーワラフルクーサ話手）口81（部本防消合組防消尻島所業工座仲）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００５，２２（座与園育保みかしぐ２第）口５（玄　房工計設
吉仲組城金）株（ 第２ぐしかみ保育園園長 仲間 明様（３口） ）円００５，７５（座仲園育保央中

（有）具志頭給油所 那覇鋼材株式会社八重瀬機材 園育保風ら清瀬重八ドンラヤイタｰﾀﾝｾ 港川 （８１，０００円）
互相覇那産畜頭志具）有（ 警 ）円０００，０４（毛長園学こだて）口01（ータンセ備整車動自ＹＴ社会式株障保備

２（地団毛長営県）園生転ムーホ人老護養別特（会生転）口２（院骨整んねちグンリアニジンエラュチナ）株（所務事計設築建堅志具）株（ ２，５００円）
）円０００，５１（地団頓大営県園育保東わきと科歯らゅちトーミ覇那）株（業工設電田保久）資（

株式会社ＫＴＡ（Ｋ’ｓＣＡＦＥ） （株）南山開発 （株）テラ運輸（10口）
（株）国建（建コ） 那覇空港ゴルフ練習場（株） しぼつななﾝｰﾚｲｶｽ 保育園（５口）

特定非営利活動法人　東風の庭
特定非営利活動法人　サザンウィンド

特別養護老人ホームときわ苑
南部水道企業団
にこにこ保育園
のびる保育園
ハルハウス
ひかりのこ保育園
みどりが丘保育園
港川保育園
やえせ北保育園

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

頭（２名）

≪実績額内訳≫

戸別会費： 2,218,000円

賛助会費： 623,000円

団体会費： 220,000円

特別会費： 1,925,000円
合 計 4,986,000


