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　６月１９日、梅雨の合間を縫って嘉手納基地アウトリーチの方々から食糧品の寄贈がありました。内容
は、缶詰、米、レトルト、調味料、洗剤、その他 多くの種類があり、大変ありがとうございました。
　ご提供いただいた食糧品は、困窮者の緊急的な支援に活用させていただきます。
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暑い中、屋外での作業頑張っていま
す。まだ暑い沖縄ですが、暑さ対策
しながらこれからも頑張ります。

「上勢区ふれあい祭り」や社会福祉法人子ども育
成会「ハマリン子ども夏フェスタ！」にお声かけ頂き
お米販売で参加しました。

皆さんは日本の全人口に対してどのくらい障がいのあ
る方がいると思いますか？
①55人に１人
②30人に１人
③16人に１人
答えは③の約16人に1人です。約860万人の方が障が
いを抱えながら生活しています。小学校1クラスに2人程
度。そんなにいるの？と思いませんでしたか。
目には見えない障害を抱えている方もいたり、障がいは
多様です。障がいを理解し、どんな困りごとや問題があ
るのか気づく事が大切です。

日頃より、がち米工房を
ご利用下さりありがとう
ございます。
おかげ様で今年の旧盆も
たくさんのご注文を頂き、
利用者のみんなも精米に
配達にと張り切って作業
に取り組むことができまし
た。
今後ともがち米工房をよ
ろしくお願い致します。

日常で使える器からシーサー、動物などのアート作品まで見て楽しい展示即売会を今年も開催いたします。
多くの皆様のご来場お待ちしています。

がち米工房 作業風景

日本の障がい者数は
どのくらい？里のつぶやきお祭り参加

「ニライの里」「うらら」に関する問い合わせは　Eメール　nirai@chatanshakyo.com

11/13（火）～11/15（木）3日間
北谷町役場内町民ギャラリーにて



北谷町社協だより 第119号（3）

お楽しみ会

めんそ～れ～デイサービス

美 ら 花

大正琴サークル

大学生　実習

結 の 会 手話サークル
青空の会

ハピネスフレンド

デイサービスへの問い合わせ等は　Eメール　kaigo@chatanshakyo.com

　７月、８月に琉球大学より２名の実習生の受け入れをしました。５日間という
短い時間でしたが、色々と勉強になったと思います。ご協力ありがとうござい
ました。

御馳走（幕の内）

　６月２１日～２６日にお楽しみ会を行いました。
昼食は、皆さんに人気のある幕の内を頂きました。
余興ボランティアの皆さんによるかじゃで風・演舞等で華やかに盛り上
げて頂き、利用者をはじめ、職員の方も楽しませていただきました。
ボランティアの皆様、いつもご協力いただきありがとうございます。
デイサービスの皆さんは、地域の方々と関わり合い、触れ合えるのを楽
しみにされています。
今後とも参加・ご協力のほどよろしくお願いします。
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介護保険に関するご相談は　Eメール　kaigo@chatanshakyo.com

　７月２３日～８月１０日にかけて宜野湾のはにんすに利用者の皆さんと一
緒にショッピングに出かけました。
　利用者の皆さんはとても喜ばれており、買い物に夢中になっていました。外出レク
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ボランティアに関するご相談は　Eメール　volunteer@chatanshakyo.com

夏休み
親子の集い

　8/15（水）と8/19（日）に「夏休み親子の集い」を開催しました。今年は名護市にあります「ネオ
パークオキナワ」と「OKINAWAフルーツランド」へ行き、動物との触れ合い体験や、南国特有の熱
帯果樹について学んできました。今回も多くの親子に参加して頂き、親子の交流だけではなく、子
ども同士や親同士の交流もあり、とてもステキなイベントになりました。

　　去った8月26日（日）に24時間テレビ～愛は地球を救う～募金活動がサンエーハンビータウンで行われました。
　小学校・中学校・高校・専門学校生・一般の方、総勢80名余のみなさんが、ボランティア活動に参加しました。

北谷町の今年の募金額は、１３３，８０５円でした。
♡今年もたくさんの愛をありがとうございました！
　皆さんの心温かい気持ちに感謝でいっぱいです。
　　※皆さんから頂いた善意の募金は、福祉車両・障がい者支援・難病者支援・
　　　障がい者スポーツ支援・災害復興・その他に使われています。
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ー２４時間テレビー
「愛は地球を救う」

チャリティー

募金活動

　ボランティア協力の
　みなさんありがとう
　　　ございました
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平成29年度 　事 業 実 績 報 告

１ 会務運営

２ 社協会員加入の推進

５ 要援護者世帯（者）対策の推進

４ 地域福祉推進事業

３ 調査・広報の充実

（１）理事会・評議員会の開催
円滑な会運営執行を図るために理事会、評議員
会を開催した。
①理事会の開催　　・開催数　6回
　　　　　　　　　（出席理事延べ47人）
②評議員会の開催　・開催数　5回
　　　　　　　　  （出席評議員延べ82人）

（２）評議員選任･解任委員会の開催
評議員を選任するため委員会を開催した。
・開催数　1回　    （出席委員3人）

③支え合いネットワークづくり
④子どもの貧困対策関係機関･団体との連携
・情報共有の場の開催　　　　　6回
・子ども食堂子どもの居場所づくり等へ取り組む

団体への支援及び情報提供、物品等のコー
ディネート

⑤地域見守り隊事業の推進
（２）小地域福祉活動団体支援

①団体助成金支給事業
　・小地域福祉活動団体助成金
　　　　　　　　  2,755,000円 （10行政区）
②連絡会の実施　　 　   　  （参加者14人）
③研修会の実施　  　 　      （参加者20人）
④送迎支援の実施　2団体

28回（延べ人数184人）
⑤小地域福祉活動事業に関する相談支援・情
　報提供

（３）地域福祉委員活動の推進
　・連絡会及び研修会　    1回（参加者15人）

（４）相談所の運営・相談活動の充実
①総合相談（月～金）　　　　   　   67件
②法律相談（第１水曜日）　　　 　  17件
③補聴相談（第１木曜日）　　　　　   60件

（５）地域貢献活動企業の開拓及びコーディネートの
実施

（６）福祉バス運行事業の実施　　　   　  116件

（１）戸別会員加入の推進
・戸別会費（年額500円）　　　  1,898,500円
        　  　　　　　　　       （3,797世帯）

（２）賛助会員、特別会員加入の推進
・賛助会費（年額1,000円）　　         7,000円

　　　          　　　　　　  　（7件）
・特別会費（年額10,000円）　 　   480,000円

　         　　　　　　　　　　 （48件）

（１）生活福祉資金
　・貸付相談   　  　   47件（貸付決定5件）

（２）法外援護事業       相談件数2件（生活支援）
（３）歳末たすけあい事業の実施

　・義援金支給　  　42世帯
　・物品配付　　  　42世帯

（４）食品等給付事業の実施
　・食糧寄贈 　 　　　20件（個人、団体）
　・食糧提供　　　　17件

（１）コミュニティーソーシャルワーク事業
①相談支援　　　       　　  個別支援144件
②地域ネットワーク会議        　       7行政区

（１）歳末たすけあい義援金支給対象世帯調査
（２）「社協だより」の発行　　　           年4回発行
（３）ホームページの運用　　            更新回数6回
（４）ちゃたん健康・福祉まつりの開催　    

・参加団体　ステージ 　　25団体・個人
                             会場　　      29団体

(参加者約2,000人)
（５）福祉関係者新春の集いの開催

・余興出演団体5団体 （参加者約220人）
（６）外部団体からの助成金等の情報提供

・助成金情報12件   　・提供先延べ77件

ご意見・ご要望は　Eメール　soumu@chatanshakyo.com
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６ 在宅福祉サービスの推進 10 福祉サービス苦情解決事業の実施

８ 生活支援コーディネータ事業の実施

９ 高齢者・障がい者の権利擁護の推進

（１）障がい児者支援事業の実施
①ニュースポーツリレーの実施
　・参加者7団体　（32人）
②県身体障害者スポーツ大会への協力

（２）ひとり親世帯支援事業の実施
①親子の集い
　・2回開催　（参加者延べ49人）
②新入学児童生徒激励会の実施
③福祉器具貸出事業の実施　　　　　 34件
④物品貸出事業の実施　　　　　　　 61件
⑤福祉器具・物品等受入れ及びコーディネート
　の実施

（１）苦情相談窓口の設置
（２）第三者委員、苦情解決責任者、苦情受付担当者

の設置

高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進して
いくことを目的とし、地域において生活支援・介護予防
サービスの提供体制の構築を目指して実施。

（１）社会資源の把握・情報収集
（２）地域ニーズ・生活支援ニーズの把握
（３）その他（他市町村との情報交換会等）

（１）日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)
の推進

社協会費に関するお問い合わせは　Eメール　jigyo@chatanshakyo.com

７ ボランティア活動の推進

11 その他の取り組み

（１）ボランティアセンターの運営
①ボランティアセンター活動事業
　・登録件数　　個人9人、33団体（796人）
　・相　談　　　　　　　　　　　　13件
　・諸行事への派遣回数　　　　　　10回
　・派遣人数　　　　　　　　　　　56人
②ボランティアのコーディネートの実施
③ボランティアに関する広報・啓発活動の充実
④ボランティア活動保険・行事保険の加入促進
　・ボランティア活動保険　　　　 　695件
　・ボランティア行事用保険　　　  　26件
　・福祉サービス補償　　　　       　　2件

（２）福祉体験学習の実施
（３）ボランティアパネル展　　　　　　1回
（４）24時間テレビ街頭募金活動への協力

　・ボランティア　   　　　　15人

（１）共同募金会活動への支援
①沖縄県共同募金会北谷町共同募金委員会事
　務局
②沖縄県共同募金会への協力

（２）団体助成事業の推進
（３）民生委員児童委員活動の支援
（４）母子寡婦福祉活動への支援
（５）北谷の産業まつりへの協力
（６）社会福祉等に関する事業への参画および協力

12 介護保険事業等の経営
（１）指定通所介護事業所

①通所介護事業の実施
「要介護１～要介護５」と認定された介護が必
要な方で、介護度がさらに重くなることを防止し、
日常生活を送る上で出来る限り介護状態を維
持、または軽減することを目的に通所介護サー
ビスを実施しました。
１日平均利用者数は13.9人で、年間施設稼働
日数は254日、利用者延人数は3,532人となって
います。

②介護予防事業の実施
要介護度が「要支援１・要支援２」と認定された
方で、日常生活を送る上で「自立」に向けた生
活が送れるように支援し、通所介護サービスを
実施しました。
年間施設稼働日数は254日で、利用者延人数
は647人となっています。

③通所型サービスＡ事業の実施
「アガイティーダ」
閉じこもりがちな高齢者等に対し、集いの場を
提供し、レクや野外活動、地域交流等をするこ
とで、社会的孤立感の解消及び自立した日常
生活を営み、さらに地域との繋がりを築くことを
目的に通所介護サービスを実施しました。

（２）居宅介護支援事業所
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14 特定相談支援事業及び障害児相談
支援事業の経営

（１）地域生活支援センター「うらら」
①相談支援事業の実施

障害のある方及びそのご家族からの相談　
に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービ
スの利用支援等を行うほか、権利擁護のため
に必要な援助を行いました。
　・相談実績　　　障がい者　　　　26人
　　　　　　　　　障がい児  　　　   4人

②計画相談の実施
サービス等利用計画についての相談及び作
成などの支援が必要と認められる場合に、障
害者(児)の自立した生活を支えると共に、課
題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケ
アマネージメントによりきめ細かく支援しまし
た。
　・サービス等利用計画作成　　  　 164件
　・サービス等利用計画モニタリング  248件

③日中一時支援事業の実施
障がい者等の日中における活動の場を確保
し、障がい者等の家族の就労支援及び日常
的に介護している家族の負担軽減を図りまし
た。
　・３月現在の利用者数　 37人
　　　　 平日　　述べ 710人
　　　　　余暇支援述べ 232人
　　　　　休日　　述べ 187人

ご意見・ご要望は　Eメール　soumu@chatanshakyo.com

①居宅介護支援事業の実施
利用者が自立した日常生活を営むことができる
ように、利用者の選択に基づき、保険医療サー
ビス及び福祉サービスが、多様な事業者から
総合的かつ効果的に提供されるように居宅介
護支援を実施しました。
平成30年３月末現在の登録人数は68人で、男
性17人、女性51人となっています。

②北谷町介護予防支援業務の実施
介護度の軽い要支援１・要支援２の利用者の
方々の支援に関しては、北谷町役場福祉課地
域包括支援センターより委託を受け、担当の保
健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等と
連携を取りながら自立した生活を目指した支援
を実施しました。
平成30年３月末現在の登録人数は8人で、男
性0人、女性8人となっています。

13 障がい福祉サービス事業の経営
（１）ニライの里

①生活介護事業の実施（定員14人）
常に介護を必要とする方に、排せつ、食事の
介護等を行うとともに、創作的活動又は生産
活動の機会を提供しました。
・３月末現在の利用者数　14人
　　▽園芸事業
　　▽受託清掃
　　▽資源回収
　　▽陶芸事業

②就労継続支援事業Ｂ型の実施（定員26人）
一般企業等で就労困難な方に対して、就労の
機会の提供及び生産活動の場を提供すると
ともに、知識及び能力の向上のために必要な
支援を行いました。
・３月末現在の利用者数　23人
　　▽園芸事業
　　▽弁当製造販売事業（売店運営含む）
　　▽精米事業
　　▽下請け事業
　　▽陶芸事業
　　▽受託清掃
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資金収支計算書

借　方 貸　方

事業活動収入 194,362,273 事業活動支出 196,802,693

施設整備等収入 0 施設整備等支出 1,761,600

その他の活動収入 28,269,992 その他の活動支出 15,766,516

前期末支払資金残高 53,788,285 予備費 0

当期末支払資金残高 62,089,741

計 276,420,550 計 276,420,550

財　産　目　録

Ⅰ　資産の部 金　　　　額 Ⅱ　負債の部 金　　　　額

流動資産 76,301,396 流動負債 15,090,391

固定資産 161,067,232 固定負債 31,415,020

資産合計 237,368,628 負債合計 46,505,411

差引純資産 190,863,217

事業活動収支計算書

収　入 支　出

サービス活動収益 193,202,273 サービス活動費用 197,509,270

サービス活動外収益 1,160,000 サービス活動外費用 100

特別収益 11,560,000 特別費用 11,560,005

基金取崩額 10,000,000 その他の積立金積立額 276

その他の積立金取崩額 0 次期繰越活動増減差額 75,026,885

前期繰越活動増減差額 68,174,263

計 284,096,536 計 284,096,536

貸借対照表

資産の部 負債の部

流動資産 76,301,396 流動負債 15,090,391

固定資産 161,067,232 固定負債 31,415,020

純資産の部

基本金 1,000,000

基金 40,000,000

国庫補助金等特別積立金 10,215,266

その他の積立金 64,621,066

次期繰越活動増減差額 75,026,885

計 237,368,628 計 237,368,628

平成２9 年度

北谷町社会福祉協議会決算報告
法人全体 （単位：円）

ご意見・ご要望は　Eメール　soumu@chatanshakyo.com

寄　附　金 社協に対する皆さまからのあたたかい善意！

★　５月１１日　医療法人　湯池会　北谷病院 
　　　　　 理事長　金城　進　様
ニライの里へ ・・・・・・・・・・・・・・ 120,000円

★　６月     ４日　森山　朝信　　　　様
寄附として ・・・・・・・・・・・・・・・・  　5,000円

★　６月２８日　ライオンズクラブ国際協会 337-Ｄ地区沖縄Ｒ1Z
　　　　　 北谷ライオンズクラブ

　　　　　　　　会長　金子　智之様
寄附として ・・・・・・・・・・・・・・・・ 20,000円

★　７月     ３日　森山　朝信　　　　様
寄附として ・・・・・・・・・・・・・・・・  　5,000円

平成30年度
★　８月     ３日　米須　清太郎　　様
「旭日単光章」受章の記念として ・・・・・・・ 50,000円

★　８月     ３日　森山　朝信　　　様
寄附として ・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,000円

北谷ライオンズクラブ様より寄贈
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共同募金に関する問い合わせは　Eメール　kyobo@chatanshakyo.com

　皆さまからいただいた募金は、北谷町の地域福祉活動資金や沖縄県内の団体や事業所へ配分されて
おります。

沖縄県共同募金会　北谷町共同募金委員会　９３６－２９４０（社協内）　担当：玉栄

～どなたでも参加できます！ぜひあそびにいらしてください～

日 時：平成３０年１０月１３日（土）午後１時３０分～
場 所：ちゃたんニライセンター　カナイホール

北谷第二小学校　音楽部

北谷町古典芸能協会

NPO法人エンカレッジ×琉球交響楽団

北谷高等学校ダンス部

手話サークル青空の会

手話通訳
要約筆記
あります

第１部：個人・団体表彰式　式典

第２部：法人化４０周年記念　公演

社協法人化40周年記念大会

北谷町の福祉を応援しませんか

第１９回北谷町社会福祉大会

地域の福祉みんなで参加

出演団体

平成３０年度　目標額；４，５１１，０００円　平成２９年度　実績額：４，４６５，９４９円

今
年
も
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。
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地域福祉に関するご相談は　Eメール　csw@chatanshakyo.com

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）

【生活支援員を募集しています】

　日常生活自立支援事業とは、認知症のお年寄りや知的または精神に障がいがある方などで判断
能力が不十分な方に対して、福祉サービスの利用の手続きの援助や日常的金銭管理および書類等
の預かりサービスなどを行い、在宅での生活を支援する事業です。

ちょい・ボラコーナーでは、北谷町内で見かけたボランティアを紹介しています。
街で見かけたボランティア情報があれば社会福祉協議会まで連絡くださいね！
ちょっとしたことでも町民のみなさんに紹介したいと思います。

☆夏休みの子ども学習にて・・・
次世代を担う子ども達の勉強をみたり、食事を作っ
ている区民のみなさんのあたたかい心にほんわかで
した。^ －＾

☆世代間交流に向けジャガイモを収穫している区民
の方々がいました。

☆区民の憩いの場所を気持ちよくと掃除してくれてい
る区民の方 ！々
♡どちらも区民の笑顔の為に頑張ってる姿に感謝です！

ボランティアに関するご意見・ご要望・お問い合わせは　　ボランティア担当　小橋川まで

今回写真提供　北玉区自治会・宇地原区自治会

活動の内容等詳細については、下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。
社会福祉法人　北谷町社会福祉協議会

℡098-936-2940

　生活支援員とは、高齢の方や知的・精神に障害のある方などで判断能力が
十分でない方の「福祉サービス利用」や「日常的な金銭管理」を支援する人のこ
とです。

●公共料金や病院代の支払いを本人と一緒に
　（または代わりに）行う。
●役所や郵便局などで行う手続きの説明や、
　本人が行う手続きに付き添う。
●相談、要望に応じて本人が自身で判断できる
　ような助言や情報提供を行う。

【活動内容】
●月数回から。
●１時間～２時間程度のお手伝いです。
●社会福祉協議会の職員が活動のサ
ポートをします。

●資格等は特に必要ありません。

ちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナー
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編集後記

秋と言えば、読書の秋、ス
ポーツの秋、食欲の秋、芸
術の秋、もう一つは何の秋
でしょうか？　T．T

睡眠の秋

にふぇ～で～びる

あなたが利用している福祉サービスについて
疑問・意見・苦情・不満・要望 はありませんか？

● 福祉サービスに係る苦情解決事業 ●

地域福祉サービス事業（金銭管理、貸付相談等）に関する苦情等は…………☎ 098-936-2940
指定通所介護事業所（デイサービス）に関する苦情等は………………………☎ 098-936-3006
居宅介護支援事業所に関する苦情等は……………………………………………☎ 098-926-0572
障害福祉サービス（ニライの里・うらら）に関する苦情等は…………………☎ 098-936-2994

　北谷町社会福祉協議会が提供する福祉サービスに関する苦情への適切な対応を行うことで、福祉サービスに対する利用者の
満足度を高めるとともに、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、提供者の信頼及び適正性の確保を図ります。
事業所には「苦情受付担当者」や「苦情解決責任者」が設置されており、また、職員以外の「第三者委員」も設置され、話し
合いによる苦情解決に努めます。

●平成２９年度苦情解決事業報告（平成 30年 3月 31日現在）

ふくしなんでも相談所ふくしなんでも相談所 北谷町社会福祉協議会

☎936-2940

例えば
こんなこと・・・

家庭内の問題や、悩みをひとりでかかえこんでいませんか？
「困ったことがあるんだけど・・・」「誰かに聞いて欲しい・・・」「どこに相談したらいいのか分
からない・・・」などいろいろな心配ごとについて、解決のためにお力添えいたします。まずは
お電話下さい。

無料
法律相談

毎月第１水曜日（要予約）
１４：００～１６：００

財産問題（相続・贈与・遺言について）
共有財産のトラブル　調停・裁判に関する手続き
成年後見制度や法律に関することを聞きたい　など

司法書士

耳の相談
毎月第１木曜日（要予約）
１４：００～１6：００

聞こえの相談（耳鳴り、聞こえにくい、相手の言葉がはっきりしない など）
補聴器について（補聴器をかけたい、補聴器を持っているが調子が悪い、
合わないから使っていない）　など

相談医
野田　寛

補聴相談のひろば

総合相談
月 ～ 金（祝日を除く）
午前９：００～１２：００
午後１：００～  ５：００

社会福祉協議会福祉サービスへのご意見・苦情
生活福祉資金貸付制度について聞いてみたい
日常生活自立支援事業について聞きたい　など

社協職員
（社会福祉士等）

① 施設等の整備について 0件
② サービス内容について 2件
③ 職員の言動や態度について 1件
④ 利用者の処遇について 0件
⑤ 利用契約の締結について 0件
⑥ サービス利用時の事件・事故について 0件
⑦ 利用料（自己負担等について） 0件
⑧ その他 2件

合計 5件

『高齢者疑似体験セット紹介』

※主なセット内容
・視覚障害ゴーグル・イヤーマフ・肘、膝サポーター
・おもりバンド（手首/足首）・前かがみ姿勢体験ベルト
・おもり付ベスト・折りたたみステッキ

　物品貸出の一つ『高齢者疑似体験セット』をご紹介
いたします。
　これは、高齢者の身体機能を、体験を通して、高齢
者について認識、理解し、どのようにしたら長寿社会
が豊かな住みやすい社会になるか等を考えたり、介護・
介助者の役割を理解したりしてもらうのが目的に貸出
を行っています。主に（小・中学校等）の福祉体験に
貸出をしています。


