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この社協だよりは　　「赤い羽根共同募金」の配分金で作成されています。

発行／伊江村社会福祉協議会　伊江村字川平364番地1　TEL.0980－49－5104

● ３作業所交流バーベキュー

● 敬老会の様子

● 中学生ボランティア　髪を乾かしている様子

● ３作業所　ボッチャ講習会

● 高齢者宅掃除ボランティア

● デイサービス　レク活動の様子

伊江村で実施している赤い羽根共同募金事業紹介

皆さまからいただいた募金は、①～⑭の地域福祉事業に使われています。
地域を支える『伊江村をよくするしくみ』赤い羽根共同募金を宜しくお願いします。

①　紙おむつサービス ②　友愛訪問事業 ③　カラオケサークル

④　合同ミニデイ ⑤　各区ミニデイ ⑥　敬老会

⑦　やんばる運動会への協力 ⑧　３作業所施設交流会 ⑨　ボッチャ講習会の開催

⑩　母子・父子新一年生お祝い金 ⑪　中学生ボランティア　夏 ⑫　中学生ボランティア　冬

⑬　広報（社協だより） ⑭　高齢者宅掃除ボランティア

ご協力頂いた募金は地域福祉事業に使われます！！
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● 職域募金

伊江村役場 （庁舎内・教委） 65,000

伊江村役場　（他出先機関） 14,000

伊江村議会 5,000

ＪＡおきなわ伊江支店 21,500

伊江漁業協同組合 6,500

伊江村商工会 1,500

老人ホームいえしま 14,500

ふさと苑 7,000

㈱ちとせ印刷 10,000

㈱伊江島自動車販売店 10,000

伊江村社会福祉協議会 12,000

職域募金計 167,000

● 戸別募金

東江上区 241 件 168,700

東江前区 208 件 145,600

阿良区 126 件 88,200

西江上区 202 件 141,400

西江前区 144 件 100,800

川平区 191 件 133,700

真謝区 57 件 39,900

西崎区 138 件 96,600

戸別募金計 １, ３０７件 914,900

● その他の募金

街頭募金 6日間 103,427

※12月５日現在での速報になります。（12月、学校募金と設置募金を予定しています。）

平成29年度
赤い羽根共同募金

赤い羽根共同募金

合計   １，１８５，３２７円

　平成 29年度、村民の皆さんより赤い羽根共同募金・歳末たすけあい運動に深いご理解
ご協力をいただきまして、厚く御礼申し上げます。
　皆様から寄せられました善意は、伊江村社会福祉協議会が行う老人福祉活動、障害児・
者福祉活動、児童・青少年福祉活動、母子・父子福祉活動、ボランティア活動育成、歳末
見舞金に活用されるのをはじめ、県内の福祉施設の活動助成に配分されます。
　これからも、本運動へのご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願いします。

沖縄県共同募金会  伊江村共同募金委員会  会長　内 間 博 昭

１２月５日時点速報
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歌のボランティア具志川の
皆様と村内から出演いただ
いた皆様、第 25 回記念大
会を盛り上げてくださりあ
りがとうございます。

午前中は老人ホームいえしまへ慰問活動

平成 29年
５月 27日（土）

　11月 11日～ 19日までの期
間、第 23回伊江村福祉チャリ
ティーゴルフ大会が開催され
ました。
　後援、寄附、寄贈、ゴルフ参
加とご協力をいただいた皆さ
ま誠にありがとうございます。

伊江村チャリティー
なつメロの夕べ

伊江村福祉チャリティーゴルフ大会
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民生委員活動の様子

　各区の一人暮らし高齢者や障がい者５４名の方へ手づくりお弁当を届ける友愛訪問を実施。みなさん
からとても喜ばれている活動の一つです。
　社協が実施する、紙おむつサービス事業調査や、各高齢者宅訪問、ミニデイサービスへの協力や村
の調査もののお手伝いとちゅーぱんじゃした活動で地域を見守っています。

生徒たちの元気な活動を見学しました。

老人ホームいえしま表敬訪問 ふさと苑表敬訪問

友愛訪問

伊江中学校見学、ふれあい給食を実施

老人ホームいえしま・ふさと苑施設見学と両施設職員との意見交換を行いました。

伊江中学校ふれあい給食と学校訪問への参加

６月

７月

９月
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　平成 29年 10 月 12 日、沖縄県老人クラブ大会（名護
市民会館大ホール）にて、宮里徳宏氏が伊江村老人クラ
ブ連合会での活動にご尽力された事が認められ、沖縄県
老人クラブ育成功労者賞を受賞しました。

　平成 29年 11 月９日、北谷町多目的屋内運動場で行われた沖縄県老人クラブゲートボ
ール大会に西江前区チームが出場し、見事４位に輝きました！！

選手
野原　哲男
山城　良勝
儀間　　清
玉城　清次
玉城　重雄
宮城　照彦

　平成 29 年９月に行われた北部地区グランドゴルフ大会で川平チームが４位になり、       
県大会への切符を手にしました！

選手
大城　千金
蔵下　幸盛
松永　信雄
並里　弘安
伊是名武弘
島袋　英俊

伊江村
老人クラ

ブ

連合会

活動紹介
！！
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勘　定　科　目 決 算 額

事業活動収入計
（1）

60,955,663

事業活動支出計
（2）

63,718,510

事業活動資金収支差額
（3）＝（1）-（2）

△ 2,762,847

施設整備等収入計
（4）

0

施設整備等支出計
（5）

3,837,860

施設整備等資金収支差額
（6）＝（4）-（5）

△ 3,837,860

その他の活動収入計
（7）

0

その他の活動支出計
（8）

1,289,640

その他の活動資金収支差額
（9）＝（7）-（8）

△ 1,289,640

予備費支出
（10）

0

当期資金収支差額合計
（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）

△ 7,890,347

前期末支払資金残高
（12）

33,752,326

当期末支払資金残高
（11）+（12）

25,861,979

勘　定　科　目 決 算 額
サービス活動収益計
（1）

60,178,356

サービス活動費用計
（2）

65,613,135

サービス活動増減差額
（3）＝（1）-（2）

△ 5,434,779

サービス活動外収益計
（4）

777,307

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）

777,307

経常増減差額
（7）＝（3）+（6）

△ 4,657,472

特別収益計
（8）

0

特別費用計
（9）

2

特別増減差額
（10）＝（8）-（9）

△ 2

当期活動増減差額
（11）＝（7）+（10）

△ 4,657,474

前期繰越活動増減差額
（12）

32,807,543

当期末繰越活動増減差額
（13）＝（11）+（12）

28,150,069

基本金取崩額
（14）

0

基金取崩額
（15）

0

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）

28,150,069

負　債　の　部
勘定科目 当年度末

流動負債 6,068,298

固定負債 15,500,270

負債の部合計 21,568,568

純　資　産　の　部
基本金 1,000,000

その他の積立金 171,931,995

次期繰越活動増減差額 28,150,069

（うち当期活動増減差額） △ 4,657,474

純資産の部合計 201,082,064

負債及び純資産の部合計 222,650,632

資　産　の　部
勘定科目 当年度末

流動資産 30,533,881

固定資産 192,116,751

　基本財産 1,000,000

　その他の固定資産 191,116,751

資産の部合計 222,650,632

●　　平　成　28　年　度　決　算　報　告　　●

貸　　借　　対　　照　　表

資金収支計算書 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

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日　

（単位：円）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日　

（単位：円）

（単位：円）（単位：円）

平成 29年 3月31日　現在
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勘　定　科　目 決 算 額

会費収入 790,000

寄附金収入 3,200,000

経常経費補助金収入 8,204,000

受託金収入 12,648,000

事業収入 1,300,000

介護保険事業収入 24,883,000

障害福祉サービス等事業収入 5,038,000

受取利息配当金収入 779,000

その他の収入 4,370,000

積立資産取崩収入 10,000,000

その他の活動による収入 12,655,000

前期末支払資金残高 5,710,000

勘　定　科　目 決 算 額

人件費支出 72,509,000

事業費支出 6,649,000

事務費支出 7,283,000

利用者負担軽減額 93,000

負担金支出 105,000

ファイナンス・リース債務の返済支出 610,000

その他の活動による支出 709,000

収　入　合　計 89,577,000

支　出　合　計 87,958,000

⑺

（1） 事務局体制の充実、強化

（2） 在宅福祉サービスの推進

（3） ボランティア組織の育成

（4） 指定訪問介護事業所の運営

（5） 指定居宅介護支援事業所の運営

（6） 介護予防、生活支援事業の実施

（7） 障害者総合支援法による居宅介護事

業、地域活動支援事業の運営

（8） 地域住民の福祉・生活課題に関する相

談・支援体制の整備

（9） 社会福祉法人相互の連携・協働

　我が国の社会福祉を取り巻く情勢は、少子・高齢

化や核家族化の進行、厳しい経済情勢などを背景

に、介護保険、障害者の自立支援、公的年金など

諸制度の改革が行われ社会福祉のあり方は大きく変

化してきている。

　このような中、平成 29 年４月より施行される「改

正社会福祉法」では、社会福祉法人のより一層の

公益性の発揮が求められている。特に地域における

公益的な取り組みについては、すべての社会福祉法

人の責務として位置づけられ、地域の実情に応じた

様々な取り組みが期待されている。本会においても、

沖縄県社会福祉協議会が策定した「沖縄県内社会

福祉法人の地域における公益的な取り組み推進計

画」を遵守し、社会的要請に相応した取り組みを展

開していきます。

　本会も住民主体の地域福祉活動の充実を重要な

柱として位置付け、地域で支えあう体制づくり、住

民参加のまちづくりをはじめ、介護サービスや利用

者の権利擁護など、住民の生活を支えるための様々

な事業に取り組み、ひとりひとりが分け隔てなく支

え合える共生型福祉社会実現を目指していく役割を

担っていきたい。

●　　平　成　29　年　度　予　算　　●

平成 29年度　社協事業計画

収　　入 支　　出

（自）平成29年 4月1日　（至）平成 30年 3月31日

（単位：円） （単位：円）

《　重点目標　》

《　基本方針　》
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いえまーる居場所づくり事業

　みんなで社協に集い食事や会話を楽しみ
イキイキとした活動を目的に居場所づくり事
業（いえまーる）を始めました。
　１１月・１２月は毎週水曜日の活動でしたが、
年明け１月からは木曜日に変更して実施しま
す。（詳しくは村の広報誌１２月号、イーハッ
チャーをご確認下さい。）

手づくり料理をみんなで一緒に食べます！
マッサージ機を利用して元気になります！
カラオケを楽しく歌います！
ボッチャをして運動をします！
パズルや将棋、囲碁などをして楽しみます！

一人ひとりが思い思いに過ごしながら
イキイキした活動につなげる
いえまーるです！！

１１月２２日から
いえまーるがスタート



□ 日 時：平成30年2月13日（火）・3月13日（火） 
　　　　10時～15時まで
□ 場 所：伊江村社協 相談室 （沖縄県国頭郡伊江村川平364-1）

なんでも相談 行っています。

※生活保護を受給している方は支援対象外となります。

　伊江村にお住まいの方で、失業等により経済的な問題で生活に困っている方、引きこも
りやニートなど働くことに不安を抱えている方、家族のことで悩んでいる方など、生活や
就職の問題を抱えている方はどなたでもご相談ください。年齢に制限はございません。

第34号 平成29年12月21日⑼

　平成 29 年 11 月 24 日、沖縄県
福祉大会（宜野湾コンベンション
センター）にて、安里正春氏が社
協会長理事を 18 年務め永年勤続
功労者賞を受賞した。

状況に応じて自宅訪問可

沖縄県
福祉大会表彰
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　理事の任期満了に伴い、新理事の

選出と会長・副会長の選任が行われ、

会長に内間博昭氏（東江前区）、副会

長に友寄祐吉氏（東江上区）が就任

いたしました。伊江村の福祉向上によ

り一層努めていきます。

　本年４月より伊江村社会福祉協議会事務局長に就任しました。

微力ではございますが地域福祉の充実と発展のため誠心誠意努

めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

　これまで福祉関係の経験はありませんが、村民から今社協に求

められているのは何か、取り組むべき事は何かを常に念頭に置き

ながら業務に取り組んでいく所存であります。地域から慕われ信

頼される伊江村社協を目指して職員一丸となって努力していきた

いと思いますので、皆様方のご支援、ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。

伊江村社会福祉協議会

理事・監事（理事８名、監事２名）

任期：平成29年～平成31年

役職 氏名 備考

会長 内間博昭 知識経験者

副会長 友寄祐吉 知識経験者

理事 名城政英 行政職

理事 宮里徳成 行政職

理事 金城雅人 区長

理事 安里正春 知識経験者

理事 知念富太郎 施設長

理事 知念松枝 知識経験者

監事 亀里敏郎 議会議員

監事 東江進清 知識経験者

伊江村社会福祉協議会

評議員（17名）

任期：平成29年～平成33年

氏名 備考 氏名 備考

島袋義範 議会議長 八前隆一 漁協組合長

内間和宏 JA支店長 知念政宏 商工会長

与那城利江 区長 宮里徳宏 老人クラブ会長

城間　正 区長 島袋和枝 婦人会代表

長嶺徳和 区長 知念　俊 青年会代表

知念邦夫 区長 大城春代 民児協会長

小波津一也 区長 山城正和 身障協代表

平安山良尚 区長 磯ひとみ 施設代表

島袋繁雄 区長

伊江村社会福祉協議会

事務局長

島　田　勝　雄

事務局長就任あいさつ

伊江村社会福祉協議会　理事が変わりました。


