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⽯社協の理事・監事・評議員の紹介 （令和3年6⽉16⽇改選）

理事(10名)・監事(2名)
※任期：令和3年6⽉16⽇∼令和５年度定時評議員会の終結の時まで

新⽥健夫 島尻寛雄

豊川善克

宮城隆

清⽔ちか⼦ 新城浩健 川平孝⼦

監事
⼭⽥善博

評議員(17名)

⾦城美沙江

髙坂正則

知念修

下地和⽣

※任期：令和3年6⽉∼令和7年度定時評議員会の終結の時まで

●栽 里秋((福) わしの里理事長) ●崎山 用育(石垣市スポーツ少年団本部長) ●砂川 長紀(大川地区地域福祉ネッ
トワーク推進会副会長) ●前里 和江(八重山更生保護女性会会長) ●丸山 さい子((一社)石垣市ひとり親家庭福祉
会会長) ●慶田城 久(石垣市老人クラブ連合会会長) ●森永 用朗(学識経験者※元市役所職員) ●長浜 寛(民生
委員※第1民児協) ●西玉得 みどり(民生委員※第3民児協) ●大浜 るみ子(石垣市女性団体ネットワーク会議会長)
●国仲 恵亮((一社)八重山青年会議所理事長) ●浦内 克雄(石垣市民憲章推進協議会会長) ●荷川取 美和子((特
非) 子育てサポートやいま代表) ●西村 亜希子(石垣手話サークル碧の会会長) ●嘉手川 聡(石垣市福祉部福祉総
務課課長) ●黒木 さよ子(石垣市福祉部介護長寿課課長) ●内原 英政(石垣市福祉部障がい福祉課課長）
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赤い羽根共同募金の協力を
得て発行しています。
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《 ⽯垣市社会福祉協議会 会⻑挨拶 》

平素より、⽯垣市社会福祉協議会が推進しております各種の事業に
たいしまして、格段のご理解とご協⼒を賜りお礼申し上げます。去っ
た６⽉開催の理事会において、引き続き会⻑に就任させて頂きまし
た。再度重責を担うことになり、⾝の引き締まる思いであります。
昨年度は、新型コロナウイルスに振り回された１年でした。今年度
もまだまだ続きそうですが、異なる点は⾼齢者及びエッセンシャルワ
ーカー先⾏のワクチン接種です。そのことで、どう変化するのか予想
もつきませんが、気を緩めることなく感染症対策に⼼がけていきまし
ょう。
さて、社協の理念でもございます「誰もが安⼼して暮らせる福祉の
まちづくり」の実践に向け、地域福祉を推し進める中核的⺠間団体と
して、市⺠の皆様⽅のお⼒添えを頂きながら、その使命を⼗分に発揮
できますように、役員・職員⼀丸となって精⼀杯努⼒を重ねて参りた
く存じますので、なお⼀層のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申
し上げ就任のあいさつといたします。

⽯垣市社会福祉協議会
会⻑ 新⽥ 健夫

～ 石社協 職員紹介 ～
総務係

日常生活自立支援事業

地域福祉推進係
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福祉サービス係
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調理員さん

『配食サービス事業』
配達員さん

私たちが毎食
手づくり
しています♪
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私たちが
配っています♬
安否
確認も
しているよ

愛情たっぷり
まーさん弁当

私たちが
ひまわりにいます♪

石垣市障がい児
通所支援事業所
ひまわり

児童発達支援、放課後
等デイサービスの2事業
を運営する子ども達の
ための事業所です♪

指定相談支援事業所むゆる館
地域活動支援センターむゆる館

就労継続支援事業所まーる(Ｂ型)
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令和２年度

石垣市社会福祉協議会

１ 法人運営事業
〇理事会（2回開催）、評議員会（3回開催）
〇社協会員募集（555件、552,500円）
〇広報誌「社協通信」の発行（年2回発行）
２ 地域福祉推進事業
〇小地域福祉活動の推進（5地区 延94名）
・ネットワーク推進会議（延17名参加）
・要支援者宅への年賀状送付（対象70名）
・高齢者･障がい者宅訪問（延7名）
〇ふれあいサロン活動（延66名）
・墨アートサロン ※墨アート教室（延47名）
・GGマンタ会 ※ペタンク交流（延11名）
・アジアンサロン ※視覚障がい者のカラオケ（延8名）
〇フードバンク事業（受入4,931食）
・窓口での食品配布（延52世帯）
・フードバンク配布会（延279世帯）
〇補聴器適合相談会の実施（延39名）
〇ボランティアセンター事業（登録 18個人 8団体）
・ボランティア推進室貸出し（7団体 453名）
・福祉体験学習の実施（4校 延171名）
※点字・車いす・手話体験学習
・ボランティア活動の依頼受付と斡旋（6件 171名）
※サロン、子どもセンター協力、FD配布会、補聴相談会
３ 福祉サービス事業
〇ふれあい配食サービス事業（延1,089名 15,654食）
〇高齢者食の自立支援事業（延846名 14,406食）
〇生きがい対応型デイサービス事業
（延190地区774名 ボランティア参加91名）
〇高齢者等外出支援事業（延575名）
〇日常生活自立支援事業（契約数56名 支援1,962件）
〇生活福祉資金貸付事業（コロナ特例貸付）
・緊急小口資金（延1,287件、231,050,000円）
・総合支援資金（延992件、506,330,000円）
〇たすけあい金庫（1件、20,000円）

令和２年度
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決算報告
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事業報告

※（）内実績

〇地域生活支援事業＜むゆる館＞
・障がい者相談支援事業（相談支援 延15,546件）
・地域活動支援センター事業（通所支援 延764件）
・住宅入居等支援事業（相談支援 延239件、契約8件）
〇障がい者社会参加促進事業＜むゆる館＞
・点字･声の広報等発行事業
（点訳広報12回、音訳広報延26回、利用者 延6名）
・障がい者ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ教室等開催事業（延66名）
※季節の行事、ミニ運動会、映画鑑賞等
・障がい者芸術文化講座開催事業（延35名、ﾎﾞﾗ13名）
※クリスマスリース、バッグ作り教室、料理教室等
・福祉機器リサイクル事業（受入5 譲渡5 ※車ｲｽ、杖）
〇就労継続支援事業まーる（就労支援 延1,942名）
※施設委託清掃業務、畑作業、室内作業、生活支援
４ 障がい児福祉サービス事業
〇障がい児通所支援事業所ひまわり
・児童発達支援事業 ※未就学児（延1,324名）
・放課後等デイサービス事業 ※学童（延2,327名）
・発達障がい児･者支援拠点運営事業
（心理相談6件、発達検査2件、親子勉強会11組）
・巡回支援専門員整備事業
（保育所等巡回11事業所、対象 64名、事例検討23回）
・日中一時支援支援事業（延20名）
５ 共同募金事業
〇赤い羽根共同募金運動（募金実績4,132,520円）
・ボランティア･福祉団体への助成（16団体 計74万円）
・児童福祉週間広報、補聴相談会、ボランティア事業、
フードバンク事業、ひとり親新入学児童激励等へ配分
〇歳末たすけあい募金運動（募金実績1,339,763円）
・歳末たすけあい支援金の配分（配分額1,498,000円）
・年末年始配食サービスの実施（配分額300,000円）
６ その他の活動
・石垣市民生委員･児童委員協議会の事務局運営
・ひとり親家庭新入学児童図書券贈呈（8名）
・車椅子等の貸し出し（延51台）

令和３年度

予算
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フードバンク事業報告

ご支援お待ちしてます♪

本会では、生活に困り今日明日食べるものがない食べ物が足
りていない方々へ ご家庭や企業で余っている食品を集め、困
っている人の元へ届け元気になってもらう 「フードバンク」
活動を行っております。

多くの個人・企業よりご寄贈いただきました。
みやぎ⽶屋㈱様
カーブス⽯垣島登野城店様

提供募集中‼

(農有)ゆいまーる牧場様

沖縄銀⾏⼋重⼭⽀店様

㈱ドリームズ沖縄様

㈱りゅうせき⼋重⼭⽀店様

コープおきなわ様
地元個⼈農家様

おみやげ730様

地元個⼈農家様

市内在住中重さん御⼀家

提供⾷品5500⾷以上
企業提供4800⾷以上

おきなわ⼦ども未来ランチサポート様

個⼈提供700⾷以上
(集計期間：令和２年１⽉〜令和３年５⽉）

㈱パラダイスプラン
塩屋⽯垣店様
心温かいご支援
ありがとうございました♪

多くの世帯・施設へ配布しました♪
新型コロナの影響による減収世帯への配布会や、市内保育園などを対象にカボチャの配布を実施♪

本会では、通年でフードバンク配布事業活動をおこなっております。 5
ご相談をご希望の⽅は、本会までご連絡ください。

その活動応援します！
我が島ぬ社協通信
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①あったかいしがき助成事業

市内で、地域福祉活動に取り組む団体や市⺠の福祉意識を⾼める
ための活動を⾏う団体を資⾦⾯で⽀えます！

あかるく、元気に、安心できる、住みやすくなる事業などを応援！

助成種類：①安定した活動をつづけるための助成 5万円
②新しい活動をつくりだすための助成20万円
募集期間：令和3年7⽉1⽇(⽉)∼7⽉30⽇(⾦)
申請⽤紙：本会窓⼝ または本会ホームページより
昨年実績：15団体に計71万円助成しました。
※営利を⽬的とする活動や、対象者に直接現⾦や物品を給付する活動等は対象外です。

②ふれあいいきいきサロン事業

地域のゆんたくや交流など、
住⺠同⼠の仲間づくり活動に使えます！
ゆんたく・グラウンドゴルフ など

★サロンになるとどうなる

24,000円∼最⼤30,000円を助成！ 趣味活動
●お菓子代や会場使用料など、幅広くご使用いただけます。
●活動中や移動中の万が一の事故は、保険で補償！

★各種助成を受けるには
①申請書類の提出 ② 事 業 実 施

③簡単な報告

お茶菓⼦代
などへ利⽤！

―
集まりたいけど、予算がなく始められない方…ぜひご活用ください！
6 質問や相談等がありましたら、お気軽にご連絡ください♪♪

―
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令和３年度
員募

⽯期間 Ｒ３年７⽉８⽇
協 員募⽊ 〜 ８⽉１３⽇
中金
(

)

(
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)

石垣市社会福祉協議会では、誰もが安心して生活できる福祉のまちづくり
を目指し、地域住民の方々と共に、高齢者や児童、障がい者、生活困窮世帯
等を対象にさまざまな活動を推進しています。
社協会員とは、社協の活動を金銭面で支えていただくサポーターです。
なので、会員になったからといって、特別な活動をしていただくことはあり
ません。みんなが笑って過ごせる豊かな石垣市にするために、みなさんの優
しさを少しわけていただけませんか。
例えば
こんな事に
使っています

問合せ先

車いすの無料貸出
ふれあい給食サービス(配食)

レク用品の無料貸出

石垣市社会福祉協議会

0980－84－2211

皆さんの温かい心 で 地域を豊かに

⽣活福祉資⾦(コロナ特例)貸付決定状況 (令和２年度

⽯垣市社会福祉協議会受付分）

《内訳》
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石社協も
イオングループにて、毎月11日の「イオン・デー」に実施している
「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」は、レジ精算時に受け
参加して
取った黄色いレシートを地域のボランティア団体名が書かれた店内備
います
え付けのBOXに投函していただくことで、レシート合計の1%分の品物
をイオンが各団体に寄贈する取り組みです♪本会も登録しており、
寄贈いただいた品物は、高齢者や障がい者世帯など、食生活に不安を感じている方への配食サー
ビスに役立てていきたいと思います♪
石垣市内イオングループ各店舗にて、石社協のボックスが設置されていますので、毎月11日に
イオンでお買い物をされる方は、ぜひ、ご投函をお願い致します☆
レシート金額の
1％分の品物が
寄贈されます♪

黄色いレシートを
ボックスに投函

寄贈いただいた品物は
配色サビースに
活用させていただきます♪

皆様からの心温まるご支援お待ちしております♪

ご寄付・ご寄贈のご紹介

(令和3年2月～令和3年6月)

・崎山 用育 様 ・浦崎 ヨネ 様
・三浦 忠 様 ・髙垣
・那覇法人会 様 ・みやぎ米屋㈱ 様 ・八重山中央教会 様
・石垣市初春の交歓会実行委員会 様 ・光電気工事㈱ 様

INSTAGRAM

清佳 様
※順不同

LINE

石垣市社会福祉協議会

公式SNSで発信中！
FACEBOOK

