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社協通信
社会福祉法人 石垣市社会福祉協議会

石垣市登野城1357-1（健康福祉センター内）

ＴＥＬ : 0980-84-2211

FAX : 0980-84-1199

Mail ： ishivc@gold.ocn.ne.jp

URL ： https://www.ishishakyo.com

表紙：石垣字会「地域の高齢者等見守り隊」結成
P.２：「見守り隊」とは / 市内郵便局にフードボックスを設置！
P.３：新しい募金のかたち『らくちん募金』

Ｒ３年度赤い羽根共同募金『街頭募金』活動報告
P.４：事業紹介 ～日常生活自立支援事業～
P.５：各事業の活動報告(ひまわり・まーる・むゆる館)
P.６：『最近の生きデイ』 / 新規職員の紹介
P.７：石垣市社協からのお知らせ(電気自動車の寄贈、苦情第三者

委員の紹介、幸せの黄色いレシート、コロナ特例貸付状況)
P.８：石社協会員 加入者のご紹介 / ご寄付・ご寄贈のご紹介
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日常生活自立支援事業
石社協の事業紹介

1.福祉サービス利用援助

福祉サービスを安心して利用できるよう、情報提供や利用手続き等のお手伝いをします。
※施設への入所契約、治療、入院に関する事、掃除・洗濯・買い物・介護・看護等は対象外となります

2.日常的な金銭管理

日常生活に必要なお金の出し入れや公共料金等の支払いをお手伝いします。
（定期預金の契約や解除、不動産や預貯金の資産運用等は対象外）

3.書類等の預かり

預貯金通帳、印鑑、証書等の大切な書類をお預かりします。
※ただし、貴金属類、宝石、骨董品、書画等はお預かりできません

サービスの内容（1を基本に2と3のサービスをご利用いただけます）

・認知症の高齢者の方

・知的障害のある方

・精神障害のある方

など、福祉サービスの利用や
支払いなどについて自分の判断で
適切に行うことが困難な方

誰でも利用できるの？

2 3 1 2

/

TEL 0980-84-2525

・自分ひとりで契約などの判断をすることが
不安な方やお金の管理に困っている方

認知症と診断されていない、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を
持っていないが、日常生活において自分で契約などの判断や
金銭管理に不安のある方

次の方が利用できます

① ②
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0980-83-9226 0980-87-5595

9 16
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かりゆし病院

徳洲会病院

作
成
風
景

みんなで
楽しくゲーム♪

生きデイについてのお問い合わせ

TEL：０９８０－８４－２２１１(担当：黒島、鈴木)
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八重山病院

作成した
お正月飾り
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84 1341 / 090-8910-7008
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生活福祉資金(コロナ特例)

石垣市社協の貸付状況
※R2年3月25日～ R4年1月6日現在

毎月11日はイオン幸せの
黄色いレシートの日

石 垣 市 社 協 か ら の お 知 ら せ

件 数 金 額

緊急小口資金 1,785件 3億2,980万円

総合支援資金(初回) 1,209件 6億1,958万円

総合支援資金(延長) 453件 2億3,285万円

総合支援資金(再貸付) 554件 2億8,686万円

合 計 4,001件 14億6,427万円

(公財)みずほ教育福祉財団様より
配食用小型電気自動車

「みずほ号」の寄贈がありました

私がみずほ号で
お弁当を配達します。

大切に使わせて
いただきます。 同財団は、独居高齢者等の介護予防や安否確認、孤独

感の解消等の役割を担っている配食サービスを重要な福
祉サービス活動と考えており、これらを積極的に行ってい
る民間団体に対し、 配食用小型電気自動車『みずほ号』
を寄贈する事業を行っていらっしゃいます。

レシートは
捨てないでボックスへ

石社協

『配食サービス』も

参加してます

石垣市社協 苦情解決第三者委員の紹介

大屋 記子/090-9571-6975 野里 幸子/82-3677

（任期：～R5年11月18日迄）

利用者の皆様から、福祉サービスに関するご意見やご要望、苦情などを聞き、適切に解決
することが、苦情受付担当者(社協職員)、苦情解決第三者委員(外部)の役割です。なにかあ
りましたら、石社協の苦情受付担当か苦情解決第三者委員までご連絡下さい。

石社協 苦情受付担当：玉盛 ＴＥＬ：０９８０－８４－２２１１

栽 里秋/82-8396
さい さとあき おおや ふみこ のざと さちこ
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【寄付・寄贈】

・新田 一雄 様 ・石黒 達也 様 ・齋藤 弓映 様 ・立松 聖久 様
・(公財)みずほ教育福祉財団 様 ・サラヤ株式会社 様・(株)八重山自動車学校 様
・沖縄電力関連産業労働組合総連合 様 ・石垣市グラウンド・ゴルフ協会 様 ・匿名

【 香典返し 】
・大仲 恵美子 様 ・大田 和代 様

【 フードバンク 】

・八重山地区宅地建物取引業者会 様 ・大日本明治製糖(株) 様
・大同火災海上保険(株) 様 ・コカ・コーラボトリング(株) 様
・ろうきん八重山地区推進委員会 様 ・八重山地区測量設計業協会 様

社協会員へのご加入ありがとうございました！！
普通会員（各職場・官公庁等の職員：500円）/ 賛助会員（民生児童委員・社会福祉事業従事者：1,000円）/ 特別会員(個人：3,000円)

(福)沖縄松楓会 なごみの里 保育施設・学校 石垣市役所/教育委員会

(福)わしの里 大浜工房 伊原間保育所 会計課 税務課

石垣市民生委員児童委員協議会 大川保育所 介護長寿課 選挙管理委員会事務局

石垣税務署 川平保育所 環境課 総務課

沖縄県農業共済組合 八重山支所 あらかわこども園 監査委員会事務局 都市建設課

沖縄県八重山事務所 (一社)どんぐりの森 議会事務局 農業委員会

沖縄県八重山農林水産振興センター こどもの家保育園 企画政策課 納税課

沖縄県労働金庫 八重山支店 あいの保育園 空港課 農政経済課

沖縄電力株式会社 八重山支店 新川小学校 契約管財課 福祉総務課

児童養護施設ならさ 川原小学校 下水道課 平和協働推進課

那覇植物防疫事務所 石垣出張所 石垣中学校 健康保険課 防災危機管理課

みね屋伝統手織工芸館 石垣第二中学校 港湾課 むらづくり課

八重山厚生園 伊原間中学校 子育て支援課 石垣市健康福祉センター

八重山地区障害者就業・生活支援センター どりいむ 崎枝小中学校 こども家庭課 教育委員会 学務課

八重山保健所 白保中学校 財政課 教育委員会 教育総務課

㈱八重山毎日新聞 富野小中学校 施設管理課 教育委員会 文化財課

八重山商工高校 定時制 市民課 教育委員会 いきいき学び課

障がい福祉課 八重山博物館

商工振興課 学校給食センター

水産課 石垣市立図書館

水道部 施設課 八重山広域市町村圏事務組合

水道部 水道総務課

特別会員（福祉関係事業所・団体・医療機関・企業等：一口 3,000円）

(株)八重山日報社 (株)オキジム八重山支店 ファーマシィ薬局

(有)八島印刷 (株)砂盛工業 ベスト電器 登野城店

愛島クリニック (同)トーセンド 真栄里自動車

石垣印刷 国際ソロプチミスト みね屋伝統手織工芸館

石垣市商工会 ココ薬局 宮良内科胃腸科医院

石垣市ひとり親家庭福祉会 子育てサポートやいま 森岡歯科医院

石垣市母子保健推進協議会 先島ガス(株) 八重山更生保護女性会

石垣島製糖(株) 崎浜事務機(株) 八重山ライオンズクラブ

大浜印刷 下地脳神経外科 (有)伊良部砕石

おおはま歯科医院 就労継続支援事業所 あるまねっと (有)砂川冷凍総合食品

大山歯科医院 就労継続支援事業所 もくれん (有)フォーラム環

沖縄県里親会 八重山支部 砂盛建設(株) 陸運総合(株)

(株)石垣の塩 太洋リネンサプライ(株)

(株)紫電舎 にいむら内科胃腸科クリニック

(株)大知企画コンサルタント ヒデ整形クリニック

施設会員（社会福祉施設：5,000円）

(特非)むりぶし

(福)篤星会(星の子石垣保育園)

(福)綾羽福祉会(障がい者支援施設ハーモニー他)

(福)石垣福祉会(やしの実保育園)

(福)沖縄県社会福祉事業団(八重山厚生園他)

(福)沖縄松楓会(なごみの里他)

(福)オリブ友愛会(オリブ保育園他)

(福)希望が丘(ばすきなよぉ他)

(福)公会沖縄福祉会(エンゼル保育園)

(福)子供の家福祉会(こどもの家保育園)

(福)わしの里(大浜工房他)

(福)藁算福祉会(みやら保育園他)

(福)紺碧の会(児童養護施設ならさ)

※順不同

我が島ぬ社協通信は、赤い羽根共同募金の協力を得て発行しています。

赤い羽根共同募金
スマホからも
募金できます

ご寄付・ご寄贈ありがとうございました
（令和３年７月 ～ 令和４年１月）

※順不同


