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5/22(日)にマックスバリュやいま店で『第26回
幸せの黄色いレシートキャンペーン 贈呈式』が、
行われました。石社協の配食サービスが、この取り
組みに参加しており、今回贈呈品として74,000円分
のギフトカードをいただきました。高齢者や障がい
者世帯などの配食サービスに大切に活用させていた
だきます。石社協のボックスにレシートを投函して
いただいた皆様、ご協力ありがとうございました。
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掲揚式では、ひまわり利用児の竹西夢貴君より「石垣島の大空に
たくさんのこいのぼりを泳がせましょう」の合図で、放デイ事業所
のひまわり、ちゅらハウスや、石垣市子どもセンター、イオンゆめ
みらい保育園の子ども達がロープを引いて高々とこいのぼりを掲揚
することができ、たくさんの笑顔が溢れました。
今回のこいのぼり掲揚式では、地域の皆様からの御寄附頂いたこ

いのぼりの他に、赤い羽根共同募金配分事業を活用し執り行われま
した。改めて感謝申し上げます。

4月22日、石垣市健康福祉センターにて
石垣市社会福祉協議会主催として初の
「こいのぼり掲揚式」を行いました。

式に向けて、新聞掲載にてこいのぼりの
寄附のお願いをしたところ、9人の方にた
くさんのこいのぼりの御寄附をいただきま
した。ありがとうございました。

ひまわり

私たち地域活動支援センターむゆる館では、5月25日、
毎日のようにむゆる館に通われていた２名の利用者の方の
就職を祝い、これからも大切な仲間として親睦を深めてい
くために「令和4年むゆる館謝恩会」を開催しました。
宮良事務局長から表彰状と記念品を受け取った2人は大喜

び。美味しい食事と楽しいダンス、手話ソング、個人の十
八番の出し物ありで大いに盛り上がり、楽しいひと時を過
ごすことができました。

～『令和4年むゆる館謝恩会』開催しました～

活 動 報 告
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～基本理念～

・児童発達支援事業所ひまわりでは、親子
通園を推奨しています。日々のお子様の
成長を一緒に感じ、毎日の楽しいプロ
グラムを笑顔で過ごしましょう。

・ひまわりは、ご家族の思い(気持ち)に
寄り添い、サポートのお手伝いをして
いきます。

一日の保育プログラム

9：00 登園
検温等健康観察
自由遊び

10：00 ストレッチ体操
朝の会

10：30 設定プログラム
清拭

11：30 食事
13：00 降園

～お昼寝～

15：00 おやつ

15：40 個別活動

16：15 設定プログラム

16：50 帰りの会

○基本的生活習慣の自立

・食事 ・排泄
・着脱 ・清潔
・睡眠

〇ゆいまーるの心を継ぐ

お互いが助け合い、
どの子も育てる

元気

勇気笑顔

〇しっかり遊べる子
・情緒の安定を育む
・喜怒哀楽など感情の分化
・親子の好ましい関係

〇健康な子どもになる
・生活リズムの安定
・バランスの良い食事
・快便

〇集団の中で活動し育つ子になる
・まわりへの関心
・子ども同士の関わり合い
・集団内自立へ

件 数 金 額

緊急小口資金 １，８４６件 ３億３，６２６万円

総合支援資金(初回) １，２６３件 ６億４，４２３万円

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) ５５８件 ２億８，８９６万円

合 計 ４，１２０件 １５億０，２３０万円
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児童発達支援事業所 ひまわり

〒907-0004 石垣市登野城1357-1(健康福祉センター内)

TEL：0980‐82‐7111

お気軽にお問い合わせください♪
季節に合わせた

イベントも行っています♪
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石社協 新理事・新評議員の紹介
令和4年６月２２日より就任いただきました、新理事・評議員をご紹介いたします。

会員区分 年会費 対象

戸別会員 １世帯 ５００円 石垣市の各世帯

普通会員 一人 ５００円 各職場・官公庁等の職員(個人)

賛助会員 一人 １，０００円 民生児童委員、社会福祉事業従事者等(個人)

特別会員 １口 ３，０００円
社協役職員、社会福祉関係機関(事業所)、
団体、篤志家、医療機関、企業等

施設会員 １施設 ５，０００円
社会福祉施設等
(高齢者・児童・障がい者福祉施設等）

理事(任期：令和５年度定時評議員会の終結の時まで) 評議員(任期：令和７年度定時評議委員会の終結の時まで)

石自公連 会長

玻名城 哲夫
市・福祉部長

南風野 哲彦

八重山青年会議所 理事長

平得 脩一郎
市・福祉総務課長

髙島 尚子
市・介護長寿課長

長嶺 孝子
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(単位：円)

サービス活動増減の部

法人単位　事業活動計算書

勘　定　科　目 当年度決算

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

サービス活動収益計(1) 178,043,320
サービス活動費用計(2) 154,093,335
サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2) 23,949,985

サービス活動外増減の部

サービス活動外収益計(4) 1,148,688
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) 1,148,688

△ 3,666,960

当期活動増減差額(11)＝(7)+(10) 21,431,713

経常増減差額(7)＝(3)+(6) 25,098,673

特別増減の部

特別収益計(8) 2,100,000
特別費用計(9) 5,766,960
特別増減差額(10)＝(8)-(9)

(単位：千円)

事業活動による収支

法人単位　資金収支予算書

勘　定　科　目 当年度予算額

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

事業活動収入計(1) 178,592
事業活動支出計(2) 186,924
事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2) △ 8,332

施設設備等による収支

施設設備等収入計(4) 0
施設設備等支出計(5) 365
施設設備等資金収支差額(6)＝(4)-(5) △ 365

予備費支出(10) 0

当期資金収支差額合計(11)＝
(3)+(6)+(9)-(10)

△ 11,365

その他の活動による収支

その他の活動収入計(7) 3,932
その他の活動支出計(8) 6,600
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8) △ 2,668

１ 法人運営

〇理事会（5回開催）、評議員会（3回開催）

評議員選任･解任委員会（1回開催）

〇社協会員募集（2,208件、1,491,000円）

〇補助金・事業運営費等の財源確保（41,705,541円）

〇広報啓発活動の推進

ホームページ掲載（42回）、新聞記事掲載（31回）

社協通信発行（2回 840部）

２ 地域福祉推進事業

〇ボランティアセンター事業（登録8個人 17団体）

・ボランティア推進室の貸出（10団体 363名）

・小中校福祉体験学習（体験実施5件、資材貸出4件、

福祉講話2件、講師紹介2件）※点字･車いす･手話体験等

・ボランティア活動の依頼受付と斡旋（10件 95名）

※ｶﾗｵｹｻﾛﾝ、草刈りﾎﾞﾗ、ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ配布会、学童、児童ﾃﾞｲ

〇住民組織等のﾈｯﾄﾜｰｸ形成（地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業）

・見守り隊結成、活動相談等（6地区 延36名）

〇ふれあいサロンの開催（地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業）

・GGマンタ会（延133回開催 4～10名／日参加）

・視覚障がいカラオケサロン（延8回開催48名参加）

〇救急医療情報キットの配布（16件）

〇フードバンク事業（受入3,664食）

・窓口での食品配布（延76世帯 1,276食）

・フードバンク配布会（延374世帯へ配布）

〇石垣市民生委員･児童委員協議会の事務局運営

・事務調整（文書収発受付事務、経理事務、会議調整）

・委員活動支援（証明事務、相談対応、研修会開催･派遣）

〇生きがい対応型デイサービス事業

（延225地区902名、ボランティア参加73名）

３ 福祉サービス事業

〇ふれあい配食サービス事業（延1,172名 18,029食）

〇石垣市高齢者食の自立支援事業（延846名 15,338食）

〇石垣市高齢者等外出支援事業（延664名）

〇日常生活自立支援事業（契約53名 支援2,315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545件、102,510,000円）

・総合支援資金（延1,810件、754,570,000円）

〇たすけあい金庫（1件、20,000円）

〇石垣市地域生活支援事業＜むゆる館＞

・障がい者相談支援事業（相談支援 延5,601件）

・地域活動支援センター事業（通所支援 延915件）

・住宅入居等支援事業（相談支援 延530件、契約10件）

〇石垣市障がい者社会参加促進事業＜むゆる館＞

・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55名）

※レク交流会、クリスマス会、映画鑑賞等

・障がい者芸術文化講座開催事業（延69名）

※手話の勉強、ラジオ体操教室、作品展示会

〇点字･声の広報等発行事業

（点訳広報12回、音訳広報延26回、利用6名）

〇福祉機器ﾘｻｲｸﾙ事業（受入3 譲渡2 ※杖、歩行器等）

〇就労継続支援事業(Ｂ型)まーる（延2,344名）

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839名）

・放課後等デイサービス事業 ※学童（延2,243名）

・石垣市発達障がい児･者支援拠点運営事業

（心理相談･発達検査13件、親子勉強会49組）

・石垣市巡回支援専門員整備事業

（保育所等巡回10事業所、延23回訪問 対象児78名）

・日中一時支援･医療型日中一時支援事業（3名）

５ 共同募金事業

〇赤い羽根共同募金運動（募金実績5,206,467円）

・配分金事業（児童福祉週間、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業、広報活動、

ひとり親新入学児童激励、ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ事業）

・募金百貨店プロジェクト（2店舗）

・ボランティア･福祉団体への活動助成（14団体 計95万円）

〇歳末たすけあい募金運動（募金実績1,713,490円）

・歳末たすけあい支援金の配分（配分額1,015,000円）

・年末年始配食サービスの実施（配分額100,000円）

６ その他の活動

・ｲｵﾝ幸せの黄色いﾚｼｰﾄｷﾞﾌﾄ事業への参加

・児童生徒の職場体験（ｼﾞｮﾌﾞｼｬﾄﾞｳｲﾝｸﾞ）受入（2名）

・車椅子･レク用具の無料貸与（延113件）

令和３年度 石垣市社会福祉協議会 事業報告 ※（）内実績

令和4年度 予算
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Ａ＆Ａシステム (株)大﨑工務店 (有)さきやま (有)高道 ハウスクリーニング　カナミネ (株)守下設計

(株)ＫＡＩＴＯアルミ (有)大里建設 (株)佐久本商会 (有)髙嶺酒造所 (有)八拳警備保障 やいま歯科医院

ＫＭ自動車サービス (有)大島設計事務所 サザンオート 高良税務会計事務所 八建実業(株) (株)八重島工業

ＭＡＩＥ＋ＭＡＩＥ (有)大城土木 サトウ歯科 (株)たけしょう石垣営業所 (株)八電工 (有)八重泉酒造

ＰＣワールド (有)大祐土木設計 三桂　(有) 田城家具 はと薬局 八重山アサノセメント販売(株)

ＳＮエンタープライズ 大田守宣司法書士事務所 (株)三光電設 玉城建築設計事務所 (株)濱元建設興業 (有)八重山介護サービス

(株)アイエスシー 大浜印刷 (株)三宝堂 玉那覇金物店 (有)原商事 八重山港運(株)

(株)あい青果 大本内装 (特非)しあわせさまさま (株)玉吉建設 (有)パン・ドゥ・ミー 八重山興業(株)

アイムホーム石垣島 (株)興建設 (株)塩谷商店 たまよせ動物病院 (有)バンナ (資)八重山自動車商会

明石食堂 (株)オキジム八重山支店 (有)システム・ユー (有)タモト工業 (有)比嘉鉄工 (株)八重山食研

(株)アクティブ (株)沖縄土木 (株)紫電舎 ちねんスーパー (株)肥後工務店 八重山殖産(株)

(有)阿香建設 (有)沖安工業 柴田ファミリー歯科 美ら島薬局 ビッグワン石垣店 八重山石油(株)真栄里SS

(有)朝吹設計事務所 親里建機サービス (福)希望が丘 (株)創進コンクリート ビューティ　ひらた (有)八重山土木

(株)あざみ屋 (株)ガーデン・なみき (有)住宅管理社 つばき歯科医院 ファーマシィ薬局やえやま 八重山生コン工業(株)

東運輸(株) (株)ガーデンセンター石垣 請福酒造(有) 照屋建設(株) (有)フォーラム環 八重山南風堂(株)

新垣食堂 (株)海邦土木 シルビア化粧品店 東海交通(資) ふじい法律事務所 (株)八重山日報社

(有)新垣造園土木 (有)海邦ビル管理 仁　左官 東海電設 船道土木 (有)八重山熱工業

あらや薬局 (有)兼久建設 仁開商事 (株)東光電設工業 (株)武南興業 八重山ネットワークサービス(株)

有田保険サポート 金嶺商事 (有)甚企画 (有)東洋工業 フラワーショップ　パステル 八重山ビル管理(株)

(有)安栄観光 (有)川平マリンサービス (株)新生 (同)トーセンド (有)平和建設 (有)八重山ホーム

池村建設工業(株) かみやーき小かまぼこ店 (株)信用組 (株)砥板商会 ベスト電器　登野城店 八重山舗道(株)

石垣印刷 神山美建 (有)真和建設 (有)トナミ 星野商店 (株)八重山毎日新聞

(株)石垣エスエスグループ 狩俣シャッター 水質管理サービス(有) 富川印刷 (株)ホテルチューリップ石垣島 (有)八重山マツダ

石垣環研(有) (株)環境プラン (有)洲鎌組 とみしろ獣医科病院 (有)ホンダ販売石垣 (同)八重山メガネセンター

石垣ケーブルテレビ(株) (株)木田商会 洲鎌設計室(株) (有)豊見山食品 (有)ホンダ四輪大川モーター (有)ヤオキ測量設計

(一社)石垣市観光交流協会 (株)　基電 (有)砂川興業 (有)ドリーマーフーズ (株)前木組 (有)八島印刷

(株)石垣市経済振興公社 (株)共和 (有)砂川冷凍総合食品 (有)長井建設 前里建設 (有)八島企画

石垣市商工会 (有)金城建設 砂盛建設(株) (有)仲野電設 真栄里自動車 (株)八島建設

石垣自転車店 金城住設 (株)砂盛工業 (有)仲正海工 町田機工(株) (有)やまかわ

(株)石垣島青果 金城製麺所 (有)砂盛土木 仲間酒造所 松川住宅設備(株) (有)山田書店

石垣島製糖(株) グシケン商会 (有)成友興業 仲本鰹節店 (株)マリヤ乳業 (有)ヤマト商会

(有)石垣設計室 (有)國光建設 (有)セキュリティーコンサルタント なかよし食堂 (有)丸生重機 (有)やまと庭樹園

石垣設計事務所 (有)黒島組 宗綾 (有)仲企画 丸一タタミ店 (有)ゆいケアサービス

石垣生コンクリート(株) 慶田城照子税理士事務所 (有)総合計画 那覇ベーカリー 丸尾建設(株) (株)ゆい(ゆいホール)

(株)石垣の塩 慶田城不動産(株) (有)総合コピーセンター石垣 南海自動車(株) 丸玄新栄自転車商会 (株)優田

石垣鋼材(株) (公財)沖縄県メモリアル整備協会 (有)総和工業 (株)南海土木 マルゼン薬局 ゆたか電気

(株)石垣屋 幸地薬局(同) そらうみ法律事務所石垣事務所 南京堂 丸高商事 弓月菓子店

石堂設計室 (有)光洋建設 (有)大 南山舎(株) (有)丸西 与儀土建(株)

(有)石波建設 コーラルインターナショナル(株) (株)大晃 南西開発(株) マルハ鮮魚店 (株)与那原建設

(株)一廣工業 (有)国土評価センター (株)大央ハウジング (株)南西工業 丸宮クリーニング (有)与那原宅建商事

(一社)一歩(とのしろ学童クラブ) ここなつ薬局 (有)太基建設 (有)南星珈琲 (同)マルヰプロパン商会 (有)米蔵興業

(有)伊良部砕石 ココ薬局 (有)大三電設 南西道路(株) (株)丸俊商会 米子焼工房

(有)うえざと木工 (有)古見鉄工所 (株)大志土木 (有)南成土建 美崎運輸(株) (株)米盛建設工業

上原ベーカリー ザ・ホテリエ・グループ石垣(株) (株)大進建設 (株)南西不動産 みのり美容室 陸運総合(株)

(株)内田食品産業 (有)サーベイオフィス宮良 (株)大知企画コンサルタント 南星写真館 (有)宮城菓子店 (株)リクソウ

海織筋 (財)沖縄電気保安協会 大地建設(株) (有)西里測量設計 みやぎ米屋(株) 琉球ゴーレックス(株)八重山支店

海の総合スーパー島 (株)先島ガス (有)大地造園 (有)日栄電設興行 ミヤギ産業(株)八重山支店 (株)琉球補聴器石垣店

(有)海邦スポーツクラブ (有)先島メンテナンス 大洋リネンサプライ(株) (株)日建興業 宮平観光(株) 琉進工業

えいこ鮮魚店 (有)サキシマリサイクルプラザ (株)大米建設八重山支店 (株)日誠プランニング みやら歯科医院 琉穂建設(株)

(株)栄三建設 崎浜事務機(株) (有)大喜産業 根間タイヤ商会 メイクマン石垣店 (有)和電工業

(有)エコラインサービス 崎原建設(株) タカシマ清掃社(株) ノードプレス (株)メンテック (株)八重山自動車学校

(有)大永建設

明石小学校 新川小学校

石垣小学校 伊野田小学校

大浜小学校 大本小学校

海星小学校 川原小学校

白保小学校 登野城小学校

野底小学校 平真小学校

真喜良小学校 宮良小学校

八島小学校 吉原小学校

川平小中学校 崎枝小中学校

富野小中学校 石垣中学校

石垣第二中学校 大浜中学校

白保中学校 伊原間中学校

八重山高校

八重山商工高校

八重山農林高校

八重山特別支援学校

石垣市 石垣市 教育機関(職域) 国/沖縄県

会計課 選挙管理委員会 石垣第二中学校 八重山福祉事務所

企画部　　　　　　　企画政策課 農業委員会 石垣中学校 八重山保健所

　　〃　　　　　　　　スポーツ交流課 八重山広域市町村圏事務組合 伊原間中学校 施設(職域)

建設部　　　　　　　空港課 教育委員会　いきいき学び課 大浜中学校 あいの保育園

　　〃　　　　　　　　施設管理課 　　　〃　　　　学務課 白保中学校 綾羽福祉会

　　〃　　　　　　　　都市建設課 　　　〃　　　　学校教育課 八重山商工(定時制) 石垣市子どもセンター

こども未来局　　　子育て支援課 　　　〃　　　　給食センター 国/沖縄県 希望が丘

　　〃　　　　　　　　こども家庭課 　　　〃　　　　総務課 石垣税務署 子育サポートやいま

市民保健部　　　　環境課 　　　〃　　　　図書館 沖縄県八重山事務所 しあわせさまさま

　　〃　　　　　　　　健康福祉センター 　　　〃　　　　文化財課 沖縄振興開発金融公庫 児童養護施設ならさ

　　〃　　　　　　　　健康保険課 　　　〃　　　　八重山博物館 沖縄地区税関 障がい者支援施設ハーモニー

　　〃　　　　　　　　市民課 教育機関(職域) 海上保安部　石垣航空基地 新栄町こども園

　　〃　　　　　　　　平和協働推進課 あらかわこども園 港湾事務所 ちゅらハウス

消防本部 おおはまこども園 那覇植物防疫事務所 なごみの里

水道部　　　　　　　施設課 へいしんこども園 年金事務所 なごみの広場

　　〃　　　　　　　　水道総務課 まきらこども園 農林水産振興センター　スタッフ 福祉ネットワークやえやま

総務部　　　　　　　契約管財課 伊原間保育所 　　〃　　　　　　　　　　　農業改良普及課 ふたば介護サービス

　　〃　　　　　　　　財政課 大川保育所 　　〃　　　　　　　　　　　農林水産整備課 まえさと茶寿苑

　　〃　　　　　　　　税務課 川平保育所 八重山教育事務所 みやら子宝保育園

　　〃　　　　　　　　総務課 なぐら幼稚園・名蔵小中学校 八重山警察署 みやら保育園

　　〃　　　　　　　　納税課 新川小学校 八重山公共職業安定所 むりぶし

　　〃　　　　　　　　防災危機管理課 伊野田小学校 八重山土木事務所 八重山厚生園

農林水産商工部　商工振興課 大本小学校 八重山病院　　総務課 ゆいまーる学童クラブ

　　〃　　　　　　　　水産課 川原小学校 　　〃　　　　2東病棟 企業(職域)

　　〃　　　　　　　　農政経済課 八島小学校 　　〃　　　　4東病棟 八重山漁業協同組合

　　〃　　　　　　　　むらづくり課 吉原小学校 　　〃　　　　医局 沖縄県労働金庫　八重山支店

福祉部　　　　　　　介護長寿課 明石小学校 　　〃　　　　外来 住友生命

　　〃　　　　　　　　障がい福祉課 川平小中学校 　　〃　　　　経営課 八重山毎日新聞社

　　〃　　　　　　　　福祉総務課 崎枝小中学校 　　〃　　　　リハビリ 八重山ビル管理(株)

監査委員会 富野小中学校　 　　〃　　　　栄養室 沖縄県農業共済組合


