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嘉手納町社協だより 令和３年９月第76号

　例年開催していた「比謝川
鯉のぼりフェスタ」が、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防
止により実施することができ
なかったため、「こどもの日フォ
トコンテスト」を開催しました。

こどもの日フォトコンテスト

『社協だより』は、皆さまから寄せられた共同募金の配分金を活用して発行しています。

嘉手納町社協へのご寄付をありがとうございます嘉手納町社協へのご寄付をありがとうございます

●令和3年6月15日
　嘉手納町字嘉手納
　株式会社　徳里産業 様
　500,000円

●令和3年6月30日
　うるま市字豊原
　株式会社 トライ建設 様
　100,000円

一般寄付

●令和3年6月9日
　嘉手納町字屋良
　比嘉秀勝 様
　食糧支援事業への寄付として　30,000円

●令和3年7月15日
　匿名 様
　児童支援事業への寄附として　12,229円

指定寄付

【 R3.5.1 ～ R3.7.31 】

※広報掲載にご了承いただいた方のみ氏名を掲載しています。

問い合わせ先
社会福祉法人　嘉手納町社会福祉協議会　 TEL 098-956-1177　 FAX 098-957-2530
E-mail  shakyo@kadena-shakyo.com　ホームページ　https://kadena-shakyo.com

社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください
　暮らしの中での困りごとやボランティア活動など、福祉に関する相談はもちろん、福祉についての情報があれば社協まで
ご連絡ください。地域のネットワーク作りや紙面作りに活用したいと思います。

日　　時　第 2・第 4金曜日
　　　　  午後 2時～午後 5時
相談担当　弁護士
相 談 料　無　料

場　　所　嘉手納町総合福祉センター 4階
　　　　  心配ごと相談室
相談対象　嘉手納町民
申込方法　事前に電話にてお申し込みください

心配ごと相談所事業（無料弁護士相談）
普段の暮らしの中の困りごとや、悩みや不安があればお気軽にご相談ください。
法律に関わる諸問題について、弁護士が相談に応じます。（要予約）

◇弁護士相談以外でも、何か困りごとや相談ごとがある場合は、地域の民生委員、
　または、社協のコミュニティソーシャルワーカーまでお気軽にご相談ください。

※1人あたりの相談時
間は1時間以内です。
あらかじめ相談内容
の要点をまとめ、関
係書類がある場合は
持参してください。

タイトル：鯉のぼりに乗って！Happyが届きますように♪
（AAAさん）

大賞
作品

●令和3年7月8日
　嘉手納町字水釡
　株式会社 大興建設 様
　1,000,000円

●令和3年7月16日
　沖縄市登川
　屋宜京子 様
　100,000円



こどもの日フォトコンテスト
「こどもの日」や「家族でたのしく」をテーマに、こどもの日フォトコンテストを開催し、
総数53点の応募がありました。優秀賞と入賞の作品を紹介します。
多くの皆さまより素敵な写真をご応募いただき、ありがとうございました。

感謝
（ロイシンさん）

全力変顔
（Kさん）

4月生まれのふたりのお誕生会
（アラシロさん）

波とおにごっこ
（イシガッキーさん）

楽しいGW☆
（はーるさん）

大好きなパパと♡
（K.Kさん）

新しい家族が増えたよ★
（STAR☆さん）

コロナもマスクで乗り切るぞ
『Boysさん）

2021

ステイこいのぼり
（T5ファミリーさん）

優秀賞

入賞

その他の全応募作品は、本会ホームページまたは右のQRコードを
読み取ることで、ご覧いただけます。
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嘉手納町社協だより 令和３年９月第76号嘉手納町社協だより 令和３年９月第76号

Ⅰ．法人運営部門

1．会務の運営並びに連絡調整
理事会 ３回、評議員会 ３回
2．役職員研修
各種研修会への参加
中部地区社協連絡協議会への参加
職員全体研修
3．会員制度の強化と自主財源の確保
戸別会員　3,055世帯

賛助会員　50件　60口
特別会員　37件　59口
4．総合福祉センターの管理運営
利用回数　963回
利用者数　10,325名

５．相談援助実習生の受入れ
実習生：専門学校生2名

Ⅱ．地域福祉活動推進部門
1．福祉でまちづくり機能
①各種社会福祉関係諸団体支援
②福祉団体連絡会議
③心配ごと相談所の運営
　開設日 19日、相談件数 47件
④広報啓発活動
　社協だよりの発行 4回
ホームページ、Facebookページ、LINE公式
アカウントの運営
⑤赤い羽根共同募金運動
　実績額 3,107,867円
⑥歳末たすけあい募金運動
　実績額 884,757円
⑦福祉バスの運行
　利用回数  44回、利用者 829名
⑧コミュニティソーシャルワーク（CSW）事業

　個別支援相談件数 1,282件
　かでな安心キット事業 設置件数284件
　地域見守り活動の協定締結 13事業所
　小地域福祉活動推進事業 4区
　朝ごはん応援隊 32回
　各種会議等への参加
⑪地域生活支援事業
　ペアレントトレーニング講座 8回
　ゆんたく会 3回
　アフリカ太鼓「ジャンベ」 10回
　声の広報等発行事業
⑫生活支援体制整備事業
　ワーキンググループの開催
　ちょこっとお助けゆいまーる事業への取り組み
　つどい・交流の場×移動販売

　令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大のため本会においても事業の延期や中止が相次ぎ、実施し
た事業においては感染症対策を取りながら、これまでにはない環境での取り組みとなりました。
　集い・交流の場をはじめとするさまざまな事業・活動が中止となり、また、外出自粛の日々を過ごす中で
改めて地域とのつながりの大切さを感じました。今後はこの貴重な経験を活かしながら、これからの地域の
あり方を考える中で、「いつでも誰かとゆるやかにつながっているまち」をスローガンとして、必要なさまざ
まな取り組みを行っていきたいと考えます。
　以下、令和2年度における社協事業を報告します。

令和２年度 事業報告
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嘉手納町社協だより 令和３年９月第76号嘉手納町社協だより 令和３年９月第76号

Ⅳ．在宅福祉サービス部門

1．高齢者等食の自立支援事業
延べ配食 7,402食
2．高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
延べ利用 50名
3．介護用品（車イス）貸与事業
31件

4．放課後等デイサービス事業所の運営
延べ利用 1,782名
5．児童発達支援事業所の運営
延べ利用 120名

Ⅲ．福祉サービス利用支援部門
1．地域福祉権利擁護事業
支援員 1名、利用者 3名

2．生活福祉資金貸付事業
相談件数 801件、貸付件数 604件
※特例貸付含む

⑬食糧支援事業
　支援回数 37回、寄付受付 10回

2．福祉活動推進事業
①児童・青少年福祉事業
　児童福祉週間広報活動及びポスター掲示
　制服リサイクル事業 寄贈33件、提供67件
　小学生ヒップホップダンス事業
　中学生アクロバット事業
②老人福祉事業
　ふれあい訪問事業
　社協いきいきサロン
　高齢者見守り元気アップ事業
③母子・父子福祉事業

3．社会福祉施設支援協働機能
①地域活動支援センターてぃんがーらの運営
　延べ利用 1,788名

4．ボランティアセンター（ボランティア活動支援）
①福祉教育の推進
　いもっ子サマースクール冊子の作成
②学校・一般団体・企業への体験学習・研修への支援
③ボランティア支援事業
　ボランティア広報紙発行 6回
　ボランティア保険への加入促進
④ボランティア団体助成 1団体
⑤ボランティア活動拠点整備
　ボランティアセンター 延べ利用 163名
　ボランティア登録及び斡旋 24団体 620名

令和２年度　決算額 令和２年4月1日～
令和３年3月31日（　　　　　　　　　）

◆収入　144,741,999円
会費収入 1,891,500円
寄附金収入 4,943,000円
経常経費補助金収入 49,354,824円
受託金収入 51,468,056円
事業収入 395,131円
障害福祉サービス等事業収入 20,387,550円
受取利息配当金収入 35,900円
その他の収入 57,630円
前年度繰越金 16,208,408円

◆支出　127,044,125円
人件費支出 78,932,352円
事業費支出 14,889,243円
事務費支出 25,291,341円
助成金支出 3,724,000円
支払利息支出 16,426円
その他の支出 1,914,344円
施設整備等支出 86,179円
積立資産支出 303,360円
その他の活動による支出 1,886,880円

流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払消費税等

固定負債
退職給付引当金

基本金
第1号基本金

その他の積立金
財政調整積立金

次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）

26,248,258
15,989,058
10,258,200

1,000

128,751,014
1,100,000
1,100,000

127,651,014
85,560

1,314,250
689,777
75,240

4,399,760
24,668,490
96,356,267

61,670
154,999,272

10,906,400
3,690,069
51,680

3,473,404
528,295
345,436
2,356,016
461,500

35,561,498
35,561,498
46,467,898

1,100,000
1,100,000

96,356,267
96,356,267
11,075,107
△525,347

108,531,374
154,999,272

負債の部

純資産の部
負債の部合計

純資産の部　　　　　　　　  合計
負債及び純資産の部　　　　  合計

資産の部

資産の部合計

全　額全　額
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金

固定資産
　基本財産
　定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウェア
退職給付引当資産
退職共済預け金
財政調整積立資産
長期預け金

収入
経常経費
補助金収入
49,354,824円

経常経費
補助金収入
49,354,824円

受託金収入
51,468,056円
受託金収入
51,468,056円

障害福祉サービス等
事業収入

20,387,550円

障害福祉サービス等
事業収入

20,387,550円

寄附金収入 4,943,000円

事業収入
395,131円

受取利息配当金収入
35,900円

前年度繰越金 16,208,408円 会費収入 1,891,500円
その他の活動による収入
3,607,830円

支出
人件費支出
78,932,352円
人件費支出
78,932,352円

事務費支出
25,291,341円
事務費支出
25,291,341円

事業費支出
14,889,243円
事業費支出
14,889,243円

積立資産支出
303,360円
その他の活動による支出
1,886,880円助成金支出

3,724,000円

施設整備等支出
86,179円

支払利息支出
16,420円

その他の支出
1,914,344

令和２年度　貸借対照表 （令和３年3月31日現在）
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その他の収入 57,630円
前年度繰越金 16,208,408円
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令和２年度　貸借対照表 （令和３年3月31日現在）
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嘉手納町内にて配分（B配分）

C 中央共同募金会

　赤い羽根共同募金は、民間の社会福祉事業を支援するための募
金として、今年も10月1日から全国一斉に展開されます。
　皆様からお寄せいただいた募金は、沖縄県内の民間社会福祉施
設等をはじめ、嘉手納町社会福祉協議会へも配分され、嘉手納町
の地域福祉に役立てられます。
　今年も皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

赤い羽根共同募金

10月1日～3月31日運動期間

3,564,000 円令和3年度

ご覧ください

赤い羽根
データベース「はねっと」

写真未着

赤い羽根共同募
金の活動がご覧
になれます。

赤い羽根共同募金の使いみちが、
地域別で見ることができます。

●法人の寄付金は全額が
損金となります。
●個人の寄付金は所得税
の控除と住民税の税額
控除が認められます。

赤い羽根共同募金
ホームページ

共同募金には税制上の
優遇措置があります

－ 赤い羽根共同募金 －

◆ 町内での募金方法

募金の配分事業

沖縄県内にて配分（A配分）

・戸別募金（世帯）　　・法人募金（法人・企業）
・個人大口募金（商店・個人）　　・職域募金
・その他募金（募金箱・イベント等）

（県共同募金会の配分委員
会により配分先や金額が決
定されます）
●県内の福祉施設に配分
●県内の福祉団体に配分
●災害準備金　等

●福祉教育推進事業
●福祉広報・啓発事業
●ボランティア活動事業
●福祉団体活動支援事業
●高齢者・障害福祉事業　等

12月1日～12月31日運動期間

－歳末たすけあい募金－

目 標 額

http://www.akaihane.or.jp

https://hanett.akaihane.or.jp/

集まった募金で、嘉手納町内をはじめとする県内の
団体など地域福祉活動を応援します！

集まった募金で、嘉手納町内をはじめとする県内の
団体など地域福祉活動を応援します！

ご協力をお願いします

令和4年

　新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、今年4月にひとり
親世帯等への日常生活を支援する目的で食料品の配付を実施し
ました。一世帯に、お米、パスタ、レトルト食品、ふりかけな
ど9点をセットにして配付しました。
　配付物品の購入には、かでな振興㈱様からの寄付金を活用さ
せていただきました。

　多くの企業様より、支援の物品をいただきました。いただきました物品は、本会の事業や関係機関
を通じて配布をおこないました。ありがとうございました。
　・㈱沖縄ヤクルト 様　乳飲料品140本、ヤクルト500本
　・セカンドハーベストジャパン沖縄支部 様　お米、麺類など10ケース
　・オリオンビール㈱ 様　飲み物15ケース

　嘉手納・読谷ライオンズクラブより、エコバック100枚の寄贈があ
りました。同クラブでは、新型コロナの影響で予定していた事業が
開催できなくなったことで、嘉手納町や読谷村の地域に皆さんに役
立てるものはないかと、今回のエコバックの寄贈となりました。
　寄贈されたエコバックは関係機関を通じて、配付する予定です。

　夏休み期間中である子どもたちの家庭を中心に、
自宅で楽しめる機会をつくれたらと、動画配信を
活用したバルーン企画を開催しました。
　講師にバルーンれい氏（仲宗根麗・ＣＢＡ世界公
認バルーンアーティスト）をお迎えし、バルーンの
膨らませ方や、実際にいくつかのバルーンアートを
作ってみるという動画を作成。申込者には、事前
にバルーンキットを配布し、作成した動画をオンラ
イン視聴しながら自宅にてバルーンアートにチャレ
ンジしてもらいました。
　用意していたバルーンキット100 セットは、申込
のあった 60 世帯に配布され、「自粛の中、楽しい
時間を子どもたちと過ごせそうです」との親御さん
からの声もありました。

　去った６月、町内小中学校の休校期間中に、嘉手納
町内にて無料のお弁当配布が行われました。
　本会では、中央区にあるBen☆10s.（ベントゥース）
とともに、6/15・6/17の2日間、屋良小学校区・嘉手
納小学校区の6か所にて総数234食のお弁当を配布し
ました。
　雨の中、弁当を受け取り笑顔で帰っていく子ども達
の様子が見られたり、保護者より「毎日大変だったけど、
本当に助かりました」との声をいただきました。
　自治会および関係機関の皆さまのご協力に改めて
感謝申し上げます。

　また8月の休校期間中にも、嘉手納町観光協会を
中心に「かでなゴーストこども食堂」が町内8つの飲
食店にて行われました。本会ではBen☆10s.よりお
弁当をお預かりして関係機関の協力を得ながら必
要な世帯へお届けしました。

自宅でわくわくバルーンアートにチャレンジ！
オンラインで動画配信

にこにこやらっ子・かでなっ子弁当を
実施しました

ひとり親世帯等への食料品の配付

物品寄贈受領報告

ライオンズクラブよりエコバックの寄贈

嘉手納町観光協会インスタグラムアカウント　
@kadena.kanasa
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“社協” とは社会福祉協議会の略称です。

2021年（令和３年）9月

第76号
嘉手納町社会福祉協議会

発行　社会福祉法人　嘉手納町社会福祉協議会
〒904-0204　嘉手納町字水釡447番地1（嘉手納町総合福祉センター内）

TEL (098)956-1177　FAX  (098)957-2530
E-mail  shakyo@kadena-shakyo.com   HPアドレス　https://www.kadena-shakyo.com/

嘉手納町社協だより 令和３年９月第76号

　例年開催していた「比謝川
鯉のぼりフェスタ」が、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防
止により実施することができ
なかったため、「こどもの日フォ
トコンテスト」を開催しました。

こどもの日フォトコンテスト

『社協だより』は、皆さまから寄せられた共同募金の配分金を活用して発行しています。

嘉手納町社協へのご寄付をありがとうございます嘉手納町社協へのご寄付をありがとうございます

●令和3年6月15日
　嘉手納町字嘉手納
　株式会社　徳里産業 様
　500,000円

●令和3年6月30日
　うるま市字豊原
　株式会社 トライ建設 様
　100,000円

一般寄付

●令和3年6月9日
　嘉手納町字屋良
　比嘉秀勝 様
　食糧支援事業への寄付として　30,000円

●令和3年7月15日
　匿名 様
　児童支援事業への寄附として　12,229円

指定寄付

【 R3.5.1 ～ R3.7.31 】

※広報掲載にご了承いただいた方のみ氏名を掲載しています。

問い合わせ先
社会福祉法人　嘉手納町社会福祉協議会　 TEL 098-956-1177　 FAX 098-957-2530
E-mail  shakyo@kadena-shakyo.com　ホームページ　https://kadena-shakyo.com

社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください
　暮らしの中での困りごとやボランティア活動など、福祉に関する相談はもちろん、福祉についての情報があれば社協まで
ご連絡ください。地域のネットワーク作りや紙面作りに活用したいと思います。

日　　時　第 2・第 4金曜日
　　　　  午後 2時～午後 5時
相談担当　弁護士
相 談 料　無　料

場　　所　嘉手納町総合福祉センター 4階
　　　　  心配ごと相談室
相談対象　嘉手納町民
申込方法　事前に電話にてお申し込みください

心配ごと相談所事業（無料弁護士相談）
普段の暮らしの中の困りごとや、悩みや不安があればお気軽にご相談ください。
法律に関わる諸問題について、弁護士が相談に応じます。（要予約）

◇弁護士相談以外でも、何か困りごとや相談ごとがある場合は、地域の民生委員、
　または、社協のコミュニティソーシャルワーカーまでお気軽にご相談ください。

※1人あたりの相談時
間は1時間以内です。
あらかじめ相談内容
の要点をまとめ、関
係書類がある場合は
持参してください。

タイトル：鯉のぼりに乗って！Happyが届きますように♪
（AAAさん）

大賞
作品

●令和3年7月8日
　嘉手納町字水釡
　株式会社 大興建設 様
　1,000,000円

●令和3年7月16日
　沖縄市登川
　屋宜京子 様
　100,000円


