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どんな時でも、全ての人がその人らしく、
住み慣れた地域で暮らし続けられることを目指して

　長く健康で居続けられるよう体力の維持・向上を目指す「地域ふれあいデイサービス事業」。その集いは、
お互いに顔見知りになることで、気にかけ合う関係づくりにも発展します。
　昨今、頻発している自然災害や地震に見舞われた際、本会が指定管理を受け運営している、那覇市総
合福祉センターや老人福祉センター、児童館（小禄・識名）が地域のボランティア、そして関係団体と
連携してどのような役割を担うのだろうか。また、平時から災害時へつながる福祉的な一体的支援につい
て、重要な取り組みの一つと考える「地域の福祉拠点づくり」についてご紹介します！

地域の
福祉拠点
づくり

那覇市総合福祉センター

識名
老人センター・児童館

小禄
老人センター・児童館
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識名
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小禄
老人センター・児童館

ボランティアの
地域拠点

ボランティアの
地域拠点

（ボランティアサロン）（ボランティアサロン）
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特集
thth 福祉避難所をご存じですか？地域ふれあい

デイサービス事業 福祉避難所をご存じですか？
　福祉避難所とは、大規模災害時に、高齢者や障がいのある方、乳幼児や妊産婦など、一般の
避難所（小学校など）では生活することが困難な方を対象とした二次的な避難所のことです。
那覇市においては、介護施設等が 33 施設、那覇市の施設が 32 施設となっています（令和４年
６月時点）。
　ちなみに令和元年 10 月１日時点のデータになりますが、全国の指定避難所は 78,243 箇所、
うち福祉避難所は 8,683 箇所、協定等により確保しているものを含めた福祉避難所は 22,078
箇所となっています。
　那覇市の施設としては、各公民館に加え、老人福祉センター・憩の家、児童館も指定されて
います。那覇市社協としては、金城老人憩の家及び金城児童館（那覇市総合福祉センター内）
及び、識名と小禄の各老人福祉センター、児童館が対象になっています。
　このように福祉避難所は二次的な避難所という位置づけにありましたが、令和３年５月の災害
対策基本法の改正（令和３年法律第 30 号）にて、指定福祉避難所の人的備え及び物的な備蓄
等を進めていかなければいけないことや、避難行動要支援者（注）に対する個別避難計画の作
成を着実に進めていかなければなりません。
　災害時にひとりで避難することが難しく、手助けが必要な方は、福祉サービス（ホームヘルパー
やデイサービス等）を利用している方も多く、個別避難計画を作成するためには、地域、近隣
の住民等の支援だけでなく、福祉サービス事業所との連携も重要になります。
　那覇市社会福祉協議会では、日頃から地域での防災対策だけでなく、介護保険事業や障害
福祉サービス事業を行っています。更に那覇市総合福祉センターをはじめ、識名や小禄での指
定管理を行っています。福祉避難所の取り組みを進めるには、各課事業が一体となって取り組み
を進める必要があります。また、法人だけでなく備蓄や人的備えについては行政との連携も重
要になります。（担当：高野）

地域ふれあい
デイサービス事業

　平成 10 年（1998 年）からスタートした「地域ふれあいデ
イサービス事業」は、おかげさまで今年、25 周年の節目を迎
えました。現在は那覇市内に 123ヶ所の活動場所で、約
4,000 名の方々に参加をいただいております。
　活動内容は、介護予防体操・認知症予防・脳トレ・レク体操・
太極拳・手話ダンスなど、たくさんのメニューを用意しており
ます。
　各地域では、おもに民生委員さんや自治会、老人会 . 婦人
会の皆様が中心となり、ボランティアとして、運営を支えても
らってます。那覇市民で、65 才以上の方はどなたでも無料で
参加できる事業ですので、興味をお持ちの方はお気軽に那覇
市社会福祉協議会へお問い合わせください。
　また、ふれあいデイサービス事業では、新たにご自分の住ん
でいる地区でも活動を始めたいという方々も募集しています。
　まずはお近くの活動場所に、見学に来ませんか！お気軽にお
問い合わせください！（担当：山城）

与儀カトレア
（与儀八三会館　第1・3（水）14 時）

古蔵かりゆし運営協議会
（県営第一古波蔵市街地集会所　第1・2・3・4（水）10 時）

県営赤嶺団地活き活きくらぶ
（県営赤嶺団地集会事務所　第1・2・3（金）10 時）

県営鳥堀ふれあいクラブ
（県営鳥堀団地自治会集会所　第 2・3・4（水）14 時） 地域ふれあいデイサービス スタッフ一同

看護師による健康チェック！

（注）避難行動要支援者
高齢者や障がいのある方など、災害時にひとりで避難することが難しく、避難するときに何らかの手助けが必要な方です。那覇市では下記の方になります。
① 要介護認定 1から5を受けている方② 身体障害者手帳1・2 級（総合等級）を所持する方③ 療育手帳 A1・A2を所持する方④ 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方⑤ 特定医療費（指定難病）受給者証所持者のうち一部の方⑥ 小児慢性特定疾病医療受給者証所持者のうち一部の方⑦ 65 歳以上の高齢者のみの世帯
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　楽しいクリスマスを過ごしてもらえるよう「クリスマスケーキ贈呈事業」を12 月 22日、23 日に実施しました。
今年で 9 回目となりますが、ケーキの原材料の高騰化に伴い、ご寄贈いただけるケーキ台数が減るのではと
心配していましたが、昨年より32 台増えて合計125台のクリスマスケーキを頂くことができました。
　長引くコロナ渦の影響で生活が厳しい世帯、ひとり親世帯、祖父母に育てられている世帯、障がい者世帯、
ヤングケアラー世帯など様々な事情を抱える世帯へ民生委員・児童委員、児童館職員、那覇市社協職員など
を通してクリスマスケーキが届けられました。
　お受取りしたご家族や子ども達から「いつもゆとりがないので我慢させてばかりで心苦しく思っていたなか
で心から嬉しく思っています」「誕生日にホールでは買ってあげられず少し残念そうだったので今回、頂けたこ
と本当に感謝でいっぱいです」「人のために行動できる人はとてもステキです。私たちもお手本にします。あり
がとうございます」と感謝のお手紙が届きました。
　今後もクリスマスケーキのプレゼントを通して、不安を抱えるご家族や子ども達に笑
顔とエールを届けていきたいと思います。ご賛同していただいた皆様、温かいご支援
ありがとうございました。（担当：山城）

クリスマスケーキプレゼント

歳末紙おむつプレゼント事業のご報告

クリスマスケーキプレゼント

歳末紙おむつプレゼント事業のご報告
～今年も35名の方へ紙おむつをプレゼントすることができました～～今年も35名の方へ紙おむつをプレゼントすることができました～

　ボランティアBOX事業は、令和３年12月～令和4年11月までの間に、延べ154もの個人・団体に参加、協力
をいただきました。そして、毎週火曜日には切手ボランティアの皆様で、集まった収集物の仕分けをおよそ
153時間も担っていただきました。
　集めるボランティアと仕分けるボランティア、どちらが欠けても紙おむつをプレゼントすることは出来ませ
ん。ご協力いただいた皆様、どうもありがとうございました。
　切手集めや仕分けは出来ないけれど何かしたい…という方には、ボランティアBOXの広報をお願いします♪
　SDGsの広がりに合わせて、ボランティアBOX活動が広がりますように。（担当：上原かおり）

沖縄県中小企業団体中央会　収集ボランティアBOX協力先一覧（順不同）

　昨年は、数多くの物資や寄付金を寄付・寄贈していただきあ
りがとうございました。クリスマスの時期には多くのお菓子をい
ただき、子どもたちにお配りしました。一番下の写真は三井住
友海上火災保険株式会社様よりクリスマス用お菓子詰め合わせ
セットを 800 個いただいた写真です。子どもの居場所運営者か
らは「クリスマス時期になると子どもたちの利用者が増えるけど、
中々お菓子を買う余裕がないので大変助かります。」と感謝の声
がありました。
　他にも、首里高校生から校内で行ったフードドライブの物資
をいただきました！「何か自分たちでできることをできるだけ継
続していきたい。」という、高校生の思いを居場所運営者・居場
所を利用している子どもたちに伝えていきたいと思います。いた
だいた物資は子どもの居場所・こども食堂で活用させていただ
きます。ありがとうございました♪（担当：山城）
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沖縄県畜産副産物事業協同組合
沖縄県広告美術協同組合
沖縄県建設事業協同組合
沖縄県個人タクシー事業協同組合
沖縄県緑化種苗協同組合
沖縄県コンクリート二次製品協同組合
沖縄県青果卸売協同組合
沖縄県産業廃棄物処理協同組合
沖縄砂利採取事業協同組合
企業組合太陽
協同組合沖縄産業計画
沖縄乗用自動車事業協同組合
沖縄県パチンコ・スロット協同組合
沖縄県卸商業団地協同組合
沖縄県商店街振興組合連合会
沖縄生麺協同組合
名護市環境企業組合
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沖縄県中央卸売市場売買参加者協同組合
糸満工業団地協同組合
沖縄北部地区生コンクリート協同組合
沖縄県ビルメンテナンス協同組合
沖縄県たばこ卸売事業協同組合
沖縄県フロリスト協同組合
沖縄県畳工業組合
全日食チェーン沖縄協同組合
那覇青果物卸商事業協同組合
壺屋陶器事業協同組合
那覇電気工事業協同組合
那覇市管工事協同組合
沖縄中部個人タクシー事業協同組合
トータル・ビジネス・クリニック協同組合
沖縄県白蟻防除事業協同組合
沖縄県飼料協業組合
那覇地域貨物運送協同組合
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51.

沖縄県出店業事業協同組合
沖縄市管工事協同組合
赤帽沖縄県軽自動車運送協同組合
沖縄県石材事業協同組合
沖縄県生コンクリート協同組合
沖縄県衣類縫製品工業組合
糸満市電管事業協同組合
那覇伝統織物事業協同組合
沖縄県電気工事業工業組合
沖縄県環境管理センター協同組合
沖縄県伝統作物生産事業協同組合
沖縄県書店商業組合
株式会社トリム（ガラス発泡資材事業協同組合）
沖縄県生コンクリート工業組合
沖縄印刷団地協同組合
沖縄鮮魚卸流通協同組合
石垣地区アスファルト事業協同組合

52.
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54.
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59.
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61.
62.
63.
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65.
66.

琉球絣事業協同組合
沖縄砕石事業協同組合
沖縄県学校給食パン米飯協同組合
北部電気工事業協同組合
沖縄県電設資材卸業協同組合
那覇個人タクシー事業協同組合
沖縄港湾運送事業協同組合
沖縄県印刷工業組合
協同組合沖縄県鉄構工業会
沖縄県青果物卸商事業協同組合
宮古地区トラック事業協同組合
沖縄県中小企業団体中央会
沖縄県中小企業団体事務局懇話会
ものづくり沖縄県地域事務局
ものづくりフォローアップ事務局

学生・
企業の社会貢献活動

　昨年 12 月 10 日、コロナ禍により実施を見送っていた「歳末おそうじ隊」を
3 年ぶりに実施しました。この事業は、明るく清らかな気持ちで年末年始を迎え
ていただくことを目的に、中高生ボランティアが中心となって行うものです。今
回は約70 名のボランティアが、一人暮らしの高齢者や障がいをお持ちの10 世帯のお宅を清掃しました。
普段、手の届かない場所の清掃や、那覇電気工事業協同組合の方々による電気安全点検などを受けた世帯か
らは喜びの声が聞こえました。また、参加した学生からも「綺麗になって、私も嬉しい」「自分の部屋や、おじいちゃ
ん・おばあちゃんの家も掃除したい」といった感想が聞かれました。
　今年で２５年になるこの事業は、有限会社那覇クリーンサービス様によるゴミ回収無しでは成り立ちません。
ご協力誠にありがとうございます。
　参加された皆様へ感謝を申し上げます！（担当：山城）

歳末おそうじ隊

　昨年も民生委員・児童委員をはじめ、地域住民や企業・学校・団体等多くの方々から、温か
い心のこもった善意の募金が寄せられました。この募金を、さまざまな事情により生活に困っ
ているご家族が、温かく明るいお正月が迎えられるようにと、「歳末たすけあい見舞激励金」と
して、12 月 22 日に関係者を通して市内１５４世帯へ、お米や缶詰等と一緒に支給しました。
見舞激励金を受け取った方たちからは、「すごく苦しい時に支え助けていただきまして、本当に
ありがとうございます。感謝」「年末で、コロナ禍で給料も減り、子供達とどうなるか？と思っ
ていた中で助かりました。ありがとうございました」「息子とたのしい年末年始をむかえること
ができること感謝いたします」など、感謝のコメントをいっぱい頂きました。募金に協力いただ
きました皆様、食糧を寄贈いただきました皆様、本当にありがとうございました。（担当：慶田盛）

歳末たすけあい見舞激励金歳末たすけあい見舞激励金

昨年は子どもの居場所・こども食堂への支援ありがとうございました！

洋菓子店
白バラ洋菓子店、いまいパン、ピッコロモンド石嶺店
ル・パティシエ・ジョーギ、ハッピー洋菓子店、デザートラボショコラ
みやぎ菓子店、トーエ洋菓子店、株式会社ジミー

病院 オリブ山病院　就労継続支援 B 型作業所 café わきみず
企業 イペーファクトリー（株）
個人 那覇市母子寡婦福祉会 理事 張本ユリ子 氏

（洋菓子店、企業、病院、個人より寄贈）（洋菓子店、企業、病院、個人より寄贈）

ケ
ー
キ
寄
贈
者
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活動アラカルト
今年度最後の

生活支援サポーター
養成講座を開催します！

運転ボランティア養成講座を実施しました‼

高齢者の移動支援『地域の足』プロジェクト
地域×企業×法人　うふなー号 出発

今年度最後の
生活支援サポーター
養成講座を開催します！

運転ボランティア養成講座を実施しました‼

高齢者の移動支援『地域の足』プロジェクト
地域×企業×法人　うふなー号 出発

　昨年 11 月 26 日に、高齢者の移動支援を支える運転ボ
ランティアの養成講座を実施しました。当日は受講生 6 名
が参加して、損害保険ジャパン株式会社の江川氏による
安全運転講習、本会職員による車イス及びリフト付き車両
の乗車体験や運転実技を行いました。受講生からは『高
齢者の方が地域で暮らしていけるようにサポートしていき
たい。』『免許返納した方や運転できない方のお買い物な
ど、お手伝い出来たら良い。』とお話しがありました。
　今後は、運転ボランティアと市内の社会福祉法人や企業
から提供いただいた車両とのマッチングを図りながら、高
齢者の移動支援に課題を抱える地域の解決に向けて取り
組んで参ります。（担当：神田）

　生活支援サポーターは日常生活の中でちょっとした困りごとを抱えた高
齢者のご自宅に訪問し、掃除や買い物のお手伝いをする有償ボランティア
です。昨年はサポーターの登録者数が大きく増え、多くの方々が活動する
ことができました。サポーターを始めたことがきっかけで、「高齢者の元
気な顔が見れた」「新しいつながりができた」といった声をいただいてお
ります。皆様が地域とつながるきっかけになれれば幸いです。
　2 月 24 日（金）に沖縄県立美術館にて、今年度最
後の生活支援サポーター養成講座を開催いたします。
詳細は那覇社協 HPにて周知いたします。（担当：髙澤）

　昨年 12 月 2 日に高齢者の移動支援ニーズが高い大名第二
団地自治会（首里大名町）で、株式会社OTM（沖縄トヨタグルー
プ）のご協力をいただき、カーシェアサービス『TOYOTA 
SHARE』によるレンタカーを『地域の足』として活用し、車
両の保管場所を大名児童館、サービスコーディネートは自治
会、運転ボランティアは社会福祉法人若杉福祉会や本会等が
担い、買物を目的とした移動支援を半年間モデル事業としてス
タートしました。
　今後は、地域の社会福祉法人や企業、地域ボランティア等
の皆様と引き続き、地域全体で取り組む高齢者の移動支援『地
域の足』を目指して、意見交換を行っていきます。（担当：神田）

ふれあい福祉相談室

「ゆいゆい」☎ 891-8454
FAX.857-6052

FAX.857-6052

FAX.859-8388

FAX.859-8388

☎ 857-7780
生活上の心配ごと、悩みごと、どのようなことでも気軽に相談で
きる一般相談・司法書士相談があります。
（秘密は厳守で相談は無料です）

在宅で生活する障がい者が「自分らしく」
暮らしていけるように支援をしています。

日常生活自立支援事業

障がい者生活支援センター

地域福祉権利擁護センター ☎ 857-4525
認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者などで、自分で
判断することが難しい方々の福祉サービスの利用手続きや、
医療費・公共料金の支払い等の日常的な金銭管理のお手伝い、
書類の預かりサービスを契約に基づいて行っています。

ボランティア活動・行事用保険 ☎ 857-7766
ボランティア活動・行事用保険は、ボランティア活動中のさまざ
まな事故によるケガや賠償を補償します。

居宅介護支援事業 ☎ 891-8236
安心して在宅生活が営めるように、家族、医療、介護保険サー
ビス事業所等と連携を図ると共に、社会資源を活用しながら
支援を行ないます。

デイサービスあしびなー
☎ 080-1739-1355

利用者の方々が住み慣れた地域から通い、日々、生きがいのもてる
暮らしを応援し、ご家族の身体的、精神的な負担を軽減します。

ホームヘルプステーションわかば ☎ 859-8383
ご自宅に介護専門職が訪問
し、身体介護及び生活支援
サービスを提供します。

低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者の
属する世帯に対する資金貸付

生活福祉資金貸付事業

毎月 第 2金曜日 /午後 2時～4時
奇数月 第 4金曜日 /午後 2時～4時

司法書士専門相談
弁 護士専門 相 談

● 訪問介護
● 総合事業
● 障がい福祉サービス

● サービス利用計画の作成● ピア（同じ仲間）サポート

予約制

予約制

なは社協 相談窓口のご案内

子どもの権利を守る社会を子どもの権利を守る社会を
　那覇社協も実行委員として参加した子どもの権利条約フォーラム
が12月10、11日に沖縄大学とオンラインで開かれ、メインセッショ
ンや 30 分科会合わせて県内外から延べ約 1000 人が参加しまし
た。メインセッションではオンラインでつながった全国の子どもた
ちと、登壇した会場の子どもたちが、子どもの立場からの言いたい
こと（課題点）や子どもの権利についてなどを熱く語りました。
　那覇社協は「子どもの権利条約と子どもの居場所」というテー
マで分科会を開き、子どもの権利を広げるために子どもの居場所が
やれることは何か？などを議論しました。子どもの権利を守る社会
の実現に向けて、子どもたちが参加する権利や環境をどうつくって
いくかも問われていると感じました。（担当：月坂、浦崎）

詳しくは 那覇市 生活支援サポーター

広 告

募集
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令和 4 年12 月1日～令和 4 年12 月30 日までの
寄附金状況（敬称省略）

寄付金総額10,285,678円

3,326,526円

令和 4 年 4月1日～令和 4 年11月30 日

一般寄付

香典返し

おきぎんスマート
・ちばりよーな～ふぁ

吉松敬介（故母 東恩納増子）

・な～ふぁゆいまーる
14件 /7,200 円
20 件 /22,600 円

・（有）コウセイ自動車
・NGO 青空 代表者 渡辺雅昭
・沖縄県卸商業団地協同組合
・前田運輸（株）
・（株）天久重機
・荻堂重機リース（株）
・（株）大平機械
・沖縄ガス（株）
・長田保育園職員一同
・真教寺

・根本健二
・小渡輝雄
・糸嶺篤秀
・金城茂子
・新城伸子

・比嘉梨香
・平良順一
・平良徳政
・小笠原文子
・宮城寿満子

寄附者ご芳名

　ご家庭で、使いきれずに保管したままになっている
「もったいない食品」などを、那覇市内の郵便局窓口
（郵便専門局は除く）にある「フードボックス」へお
寄せください！
　那覇市内の各子どもの居場所等でおいしい食事と
して生かされます。

お米・粉もの・缶詰・レトルト食品
インスタントラーメン等の乾麺・お菓子
缶やペットボトルに入った飲料など

※保存がきくもの（アルコールは不可）

※お寄せいただいた食品について、腐敗等、使用に適さないと判断した場合、 
　処分させていただく場合があります。ご了承ください。

「もったいない」を「ありがとう」に変える

フードドライブ
「もったいない」を「ありがとう」に変える

フードドライブ

ご寄付いただきたい食品

●未開封の食品
  （包装や外装が破損していないこと、中身に異常がないこと） 
●賞味期限が1か月以上残っている食品
  （賞味期限が明記されていること）

●常温で保存が可能な食品 
●製造者名が記載されている食品 
●お米は精米日から一年以内のもの

寄付食品の条件

ご協力をお願いします！

※那覇市社会福祉協議会が実施する事業及び福祉サービスにおいては、個人情報保護規定を定め、個人情報の種類・利用の目的・提供方法について、適法かつ適性な方法で対応いたします。

（担当：子どもと地域をつなぐサポートセンター糸）

　那覇市社協はボランティア活動や災害時の連携などを定めたパート
ナーシップ協定を、新たに明治安田生命那覇北営業所と結びました。
これで協定の締結は８団体となります。
　明治安田生命那覇北営業所では11月22日の締結に先立ち社会貢
献活動に積極的に取り組んでおり、ボランティア団体へのフードドラ
イブや、様々な周知広報チラシを制作配布しています。普段の業務プ
ラスαの「外回りのついでにできるボランティア活動」により、すで
に15カ所以上の企業団体に対するボランティアBoxの紹介にも繋が
りました。このような多彩なアイデアを共有していただける事が楽しみ
です。これからも、どうぞよろしくお願いします。（担当：上原かおり）

ボランティアBox 取組・個人団体紹介
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

おきでんボランティア互助会
琉球銀行労働組合 
沖縄県中小企業団体中央会
日清電機工業株式会社
首里東高校 
那覇ホーリネス教会 
ぽっとらっくパーティ 
三井住友海上火災保険株式会社
特定非営利活動法人オリーブの木
EY税理士法人 
那覇市市民課 

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

沖縄県立南部医療センター
こども医療センター 
米元建設工業 株式会社 
長田保育園 
有限会社スタプランニング
株式会社オーエスジー
比嘉スミ子
我那覇純子
兼浜みどり
島袋道子
内間

パートナーシップ協定 新たに明治安田生命と

第16回識名地域福祉まつり
地域支えあい訪問型サービス養成講座
かりゆしうるく・小禄児童館まつり

（～4日）13:00 識名老人福祉センター・識名児童館
10:00 ～12:00 県立博物館美術館　美術館講座室
10:30 ～15:00

2月3日（金）
2月24日（金）
2月25日（土）

那覇市社協関連 主な行事の月2那覇市社協関連 主な行事の月2

三井住友海上火災保険株式会社

日清電機工業株式会社

米元建設工業株式会社

琉球銀行労働組合

naha 2月号

コウセイ自動車


