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なは社協

特集

なは社協

特集
thth　那覇市社協のボランティアセンター・市民活動センター（ボラセン）の役割は、ボランティア保険の加入手

続きや活動のマッチング、市民活動に関する相談・活動支援のほか、小中学生向けの福祉体験などの「福祉
教育」、市民・地域向けのボラ養成講座などです。活動に使えるボランティアサロン（那覇市社協内 / 真和
志支所内）の利用貸し出しもしています。　登録人数（令和元年～ 4 年 7月）延べ 619人（担当：上原かおり）

那覇市ボランティア・市民活動センター

1952 年 6月 … 那覇市社会福祉協議会誕生

1961年 … 国民皆年金制度
1962 年 … 善意銀行（徳島社協）

1973 年 … 福祉元年

1968 年 … 全国社会福祉協議会が
　　　　　  「ボランティア活動を育成する為に～ボランティア活動育成基本要項～」を発表

1975 年 … 全国社会福祉協議会に、中央ボランティアセンターが設立される

2019 年 … コロナ流行

1985 年 … 福祉のまちづくり事業（ボラントピア事業）が始まり、
　　　　　  社会福祉協議会へのボランティアセンター設立が推進される

1985 年 … 那覇社協でのボランティア事業スタート！

1989 年 … 「うまんちゅがボランティア」国際通りで車いす・白杖体験を行い 200 名余りの市民が参加。
　　　　　  情報誌の発行や、学校ボランティアの広がりを見せ、夏休みを利用したワークキャンプも始まる。

2002 年 … ボランティア BOX で書き損じハガキや切手を集め換金し、
　　　　　  紙おむつをプレゼントする事業が始まる。福祉協力員養成講座がスタート。

2006 年 … 那覇市学校ボランティア推進協議会を始める
　　　　　　  Jr. ボランティア養成研修（本州の姉妹校からも参加し大規模に行われた）

1991年 … リフト付きバス「うまんちゅ号」運行開始

1995 年 … 那覇市総合福祉センター開館

2007 年 … 小規模避難訓練を3 地区で実施
2010 年 … あそびフェスタ（後のうるく童まつり）・東日本大震災復興支援募金

1983 年 … 那覇社協は行政に先駆けて地域福祉発展の都市を宣言しました♬

1984 年 … ボランティアの活動拠点として国場ビル裏の旧那覇市民集会所の運営をスタート

1948 年 … 民生委員法 1952 年 6月 … 那覇市社会福祉協議会誕生

1961年 … 国民皆年金制度
1962 年 … 善意銀行（徳島社協）

本土復帰

沖縄国際海洋博覧会

沖縄海邦国体開催

九州沖縄サミット開催
美ら海水族館開園

ゆいレール開通
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1973 年 … 福祉元年

1968 年 … 全国社会福祉協議会が
　　　　　  「ボランティア活動を育成する為に～ボランティア活動育成基本要項～」を発表

1975 年 … 全国社会福祉協議会に、中央ボランティアセンターが設立される

2019 年 … コロナ流行

1985 年 … 福祉のまちづくり事業（ボラントピア事業）が始まり、
　　　　　  社会福祉協議会へのボランティアセンター設立が推進される

1985 年 … 那覇社協でのボランティア事業スタート！

1989 年 … 「うまんちゅがボランティア」国際通りで車いす・白杖体験を行い 200 名余りの市民が参加。
　　　　　  情報誌の発行や、学校ボランティアの広がりを見せ、夏休みを利用したワークキャンプも始まる。 24 時間テレビの街頭募金ボラ

ンティアも、沢山のボランティ
アの皆様に支えられています。

気持ちの良いお正月を迎え
ていただけるよう、独居高
齢者や障がいをお持ちの方
のお宅でお掃除するボラン
ティア活動の様子。

赤い羽根募金を財源に、各種学校対象の「ボランティ
ア体験・福祉教育プログラム」と、ボランティア団体
対象の「ボランティアグループ活動」を助成しています。

ベビー服をクリーニングするボラン
ティアと、サイズ別に仕分けてた
たむボランティアの実践講座です。

書き損じハガキや切手を集めるボラン
ティアと、集まったものを整えるボラン
ティア。どちらも大切な活動です。換金
して紙おむつに変え、必要な方へプレゼ
ントしています。

書き損じハガキや切手を集めるボラン
ティアと、集まったものを整えるボラン
ティア。どちらも大切な活動です。換金
して紙おむつに変え、必要な方へプレゼ
ントしています。

普段の事業の推進や発災時で
もスムーズな連携が出来るよ
う、協定を締結しました。

学生の様々なボランティア活動を
支援しています。写真の活動は
SDGｓの20 面サイコロづくり。

障がいや高齢となった身体機能の疑似
体験を通じて、他者を尊重する大切さ
に気付いたり、クラスメイトとの経験を
純粋に楽しんで欲しいと願っています。

必要な世帯への食糧配達と、
配達するための食糧仕分けは
コロナ禍の大切な活動です。

2002 年 … ボランティア BOX で書き損じハガキや切手を集め換金し、
　　　　　  紙おむつをプレゼントする事業が始まる。福祉協力員養成講座がスタート。

2006 年 … 那覇市学校ボランティア推進協議会を始める
　　　　　　  Jr. ボランティア養成研修（本州の姉妹校からも参加し大規模に行われた）

1991年 … リフト付きバス「うまんちゅ号」運行開始

1995 年 … 那覇市総合福祉センター開館

2007 年 … 小規模避難訓練を3 地区で実施
2010 年 … あそびフェスタ（後のうるく童まつり）・東日本大震災復興支援募金

1983 年 … 那覇社協は行政に先駆けて地域福祉発展の都市を宣言しました♬

1984 年 … ボランティアの活動拠点として国場ビル裏の旧那覇市民集会所の運営をスタート

1948 年 … 民生委員法
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（１）会務の運営
（２）会員の拡充強化
（３）福祉活動の財源の確保
（４）事務局体制の基盤整備
（５）研修の推進
（６）那覇市社協第 4次強化発展計画の実施
（７）各種規程・規則等の整備
（８）定期監査の実施
（９）正規職員採用試験
（10）那覇市民生委員児童委員職員派遣

（１）那覇市安心生活創造推進事業
（２）地域の福祉ニーズを踏まえた地域サービスの
　　創出・推進を図るために必要となる事業
（３）地域におけるインフォーマル活動の活性化を
　　図るための事業
（４）その他地域福祉の推進を図るための必要となる事業
（５）地域ふれあいデイサービス事業の実施（市受託）
（６）生活支援コーディネーター配置事業
　　（那覇市生活支援体制整備事業）
（７）地域支え合い訪問型サービス事業（個人登録型）
（８）ちゅいしいじい（小規模法人ネットワーク化）事業

（１）ボランティア市民活動センター運営委員会の開催
（２）啓発広報活動の推進
（３）ボランティアコーディネート活動の推進
（４）ボランティア団体活動の助成・支援

（１）社協会報「なは社協だより」の発行
（２）第 45 回那覇市社会福祉大会の開催（市補助）
（３）インターネットホームページの運用

（１）福祉関係団体等活動の支援助成
（２）福祉関係団体連絡会の開催
（３）介護保険事業関係事業所連絡会への参画

（１）ふれあい福祉相談事業の運営

（１）生活福祉資金貸付事業の実施（県社協受託）
（２）法外援護活動の実施
（３）那覇市新型コロナウイルス感染症自宅療養者
　　に対する食料支援事業

（１）日常生活自立支援事業の推進（県社協受託）
（２）那覇市生活保護世帯金銭管理支援事業（市受託）
（３）法人後見推進事業の推進

（１）特定相談支援事業・障害児相談支援事業
（２）那覇市ピアサポート事業（市受託）
（３）リフト付きバス運行事業の実施（市受託）
（４）重度心身障害者医療費等貸付事業の実施（市補助）

（１）ファミリーサポートセンター事業の実施（市受託）
（２）病児・緊急対応強化事業の実施（市受託）
（３）ひとり親家庭等の利用支援事業の実施
（４）那覇市育児支援家庭訪問事業（市受託）
（５）子どもの支援団体等へのサポート事業（市受託）
（６）子どもの居場所応援金給付等事業（市受託）

（７）こども食堂等支援事業（休眠預金等活用事業）
（８）子どもの居場所・困窮世帯等支援事業

（１）介護保険居宅介護支援事業所の経営
（２）介護保険指定通所介護事業所の経営
　　（デイサービスあしびなー）
（３）介護保険指定訪問介護事業所の経営
　　（ホームヘルプステーションわかば）
（４）障がい福祉サービス事業所の経営
　　（ホームヘルプステーションわかば）
（５）移動支援事業の実施
　　リフト付バス運行事業（市受託）
　　ガイドヘルパー事業（わかば）
（６）介護保険・障がい福祉サービス制度外サービスの実施
（７）一般旅客運送事業（福祉有償移送事業）の実施
（８）介護保険・障がい福祉サービス等進捗会議の開催
（９）ホームヘルパー養成研修事業
　

（１）総合福祉センターの指定管理運営
（２）金城老人憩の家の指定管理運営
（３）金城児童館の指定管理運営
（４）ボランティア室の指定管理運営
（５）社会福祉センターの指定管理運営

１．コミュニティソーシャルワーク機能の強化
・校区まちづくり協議会、福祉団体等との連携による地域の見守り体制強化
・社会福祉法人等による地域貢献事業の取り組み推進
・総合相談体制の構築
２．子どもの居場所ネットワーク化と食支援による企業連携
３．介護事業等の経営改善と自主財源の充実強化 
４．第 2次地域福祉活動計画及び第 4次強化発展計画の進捗管理

※一部抜粋のため詳しくはホームページに掲載　http://www.nahasyakyo.org/about/budget/

事業活動計算書
　サービス活動収益計 ①
　サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③＝①－②
　サービス活動外収益計 ④
　サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥＝④－⑤
経常増減差額 ⑦＝③＋⑥
　特別収益計 ⑧
　特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩＝⑧－⑨
当期活動増減差額 ⑪＝⑦＋⑩
前期繰越活動増減差額 ⑫
当期末繰越活動増減差額 ⑬＝⑪＋⑫
基本金取崩額 ⑭
基本金組入額 ⑮
その他の積立金取崩額 ⑯
その他の積立金積立額 ⑰
次期繰越活動増減差額
⑱＝⑬＋⑭－⑮＋⑯－⑰

728,091,509
689,420,692
38,670,817
375,795
10190
365,605

39,036,422
0

5,622,755
△ 5,622,755
33,413,667
190,380,004
223,793,671

0
0
0

55,879,051

167,914,620

財産目録
流動資産
固定資産
資産合計

流動負債
固定負債
負債合計
純資産

268,773,304
392,292,037
661,065,341

110,493,128
98,336,990
208,830,118
452,235,223

資金収支計算書
　事業活動収入計 ①
　事業活動支出計 ②
事業活動収支差額 ③=①－②
　施設整備等収入計 ④
　施設整備等支出計 ⑤
施設整備等収支差額 ⑥=④－⑤
　その他の活動収入計 ⑦
　その他の活動支出計 ⑧
その他の活動収支差額 ⑨=⑦－⑧
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨
前期末支払資金残高 ⑪
当期末支払資金残高 ⑩+⑪

728,467,304
687,414,062
41,053,242

0
3,976,060

△ 3,976,060
10,971,370
69,532,556

△ 58,561,186
△ 21,484,004
191,618,125
170,134,121

貸借対照表

流動資産
固定資産

流動負債
固定負債
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他積立金
次期繰越活動収支差額
　　　　　計

借　方 貸　方
268,773,304
392,292,037

661,065,341

110,493,128
98,336,990
3,000,000
20,528

281,300,075
167,914,620
661,065,341計

令和3年度　決算報告（単位：円）

１．組織の基盤整備

2．地域福祉活動の推進

３．ボランティア活動・福祉教育の推進

４．広報活動の推進

５．福祉関係団体活動の支援助成

６．ふれあいのまちづくり事業の推進

12．那覇市総合福祉センター・老人福祉センター及び
　　 老人憩の家の指定管理運営
　　 （小禄・識名・金城）

13．児童館の指定管理運営（小禄・識名・金城）

14．沖縄県共同募金会
　　 那覇市共同募金委員会
　　 の運営

７．生活困窮者に対する相談支援

８．権利擁護の推進

９．障がい者相談支援・福祉サービス事業の推進

10．子育て支援事業の推進

11．介護サービス事業の推進

令和3年度 那覇市社会福祉協議会事業報告

令和３年度
重点項目
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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

活動アラカルト

パートナーシップ協定 新たに２団体パートナーシップ協定 新たに２団体
　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、新たに北那覇法
人会青年部会（宮城敦部会長）と琉球美容研究所（呉
屋マリヤ代表）と結びました。パートナーシップ協定
の締結は７団体となります。
　6月29 日の調印式で宮城部会長は「私たちはどの
ようにボランティアを始めていいのか分からない。社
協の力添え、活動し、発信していきたい」とあいさつ。
7月 5日に締結した呉屋代表理事は「美容やアートを
通じて、子どもや高齢者、障がいのある方の支援を考
えていきたい」と話しました。

ふれあい・いきいきサロン「三 五々 の々会」開所！ふれあい・いきいきサロン「三 五々 の々会」開所！

「ＦＭなは」に出演「ＦＭなは」に出演

　令和 4 年 6 月 7 日、ふれあいいきいきサロン 74 カ所目とな
る「三々五々の会」が開所しました。若狭１丁目自治会の事務
所を活用し、小物づくり、ゆんたくしながら情報交換をして高
齢者のひきこもり予防、認知症予防の目的で活動しています。
名称の三々五々の通り、決まった時間に必ず集合ではなく、ぼ
ちぼち集合して隣同士座った方やお向かいさんと交流し、気軽
に参加できる会となっています。活動日は毎週火曜日 14 時～
16 時、代表は若狭 1 丁目自治会会長の岸本麗子さんです。ち
なみに、6月と7月は琉球手まりを作成しました。（担当 : 阿嘉）

　去る 6 月10 日（金）、ＦＭなは
「トーク ランチョン ビート」に
出演しました。
　翌日が那覇社協 創立 70 周年
記念日ということで、「社協って
何？」をテーマに、那覇社協 初代
福祉活動専門員（県内市町村社
協第一号）の島袋氏と共に70 年
の歴史を振り返りました。

動画をご覧になり
たい方は、こちらの
ＱＲコードから→

那覇社協ホームページからも
ご覧いただけます！

　『それいけ！！　みんなの　なは社協』が毎月第 3水曜日夜 7 時
～ 8 時に FMなは（78.0 MHz）にて放送されています！
記念すべき第1回は、6月 29 日（水）に放送されました。“なは社協”
ではどんな仕事をしているのか、毎月1つのテーマを深堀りします！
他にもホットな情報を盛りだくさんでお届けしますので、是非お聞
きください♪　次回は 8月17日（水）放送予定です！

北那覇法人会青年部会

琉球美容研究所

毎月第3水曜日
FMなは（78.0MHz）

次回 8月17日（水）
夜7時～8時
毎月第3水曜日
FMなは（78.0MHz）

次回 8月17日（水）
夜7時～8時

なは社協のラジオが始まりました！
『それいけ！！ みんなの なは社協』

なは社協のラジオが始まりました！
『それいけ！！ みんなの なは社協』

　新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業で、
一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金
（20 万円以内）及び総合支援資金（生活支援費）（20 万
円以内 ×3 か月）の特例貸付を実施しています。那覇市は
沖縄県内に占める貸付割合が約28％と高い水準となってい
ます。それだけ新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
減収となった市民が数多くいる事がわかりました。新型コ
ロナウイルス感染症の影響で減収になり生活にお困りの方
は活用下さい。申請期限は両資金とも令和4年8月31日（水）
必着となっています。

●貸付上限額：20 万円以内
●据置期間：1年以内
●償還期限：2年以内
●貸付利子：無利子
●保証人：不要

●貸付上限額・単身世帯：月15 万円以内
　　　　　　・（2人以上）世帯：月20 万円以内
●貸付期間：原則 3月以内
●据置期間：1年以内
●償還期間：10 年以内
●貸付利子：無利子　●保証人：不要

緊急小口資金

総合支援資金（初回）

両資金とも
申請期間

令和４年 8月末
まで延長

【問い合わせ先】
098-857-7766（代表）午前 9 時～正午・午後1時～4 時

特例貸付資金（緊急小口資金と総合支援金（初回））について特例貸付資金（緊急小口資金と総合支援金（初回））について



naha 8月号

那覇社協創立70周年記念企画

naha
社
会
福
祉
法
人

那
覇
市
社
会
福
祉
協
議
会

月
号

発
行
/〒
901-0155 那

覇
市
金
城
3-5-4  TEL.098-857-7766  FA

X.098-857-6052
〈
 E-m

ail 〉  info@
nahasyakyo.org　〈

 U
RL 〉  http://w

w
w
.nahasyakyo.org

令
和
4（
2022）年

N
o.1768

8

　毎年10月から行われる赤い羽根共同募金
運動ですが、今年は那覇社協創立70周年記
念企画として赤い羽根手作り募金箱コンテス
トを開催致します。入賞した募金箱は、那
覇市内のお店や施設に設置し募金活動にも
使用させていただきます。みんなで赤い羽
根共同募金運動を盛り上げていけるようたく
さんのご応募お待ちしております。

寄附者ご芳名
令和 4 年 6月1日～令和4年6月30日までの

寄附金状況（敬称省略）

寄付金総額 3,773,424円

2,660,374円

令和 4 年 4月1日～令和 4 年 6月31日

一般寄付

おきぎんスマート

車イス寄贈

・ちばりよーな～ふぁ
・な～ふぁゆいまーる

17件 /8,100 円
27件 /34,300 円

・三和金属株式会社
・しゃことんすはりきゅういん
・本家新垣菓子店
・小笠原文子  ・山城芳江  ・與座正夫
・他

・一般財団法人 那覇垣花奉頌会

那覇社協創立70周年記念企画

作品募集

　市内の高齢者宅で掃除などのちょっ
とした家事をお手伝いするボランティ
ア「生活支援サポーター」養成講座
を開催します。受講は無料で、対象
は 18 歳以上の市内で活動できる方で
す。興味がある方は気軽にお問い合
わせください。（担当：髙澤）

高齢者を支える生活支援サポーター
養成講座開催（ご案内）

日時

会場

令和4年8月19日（金） 
10 時～12 時
ともかぜ振興会館 研修室
（那覇市金城 3-5-3）

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、状況に応じて
　延期及び中止になることがありますので予めご了承ください。

赤い羽根共同募金の
キャラクターやマークを使った募金箱。
大きさ縦横おおよそ20㎝で、素材は自由。
※その他詳しい募集内容はホームページをご確認ください→

応募内容

応募対象
応募期間
提出先

赤い羽根
手作り募金箱コンテスト

赤い羽根
手作り募金箱コンテスト

那覇市内に住む小学 3 年生 ～ 小学 6 年生
令和 4 年 8月 22日 ～ 令和 4 年 9月 22日
那覇市共同募金委員会（那覇市金城 3-5-4　那覇市総合福祉センター 2F）

みんなのユニークな
アイディアがつまった

募金箱で
那覇市内の福祉活動を

応援しよ～♪

入賞者には素敵な賞品も
あるよ♪

今こそ
  集まれ～‼


