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台湾まで１１１Ｋｍの最果ての島 天気が良ければ台湾が見える

与那国島はこんなところ・・

社会福祉法人 与那国町社会福祉協議会

ヨナグニウマ（与那国町指定天然記念物）
与那国島で飼育されてきた在来馬。体高は
110㎝－120㎝と小型

カジキ
与那国島では、一年を通
してカジキが獲れます。
その漁獲高は県内随一と
なっています

アヤミハビル（ヨナグニサン）
世界の鱗翅目中最大の蛾。はねの
開張180～240ｍｍもあり大型で
かつ美麗の蛾です。

クバ
島内全域にわたって生育し、
その自然植生は与那国島の自
然を特徴づけるものです

テッポウユリ
与那国島では３月下旬から
４月にかけて山裾や原野に
多く見られます。

日本最西端国際カジキ
釣り大会
2年ぶりに開催しました



与那国町の状況 人口：令和3年1月末現在

よなぐに島は周囲27.49ｋｍ、面積が28.9Ｋ㎡、沖縄本島から南西へ509ｋｍ、東京から1.900ｋｍの位置
にあり、隣接する台湾とは111 ｋｍの至近距離にある国境の島です。島の北側に祖納、西側に久部良、南側
に比川の三集落が位置し、人々の暮らしの場となっています。

保育所 2ヶ所

幼稚園 1箇所

小学校 3校 （各地区）

中学校 2校 （祖納・久部良）

診療所 1箇所

人口 ： 1,675人
世帯 ： ９７５世帯



今日の内容

１ 与那国町について

２ 与那国町社協について

３ 共同募金の取組みについて

４ 共同募金の配分金を活用した事業紹介

５ 共同募金担当者として



２ 与那国町社協について

会長・副会長 事務局長
（与那国町役場長寿福祉課 課長兼務）

会計担当職員（１） 専門員（１） 事業担当職員（５） 介護保険事業所 （６）

会計業務全般

生活福祉資金貸付

民生委員児童委員協議会

法人運営業務

生活福祉資金特例貸付

共同募金事業に関すること

生活支援体制整備事業

日常生活自立支援事業

介護認定調査委託業務

ミニデイサービス

障がい者のつどい

高齢者配食事業

地域密着型通所事業
訪問介護事業
居宅介護事業所

正規職員：5人（事務局２・介護事業３）

会計任用職員：8人



与那国町社協の取組み



社協の福祉サービス・活動 ミニデイサービス



ケアセンターがんどぅ（介護保険事業）

地域密着型通所介護事業
訪問介護
居宅介護事業所



高齢者等給食サービス事業及び宅配事業



障がい者のつどい

月1回 毎月第３水曜日

地域で自立した生活がおくれるような社会参加の促進や余暇活動
を支援しています。



子育てサロン

毎週２回 月・木

家庭保育をしている母親と幼児たちの集いの場（場所提供）
利用者が少ない ➝ 周知不足・内容の検討・おもちゃの充実

福祉課と連携した相談体制の仕組みも必要？
家庭保育をしている世帯２５世帯



生活支援体制整備事業

サロン活動（SCと福祉サポーター3名）

介護予防
高齢者の生きがい活動
高齢者支援活動

地域支え合い型移送支援サービス事業
町民さんの助けを借りながら

自家用車で送迎サービスができる

（協力員：4名 利用者：１０名）



小地域福祉活動

コーディネーター、福祉サポーターを中心にサロン活動を実施している

古民家を活用した居場所づくり

サロン活動

グラウンドゴルフ 月2回



与那国町の赤い羽根募金の推移

¥944,560
¥953,860

¥1,045,100
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出発式の様子



３共同募金の取組みについて

法人募金の取組み

法人大口募金依頼文書・チラシを事務局職員で依頼しに１０月に直接出向いている。口頭及び
文書にて、募金に伺う日付けの紙を一緒に添付するようにしている。
コロナ禍ではあったが、町内では振込式の募金は浸透していないので、直接出向いて募金をい
ただいている。大口募金の徴収は民生委員さんに協力して頂きながら、募金活動をしている。
狭い島なので、もし訪問時不在の場合は島で会ったときにお願いしたり日頃からの関係づくり
を大事にしている。

（与那国町内）

（島外）

法人大口募金依頼文書・チラシを郵送。電話連絡依頼。島外の募金者には社協だよりを一緒に送
付して、社協の取組みも理解してもらえるようにしている。昨年からは法人依頼先を見直し。
町内の出身者で、島外で会社経営をしている方にも募金を募り、快く了承してくれた。仕事で来
島した際に、依頼を口頭でお願い。事前に電話連絡も行いお願いした。

平成25年 法人募金 ３２件 ➝ 令和3年 法人募金 ５０件

少しづつ募金協力法人も増えてきている。

¥5,000以上の募金先には、クリアファイルと図書カード
を差し上げている。

令和3年：461,000円実績



戸別募金の取組み

毎年各地区の子ども会に依頼。
共同募金協力説明会（9月中か１０月初旬）を開催して、戸別募金の協力をお願いする。（5団体）
子ども会は毎年、募金配分している団体の子ども会なので、依頼しやすく、団体も地域の
ボランティア活動の一環にということで協力を得やすい。

令和3年：86,461円実績



子ども会からの募金

令和3年：86,461円実績



職域募金の取組み

与那国町役場、小中学校の職員、JAおきなわ、診療所、観光協会、郵便局、商工会、沖縄電力、
与那国自衛隊駐屯地職員、青年会
職域募金依頼文書とチラシ、募金者名簿、赤い羽根を添付して依頼。
依頼文書は出向いて口頭で依頼。

役場職員は、社協への募金や義援金などの依頼が多く、負担感を感じたり、「また募金か」と
言われることもあるため、社協会費の徴収は8月いっぱいに終わるように会費依頼文書を出している。
会費と募金の趣旨の違いをチラシで分かるよう配慮している。

令和3年：41団体 ￥357,668

令和2年：35団体 ￥227,690



学校募金の取組み

組み立て式募金箱を配布し、自分でできる範囲の募金をお願いした。
子ども達に募金の意味や大切さを理解してもらえるように、赤い羽根ミニ講話を全小学校で開催。
各小学校を（3校）を回って、赤い羽根について説明を行い、学校募金の協力をお願いした。



子ども達と募金箱を作成。
主に児童会の生徒で作成した。

各地域の商店の分を作成してもらい、手作り募金箱を設置してもらいました。

商店設置の募金箱の額が増加、学校募金（ドラえもん募金箱）の額が増加！！
の実績。

商店さんには事前に設置依頼をお願いし、児童会の子どもと設置にまわる



募金贈呈式の様子

手作り募金箱の成果：期間中、従来の募金箱を10月～２月まで設置➝町内で６か所設置 約２０，０００円

学校募金取組みの10月～12月の2ヵ月で６商店で約¥４０，０００の募金をもらえている。

¥１５，２６８¥１０，９１０ ¥１１，９３２



福祉まつりでの弁当販売・Tsyatu販売
（材料費をぬいて売上を赤い羽根募金）

与那国マラソン大会で完走証の
ラミネートサービス
（売上を赤い羽根募金）

イベント募金

自動販売機で赤い羽根

チャリティバザー
婦人会と連携。
年2回



４ 共同募金の配分金を活用した事業紹介

地域配分事業・社協配分事業と分けて計画している

地域配分事業
・各団体へ配分金の計画書及び申請書を提出してもらい、審査。
全体の５０％くらいは地域団体へ配分している

社協配分事業
・例年行っている活動事業の配分
・新規で配分金を活用した地域事業がないか模索している



社協事業 配分枠



高齢者福祉事業

ミニデイサービスの開催

６５歳以上のお年寄りが集まって、週３回のデイサービスを
しています。
ゲームをしたり、体操をしたり、みんなでお食事をしてお年寄りが
ずっと元気でいられるように支援しています。

主にイベント時の活動費に利用



手作りのお弁当を配達

コロナでデイサービスがお休みの期間中、お年寄りが困らないように
お弁当を配りました。

お弁当
助かります！！



庭の掃除サービス

一人で庭の掃除ができなくなってきた高齢者の方のための、
草刈りを実施しています。
お手伝いしてくれてる人は、地域の方です。
赤い羽根はちょっとした高齢者の困りごとを解決しています

年を取って庭の掃除ができなく
なってきた・・・・

困ったな・・・

誰も手伝ってくれる人がいな
いから、本当に助かります。
ありがとう。



月に数回
グラウンドゴルフをしています
お年寄りが外に出掛ける機会をつくり、
生きがいをもって暮らせるように・・・

大正琴教室

認知症予防



交流運動会の開催



地域見守り隊活動



民生委員さんによる
お年寄りへの生活用品配布

生活用品

生活用品助かります。
ありがとう

介護用品 紙オムツ



子育てサロン

週に２回、保健センターを開放しています。
サロンのおもちゃの購入費用や、イベント時
のプレゼント購入に利用しています

児童福祉事業



新１年生たちへ
入学おめでとう！！

新小学校１年生・新中学校１年生
へ民生委員さんを通じて文房具の
プレゼント



赤ちゃん誕生おめでとう
赤ちゃんが誕生した家に民生委員さんが
訪問し、乳幼児生活用品を配布



いい夏休みが過ごせますように・・・・・

コロナ禍で自粛生活が続く中、家族でいい時間を過してもらえるように
花火を全校生徒に配りました

花火ありがとう



卒業おめでとう！！

１５の春で旅立つ中学校の子ども達へ



夏休みボランティア体験活動に・・・・・

中学生と交流ゴルフ

デイサービスの
お手伝いボランティア活動

子ども達と
お話できて楽しかった！！
ありがとう♥



絵本講話を開催



公募・配分団体枠



各学校毎年、赤い羽根募金から配分金を渡しています。

毎年、配分金を
ありがとうございます

助成額：各学校（5校）
4万円



学校や地域の環境整備に

学校内の環境整備や育てた花を
地域に届けてくれています

与那国中学校が育ててくれた花は町内各所に配布

届けてくれて
ありがとう

比川小学校 道路に花植え 与那国小学校の花植え活動に



学校の備品購入費用に

久部良小学校、卓球セット購入や壁画作成費用

久部良中学校 学校内の環境整備用備品購入に



学校の花いっぱい活動



各地域の子ども会、婦人会・幼稚園・保育所・サロン団体 １５団体への配分

地域団体活動助成 助成金額：各団体2万～3万



歳末たすけあいお赤飯配布や義援金配布

要介護認定3～５の方

コロナ特例貸付利用で
まだ仕事につかれていない
非課税世帯

その他 義援金額 5千円

75歳以上の方を対象に

毎年１２月３１日



人との関係づくり

広報活動

見える化

町民がわかりやすい事業

心づかい

町のために使われるように

自分も楽しむ

職場の仲間

既存の事業の活用

アンテナ

イベント的な活用



ご清聴ありがとうございました
あらーぐ ふがらっさ

令和４年度市町村共同募金委員会 正副会長・事務局長オンライン会議 実践報告

令和４年 ８月３１日 与那国町社会福祉協議会 稲藏 範子


