
この社協だよりは赤い羽根共同募金配分金と社協会費で作成されました



【【法法人人運運営営】】 【【赤赤いい羽羽根根共共同同募募金金運運動動のの取取りり組組みみ】】

・理事会の開催（年4回） ・令和3年度募金実績額：593,607円
・評議員会の開催（年3回） ◆戸別募金：253,000円（506件）
・評議員選任・解任委員会の開催（年2回） （村内全世帯を対象）
・監査の実施（年2回） ◆職域募金：70,000円（18件）
・社会福祉法人一般監査（県監査指導班） （村内職場、事業所職員を対象）

◆学校募金：17,118円（3校）

【【地地域域福福祉祉活活動動】】
（各小中学校の児童生徒を対象）

◆法人募金：212,000円（25件）
・第22回東村健康と福祉まつり（中止） （村内・外の会社、事業所を対象）
・福祉サービス利用援助事業への協力・支援 ◆個人（大口）募金：20,000円（1件）
・心配ごと相談（延べ176件） （戸別募金以外の寄附）
・新春！！もちつき会 （中止） ◆その他の募金：21,489円（11件）
・広報誌『社協だより』第32号　第33号　第34号発行 （各売店等への募金箱設置）
・紙オムツ支給事業 （延べ28件）
・福祉用具貸与事業 【【村村保保健健福福祉祉セセンンタターー指指定定管管理理】】  

◆車いす：15件　◆介護用ベッド：10件
◆折りたたみ電動ベッド：1件 　◆ポータブルトイレ：10件 ・令和3年度年間延べ利用者数：19,919人
◆シャワーチェアー：8件 　◆サイドテーブル：0件 （保健福祉センター、村立診療所）
◆手すり：2件 　◆歩行器：0件 ◆消火・通報訓練の実施：年2回
◆除湿シーツ：0件

・住みよい地域づくり助成事業 【【村村受受託託事事業業】】
◆川田ヤンマチ会

・社協送迎支援事業 （延べ送迎回数22回）　
・軽度生活支援事業

◆利用者実数：5名（令和4年3月末現在）
◆延べ訪問回数：392回（505時間派遣）

【【高高齢齢者者福福祉祉活活動動】】 ・ふれあいサロン事業
◆参加者実数：35名　　◆延べ参加者数：1,162名

・ちゃ～がんじゅ～事業（対象者161名） ◆年間回数：79回（毎週月、金） ※6月感染防止の為中止
村内80歳以上へ粗品とメッセージカードの配布を実施 ・障害者生活サポート事業
◆協力：村立保育所・東幼稚園・有銘幼稚園・村民児協 ◆利用者実数：0名（令和4年3月末現在）

◆延べ訪問回数：0回（0時間派遣）
【【障障ががいい児児者者・・母母子子父父子子福福祉祉活活動動】】 ・移動支援事業

◆登録者数：98名（令和4年3月末現在）
・バーベキュー・グラウンドゴルフ交流会 （中止） ◆利用者実数：63名（令和4年3月末現在）

◆参加者：36名 （村内福祉団体・その他関係者） ◆延べサービス回数：村外1,383回、村内803回
◆場所　：つつじエコパーク ◆買物支援：利用者実数：8名　送迎回数：29回

・生活支援体制整備事業

【【児児童童福福祉祉活活動動】】
・こいのぼり掲揚式 （掲揚は中止）

◆ミニこいのぼり配布対象者：80名
（幼稚園・保育園児）

・福祉図書配布事業 ◆活動支援
◆高江小学校：12冊（セット含む） 有銘ゆんたくサロン（毎週水曜日）
◆東小中学校：16冊（セット含む） 平良ほがらか会（第1、3火曜日）　　 
◆有銘小学校：18冊（セット含む） 宮城ナーグシク会（第1、3木曜日）

・入学祝い品支給事業 慶佐次とんとんみーの会（第2木曜日）
新1年生に入学祝い品を支給しています 川田やんまち会（第2火曜日）　　 
◆高江小学校：小学生2名 ◆補助的な活動支援
◆東小中学校：小学生9名　中学生14名 高江ゆんたく会（第2火曜日）
◆有銘小学校：小学生1名 ◆高齢者ニーズ調査：60件

◆見守り訪問活動：67件
【【低低所所得得者者福福祉祉活活動動】】

【【村村内内各各種種団団体体活活動動へへのの協協力力】】
・生活福祉資金の貸付・償還相談

◆相談数：　85件　　◆Ｒ3年度末貸付数：144件 ・村老人クラブ連合会（事務局）
◆償還指導数：感染防止の為中止 ・村身体障害者協会（事務局）

・歳末たすけあい募金 ・村民生委員児童委員協議会（事務局）
◆令和3年度実績額：51,600円（募金世帯：516世帯） ・村母子寡婦福祉会（協力）

・歳末たすけあい募金の配布 ・村心身障がい児者親の会（協力）
◆対象世帯：13世帯 ・村要保護児童対策地域協議会（支援）
◆支給金額：39,000円（1世帯3,000円）

【【法法外外援援護護事事業業】】

◆相談数：　1件　　◆Ｒ3年度末貸付数：1件

令令和和33年年度度事事業業経経過過報報告告

　日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れ
た地域で生きがいを持って在宅生活を継続していく
ために必要となる生活支援・介護予防サービスの提
供体制を構築するため、支援ニーズとサービスの
コーディネートを図る

・緊急かつ一時的に生活費を必要とする世帯に対
し、生活資金の貸付及び援助を行う
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第三号第一様式

共済会退職共済金預け金

第二号第一様式

費　用　合　計 38,648,420 40,628,887 △1,980,467

43,019,003 938,997

支　出　合　計 43,958,000 40,427,906 3,530,094

収　益　合　計 44,761,871 46,728,614 △1,966,743
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827,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

基金取崩額(15) 前期末支払資金残高 (12)

その他の積立金取崩額(16) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 2,591,097 △2,591,097

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) 6,113,451 6,099,727 13,724 収　入　合　計 43,958,000
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2,883,502 4,498

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △2,888,000 △2,883,502 △4,498

その他のサービス活動外収益 60,180 9,375
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支
出基金組入額 共同募金配分金事業費

助成金支出 20,000 20,000

13,626,479 1,102,503

国庫補助金等特別積立金取崩額

37,263,444

負債及び純資産の部合計 20,815,610 20,084,102 731,508

法人単位 事業活動計算書 法人単位 資金収支計算書
(自) 令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日 (自) 令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位:円) 第一号第一様式 (単位:円)

資産の部合計 20,815,610 20,084,102 731,508

令令和和33年年度度決決算算報報告告
法人単位 貸借対照表

令和　4年 3月31日現在
(単位:円)

勘定科目 勘定科目

流動資産 流動負債

前払金 賞与引当金 1,226,000 32,000

1,980,628 392,833

事業未収金 1,045,875 2,127,019 △1,081,144 その他の未払金 247,959 266,609 △18,650

現金預金 4,779,812

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)

13,724 1,786,451 △1,772,727 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
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固定資産売却損・処分損 その他の活動収入計 (7)

支
出特別費用計 (9)

特別増減差額 (10)=(8)-(9) その他の活動支出計 (8)
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△2,557,238

4,323,000 4,356,859 △33,859

△4,323,000 △1,765,762

1,704,000

6,113,451 6,099,727 13,724

6,099,727 4,313,276 1,786,451 予備費支出 (10) 877,000

△40

40

280,960 40

積立資産支出 181,000 180,960

サービス区分間繰入金収入

特別収益計 (8) その他の活動による収入

13,724 1,786,451 △1,772,727 基金積立資産取崩収入

△281,000 △280,960

281,000

基金積立資産支出 100,000 100,000

積立資産取崩収入

施設整備等支出計 (5) 2,888,000

固定資産取得支出 2,888,000 2,883,502 4,498

施設整備等収入計 (4)

60,730 10,573 50,157サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

サービス活動外費用計 (5)

受取利息配当金収益 550

サービス活動外収益計 (4) 60,730 10,573 50,157

1,198 △648

50,805

1,821,556

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △47,006 1,775,878 △1,822,884 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 550,000

サービス活動費用計 (2) 38,648,420 40,628,887 △1,980,467 事業活動支出計 (2) 39,085,000

1,398,700 △848,700

3,654,376 305,624

39,000

減価償却費 1,072,016 429,865 642,151

100,000 100,000 39,000

3,960,000助成金費用 20,000 20,000 事務費支出

550

39,635,000 38,662,144 972,856

人件費支出 29,414,000 28,553,825 860,175

共同募金配分金事業費 39,000 39,000 事業費支出 5,652,000 4,996,243 655,757

事務費 3,654,376 3,554,929 99,447

事業費 4,996,243

2,530

4,450

59,000 60,180 △1,180

人件費 28,766,785 31,519,533 △2,752,748

サービス活動収益計 (1) 38,601,414 34,772,751 3,828,663 その他の収入

その他の収益 220,492 △220,492 受取利息配当金収入 5,000

49,498

経常経費補助金収益 22,314,960 28,040,444 △5,725,484

10,000 121,000

15,519,000 14,728,982 790,018

寄附金収益 1,237,502 200,000 1,037,502 寄附金収入 1,287,000

経常経費補助金収入 22,315,000 22,314,960 40

事業収益 21,470 19,350 2,120 事業収入

受託金収入

1,237,502

10,000 10,000 貸付事業収入 131,000

295,000

決算額(B) 差異(A-B)

会費収益 288,500 298,000 △9,500 会費収入

5,065,560 △69,317 事業活動収入計 (1)

受託金収益

24,000 21,470

貸付事業収益

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 予算額(A)

288,500 6,500

勘　　定　　科　　目 勘　　定　　科　　目

14,728,982

純資産の部合計 14,113,451 13,999,727 113,724

13,724 1,786,451 △1,772,727

次期繰越活動増減差額 6,113,451差入保証金

(うち当期活動増減差額)

2,022,520 1,841,560 180,960 国庫補助金等特別積立金

6,099,727 13,724

福祉基金積立資産

100,000

退職給付引当資産 2,022,520 1,841,560 180,960 福祉基金 7,000,000 6,900,000 100,000

58,995 106,191 △47,196 基金 7,000,000 6,900,000ソフトウェア

7,000,000 6,900,000 100,000 国庫補助金等特別積立金

1,000,000

器具及び備品 351,270 484,792 △133,522 基本金 1,000,000 1,000,000

車輌運搬具 4,370,089 2,377,885 1,992,204 基本金 1,000,000

6,084,375 617,784

13,802,874 11,710,428 2,092,446

基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 負債の部合計 6,702,159

その他の固定資産 純　資　産　の　部

155,587 119,539 36,048 1,258,000

1,841,560 180,960

基本財産 1,000,000 1,000,000

14,802,874 12,710,428 2,092,446 固定負債 2,022,520固定資産

退職給付引当金 2,022,520 1,841,560 180,960

立替金 18,662 19,199 △537 職員預り金 225,424 232,126 △6,702

未収金 12,800 8,000 4,800 未払費用 574,795

5,099,917 △320,105 事業未払金 2,373,461

前年度末 増減

537,452 37,343

6,012,736 7,373,674 △1,360,938 4,679,639 4,242,815 436,824

当年度末 前年度末 増減 当年度末
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会会長長　　大大嶺嶺文文夫夫　　 副副会会長長　　金金城城紀紀昭昭 理理事事　　仲仲嶺嶺久久美美子子　　 理理事事　　金金城城　　利利邦邦

理理事事　　佐佐藤藤光光春春　　 理理事事　　比比嘉嘉一一之之 監監事事　　新新里里吉吉弘弘　　 監監事事　　仲仲村村実実康康

（（後後列列）） 吉吉本本壮壮一一郎郎 前前田田潤潤一一 浦浦崎崎永永仁仁 金金城城允允士士 具具志志堅堅成成弘弘 平平田田尚尚樹樹
（（身身協協会会長長）） （（平平良良区区長長）） （（知知識識経経験験者者）） （（村村老老人人会会副副会会長長）） （（有有銘銘区区長長）） （（村村役役場場福福祉祉課課長長））

（（前前列列）） 與與古古田田悦悦子子 平平安安京京子子 大大嶺嶺文文夫夫 仲仲村村修修 仲仲本本政政勝勝 喜喜友友名名ササヨヨ
（（村村民民生生委委員員）） （（宮宮城城区区長長）） （（社社協協会会長長）） （（慶慶佐佐次次区区長長）） （（川川田田区区長長）） （（親親のの会会会会長長））

東東村村社社会会福福祉祉協協議議会会役役員員紹紹介介

東村社協役員の選任は、各種住民組織の代表・福祉専門機関、団体の代表・各種福

祉団体の代表・関連分野団体・知識経験者等から選任され、理事６名・監事２名で構成

されます。
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地域生活支援コーディネーター地域生活支援コーディネーター
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　東村社協では、随時ホームページを更新し、福祉資金の貸付事業や、社会福祉協議会の
活動における情報が掲載されています。社協の事を皆さんに知っていただきたく思い今回
ホームページアドレスを貼り付けておりますので時間のある時にでもご観覧下さいますよう
お願い申し上げます。

社会福祉法人　東東村村社社会会福福祉祉協協議議会会
〒９０５－１２０５
沖縄県国頭郡東村平良８０４番地
東村保健福祉センター内
ＴＥＬ　０９８０－４３－２５４６
ＦＡＸ　０９８０－４３－２５５０
代表メール　syakyou@villhigashi.okinawa
ホームページアドレス　https://www.higashi-syakyo.com
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