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いつまでも住みなれた地域で
安心した生活が
つづけられるために
ささえます！

掲揚式：平成 29年 10月 30日



例えばですが、このような「困りごと」ないですか

平成29年度 権利擁護の支援者フォローアップ研修

左から、専門員の高橋、伊禮、業務係長の大城。
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　昨年 10 月 30 日（月）に北中城村総合社会福祉センターで「権利擁護支援センターひまわり」の看板掲揚式が行
われました。権利擁護支援センターひまわりの事業は、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理に関して、自分一人
では判断が難しい方々に対して、福祉サービスを適切に利用して安心した生活が送れるようにお手伝いします。私た
ちは、常に利用者本人さんの立場に立って、利用者の意思をできる限り引き出し、利用者の権利が守れるよう支援を
していきます。

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりを目指し、北中城村では地域における権利擁護の支
援を行う担い手の養成のため、平成30年2月14日（水）「権利擁護の支援者フォローアップ研修」が開催さ
れました。講師に、一般社団法人市民介護相談員なは 代表理事の仲本しのぶ氏と副代表理事の大田友子氏
をお招きし、「市民介護相談員なはの活動～市民が市民を支え合うことの意義～」をテーマにご講演をいた
だきました。
　権利擁護の視点や利用者の “ 声 ” を聴くことの大切さについて学ぶことができ、受講者からも、講師お二
方の活動力や熱い思いが伝わり、利用者の立場になり自身にできることについて考える研修であったとの感
想がありました。ご参加されました皆さまありがとうございました。

高齢者の一人暮らしになって、　
そうじやご飯作るのがだんだ
ん、できなくなってきた。

（65歳一人暮らし、祖母）

おとなりの、おばあちゃんに
支払をお願いされるけど・・・
私が、銀行に行ってもいいの
かしら

（隣の住民）

離れて暮らす母の事で
すが、最近物忘れが多
いようで、印鑑や通帳
をよく無くしているよ
うです。心配です

（息子）

ATMの前で、いつも困っ
ているおばあちゃんがい
ます。窓口の手続きも難
しいようです。

（金融機関）

☎ 979-6110
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北中城村権利擁護センターひまわりの
パンフレットができました!!
北中城村権利擁護センターひまわりの北中城村権利擁護センターひまわりの
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　おかげさまで総合社
会福祉センター周辺が
いつも綺麗です♪毎月
第４金曜日各字老人ク
ラブの皆さんが持ち回
りで、村総合社会福祉
センター周辺の草刈り
作業をして頂いており
ます。

草刈り奉仕作業ありがとう☆　

北中城村社会福祉協議会
ボランティアセンター ◆担　当：比嘉 ☎ 098-935-4520

問い
合せ

「ボランティア活動が安心して行えるように !!」

◆受 付 窓 口：北中城村社会福祉協議会　
◆持参するもの：保険料金

ボランティア団体は団体名簿
◆保 障 期 間：4月 1日から〜翌年 3月 31日まで

※ 4月 1日以降の加入についての保障期間は、
　加入申し込み手続きをした日の翌日から、
	 翌年 3月 31日までとする。

◆年 間 保 険 料：Aプラン………350円　　天災Aプラン………500円
　　　　　　　　Bプラン………510円　　天災Bプラン……… 710円

　ボランティア活動保険の加入・更新について、北中城村社協でボランティア登録
を行った際にボランティア活動保険の加入をお勧めしています !!

★村内で在宅の方を対象に福祉に関する用具を無償で貸出していています。
★数が限られているため、在庫がない場合もありますので、お問い合わせください。
・介護用品（車椅子　ベット　ポータブルトイレ　歩行器　シャワーチェアー）
・子育て用品（チャイルドシート　歩行器など）
※貸出期間　１年　更新可能 ◆担　当：松本 

☎ 935-4520
問い
合せ

★数が限られているため、在庫がない場合もありますので、お問い合わせください。

福祉用物品の貸出について

　おかげさまで総合社
会福祉センター周辺が
いつも綺麗です♪毎月
第４金曜日各字老人ク
ラブの皆さんが持ち回
りで、村総合社会福祉
センター周辺の草刈り
作業をして頂いており

草刈り奉仕作業ありがとう☆　草刈り奉仕作業ありがとう☆　草刈り奉仕作業ありがとう☆　

11 月石平老人クラブ

2 月大城老人クラブ 1 月安谷屋老人クラブ
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一 般 寄 付
次の方からご芳志がありました。
大変ありがとうございました。

（平成 29年 10月 1日〜平成 30年 2月 28日）

一般寄付

▼荻道 105番地　安里良全様
　米寿祝記念として・・・・・・・・・・・・・・ 10,000円の寄付

▼荻道 84番地　安里静子様
　米寿祝記念として・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円の寄付

▼屋宜原 622-1　安里フミ子様
　米寿祝記念として・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円の寄付

▼渡口 28番地　大城初子様
　米寿祝記念として・・・・・・・・・・・・・・・ 20,000円の寄付

▼仲順 241番地　佐久本ヨシ子様
　カジマヤー祝記念として・・・・・・・・・・ 30,000円の寄付

▼仲順 198番地　花城喜美江様
　母花城トヨ様のカジマヤー祝記念として・・・・ 30,000円の寄付

▼喜舎場 158番地　安里祥徳様　
　米寿祝記念として・・・・・・・・・・・・・・・ 50,000円の寄付

▼仲順 272番地　比嘉美津子様
　米寿祝記念として・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円の寄付

▼屋宜原 618番地　米須清様
　米寿祝記念として・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円の寄付

▼那覇市壷川 1-2-8　北中城村旧比嘉郷友会　会長　喜屋武和廣様
　社会福祉事業のための寄付・・・・・・・・ 5,000,000円の寄付

▼島袋 211番地　石橋芳子様
　カジマヤー祝記念として・・・・・・・・・・ 50,000円の寄付

▼匿名様
　社会福祉事業のための寄付・・・・・・・・ 30,000円の寄付

▼安谷屋 252番地　比嘉ハル様
　カジマヤー祝記念として・・・・・・・・・・ 30,000円の寄付

▼安谷屋 179番地　比嘉豊治様
　米寿祝記念として・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円の寄付

▼喜舎場 48番地　安里トシ様
　カジマヤー祝記念として・・・・・・・・・・ 30,000円の寄付

▼北谷町字桑江 436-31　琴城流大正琴藤音会様
　社会福祉事業のための寄付・・・・・・・・・ 15,000円の寄付

▼北谷町桑江 129-4　一般社団法人沖縄県軍用地等地主会連合会様
　社会福祉事業のための寄付・・・・・・・・・300,000円の寄付

▼安谷屋 219番地　宮城良雄様
　母宮城フミ様の百歳記念祝として・・・・ 30,000円の寄付

▼喜舎場 115番地　安里譲治様
　社会福祉事業のための寄付・・・・・・・・・ 30,000円の寄付

▼荻道 390-1　JU沖縄様
　チャリティ収益金の一部として・・・・・・130,000円の寄付

▼匿名様
　社会福祉事業のための寄付・・・・・・・・・・ 17.600円の寄付

香典返し

▼屋宜原 241番地　新垣八重子様
　故夫　新垣善喜様の香典返しとして・・・・ 30,000円の寄付

▼喜舎場 184番地　安里清吉様
　故母　安里ヒデ様の香典返しとして・・・・ 30,000円の寄付

▼熱田 291番地　喜納ユキ子様
　故夫　徳賀様の香典返しとして・・・・・・・ 30,000円の寄付

▼島袋 119番地　比嘉英一様
　故母　比嘉鶴子様の香典返しとして・・・・ 30,000円の寄付

▼熱田 317番地　安里江美子様
　故義母　安里フジ様の香典返しとして・・・・ 30,000円の寄付

▼大城 136番地　新垣ヤス子様
　故夫　新垣健様の香典返しとして・・・・・ 20,000円の寄付

▼屋宜原 33番地　大城盛光様
　故母　大城キヨ様の香典返しとして・・・ 50,000円の寄付

▼喜舎場 34-1　比嘉春子様
　故夫　比嘉章光様の香典返しとして・・・ 30,000円の寄付

▼瑞慶覧 422-6　仲村和子様
　故夫　仲村喜正様の香典返しとして・・・ 50,000円の寄付

▼島袋 224　安座間和子様
　故夫　安座間喜光様の香典返しとして・・・ 30,000円の寄付

▼喜舎場 236-1　與嶺隆様
　故母　與嶺春様の香典返しとして・・・・・ 30,000円の寄付

▼瑞慶覧 398-1　森田孟則様
　故弟　森田勉様の香典返しとして・・・・・ 50,000円の寄付
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　「じぶんの町を良くするしくみ」のスローガンのもと、平成 29 年度赤い羽根共同募金運動が昨年 10 月 1日より、全国
一斉に実施されました。今年度は、多くの皆様の協力により、3,530,219 円（達成率 130.5％）の実績を上げることができ
ました。
　この募金実績により、891,000 円が平成 30 年度に県内の老人ホームや障害者福祉施設等へ配分され、2,713,184 円（県
共同募金取り扱い含む）を村社会福祉協議会の福祉事業に有効に使用させていただきます。地域のみんなで支え合う、や
さしい北中城村を目指してこれからもご支援ご協力よろしくお願いします。

赤い羽根共同募金実績報告平成２９年度

目 標 額	 ２,７０６,０００	円
募金総額	 ３,５３０,２１９	円
達 成 率	 １３０.５	%

★募金種別
　戸別募金 2,363 世帯 1,192,700 円
　職域募金 17 件 421,183 円
　個人大口募金 266 件 286,500 円
　法人大口募金 134 件 1,179,282 円
　学童募金 3 校 120,275 円
　街頭募金 4 回 330,279 円

《学童募金》　　　3校	 120,275 円
　島袋小学校 53,191 円
　北中城小学校 59,986 円
　沖縄三育小学校 7,098 円

《街頭募金》10月18日、11月11日、25日、12 月 9日（4回）	330,279 円
　イオンモール㈱イオンモール沖縄ライカム 267,949 円
　イオン琉球イオンライカム店 47,270 円
　北中城村民生委員児童委員協議会（ しおさい祭り ） 15,060 円

《戸別募金》2,363 世帯　　1,192,700 円
字　名 世帯数 金額（円） 字　名 世帯数 金額（円）
喜舎場 294 147,000 瑞慶覧 35 22,000
仲　順 232 116,000 石　平 79 39,500
熱　田 231 116,000 安谷屋 	281 140,500
和仁屋 101 50,500 荻　道 94 47,000
渡　口 111 55,500 大　城 69 34,500
島　袋 645 328,800 団　地 59 29,500
屋宜原 100 50,000 美　崎 		32 15,900

《職域募金》　17件	 	 421,183	円
職 場 名 金額（円 ）

1 北中城村役場 ７０，０００
2 北中城村教育委員会 ８，５００
3 中城北中城消防本部 １４，５００
4 特定医療法人アガぺ会 １００，０００
5 医療法人新緑会屋宜原病院 １９，５２０
6 沖縄中央療護園 ７１，５００
7 特別養護老人ホーム愛の村 ４，５９１
8 島袋小学校 １４，０００
9 北中城中学校 １８，０００
10 つなぐ保育園 ７，０００
11 すてら保育園 １７，５００
12 百登保育園 ８，６００
13 沖縄ろう学校 ２５，５００
14 村社会福祉協議会 ２５，１７９
15 あやかりの杜 ６，５００
16 北中城村老人クラブ連合会事務局 １，０００
17 しおさい市場 ９, ２９３

北中城小学校 沖縄三育小学校 イオンモール沖縄ライカムにて街頭募金

《大口募金協力者》　法人　個人　団体
金額（円 ）  氏　名　又は　団　体　名

200,000 1 件 ㈱大成ホーム
50,000 1 件 社会福祉法人琉球キリスト教奉仕団愛の村
34,705 1 件 ( 資 ) 屋宜原自動車整備工場
30,000 1 件 宮城電気管理事務所
20,000 1 件 楽邦寺　㈲万代設備　㈱沖産業
15,000 1 件 理想沖縄株式会社
13,000 1 件 NPO法人フレンズハウス
12,864 1 件 喜多仲
12,000 1 件 三善建設株式会社
11,220 1 件 株式会社ファミリーホーム

島袋小学校
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10,000 38 件

㈲名嘉真製菓本舗  ㈱協和テクノロジー　普天間自動車学校　㈱沖永開発　パブラウンジエメラルド 
沖縄ホーチキ㈱　アリス幼稚園　㈱喜納一工業　有限会社美工開発　中村家　不二宮工業㈱ ㈲向陽技建
㈲大市内装工業　㈲産建開発　正組　㈱興洋電子　株式会社ＥＭ研究機構　㈲トォーラス 琉球料理の店心花
創建株式会社　金秀工業　砂川会計パートナーズ税理士法人　㈲比嘉組 ㈲ヤマウチ設備  ㈱国際ビル産業
アゲダ空調食品設備㈱　ゆたかやそば　株式会社富士建設　㈲嘉電設　北中衛生　名城眞治クリニック
㈱琉球保安警備隊　㈲ブンキョウ技研　沖縄トヨペット株式会社中部店　大同火災代理店オーシャン
沖縄県農業協同組合北中城支店　大西テェラスゴルフクラブ　合同会社ゆいグループホームかえで

6,000 3 件 ㈲島設備　㈲おおば　㈲メイコー事務機
5,500 1 件 喜舎場モータース

5,000 54 件

㈲城間工業　オパス株式会社　赤道印刷　㈱佐久本工機　ユニプラ㈱　沖縄県中古自動車販売協会
縁どころ吉嶺　照屋自動車整備工場　ゆうなタクシー㈱　㈱生田タイル　林設備　㈱テクノ工業
㈱ジムキ文明堂　城北警備保障㈱　熱田スーパー　㈲文正堂　KID'S サポートいっぽ　㈲緑土産業
オーシャンペット　レーントゥセントラル　㈲三友工務店　比嘉則雄税理士事務所　若松オート
三協電設株式会社　城徳寺　(合) ライカム自動車整備工場　㈲双葉アルミ工業　峠の茶屋
アゲナ建築設計事務所　山内商事　㈱南星　インテリア日装　㈲海邦造園　株式会社サンコー
喫茶店 U　㈲明城建設　株式会社福徳産業　きな薬局　ガレージ・康　T・武岡建築設計室
フジレンオートサービス　㈲美島開発　ガレーヂ TOMO　アザマアンドカンパニー　㈲尚建設
比嘉安孝司法書士事務所　NPO サポートセンターゆめさき　㈱フィールドコミュニケーションズ
㈱サザンヴィレッジ　EM ウェルネスリゾートコスタビスタ沖縄ホテル＆スパ
セラピードッグスクール沖縄　新垣洋子　親川道子　匿名

4,147 1 件 花　時
3,846 1 件 安心消毒サービス

3,000 24 件
喜舎場美容室　東江ポンプ　どんどん亭　㈲比嘉重機　米須商店　㈱チェリーペーパー 　居酒屋かりぃ
城まんじゅう　米須自動車修理工場　中部自動車サービス　岩盤浴天の川　リオスタジオ　㈲サガワ設備工業
㈲ Oshiro 設計　ごきげんリハビリクリニック　㈲ブロッサム　㈲青空住宅　㈲新興設備　中部リースキン
㈲親富祖工業　SumMi-yu　新垣芳子　喜納博　比嘉初子

2,000 9 件 琉球料理の店カナ　ウォーターステーション　サクラ商店　パークサイド児童学園
スポーツショップタイガー　与儀正徳　仲村侑子　比屋根邦忠　森田孟則

1,000 喜舎場 42 件

安里昌榮　安里重子　安里一三  安里初恵　安里清子　安里浄治  安里要江　安里正一  安里政紀　安里義貞
比嘉温子  三郎寿し　照電気工事社　比嘉佐智子　安里キヨ　サウンドギャラリー 　比嘉多津子　安里輝光
仲泊兼徳　産機サービス沖縄㈱　比嘉實　比嘉洋子　比嘉孝則　大城美智子　大屋八十二　大屋三千代
安里昌次郎　安里茂信　安里成徳　中村長健　安照設計　大泊スエ子　ミラードリッチ　Sr-hair
AXE un DEBUT　安里三雄　仲泊兼康　仲泊兼信　安里吉友　仲泊清子　ヘアーサロンロヂーナ　安里正彦

1,000 仲　順 17 件 安里洋  押川電気  比嘉悟　ベーカリーハピネス　仲本善通　比嘉成市  比嘉増栄　食堂喜納島　比嘉順子　
仲本寿美江　あさと整骨院　豊原美和子　比嘉為茂　大田繁　大田透　山城幸子　比嘉美鶴

1,000 熱　田 18 件 安里チヨ子  アキ子美容室　大城勇一　大城ヤス子 　喜納宏  城間康弘  徳山トシ子  大城永信　城間利広
具志堅春美　大城律也　名幸宏明　名幸律子　山城トモ子　喜納由美　安里栄信　安里春美　金城秀安

1,000 和仁屋 17 件 大城富士子  北中自動車整備工場  比嘉進　比嘉昭　比嘉勲  比嘉勝子  比嘉清文  比嘉一雄  屋我洋子
真榮城千代　真栄城守明　比嘉清喜　天久恵奈美　伊佐永仁　比嘉俊雄　天久朝和　眞榮城守見　

1,000 渡　口 15 件 大城加代  大城常弘  幸地改一　名幸房男 　宮城シズエ　宮城博　中尾房子　島袋輝子　喜納徳一郎
伊佐信栄　大城良一　大水産業　安里秀巳　安里績　ヘヤーサロン、デ、ジャヴ

1,000 島　袋 38 件 比　嘉

比嘉英順　比嘉洋子　宮城恵子　富永みさ子　前田郷美　中村功　中村初子　比嘉光江
カットハウス CUEUR 　比嘉昌賢　比嘉正仁　ヤマデン　グッドラック島袋店　島袋ストア　中村貴世子　
南山　喜屋武照子 　中部宝石　ヨギ電装　パーラーたえちゃん　山田春美　与那覇盛勇　三球電設
喜屋武薫　フラワーショップ春らんまん　玉城真由美　北島商事 　オーシャン事務用品　政重機土木㈲
㈱北中福祉村デイサービス喜楽苑　喜納修　jijicafe　クプル　仲宗根鈴子　めぐみ企画　ゆがふ整骨院
知名フミ子　パーラーピノキオ

1,000 屋宜原 14 件 安里昌盛  大城トヨ  勢理客宗繁　伊佐常重　伊佐好男　伊集守吉　浦崎実　浦崎政善　玉城和子
安里勉　上里幸政　新里ミエ子　伊佐常助　伊佐眞治

1,000 瑞慶覧　6 件 仲村ハル子  比屋根良信  又吉盛繁  森田眞喜子　與儀利枝　與儀光男
1,000 石　平　9 件 新垣進市　新垣善市　新垣美枝子　新垣善彦　稲嶺盛律　新城春雄　山内武春　仲間勝子　当真ユリ子

1,000 安谷屋 29 件
安里幸男　安谷屋スーパー　新垣健雄　新垣盛孝　井上治　金城直秀　金城直義　金城昌吉　佐藤充好
仲松健  仲松洋　比嘉得正　比嘉日登美　比嘉光雄　比嘉守光　比嘉ヤス子　比嘉洋子  比嘉善信　宮城永昌　
宮城ヒロ子　宮城正子　宮城米子　山内米廣　美容室ラポール　国吉安子　与儀孝
石嶺智子　棚原克也　比嘉直秀

1,000 荻　道 20 件
安里永一　安里修　安里きよ　安里邦雄　安里俊明　平田保　安里秀雄　安里広隆　城間正子　比嘉仁子
松本文夫　松本隆　比嘉美智子　新里均　久保和彦　安里利智子　安和守武　世名城盛進　金城清正
稲福恭秀

1,000 大　城 21 件
安里信子　安里誠晁　安里弘　新垣真一　久高靖  新垣公子　小藪裕延  仲村政啓　外間清子　外間裕
安里吉明　桃原敏　タマキオート　花緑園 比嘉克也　川上辰雄　新垣秀昭　砂川長信　安里正信　安里信美　
我謝那奈子　沖プライ商事㈱安里正一

1,000 県 営 北 中 城
団　地　1 件 伊野波盛敏

1,000 美　崎　8 件 大城正廣　宮城盛夫　山川章　名幸幹雄　古堅トシ子　ローソン県総合運動公園前
カットハウスミスト　ヘアリゾートピタマハ吉田満也

500 1 件 MK 自動車整備工場

○�平成 29 年度に実施いたしました共同募金額の 2,713,184 円は村社会福祉協議会に配分され平成 30 年度の下記の
事業活動費として使われます。
1. 老人福祉活動費 2. 障害者（児）福祉活動費 3. 児童・青少年福祉活動費
4. 母子・父子福祉活動費 5. ボランティア活動費 6. 福祉育成・援助活動費
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　昨年12月1日より実施されました歳末たすけあい運動にご理解をいただき、誠にありがとうございました。今年度も「み
んなでささえあうあったかい地域づくり」をスローガンに地域のみんなが、明るく楽しいお正月をすごせるように歳末た
すけあい運動を実施いたしました。
　皆様のあたたかいご協力により 1,541,748 円（達成率 118.6％）の善意が寄せられました。なお、この義援金は村社会福
祉協議会を通して村内の生活に困っている方や体の不自由な方、ひとり暮らしや寝たきりのお年寄りの方に楽しいお正月
を迎えていただけるよう年末激励金とし、村民生委員児童委員を通してお届けいたしました。毎年の変わらぬご協力に対
しお礼申し上げます。

歳末たすけあい実績報告平成２９年度

目	標	額	 	１,３００,０００円
募金総額	 	１,５４１,７４８円
（前年度繰越金）	 	１,４８８,４１５円
（次年度繰越金）		 １,７５４,５６３円
達成率	 １１８.６%
★募金種別
戸別募金	 ２, ４３０世帯	 ７４０，９９０	円
職域募金	 ８件	 ３６，１１１	円
個人大口募金	 ４件	 ２４，０９１	円
法人大口募金	 ９０件	 ７３７，５６６	円
その他の募金	 １件	 ２，９９０	円
《戸別募金》　2,430世帯	 	 740,990円
字　名 世帯数 金額（円）字　名 世帯数 金額（円）
喜舎場 296 88,800 瑞慶覧 41 17,000
仲　順 219 66,400 石　平 80 24,000
熱　田 262 80,300 安谷屋 310 93,400
和仁屋 103 34,424 荻　道 111 33,600
渡　口 126 37,800 大　城 84 25,900
島　袋 581 174,300 県営北中

城団地 59 17,700
屋宜原 114 34,200 美		崎 44 13,166

老人クラブ連合会からの寄付

≪職域募金≫　8件	 	 36,111円
職 場 名 金額（円 ）

1 老連役員職員一同 5,000
2 村老連琉舞サークル		 5,000
3 村老連民踊サークル　 5,000
4 村老連大正琴サークル 5,000
5 村老連古典音楽サークル 5,000
6 村老連社交ダンスサークル　 5,000
7 沖縄銀行 3,125
8 琉球銀行 2,986

《大口募金協力者》　法人　個人　団体　94件					761,657円
金額（円 ）  氏　名　又は　団　体　名

30,000 1 件 ㈲万代設備
20,566 1 件 ㈲嘉電設
20,000 5 件 ㈲島設備　アゲダ空調食品設備㈱　北中衛生　株式会社海邦技術　㈱プロスタッフ
19,091 1 件 屋宜原少女ソフトボールチームＯＢ会

10,000 36 件

㈱沖永開発　㈲徳山建設　丸城組　㈱喜納一工業　㈲向陽技建　㈲トォーラス　不二宮工業㈱　㈲三省電気工事
㈲開成実業　㈱都市建築設計　㈲め〜ばる設計工房　㈱平安座総合開発　デルタ電気工業㈱　㈱精巧エンジニアリング
㈲新開技研　㈱ナチュラルエンジニアリング　㈱大東エンジニヤリング　㈲新技術開発　永技研㈱
崎原土建株式会社　㈱双葉測量設計　㈱大洋土木コンサルタント　沖縄浄管センター　仲本建設㈱　㈲ぐすく開發
三善建設株式会社　琉球ダイハツ販売㈱　㈱沖縄中央エンジニアリング　㈲国吉組　(合) リュウタン
㈲沖縄基礎開発　東洋電気工事㈱　㈲尚建設　沖プライ商事㈱　㈲吉永測量設計　㈱トラストエンジニア

5,000 43 件

㈲美島開発　㈲産建開発　Ｔ・武岡建築設計室　城北警備保障㈱　㈲ケーエーシー　カフェナトゥーラ
ガレーヂTOMO　アザマアンドカンパニー　㈲明城建設　㈱海邦技研　㈲緑建　㈱日興建設コンサルタント
㈲桂植木　㈱沖縄神洋ペイント　㈲内盛産業　有限会社第一機行　沖縄グリーンメンテナンス　㈲渡久地建設
㈲三基土木　㈲双葉アルミ工業　㈲大日土木　㈱中央建設コンサルタント　㈲知念造園土木　沖縄ガーデン
㈱シードコーポレーション　基技研　沖縄トヨペット㈱本社　㈱テクノ技建　有限会社曙技研
㈱丸島建設コンサルタント　上城技術情報㈱　あすもり建設コンサルタント　インプラン
㈱芝岩エンジニアリング　新里建築設計事務所　㈲海邦造園　株式会社濱設計　(合資) 泉エンジニアリング
㈲北谷造園土木　青雲測量設計　琉球建設コンサルタント㈱　國和建設株式会社　朝日建設コンサルタント

3,000 5 件 ㈱ワールド設計　㈲ＭＵＩ景画　キングラン沖縄株式会社　㈱国際印刷　匿名
1,000 2 件 砂川長信　安里信美

平成29年度歳末たすけあい義援金配分
①生活困窮世帯へ
　対象世帯 44 世帯…142 人　支給総額…758,000 円

②心身障害者（児）へ
　対象人数…23 人　支給総額…345,000 円

③ひとり暮らし老人へ
　対象人数…10 人　支給総額…150,000 円

《　総額　　1,253,000円　》

沖縄県共同募金会災害見舞金報告
　対象世帯…1世帯　20,000 円 《　合計　20,000円　》
平成29年度災害義援金報告
①平成 29年 7月 5日からの大雨災害義援金
　201,967 円

②秋田県大雨災害義援金
　88,485 円
《　合計　290,452円　》
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