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第 244号 

「6社」。この数字は、彼女が面接や、

職場体験実習、職場見学と、就職活動でお世話になった企

業の数々です。時に面接を受けて選考に漏れてしまったこ

と、時に就職活動がうまく回らなく、もどかしく歯がゆく、

悔しかったこともありました。それでもなお、チャレンジ

精神を絶やさずに挑み、勝ち取った「就職」は、まさしく

彼女の努力の賜物だと思います。彼女の「ここで働きたい

です！」と自分の言葉で述べ、選択した意思は固いものか

と思われます。本当におめでとうございます。私達も定着

できるようこれからもバックアップ、支援して参ります。 

 

 

7 月 26日（火）第三者委員会 

7 月 27日（水）支援会議 

7 月 30日（土）余暇活動支援 

8 月 3 日（水）職務会議 

8 月 11日（木）山の日 ナカビ 

8 月 12日（金）ウークイ（利用者午

前中） 

8 月 13日（土）余暇活動支援 

8 月 17日（火）支援会議 

令和 4年 5月 23日(月) ～ 6月 3日(金)に沖縄県立西崎特別支援学校の高等部 3年から大城 理

夢さん、新垣 誓彩さん、山本 笑夢さん、高等部 2年から上原 睦己さん、勝連 優さん、澤岻 翔さ

ん、金城 壮汰さんの 7名の生徒の皆さんが就業体験に来ていただきました。初めてのたまんでの実

習に少し戸惑いもあったかと思いますが、同級生と協力し、たまんの先輩や職員に作業を教えても

らいながら最後まで和気あいあいと就業体験に取り組んでいただきました。是非、また遊びに来て

くださいね。皆さん、お疲れさまでした。 

 

６月１５日（水）に、施設内研修を行いました。今回の研修会のテーマは「リスクマネジメント」

についてです。私たちが普段行っている作業では道具や機械、車両などの便利な物と共に作業を行

っています。他にも利用者を支援する上で大切な職員体制や支援の心構え等を見直すいい機会とな

りました。具体的な研修内容はトライ班、サン班、大地班、事務所に分かれてあらゆる視点から危

険性を考え、未然に防ぐ方法や事故を最小限に抑える工夫等を話し合いました。利用者さんが、安

全に作業を行うことが出来るよう施設全体のリスクを見つめ直すという内容でした。普段は忙しい

中で意識が薄れていく安全管理。利用者さんが安心して作業を行えるよう、職員全員で考えるいい

研修会となりました。今回の研修を機に、リスクについて情報共有をし、施設全体でリスクマネジ

メントに取り組んでいきたいと思います。 

 

「スポーツデポ 豊崎店」 

７月４日（月）より就職 

【仕事内容】店舗清掃、商品の

ハンガー掛けなど 

令和 4年 7月 5日(火)、6日(水)に沖縄県立那覇商業高等学校より儀間 美月さん、宜保 貴子さん、

玉城 莉里香さん、川上 理紗さん、久高 綾菜さん、佐藤 陽菜さんの 6名の生徒の皆さんが就業体

験に来ていただきました。緊張し慣れない環境の中、利用者や職員と協力して真面目に作業に取り

組んでいただきました。2日間と短い期間ではありましたが、なかなかできない経験を行う中で今後

の生活や進路の糧にしていただけたら幸いです。みなさん、お疲れさまでした。 

 

令和４年度も沖縄県セルプセンタ ー委託の県道７号線と

国道 507号線の除草作業と道路清掃作業を受託しました。 

本年は本土復帰 50周年と新型コロナウィルスによって途

絶えていた“世界のウチナーンチュ大会”が 3年振りに開

催されるとのことで、世界のウチナーンチュを綺麗な道路

でお出迎えするために本年度も利用者の皆さんと力を合わ

せて取り組みます。また、年々暑さを増す気候に対応し、

熱中症を防ぐ目的で除草作業に参加される利用者向けに空

調服を導入しました。沿線で見かけた際には是非、応援を

宜しくお願いします。 

 
熱中症予防×コロナ感染防止  

熱中症を防ぐために屋外ではマスクを外しましょう。        

屋外ではマスク着用により熱中症のリスクが高まります。 

 

① 暑さを避けましょう。少しでも体調が悪くなったら、涼しい場所へ移動。 

② のどが渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。 

③ エアコン使用中もこまめに換気をしましょう。（厚労省 熱中症対策リーフレットより引用） 

 

至近距離で（2ｍ以内を

目安）会話をするときは、

マスクの着用を。 



 

 

 

- 貸借対照表 - 

資産の部 負債の部 

科目 決算額 科目 決算額 

流動資産 203,981,890 流動負債 59,592,399 

   固定負債 126,255,160 

固定資産 643,579,295 負債の部合計 185,847,559 

基本財産 409,075,685 純資産の部 

その他の固定資産 234,503,610 科目 決算額 

   基本金 27,259,220 

   国庫補助金等特別積立金 227,048,874 

   その他の積立金 398,488 

   次期繰越活動増減差額 407,007,044 

   純資産の部合計 661,713,626 

資産の部合計 847,561,185 負債及び純資産の部合計 847,561,185 

 

- 財産目録 - 

資産の内訳 金額 負債の内訳 金額 

流動資産 203,981,890 流動負債 59,592,399 

固定資産 643,579,295 固定負債 126,255,160 

資産合計 847,561,185 負債合計 185,847,559 

    差引純資産 661,713,626 

 

- 事業活動計算書 - 

勘定科目 当年度決算 

サービス活動収益計 379,949,089 

サービス活動費用計 357,615,302 

サービス活動増減差額 22,333,787 

サービス活動外収益計 11,076,540 

サービス活動外費用計 3,785,696 

サービス活動外増減差額 7,290,844 

経常増減差額 29,624,631 

特別収益計 49,123,600 

特別費用計 47,170,000 

特別増減差額 1,953,600 

当期活動増減差額 31,578,231 

前期繰越活動増減差額 375,428,813 

当期末繰越活動増減差額 407,007,044 

基本金取崩額 0 

その他の積立金取崩額 0 

その他の積立金積立額 0 

次期繰越活動増減差額 407,007,044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 資金収支計算書 - 

勘定科目 予 算 決 算 差 異 

事業活動収入計 393,611,000 391,025,629 2,585,371 

事業活動支出計 360,485,000 342,031,773 18,453,227 

事業活動資金収支差額 33,126,000 48,993,856 △15,867,856 

施設整備等による収入計 97,170,000 97,170,000 0 

施設整備等による支出計 148,151,000 147,115,644 1,035,356 

施設整備等による資金収支差額 △50,981,000 △49,945,644 △1,035,356 

その他の活動による収入計 178,000 177,880 120 

その他の活動による支出計 2,100,000 1,615,800 484,200 

その他の活動による資金収支差額 △1,922,000 △1,437,920 △484,080 

予備費 700,000 0 700,000 

当期資金収支差額合計 △20,477,000 △2,389,708 △18,087,292 

前期未支払資金残高 155,465,000 163,388,555 △7,923,555 

当期末支払資金残高 134,988,000 160,998,847 △26,010,847 

令和 3 年度 資金収支決算報告 

令和 4年 6月 18日(土)に余暇活動で南城市のニライカナイ橋までド

ライブに行ってきました！当日は天気にも恵まれ絶好のドライブ日

和。いざ目的地へ！移動中は、車内から流れるラジオを聴きながら仲

間や職員と会話を楽しむ利用者、外を眺めながら綺麗な景色を楽しむ

利用者など、それぞれの時間を過ごしていました！目的地のニライカ

ナイ橋に差し掛かるとどこまでも広がる鮮やかな空と豊かな緑、キラ

キラと輝く海を見て多くの利用者が「海きれーい！」「すごーい！」な

どと大絶賛！その後は、道の駅で飲み物やお菓子を購入しながら休憩

し、たまんに到着するとお弁当が到着するまでの時間はフリスピーや

フラフープ、キャッチボールなどのレクリエーションを楽しみました。 

梅雨も明け、久しぶりの野外での余暇活動に多くの利用者から晴れや

かな笑顔が見受けられました。また次回の余暇活動を楽しみにしてい

てくださいね。 

 

 

 

 

「こども発達支援センターココイク」は、開所より５年目の事業所

であり、多くの地域の児童達を受け入れさせて頂いておりますが、個々

の発達段階や特性に沿った器具が十分で無く、試行錯誤の日々に、新

しい遊具・訓練器具を頂き、児童達は目を輝かせて楽しんでいます。

又、児童達のこころ・からだ・ことばの発達を促すお手伝いをさせて

頂く中で、利用してくれる児童達のみならず、スタッフも遊びのアイ

デアが広がり、毎日楽しく活用させて頂いています。今後も個別での

リハビリ介入や、小集団の中での療育遊具として活用させて頂きます。

この度は、誠にありがとうございました。 


