
平成２４年度事業計画書	 

	 

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで	 

	 

特定非営利活動法人久高島振興会	 

	 

１	 事業実施の方針	 

この法人は、公的に建設された体験滞在型交流施設等の管理・運営と神の島に相応しい島と

して、島の住人に対しては福祉の向上や文化・環境保全活動、子供たちの健全育成活動等に取

組み、来島者に対しては癒しの島として全住民がもてなしの心で迎えることが出来るよう両者

のパイプ役となり、住みたい島、行きたい島といえるまちづくりに寄与するため、以下の事業

を実施する。 
 

２	 事業の実施に関する事項	 

	 	 (1)	 特定非営利活動に係る事業	 

定款の事業名	 事	 業	 内	 	 容	 
実施	 

日時 
実施 
場所	 

従事者の

人数	 

受益対象者の	  
範囲及び人数 

支出額	 

（千円）	 

公益施設の管

理・運営に関

する事業	 

離島体験宿泊交流施設	 

特産品展示即売施設、	 

久高船待合所、	 

安座真船待合所の運営	 

	 

周年	 

	 

各施設	 

	 

	 	 20 人	 

来島観光客	 

	 	 30,000 人	 

島民	 

250 人	 

30500	 

	 

	 

特産品の開発

・加工・販売

を支援し、経

済活動の活性

化を図る事業	 

農水産物の販売支援	 

	 

	 

	 

	 

	 周年	 

	 

離島体験

宿泊交流

施設	 

	 

	 

	 	 5 人	 

島民、移住者	 

30 人	 

	 

農漁業従事者	 

	 	 	 	 40 人	 

4960	 

	 

	 

文化保存、環

境保全に関わ

る事業	 

八月祭り等への支援	 

（神酒作り）事業	 

島内清掃活動	 

9 月	 

	 

周年	 

	 

島内全域	 

	 

3 人	 

	 

	 	 20 人	 

島民	 	 

250 人	 

来島観光客	 

	 	 30,000 人	 

50	 

	 

150	 

高齢者福祉と

子供たちの健

全育成事業	 

字での合意形成に向け

た取り組みと役場など

島外組織との調整費	 

先進地視察研修	 

子供会活動への支援	 

周年	 

	 

	 

	 

島内全域	 

	 

2 人	 島民	 	 

250 人	 

120	 

	 

	 

200	 

100	 

地域づくり団

体や地域と来

島者間の連携

を図るコーデ

ィネイト事業	 

古民家再生事業	 

	 

体験滞在型観光推進の

為の視察研修	 

	 

周年	 

	 

	 

	 

	 

島内全域	 

	 

2 人	 

	 

2 人	 

	 

	 

島民	 

30 人	 

来島観光客	 

30,000 人	 

800	 

	 

200	 

	 

	 

離島ブロード

バンド事業	 

今年度予定なし	 	 	 	 	 0	 

その他目的を

達成するため

の事業	 

今年度予定なし	 	 	 	 	 0	 

 



ＮＰＯ法人久高島振興会平成 24 年度事業計画及び予算案	 	 

	 

現在、公益施設の管理運営に関する事業、特産品の開発の事業、地域づくり団体や地域の連携

を図る事業を税制上の営利事業として、文化環境保全に関わる事業、高齢者福祉と子供たちの

健全育成事業を非営利事業として行っています。「非営利事業」はもちろん、「営利事業」にお

ける活動も常に地域、社会への貢献を心に行っています。しかし、現在のところ、「非営利事

業」においては、税制上の問題で会費収入、寄付金収入の範囲でしか予算が組めません。そこ

で、今後は活動を積極的に広報してゆくことで寄付金募集と会員募集を行い、非営利活動の充

実を図ってゆきたいと考えています。	 

	 

公益施設の管理運営に関する事業	 

予算	 

	 人件費の上乗せ	 月 200,000 円	 計 2,400,000 円	 

	 ただし、五穀事業終了の為、月 300,000 円	 計 3,600,000 円は削減される。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 年計 30,500,000 円	 

売上目標	 

売上のベースとなる生産体制の強化に投資を行い、各施設の売上向上を図る。	 

とくじん	 	 月平均 1,475,000 円の売上	 →半年後 1,550,000 円に（年計 45 万円）	 

交流館	 	 	 月平均 1,125,000 円の売上	 →半年後 1,250,000 円	 （年計 75 万円）	 

久高待合所	 月平均	 870,000 円の売上	 →半年後 950,000 円（年計 50 万円）	 

安座真待合	 月平均	 480,000 円の売上	 →半年後 580,000 円（年計 60 万円）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 合計 230 万円売上向上	 年計 49,500,000 円	 

	 	 

特産品の開発加工販売に関する事業	 

予算	 

ロゴデザイン、パッケージデザイン、新規商品開発予算	 500,000 円	 	 

（一般社団法人エクスブリッジに委託）	 

「シマリタ」運営費	 30,000 円/月	 年間 360,000 円	 

（「シマリタ」開発はエクスブリッジ受託の事業で行って頂く 400,000 円）	 

加工費	 50,000 円/月	 年間 600,000 円	 	 	 	 	 	 	 

島内仕入	 3,500,000 円	 	 農海産物のみ（海ぶどう塩などは除く）	 合計 4,960,000 円	 

当事業はウェブサイト「シマリタ」を軸に活動を行ってゆく。	 

→広告及び販路拡大を行うことで島の生産を底上げしてゆく。	 

→歴史に甘えることなく、「本物」の商品を作ってゆく。	 

→五穀発祥の地として麦や雑穀のブランド化を行ってゆく。神酒作りの継続。かつては琉球

国王も参列して行われた麦の初穂祭、収穫祭を再び意味あるものにしてゆく。	 

	 

今年度目指すべき具体的成果	 

・イラブー汁売上	 現在	 イラブー御膳月平均 67 杯単品月平均 42 杯	 計 109 杯→200 杯	 

・いもくず	 月平均 54 個（売値 350 円）→100 個（売値 650 円）	 

（	 今年まで 1,250 円/㌔→来年度 2,000 円/㌔で仕入する。）	 



・お茶	 商品 350 円	 50 個	 飲み物 250 円	 150 杯	 桑の葉、月桃、グヮバなど	 

・麦	 ドリンクとして	 300 円	 （去年度 1,500 円/㌔→今年度 2,000 円/㌔で仕入する）	 

・五穀の壺	 1800 円	 月 50 個	 ・海産物の商品化	 燻製、佃煮など…	 

・Ｔシャツ	 1800 円	 月 30 枚	 など	 

	 デザイン、商品開発予算の回収を目指すとともに、生産者への還元を行う。	 

	 

地域づくり団体や地域と来島者間の連携を図るコーディネート事業	 

・体験滞在型観光の推進を図るための視察研修費	 200,000 円	 

→農業体験、漁業体験、料理体験、釣り体験、当たり前だけど魅力的な島の日常により、お

客様に日帰りではなく、ゆっくりと滞在してもらい島での消費拡大に繋げる試み。また、島

人との交流を通して島のファンを増やしてゆく。コーディネーターの育成を目的として先進

地に派遣する。	 

・古民家再生事業	 800,000 円	 

→空家が無い事が島外の人はもちろん、島の若者も島に戻れない=過疎化の原因となっている。	 

実際に、現在、事業を展開してゆくなかでも、人材の不足が何よりも足かせとなっている。

プレハブの増築により少し道は開けたが本質的な改善には至っていない。そこで、その打開

策として振興会で管理できる家を一軒一軒確保し、改修すべきところを改修し、まず短期で

の利用が可能な状態にしてゆく。	 

	 

文化保存、環境保全に関わる事業	 

・八月祭りにおけるミキの奉納とお神酒作りワークショップ	 

10,000 円×3 人	 材料費	 20,000 円	 	 50,000 円	 

久高島の文化が育んだ発酵技術を次世代に伝えてゆく。お神酒だけではない、久高島の宝物

を探してゆく。（必要に応じて営利事業として行う。）	 

	 

・環境美化活動	 	 	 

毎月第一土曜日	 下草刈りとゴミ拾い活動を実施する。	 

※フバワクの行事を行い、許可を得てからでないと木を切ってはいけないという島の思想を

尊重し、フバワク後にボランティアを募集して大規模な作業を実施する。	 

弁当と飲み物と燃料代支出	 150,000 円	 

	 

高齢者福祉と子供たちの健全育成事業	 

・高齢者福祉施設の開設に向けて	 

有見会（平成 14 年、15 年）の報告によると、生涯を島で過すことのできる当たり前の島

を目指すためには島に介護施設が必要であるという結論が出ている。	 

	 必要だという結論が出ていながら形に出来なかった直接の原因は人材の不足であるが、実

際には採算性の問題、法人格取得の問題など課題も多かった。	 

現在、久高島振興会は法人格を取得し、消費税課税後も利益を得るだけの運営が可能とな

った。仮に介護施設の運営を任されるのであれば運営できる準備は整いつつある。（まだ、従

業員の負担が大きい部分があるので給料のベースアップは必要だが…）。	 	 

また、この 7 年間で介護保険に関する法制度が改正され、小規模で地域に密着した施設の



運営が容易になっている。数年内に「生涯暮らし続けられる久高島」を作るためには何をす

べきか。23 年度に理事会で議論をした結果、今後は下記の展開をしてゆきたい。	 

① 島の合意形成	 

「責任を持って運営出来る組織」に委ねる、応援する、足を引っ張らない状況を作る。

何事においても合意が形成できないのが今の島の現状を作りだしている大きな要因

である。まず、対話を持つこと。意見をぶつけ共通の想いを探る事。想いを実現させ

るための計画を検討すること。福祉は島全体の問題であり、振興会が独自で取り組め

る問題ではない。そこで、会議の在り方、合意形成の在り方を自分たち自身も学び、

島で共有してゆくなかで合意の形成を行ってゆく。	 

② 必要性の調査	 

島に介護施設が出来たら島に戻りたい方がどれだけいらっしゃるかを介護度別に調

査する必要がある。	 

調査に基づいて、通所か入所か。看取りをどうするかを先進地の視察と専門家の意見

を元に検討してゆく。	 

	 ※今年度は①、②を中心に行いつつ③以降の足場を固めてゆく。	 

③ 建物について	 

必要性を満たす建物についての検討。空家を借りて改築するか。一括交付金等の予算

を活用するか。（従事者の為の住居の検討も必要である。）	 

④ 人をどうするか	 

必要性を満たす為にどのような人材を配置すべきか。	 

介護支援専門員（ケアマネ）、介護福祉士。看護師又は准看護師。医師。管理者。	 

診療所と島外組織との連携について。施設規模と必要人員とニーズの調整。	 

⑤ 経営について	 

採算性を確保するための利用人員基準と効率的な従事者の配置について。公的な資金

の調達や寄付を集めることも含めた検討。	 

	 

資本主義経済に惑わされずに久高島から本質を見つめ直すこと。	 

高齢者そして先祖への敬意と感謝を大切にする島の思想の自然な現れとして、家族や仲間

に囲まれて、生涯の最後を愛の中で見送られ、やがて島を守るために戻ってきて頂ける、

「生涯暮らし続けられる久高島」を目指す事を軸にしてゆきたいと考えます。	 

	 

聞き取り調査費と島内の合意形成と島外組織との連絡調整業務	 	 120,000 円	 

先進地視察研修若しくは専門家派遣	 	 200,000 円	 	 

	 例	 

・池間島	 小規模多機能型居宅介護事業所きゅーぬふから舎	 	 

	 	 	 登録定員：25 名（通いサービスの利用定員 15 人、宿泊サービス 5 人）	 

	 	 	 従業者数：常勤 7 人（うち 1 人は看護職員、1 人は介護支援専門員）	 

・鳥取県	 一般社団法人なごみの里	 

	 	 	 介護保険に頼らないボランティアによる「看取り」を行っている。	 

・子供会活動への支援	 100,000 円	 


