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 2019年度   沼津市社会福祉協議会 予算

平成３１年度の予算が決定しました。市民の皆さまや関係団体の方 と々協力していきながら、
「誰もが住み慣れたまちでいつまでも心豊かに」暮らせるまちづくりの実現のために様々な活動
を展開してまいります。

収入内訳　合計  721,211千円 支出内訳　合計  721,211千円

沼津市社会福祉協議会　会員加入のお願い
皆さまからの会費は、地域福祉活動の推進等、沼津市社会福祉協議会の各種活動
に役立てられるほか、地区社会福祉協議会の運営活動費として地域の福祉活動に還
元されます。賛助会費は、日常生活上のちょっとした困りごとをお手伝いする「ちょい
てつサービス」事業にも活かされています。
少子高齢社会などの社会的課題について、福祉事業をより充実させていくため、個
人、企業、福祉事業所、団体等の皆さま方に、沼津市社会福祉協議会の会員として
ご支援くださいますようお願い申し上げます。

※���賛助会員については、沼津市社会福祉協議会事務局でいつでも受け付けています。
　�また、普通賛助会員と特別賛助会員については、6月を強化月間としてお住まいの地域の民生
委員・児童委員さんを通じてもお願いに伺いますので、ご協力よろしくお願い申し上げます。

◇年額　200円

◇普通賛助会員　年額1,000円以上5,000円未満　　　
◇特別賛助会員　年額5,000円以上
◇福祉事業会員　年額5,000円

一般会員�
（１世帯）

賛助会員

※�一般会費については、毎年自治会を通じ、ご協力を
お願いしています。

その他の収入
121,624 千円
（17.0%）

負担金収入474 千円（0.1%） 
寄附金収入2,430 千円（0.3%） 

事業収入 4,972 千円（0.7%）  
障害者福祉
サービス等
事業収入
11,128 千円
（1.5%）  

会費収入
20,121 千円
（2.8%）

貸付事業等収入
20,302 千円
（2.8%）  

経常経費
補助金収入
56,609 千円（7.8%） 

介護保険収入
209,507 千円
（29.0%）

受託金収入
274,044 千円
（38.0%）

当期末支払資金残高
63,439 千円（8.8%）

不動産管理事業拠点
 215 千円（0.0%） 

ぬまづ健康福祉プラザ
受託経営事業拠点
123,732 千円（17.2%）

千本プラザ
受託経営事業拠点
88,280 千円（12.2%）

介護福祉拠点
277,022 千円（38.4%）

社会福祉事業拠点
168,523 千円（23.4%）

※パーセンテージは小数点第2位で四捨五入。合計の端数は「その他の収入」及び「当期末支払資金残高」で調整。
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2019年度
沼津市社会福祉協議会  事業計画

事業計画策定にあたっての考え方
地域福祉を取り巻く環境は少子高齢化や核家族化による地域のコミュニケーションの希薄化
など目まぐるしく変化するとともに、貧困の問題やひきこもり、災害時における要援護者支援
の仕組みづくり等の早急に解決しなければならない課題が数多く生じております。
沼津市社会福祉協議会は、「誰もが住み慣れたまちでいつまでも心豊かに」暮らせる住民が
主役のまちづくりの実現のため、地域住民の皆様や関係団体と協調し、様々な活動を展開す
るとともに、国、県、市が実施する地域施策と連携を図ってまいります。

■ 地域福祉活動の推進
　・�地区社会福祉協議会へ
の支援と連携強化

　・福祉教育の推進・支援
　・�生活支援体制整備事業
の推進　ほか

■ 福祉総合相談事業の推進
　・結婚相談
　・健康・介護相談
　・福祉生活相談　　ほか

■ ボランティア活動の推進
　・�ボランティアの養成と
各種講座の開催

　・�ボランティア活動団体
への助成・支援

■ 共同募金運動の推進
　・赤い羽根共同募金運動
　・歳末たすけあい運動

■ 児童福祉対策
　・�障がい児居宅介護事業
の実施

　・こども会等児童・青少年�
　　団体への援助　ほか

■ 公益事業
　・千本プラザの運営
　・サンウェルぬまづの運営

■ 低所得世帯の福祉対策
　・�生活福祉資金、くらし
の資金等貸付事業

　・��高額療養費支払資金�
貸付　　　　　　ほか

■ 高齢者福祉対策
　・��老人居宅介護等事業
の実施

　・����老人デイサービス事業
　・��地域包括支援センター
の運営

　・��いきいきホーム松下の
運営

　・��老人クラブ活動への援助
ほか

■ 権利擁護事業の推進
　・�日常生活自立支援事業
の実施

　・�市民後見推進事業の実施
　・��法人後見の受任

■ 障がい者福祉対策
　・�障がい福祉サービス事
業の実施

　・�身体障がい者団体の事
業への援助・協力

ほか
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沼津市社会福祉大会
社会福祉や地域福祉への意識を高めていただくために、沼津市との共催で
第26回沼津市社会福祉大会を開催します。大会では、多年にわたり社会福
祉事業の推進にご功績のありました皆さまに表彰状と感謝状を贈呈します。

また、記念コンサートでは全盲のシンガーソングライターの大石亜矢子さんをお招きし、心
温まる歌唱やピアノの弾き語りが披露されます。他にも中学生による福祉に関する演説披露な
ど、多くのイベントが目白押しです。皆さまのご来場をお待ちしています。

と　き：�8月7日（水）
� 午前の部
� 　＜記念式典・中学生による福祉に関する演説＞
� 　開場９時30分　開会10時00分
� 午後の部
� 　＜全盲のシンガーソングライター大石亜矢子さんによるピアノ弾き語りコンサート＞
� 　開場13時00分　開演13時30分
ところ：�ぬまづ健康福祉プラザ（サンウェルぬまづ内）　入場無料

◆�午前の部については�
手話通訳があります。�
ご来場者の方には参加記念品（沼津市指定ごみ袋）をさしあげます。�
当日は駐車場が混雑すると思われますので、公共交通機関のご利用にご協力ください。

◆大石�亜矢子�氏　プロフィール

静岡県沼津市出身　武蔵野音楽大学声楽科卒業
ソロによる歌唱の他、ピアノの弾き語りによる演奏活動、
またアイメイトのイリーナと盲導犬の啓発活動も行っている。
夫であり、全盲弁護士の大胡田�誠�氏と共に
「全盲夫婦によるトークアンドコンサート」を各地で開催している。
ティートックレコーズよりCD「My�Life」「My�Best」の2枚をリリース。

［�経歴�］
2008年�東京国際フォーラムにてNPO法人日本バリアフリー協会主催。
� 「第5回ゴールドコンサート」にてグランプリ受賞。
2009年�同第6回ゴールドコンサートにてゲスト出演 SPEEDの今井絵理子さんと共演。
2018年�渋谷タワーレコードにてインストアライブ開催。
［�Books�］
　岩崎書店より「今日からはあなたの盲導犬」（写真絵本）にモデルとして紹介されている。
　中央公論新社より夫婦でのエッセイ「決断、全盲の二人が家族を作る時」を出版。
［�TV�］
　TBS「結婚したら人生激変！○○の妻たち」出演。
　読売テレビ「ウェークアッププラス」出演。＜一部掲載＞

　OFFICIAL�SITE　http://ayako-ohishi.net/

開催の
お知らせ

第26回

�★当日は、他にもイベント等の開
催を予定しております。詳
しくは、本会から６月頃に
配布されるチラシをご覧
ください。（乞うご期待！）
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「�そうだ！もう一度  
介護やってみよう！講座」を 開催します！
●と　　き　6月30日（日）10:00〜12:00
●と こ ろ　千本プラザ　多目的ホール
●内　　容����現役ヘルパーの体験談や最新の福祉用具を使用して

の技術体験
●講　　師　沼津市社会福祉協議会　訪問介護事業所職員
●対　　象　�ヘルパー2級及び3級、介護福祉士等の有資格者で

介護の技術を改めて学びたい方、資格を活かし空い
た時間に働きたいと考えている方

●定　　員　15人（先着順）
●持 ち 物　筆記用具・動きやすい服装
●申込方法　�電話にて申込［申込締切　6月25日（火）］

ヘルパーの資格はあるん
だけど…、以前は介護の
仕事をしていたんだけど…

働きたいけど
「知識や技術」が
不安な方、大募集 !!

沼津市社会福祉協議会のヘルパーと
して、空いた時間を活用して、一緒
に楽しく働きませんか？

問合せ先    沼津市社会福祉協議会 
介護福祉係まで

～見えない障がいについて知ろう・考えよう→そして活かそう～
こころの病気や精神障がいのある方への理解を深めるため、症状や支援の仕組みなど精神
保健福祉について学ぶとともに、私たちにできることは何かを一緒に考えていきます。また、
見学研修を行い、当事者との交流を図ります。

●と　き� ６月22日（土）　13:00〜16:00
●ところ� サンウェルぬまづ　２階　大会議室
●対　象� どなたでも　
●内　容� 第一部：知ろう��こころの病気や精神障がいについて知ろう
� 第二部：考えよう��私たちに何ができるか考えよう
� ※詳細はホームページまたはお電話にてご確認ください。

●と　　き� 7月7日（日）　12:30〜14:30　
●と こ ろ �サンウェルぬまづ4階��多目的ホール
●対　　象� どなたでも　
●内　　容� �当事者との交流・精神保健福祉の啓

発活動等を行っているボランティア団
体ほのぼの会が主催する七夕交流会
への参加

●申込方法� 電話にて受付　TEL.055-922-1500
●参 加 料� なし

やさしい精神保健福祉ボランティア養成講座

「知ろう・考えよう」

「活かそう」�学んだことを活かしませんか？

知っていますか？
こころの病気や
精神障がい

ヘルパーさんも、大募集!!

申込・問合せ先 ： 沼津市社会福祉協議会 介護福祉係 
 TEL.055-962-6260

また、8月頃には施設等への見学研修を行います。日程や詳細はチラシ等でお知らせします。

のこと
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「ぬまづ健康福祉プラザ��サンウェルぬまづ」の
会場を利用してみませんか？

●会議室を利用したいのですが、
　申し込みはどのようにしたらよいのですか？

利用者登録をします。
2階ぬまづ健康福祉プラザ管理事務所（サンウェルぬまづ）で
手続きをします。
団体として登録します（個人での登録はできません）。団体の
規約、会則等活動内容がわかるもの、代表者の名刺等をご用
意ください。利用登録の審査には1週間程度要します。
※営利・商業活動はできません。

プラザ使用承認申請書を書きます。
使用日の６ヶ月前から窓口にて受付けます。
※����仮予約は FAXまたはインターネットでも受付けます。10日
以内に本申請をしてください。

会場使用料を金融機関で支払います。
窓口、もしくは郵送にてお渡しした「納入通知書兼領収書」の
記載の期限までに納めていただきます。払込手数料はかかりま
せん。※一度納付されたものは還付できません。

上記の書類を確認後、会場の鍵を開けますのでご利用ください。

利用当日、プラザ使用承認書、利用許可通知書と共に
領収印のある「納入通知書兼領収書」を事務所に提示
します。

●借りられるのはどんな会場で、料金はいくらですか？

名称（定員 ） 午前 午後 夜間
9時～12時 13時～16時30分 17時30分～21時30分

大会議室 （100人 ） 3,600円 4,110円 5,140円
中会議室 （18人 ） 820円 920円 1,020円
小会議室１・２（各8人 ） 410円 510円 610円
OAルーム （16人 ） 1,020円 1,330円 1,540円
調理室 （16人 ） 1,020円 1,540円 2,050円
健康増進ルーム（25人 ） 1,020円 1,540円 2,050円
多目的 ホール（300人 ） 8,220円 10,280円 12,340円
展示スペース（１階） 無　　　料
※入場者から入場料を徴収する場合、割増料金になる場合があります。
※講師が主催する教室等を開催した場合、営業行為と見做すことがあります。

1

2

3

4

詳しくは、サンウェルぬまづ管理事務所（☎︎055-922-2020�FAX.055-922-1502）にお問い合わせください。

2階 調理室

2階 OAルーム

２階 健康増進ルーム

４階 多目的ホール
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ふれあい交流室は、乳児から高齢者までがいつでも安心し
て、集いふれあえる室内公園施設です。市内が一望でき、晴
れた日には富士山が見えます。お気軽に遊びに来てください。

●通　　�常　� 9:30～16:00
●�7月～9月（サマータイム）�9:30～16:30
☆８月のご利用は、お連れのお子様が
　　　　　　3歳未満　���9:30～12:30
　　　　　　�3歳以上　�13:00～16:30
（�12:30〜13:00おもちゃの入れ替えにつき入場は
できません）
兄弟でご利用の場合は対象年齢以外のお子様もご
利用いただけます。
大人の方は午前・午後ともにご利用いただけます。

保育士が育児に関する様々な相談にのります。�
お気軽に声をかけてください。

どなたでも自由にご利用いただけます。
※�小学校2年生までのお子さんは、保護者同伴でご
利用ください。保護者の方が館内を利用される場合、
小学校1・2年生は付添いなしで利用できます。�但し、
受付は保護者の方が行ってください。

●芝生ひろば（遊具・乗り物）
●授乳スペース　
●赤ちゃんコーナー
●玩具（小学生遊具もあります）　
●��図書コーナー�
※�玩具と図書は貸出できる
ものがあります。

●シニアコーナー
●大人向け手作り小物

乳幼児の親子、子育て中の母親、小学生、シ
ニア等さまざまなイベントを企画しています。詳
細については５階フロアーをはじめ館内に掲示し
てあるポスターやホームページをご覧ください。
●その他のミニイベント　11:00～
☆毎週木曜日�� �いろいろぼうし�

【絵本の読み聞かせ】
☆毎月第1月曜日� �ABC�for�Everybody�

�【英語でふれあいあそび】
☆毎月第2月曜日� ママにおすすめエクササイズ�
　　［10:30～］� �【親子で参加可】
☆毎月第1火曜日� �色々リトミック（0歳児～1歳半）�

【音楽あそびなど】
　　　第3火曜日�� 色々リトミック（1歳半～2歳児）
☆毎月第3金曜日� �赤ちゃんDAY�

【ベビーマッサージなど】�
☆8月（水・金曜日）�水遊び
　［10:00～11:00］

子どもたちの賑やかな声や笑顔を見な
がら小物を作りませんか。お一人様でもお
気軽にお越し下さい。

対　象　大人の方��
� （お子様連れの時はご遠慮ください）
実施日� 毎�日（休館日を除く）�
� ※都合により実施できない場合があります。
時　間� 10時～14時
参加費� 無�料
内　容� �和傘、コサージュ、小物入れ、和ネックレ

スなど。牛乳パック、新聞紙、和布などを
使って簡単にできるもの。

ふれあい交流室直通　☎︎055-922-1501　HP：http://www.n-plaza.jp

ご利用の際は、
ご予約を�

お願いします。

利用者

利用
時間

育児�
相談

設�備

５階
ふれあい交流室

イベントシニアコーナー

※都合により変更になる場合があります。
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冬の寒さが厳しくなりましたの
で早速、冬野菜とともに豚汁をつくっ
て提供させて頂きました。

良質のお肉のためか、調理中に臭みもなく、
灰汁も殆どなかったです。
喫食する利用者様も、とても笑顔で
おいしくいただいていました。
（あしたかホーム・沼津虹の家）

 品物のご寄付をいただきました 

3月6日に「沼津地区労働者福祉協議会」様より、
絵本やおもちゃなど10万円相当を、ふれあい交流
室へご寄付いただきました。今年で11回目のご寄
付となり、「子ども同士で遊び、親同士が交流でき
る場になるよう、今後も寄贈を続けていきたい」と、
同室利用中の子ども達に寄贈品をお渡しいただき
ました。子ども達は早速、新しいおもちゃや絵本
を手に取り、楽しそうに遊んでいました。

この他にも日頃多くのご寄付をいただき、皆さまのご協力に感謝いたします
今後ともご支援・ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます

やさしい心を 
ありがとうございます

　

　お金のご協力
♥加藤学園暁秀高等学校・中学校��様（21回目）
♥静岡福祉協力会会員　㈲富士酒蔵　瀬戸和彦��様（16回目）
♥静岡福祉協力会会員　中瀬　里子��様（11回目）
♥静岡福祉協力会会員　嶋田　美紀子��様（7回目）
♥石川　直朗��様　　　♥廃棄物処理研究会��様　　♥牧野木工��様
♥山本　和子��様（19回目）　　♥石田歯科医院��様
♥株式会社東日本セレモニー��様　　♥浮島佛教会��様（20回以上）
♥沼津駿東遊技場組合��様（6回目）
♥鈴木　信正��様　　　♥小林　勇・キク��様（2回目）
♥�マーレエレクトリックドライブズ労働組合・�
マーレマニュファクチャリングサービスジャパン労働組合��様（14回目）
♥万年青大学　常磐学級竹組��様　　♥公益財団法人�報恩会��様
♥沼津市グラウンド・ゴルフ協会��様（16回目）
♥ユニー㈱�ピアゴ香貫店��様（16回目）
♥大岡寿大学��様（172回目）　　♥勤労青少年ホーム�講師会��様
♥学校法人双葉学園　双葉幼稚園��様（2回目）　　♥匿名２件

♥沼津食肉組合��様
♥ろうきんグリーン友の会��様
♥三井生命保険株式会社�静岡支社��様
♥株式会社�関電工��様
♥沼津地区労働者福祉協議会��様
♥㈱ドラゴンゲート��様
♥沼津市立第五中学校��様
♥小野　實��様
♥東静岡ヤクルト販売株式会社��様

　物品のご協力

この社協だよりには、赤い羽根共同募金の助成金が使われております。

大切なご家族様の御葬儀を
　　　心を込めてお手伝いさせて頂きます

お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください
ご相談・御見積無料　☎0120-928-935（24時間対応）

（平成30年12月16日～平成31年3月31日）

〈贈呈式�沼津食肉組合様〉

〈贈呈式�沼津地区労働者福祉協議会様〉

12月26日に「沼津食肉組合」様より、食肉90kgのご寄付をいただきました。美味しいお肉
を食べて元気に年越しを迎えてもらいたいということで、1973年より毎年いただいており、今年
で46回目となります。お肉は11ヶ所の福祉施設へ寄贈され、受け取った施設は「いつもよりた
くさんのお肉を利用者に提供でき、本当にありがたい」と毎年の寄贈に感謝しました。


