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社会福祉法人 沼津市社会福祉協議会
〒410-0032 沼津市日の出町 1-15 
サンウェルぬまづ（ぬまづ健康福祉プラザ）内 
TEL 055-922-1500  FAX055-922-1502 
HP  http://numazu-shakyo.jp 
E-mail  info@numazu-shakyo.jp

サンウェルぬまづ
HP　http://www.n-plaza.jp 
E-mail　info@n-plaza.jp

ふれあいねっとわ〜くぬまづ

社協だより
発行部数◆82,000部

市民の皆さまより､ たくさんの食材のご寄付をいただきました。
６月から始まりました「こどもの居場所」にて活用させていた

だいております。引き続きご協力をお願いいたします。

「ひとり親家庭等生活向上事業・緊急こども配食サービス 」を行いました。
５月１８日から6月2日の土日を除く12日間、市内の学校が休校のため昼食の用意が困難であるご家庭
のこどもたちを対象に行いました。（全790食を配布）
アスルクラロ沼津の選手の方々やボランティアさんご協力のもと、こどもたちにおいしいお弁当を届け
ることができました。

サンウェルぬまづ（日の出町1-15	 TEL：922-1500）
千本プラザ（本字千本1910-206	 TEL：962-3313）

【問い合わせ先】
社会福祉法人沼津市社会福祉協議会

「こどもの居場所」が始まりました。

2020.8.15 号 No.165



会費収入
19,819,261円

障害者福祉サービス等
事業収入
13,982,570円

基金積立資産
取崩収入
8,952,252円

貸付事業収入
7,198,811円

事業収入
6,696,617円

寄付金収入
4,132,307円

その他の活動
による収入
1,965,440円 負担金収入

1,191,356円
その他の収入
1,181,252円
受取配当金収入
712,108円

経常経費補助金収入
54,671,686円

介護保険事業収入
218,798,693円

受託金収入
275,333,007円

ぬまづ健康福祉
プラザ受託経営事業
123,751,037円

法人運営事業
88,545,752円

千本プラザ
受託運営事業
86,422,903円

老人居宅
介護等事業
81,423,653円

老人デイサービス事業
67,206,653円

千本居宅
介護支援事業
27,880,706円

地域包括支援
センター受託
運営事業
26,194,722円

駅北居宅介護
支援事業
22,975,089円

地域福祉推進事業
15,275,906円

障害者居宅介護等事業
12,069,006円

共同募金配分金事業
11,063,686円

高額療養費支払資金貸付事業
7,019,257円

いきいきホーム
松下事業
6,035,142円

生活支援体制
整備事業
4,351,034円
福祉総合
相談事業
2,291,000円
ボランティア
活動育成事業
1,942,960円
成年後見
支援事業
1,772,443円
不動産貸付事業
212,200円

日常生活
自立支援事業
5,995,044円
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６月の定時評議員会にて承認されました沼津市社会福祉協議会の令和元年度決算を報告
いたします。

合計 7億3,285万2,808円 合計 5億9,242万8,193円  

令和元年度  社協会費にご協力いただき、
ありがとうございました。
令和元年度も、多くの市民の皆さまや福祉施設・企業のご協力をいただき、
１，９８１万９，２６１円の会費収入がありました。本当にありがとうございます。
皆さまからの会費は、地域福祉の推進を図り、住民の皆さまが主体となる地区社
協活動への支援や、福祉教育、ボランティア活動等の実施のために活用しております。
（３ページを参照ください。）
また、社協の財源基盤を強化し、地域福祉を一層充実させるためにも、今後も多く
の皆さまのご協力・ご賛同をいただけるよう職員一同努めてまいります。
皆さまのお力を是非ともお貸し願えれば幸いです。今後ともよろしくお
願いいたします。

※支出総額は、社会福祉法人会計基準に基づき、社協内部の取引4,118,667円を差し引いています。

令和元年度  決 算 報 告

前年度繰越金　1億1,821万7,448円含む

収入 支出
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地域福祉の推進

ボランティア 在宅福祉サービス事業

福祉サービス事業の受託運営 権利擁護事業

共同募金運動

相談事業

・ボランティア相談
・各種ボランティア育成研修の開催
・ボランティアグループへの助成	 ほか

・介護保険事業		・公的在宅福祉サービス
・障がい者居宅介護事業

・サンウェルぬまづ　・千本プラザ
・高齢者ふれあいプラザ

・日常生活自立支援事業
・成年後見事業
・法人後見の受任

・赤い羽根共同募金　　
・	歳末たすけあい募金	
（詳しくは4～5ページ）

・福祉生活相談		・結婚相談		
・健康・介護相談
・貸付相談（生活福祉資金、高額療養費）	
	 ほか

「誰もが住みなれたまちでいつまでも心豊かに」
暮らせる地域づくりを目指し、様々な活動を行っ
てまいりましたので紹介します。

令和元年度  事 業 報 告

サンウェルぬまづ「ハーバリウム講座」

地域包括支援センター	サロン

中高生ふれあい交流事業地域福祉ワークショップ

・地区社会福祉協議会への活動支援	 ・老人クラブ活動事業に対する助成
・車いすの無料貸出	・	福祉教育事業（小学生福祉体験講座、福祉教育に関する講師派遣等）
・広報啓発事業（チャリティーバザーの開催等）	 ほか
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赤い羽根共同募金運動　10月1日～12月31日

●高齢者のために……………… 100,000円
	・沼津市老人クラブ連合会の活動の助成
●障がいのある方、団体のために… 90,000円
	・市内障がい福祉団体の活動の助成
●子どもたちのために……………10,000円
	・青少年育成団体連絡協議会の活動の助成
●福祉啓発・ボランティア育成・各種援助
… …のために……………………… 5,434,724円

 沼津市での募金の使いみち

令和元年度　赤い羽根共同募金のご協力者

共同募金は、さまざまな福祉活動を支援するため助成申請を受け付け、それらの必要性・緊急性等を考慮した上
で助成計画を作成します。その計画を実現するための目標額を定め、募金活動を行う計画募金です。
支援を必要とされている方々のために、皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
下記にて令和元年度の報告を申し上げます。

（五十音順・敬称略）

街頭募金には沼津市民生委員・
児童委員協議会、沼津市赤十字
奉仕団、小中高生の皆さまなど
ご協力いただきました。

令和元年度の募金額（合計）13,969,414円
県目標額14,741,000円に対し、達成率94.8％、2,357件 の募金がありました！
ご協力ありがとうございます。

	・ボランティアグループの活動の助成
	・被災世帯への見舞金等の支給
●地域住民のために……………………………………………762,765円…… …
	・地区社協の活動の助成
●市内の福祉施設・団体への助成……………………………3,882,000円…
	・沼津グリーンヒル（改修工事事業）
	・古宇養護老人ホーム遊法苑（送迎・通院用自動車整備事業）
	・クリエート太陽（送迎・作業用自動車整備事業）
	・地域活動支援センターきさらぎ（機器整備事業）

赤武㈱	 あしたか幼稚園	 愛鷹幼稚園 ㈱東土建
足立会計事務所	 安信運輸㈱	 安養寺 ㈱イカイ
石川	直朗 ㈱イワサキ経営 内浦漁業協同組合代表理事組合長 ㈱大川螺子製作所
㈱オートベル 大平災害救援隊 小澤	弘侑 ㈱影山鉄工所
㈱片岡屋 加藤学園暁秀初等学校	 ㈱クサガヤ急送	 窪田	博行
恵愛保育園 ごとう歯科医院 小林鋼材㈱ 近藤鋼財㈱
一般財団法人 聖隷沼津病院 佐々木	久子 ＪＡ南駿 西浦柑橘出荷部会 静岡県立沼津工業高等学校
㈱静岡茶通亭 ㈱静岡中央銀行 祥雲寺 白岩	堅ニ
鈴木	羊三 スルガ銀行㈱ 誠恵高等学校 セラ法律事務所
㈲第一衛生社 大昭和紙工産業㈱ 大東栄紙工㈱	 ㈱東興	
㈱東広 ㈱トーヨーアサノ 認定こども園	片浜桜		 認定こども園	中央幼稚園
沼津開発興業㈱	 沼津市立静浦小中一貫学校 沼津市立第五中学校	 沼津市立第三小学校	
沼津市立第三中学校 沼津市立第四小学校		 沼津市立原中学校	 沼津中央自動車㈱
沼津埠頭㈱ ㈱沼津松長トラスト ネッツトヨタ静岡㈱	沼津店 服部	寛市
春の木幼稚園	 坂東製粉㈱ 飛龍高等学校	 不二運輸㈱	
㈲藤川商店 富士テクノ㈱		 ㈱富士和 ふじわらクリニック
募金百貨店プロジェクト（オギノ・サントリー）沼津店 細沼法律事務所 みくに保育園 みどり美術印刷㈱	
妙泉寺 三好	信旺 ㈱明電舎	沼津事業所	 慈浩会	杉谷小児科医院
聞法寺 ㈱山口工業 ㈲アールアンドディー ㈲ユウ子
雄大㈱	 𠮷岡 喜一郎 立正佼成会 霊山寺
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歳末たすけあい運動　12月1日～12月31日

令 和元 年度令 和元 年度    共 同募金 運 動共 同募金 運 動 ののご 報告ご 報告

◆助成金贈呈事業費
　援護世帯のために…………………………… 770,000円
　・援護世帯（115件）・緊急援護世帯（3件）	・被災地帯（36件）
◆地域福祉・在宅サービス事業費
　高齢者のために…………………………… 1,792,190円
　・	高齢者対象の地区社協主催地域福祉活動の助成（9件）	
（サロン活動、給食サービス等）

　・高齢者施設と地域子供会との交流会への助成
　・ボランティア団体の交流会への助成
　・居場所運営団体への助成（13件）
　障がいのある方、団体のために……………… 719,000円
　・	市内障がい者施設利用者・団体と地域の方々との交流
会への助成（11件）	
（餅つき大会、お楽しみ会、障がい者福祉啓発活動等）

　・障がい児支援学校の交流会への助成（2件）
　・当事者団体の交流会への助成（2件）
　・ボランティア団体の交流会への助成
　子どもたちのために……………………… 1,375,207円
　・	児童・青少年対象の地区社協主催交流会への助成（11件）
（餅つき大会、どんど焼き等）

　・ボランティア団体の交流会への助成
　・子ども食堂運営団体への助成
◆その他……………………………………… 2,407,423円
　・助成諸経費（郵送料他）
　・	令和２年度の地域福祉事業推進費、共同募金会事務費として

 沼津市での募金の使いみち

赤武㈱ 愛鷹保育園 安信運輸㈱ いずみ保育園
㈱イズラシ ㈱イノウエテクニカ 浮島保育園 永明保育園
大平仏教会 開北小学校 岳東保育園 ㈱加藤工務店	藤栄会
かぴらばす保育園 喜楽会 コーラスグループあしたの風 常照寺花園会
真楽寺みのりの会 スルガ銀行㈱ 曹洞宗静岡県第一宗務所東部教区連合青年部 曹洞宗静岡県第一宗務所六教区会
中央幼稚園 東洋電産㈱ 沼津開発興業㈱ 沼津市仏教会
沼津市仏教婦人会 原町仏教会 原町保育園 坂東製粉㈱
日枝神社 富士テクノ㈱ みくに保育園 みどり美術印刷㈱

 令和元年度　歳末たすけあい募金のご協力者

（五十音順・敬称略）
紙面の都合上、1万円以上の募金をいただいた事業所・団体・個人の方々を掲載しております。
この他もたくさんの善意が寄せられました。本当にありがとうございました。

▲片浜地区社協では、一人暮らしの高齢者の
方々への給食サービスに活用させていただきま
した。
　地域ボランティアの人たちによる手作り料理
を高齢者の皆さまへお届けし、大変喜んでいた
だきました。

▲沼津聴覚特別支援学校では、金岡保育所の
子どもたちを迎え「なかよしまつり」を開催し
ました。
　みんなでみこしを担いだり、踊りをしたりし
て楽しく過ごすことができました。

令和元年度の募金額（合計）7,063,820円
県目標額7,023,000円に対し、達成率100.58％、
343件 の募金がありました！
ご協力ありがとうございます。

臨済宗妙心寺派得萬山清梵寺
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女性のための結婚相談

● と　　き 10月25日（日）10:00〜12:00、13:00〜15:00
 （今後の予定：令和３年２月28日）
● と こ ろ  サンウェルぬまづ　2階中会議室
● 料　　金 無料
● 対　　象 未婚の女性（男性の方は通常相談日にて相談受付）
● 持ちもの 住民票の写し（家族全員の記載があり、3ヶ月以内のもの）
 写真２枚（3.5×4.5cmとＬ判）、認め印

＊通常相談日＊
●日時：毎週水曜日、第2日曜日 10:00～12:00、13:00～15:00
●場所：サンウェルぬまづ ２階中会議室
   初婚、再婚、年齢、住所等関係なくどなたでも利用できます♪

● と　き １０月１６日（金）10:00～11:30
● ところ  サンウェルぬまづ ４階　多目的ホール
● 内　容  聖隷沼津病院小児科医によるプチ講座、質問コーナー
 赤ちゃんDAY（0歳児と保護者）の見学、情報交換
 5階ふれあい交流室の紹介など
● 講　師  聖隷沼津病院小児科医　古澤 有花子先生
● 対　象  プレパパママ10組（申込み先着順）
● 申込み  9月3日（木）９時30分より
 ふれあい交流室に直接または電話にて
 TEL :０５５-９２２-１５０１（直通）
● 参加料  無料

出産後に気になる赤ちゃんのことを小児科の先生がお話ししてくださいます。
地域の病院や子育て支援センターのことを色々と知っておくと安心ですね。
さらに、ふれあい交流室で人気の赤ちゃん DAYの見学やふれあい歌あそびなどの体験も
行います！

女性の方が気軽に相談所に来られるよう「女性限定の結婚相談」を
開催いたします。この機会にお気軽にお越しください♪

成婚実績あり
出会いがない…

婚活イベントは行きにくい…
結婚したいけど悩んでいる方！

一歩踏み出して
出会いの輪を広げましょう

サンウェルぬまづ　ふれあい交流室事業
「プレパパママ講座&赤ちゃんDAY見学会」

 10月24日（土）に予定していました2020 チャリティーバザーは
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止をすること
といたしました。
 何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。

赤ちゃんＤＡＹの様子

22020020チャリティーバザー中止チャリティーバザー中止のお知らせのお知らせ

問合せ先：（福）沼津市社会福祉協議会   平日 TEL:055-922-1500　日曜 TEL:055-922-2020
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「市民後見人 」とは、地域貢献の意識が高く、成年後見に関する一定の知識を身につけた
一般市民による第三者後見人のことです。専門的な資格を持ちませんが、養成講座を受講し家
庭裁判所から選任されます。市民後見人となって地域で活躍してみませんか？

市民後見人養成講座

※どちらか１日ご参加ください
● と　き 8月28日 (金 )、9月4日 (金 )　13:30～15:00
● ところ サンウェルぬまづ（沼津市日の出町1-15）
● 定　員 20人（各回）
● 内　容 市民後見人養成講座の概要（研修内容、スケジュール、受講要件等）
※事前説明会に参加することが講座参加条件の一つとなります

● と　き 10月9日 (金 )、16日 (金 )、23日 (金 )、30日 (金 )
 11月13日 (金 )、27日 (金 )、12月4日 (金 )、11日 (金 )、18日 (金 )  
 全９回　9:00～16:00（日によって変動します）
● ところ サンウェルぬまづ（沼津市日の出町1-15）

● 対象
沼津市在住の方（25歳以上）

市民後見人のご紹介

権利擁護相談
沼津市社協では、静岡県弁護士会と（公財）成年後見センター・リーガルサポート
の協力をいただき、権利擁護相談を行っています。
成年後見制度のことや、申立について相談したい方はご利用下さい。

■と　き	 毎月第１木曜日
	 （祝日の場合は翌週）
	 13：00～16：00
■ところ	 サンウェルぬまづ

■と　き	 毎月第３木曜日
	 （祝日の場合は翌週）
	 13：30～16：30
■ところ	 サンウェルぬまづ

弁護士相談 司法書士相談

【申込・問合せ先】　（福）沼津市社会福祉協議会　TEL : 055-922-1500

● 申込方法
電話にて（先着順）(福 )沼津市社会福祉協議会 TEL:055-922-1500

☎ 完全予約制
相談料は無料です！
1回30分単位での相談です

　短時間の面会で、判断能力が不十分な被後見
人の話を専ら聞かせて貰っているだけの市民後
見人です。
　被後見人の思いをどれだけ汲めているかは自
信は無いですが、被後見人が望んでいるであろう
事を可能な範囲で実現するべく活動しています。

木村	美知夫	さん

　独居の方の市民後見人として、市社協と共に複数後見人をしています。
　市社協と相談しながら支援活動を行える安心感があり、被後見人宅を訪問し、会話を重ね、希望
に添えるよう生活上の支援、財産管理や日常における契約代行等を行っています。同じ地域に住む市
民の目線で考え、被後見人にとって今何が必要か、寄り添った支援を心掛けています。
　成年後見制度が広く周知され、発展することが被後見人のしあわせにつながるものと考えます。

石原	裕見子	さん

講座日程

事前説明会

沼津市では、３年前に市民後見人になった渡邉正章さんを含め６人が活動しています。

　養成研修を受けて取り組みを始めました。
身近な社会貢献、福祉課題として、ご本
人に寄り添い（ 相手の意思の尊重）、丁寧
な対応を心掛け、日常生活をサポートして
います。

吉野	彰	さん

　市社協と私の連名で後見人に選任されま
した。
　使命感をお持ちの社協との複数後見人で
すので、困惑することなく適時、適切に支
援を遂行できました。
　この経験から市民の方も安心して成年後
見制度をご利用できるとお薦めします。

小谷	英夫	さん
　誰かのお役に立ちたいと始めた市民後
見人活動で、昨年４月に市民後見人に選
任されました。
　被後見人が入居施設で安心して生活でき
るかを基本に、施設等の協力を得ながらの
１年間でした。
　今後も被後見人に寄り添う活動を続けて
まいりたいと考えます。

永井	裕次郎	さん
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♥鈴木 篤美 様・増田 優子 様 ♥久保田 英利 様
♥㈱第一家電 会長 奥村 茂春 様 ♥石川 直朗 様
♥齋藤 明美 様　♥伊藤 治 様 ♥土井製菓㈱ 様
♥三楽（穂坂 三枝子）様
♥パックコミュニケーション㈲ 様　♥匿名9件
♥未開封マスクをご寄付いただいた市民の皆さま

 品物のご協力

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）

鈴木篤美様（写真中央）、増田優子様（写真右）よ
り「社会福祉のために」と手作りのマスク計154枚の
ご寄付をいただきました。

マスクは、お知り合いなどから提供された布を使っ
て手作りされたもので、様々なデザインの物があり
ました。

鈴木様のお嬢様が障がいを持ったことがきっかけ
で、「何か世の中のためにできることをしたい」と考
えたお二人は、マスク作りを始められたとのことです。

ご寄付いただいたマスクは障害者施設等にお渡し
しました。

（令和2年4月１日〜令和2年6月30日）やさしい心をありがとうございます

品物のご寄付をいただきました

株式会社 第一家電会長 奥村茂春様（写真左）
より、43型テレビのご寄付をいただきました。

同社は、冠大会として第一家電杯のバレーボー
ル大会の開催や、取引先であるパナソニックバレー
部の選手を招いてバレーボール教室を開いており、
毎年、バレーボール教室に合わせてテレビのご寄
付をいただいています。

今年は教室が中止となりましたが、昨年に引き
続きご寄付をいただきました。

ご寄付いただいたテレビは、「こどもの居場所」
で利用させていただきます。

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

♥静岡県東部イベント商業協同組合 様（25回目）
♥石川 直朗 様（3回目） ♥山本 栄吉 様（20回目）
♥山本 成美 様（10回目） ♥佐々木 貢 様
♥沼津市香貫地区民生委員・児童委員協議会 様
♥匿名6件

  お金のご協力


