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7月3日　沼津市に豪雨災害が発生
7月7日　「（福）沼津市社会福祉協議会 地域ささえあいセンター」を設置
7月3日　沼津市に豪雨災害が発生
7月7日　「（福）沼津市社会福祉協議会 地域ささえあいセンター」を設置

　社会福祉法人沼津市社会福祉協議会では、沼津市役所と
連携をして、原地区センターに「地域ささえあいセンター」を
設置し、被災された方々への支援と困りごと相談を行いました。
　主な作業の内容は、家の中の片付け、お掃除、家財道具やゴミの搬出でした。中には、床下の泥の
洗浄、乾燥など専門的な支援もあり、これまで全国で起きた災害を経験してこられた専門ボランティア
の皆さんにも貢献していただきました。
　また地元自治会をはじめ、静岡県社協を及び県内他市町の社協職員、NPO、NGO、青年会議所、
企業、一般ボランティアなど、多くの皆さんにご協力いただきました。ありがとうございました。

この度の豪雨で被災された皆さまに心から
お見舞い申し上げます。



第４次沼津市地域福祉計画・第５次沼津市地域福祉活動計画
（令和３年度～令和７年度）を策定し合冊としました。

住み慣れた地域で元気にいきいきと暮らすためには、家族、地域、行政、事業者や市内で活躍するあらゆる
人々がつながりを持ち、互いに支え合うことがより一層大切になっています。
今後の沼津市の地域福祉における方向性や基本的な施策、活動について新しい計画を策定しました。

７月 20日に工藤達朗社協会長が賴重秀一沼津市長を訪問し、両計画の一体的推進について懇談しました。

計画の表紙

第４次沼津市地域福祉計画
沼津市

基本目標

大項目

沼津市が策定する計画で、地域福祉を推進
する上での基本的な理念や仕組みを示した
ものです。

１ 「お互い様」の心を育む福祉の人づくり

２ 「お互い様」で支え合う福祉の地域づくり

３ 地域住民等の「お互い様」を支える福祉
　 サービスの提供
４ 「人材」、「地域」、「行政」が共生できる
　 体制づくり

共に支え合い、誰もが安心して
元気にいきいき暮らせるまち

～育む、関わる、思いやる、「お互い様」の
　　心でつなげる地域の福祉（しあわせ）～

第５次沼津市地域福祉活動計画
沼津市社会福祉協議会

基本目標

大項目

沼津市社会福祉協議会が策定する計画で、
どのような取り組みや活動が必要かを
皆さんとともに考え、具体的な取り組み
としてまとめたものです。

１ 福祉人材発掘・育成
　　　　～人と福祉をつなげる～
２ 福祉の地域づくり
　　　　～人と地域をつなげる～
３ 福祉サービスの強化
　　　　～人とサービス・環境をつなげる～
４ 市社協の基盤強化と福祉活動推進体制の整備
　　　　～頼りになる社協をめざして～

ともにつながり、
ともにささえあう、
元気なまちづくり
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令和２年度 決算・事業報告令和２年度 決算・事業報告令和２年度 決算・事業報告

• 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）

共同募金運動

• 日常生活自立支援事業　 •成年後見事業
•法人後見の受任

権利擁護事業

• 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

在宅福祉サービス事業

• サンウェルぬまづ　　
•千本プラザ　　
•高齢者ふれあいプラザ

福祉サービス事業の受託運営
• 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

地域福祉の推進

• 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

ボランティア

• 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）

相談事業

サンウェルぬまづ ふれあい交流室

福祉教育

　「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。

６月14日の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２年度決算を報告いたします。

合計 8 億 1,607 万 728円収入 合計 6 億 4,865 万 8,836 円支出
前年度繰越金　1億 4,042 万 4,615 円

介護福祉拠点
285,827,273円

本部拠点
151,653,144円

千本プラザ受託経営事業拠点
86,077,626円 不動産管理拠点

210,900円

介護保険外サービス
事業拠点
0円

ぬまづ健康福祉プラザ
受託経営事業拠点
124,889,893円

＊支出収入ともに内部取引消去後の金額

受託金収入 
324,676,042円

介護保険事業収入
221,482,102円

経常経費補助金収入
51,949,371円

会費収入
19,398,592円

障害福祉
サービス等
事業収入
16,266,661円

基金積立資産
取崩収入
7,208,520円

貸付事業収入
10,020,314円
事業収入
8,767,858円

寄付金収入
7,808,360円

施設整備等
補助金収入
3,821,950円
その他の活動に
よる収入
1,833,970円

負担金収入
957,748円
その他の収入
811,991円
受取配当金
収入
642,634円
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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２度の報告を申し上げます。

赤い羽根共同募金運動 10月1日～12月31日
令和２年度の募金額（合計）
県目標額 15,290,000 円に対し、達成率 90.1％　　　　　 の募金がありました！　
ご協力ありがとうございます。

13,769,965円
2,281件

沼津市での募金の使いみち

令和２年度　赤い羽根共同募金のご協力者

●お年寄りのために…………1,061,500 円
　・沼津市老人クラブ連合会の活動の助成
　・沼津市民生委員児童委員協議会の活動の助成
●障害のある方、団体のために 55,000 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…………362,608 円
　・沼津市子ども会育成連絡協議会の活動の助成
　・青少年育成団体連絡協議会の活動の助成
　・児童遊園地の修繕修理費への助成
　・子どもの居場所運営事業
　・被災世帯への見舞金等の支給
●地域住民のために…………2,089,500 円
　・地区社協の活動の助成
●福祉啓発・ボランティア育成・各種援助のために
　　　　　　　　　　　　　　 １,986,306 円
　・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

●福祉施設・団体への助成……2,100,000 円
　・地域活動支援センターきさらぎ（送迎用自動車整備事業）
　・生活支援センターあしたか（相談支援用軽自動車整備事業）
　・地域活動支援センターきさらぎ（機器整備事業）（遊具整備事業）

街頭募金はアスルクラロ沼津の皆さまにご協力いただきました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小し、衛生管理を
徹底して実施いたしました。

（五十音順・敬称略）
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赤武㈱ 愛鷹保育園 あしたか幼稚園 ㈱東土建
足立会計事務所 安信運輸㈱ 安養寺 ㈱イカイ
石川 直朗 （医）石田歯科医院 ㈱イズラシ ㈱イノウエテクニカ
㈱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 ㈱影山鉄工所 ㈱片岡屋 加藤 吉代子
加藤学園暁秀高等学校 加藤学園暁秀初等学校 加藤学園暁秀中学校 加藤学園幼稚園 
かぴらばす保育園 ㈱クサガヤ急送 窪田 博行 ごとう歯科医院
小林鋼材㈱ 慈浩会 杉谷小児科医院 ㈱静岡銀行沼津支店 ㈱静岡茶通亭
㈱静岡中央銀行 祥雲寺 白岩 堅ニ 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㈱
㈱チキリ ㈱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 沼津大塚郵便局 沼津開発興行㈱ 沼津下河原郵便局 
沼津市立大岡小学校 沼津市立門池小学校 沼津市立香貫小学校 沼津市立沢田小学校 
沼津市立静浦小中一貫学校 沼津市立第五小学校 沼津市立第五中学校 沼津市立第四中学校 
沼津市立沼津高校中等部 沼津市立原小学校 沼津梅花幼稚園 沼津埠頭㈱
㈱沼津松長トラスト 服部 寛市 坂東製粉㈱ 日枝神社 
飛龍高等学校 不二運輸㈱ ㈲藤川商店 ㈱富士製作所 

富士テクノ㈱ 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）沼津店分 細沼法律事務所

みどり美術印刷㈱　
代表取締役 岩﨑 一見 妙泉寺 三好 信旺 ㈱明電舎 沼津事業所 

聞法寺 ㈱山口工業 雄大㈱ 𠮷岡 喜一郎
立正佼成会 霊山寺



令和２年度令和２年度 共同募金運動のご報告共同募金運動のご報告
歳末たすけあい募金運動 12月1日～12月31日

令和２年度の募金額（合計）
県目標額 6,568,000 円に対し、達成率 105.7％
　 　 の募金がありました！　
ご協力ありがとうございます。

6,946,753円

333件

沼津市での募金の使いみち

令和２年度　歳末たすけあい募金のご協力者

◆助成金贈呈事業費
　援護世帯のために………………………455,000 円
　・援護世帯（83件）・緊急援護世帯（8件）

◆地域福祉・在宅サービス事業費
　高齢者のために………………………1,120,000 円
　・高齢者対象の地区社協主催地域福祉活動の助成（7件）
　　（サロン活動、給食サービス等）
　・ボランティア団体の交流会への助成（2件）
　・居場所運営団体への助成（7件）

◆障がいのある方、団体のために………455,000 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（6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）
　・ボランティア団体の交流会への助成（1件）
　・当事者団体の交流会への助成（1件）

◆子どもたちのために……………………150,000 円
　・ボランティア団体の交流会への助成（2件）
　・子ども食堂運営団体への助成（1件）

◆その他…………………………………4,766,753 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

大岡地区社協
「お元気ですかメッセージ作戦」

ワークスうしぶせ
「もちつき大会」

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。

（五十音順・敬称略）
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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 加藤学園暁秀高等学校・中学校 ㈱加藤工務店 藤栄会 
かぴらばす保育園 喜楽会 常照寺花園会 真楽寺みのりの会
スルガ銀行㈱ 東洋電産㈱ 認定こども園 片浜桜 沼津開発興業㈱ 
沼津市仏教会 沼津市仏教婦人会 沼津市立第三小学校 沼津聖マリア幼稚園 
沼津梅花幼稚園 原町仏教会 坂東製粉㈱ 日枝神社 
富士テクノ㈱ 原町保育園 みどり美術印刷㈱ 永明保育園 
臨済宗妙心寺派得萬山清梵寺 霊山保育園 



お金のご協力
♥岡本 和子　様　♥塚本 弘　様（1,2 回目）　♥牧野木工 牧野堅二　様（3回目）
♥静岡県東部イベント商業協同組合　様（26回目）　♥杉山 美雪　様　
♥沼津市第五地区民生委員・児童委員協議会　様
♥山本 栄吉　様（21回目）　♥山本 成美　様（11回目）　♥狩野窪 秀　様（2回目）　
♥加藤 康能　様（1,2 回目）　♥上柳 靖　様（2回目）　♥沼津市仏教婦人会　様（2回目）　♥匿名　1件

品物のご協力
♥高木 裕子　様　♥塚本 弘　様　♥沼津健康麻将協会　様　♥石川 直朗　様　♥田中 隆　様
♥㈱静岡トヨタ自動車　様　♥藤川 勝也矢　様　♥土屋 香里　様　♥第一家電 会長 奥村 茂治　様　
♥松田 裕伸　様　♥青木 重之　様　♥伊藤 幸子　様　　♥狩野窪 由美子　様
♥ティーティービジネスサービス㈱　様　♥沼津市仏教婦人会　様　　♥匿名　５件

やさしい心をありがとうございます（令和3年4月1日～令和3年6月30日）

　令和２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 1,939万 8,592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。
　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。

　㈱東海トヨタ自動車様より加湿空気清浄機のご寄付をいた
だきました。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に少しでも貢献したい
との思いで、県内の社会福祉法人へ加湿空気清浄機 200台
の寄付を行っています。安心で安全な空間の整備、社会福祉
協議会職員の活動維持や向上に努めるだけでなく本会を訪れ
る方の感染防止対策強化に活用させていただきます。

　7月10日（土）、11日（日）サンウェルぬまづにおいて、
勝又佳子 ガラス工芸作品展「虹のブランコ」＆チャリティー
販売会を開催しました。
　沼津市出身勝又佳子さん（写真右から 2 人目）製作に
よるガラス工芸品は、光を通すことにより幻想的に見える
作風であり、多くの来場者が魅力を感じていました。
　次回は 9月4日（土）に C＆C センターきぼう（今沢）
にて開催の予定です。

令和２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。

品物のご寄付をいただきました品物のご寄付をいただきました

勝又佳子 ガラス工芸作品展
「虹のブランコ」＆チャリティー販売会

なお売上金は、福祉事業にご寄付頂くことになっています。
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沼津市社会福祉協議会
障害者相談支援事業所
沼津市社会福祉協議会
障害者相談支援事業所

社会福祉法人社会福祉法人

4月1日
開 設

2021年

～ともにつながり、ともにささえあう、元気なまちづくり～
　本会では沼津市より４月１日付で特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の
指定を受け、「（福）沼津市社会福祉協議会障害者相談支援事業所」を開設しました。               
（事業所番号    特定相談支援  ：2231101219      障害児相談支援 ：2271100295）

障がいのある方が、住み慣れたご自宅・地域で障害福祉サービスを受けながら
豊かに生活できるよう、サービスを利用する際に、障害者総合福祉法に基づく
「サービス等利用計画」を作成し、一定期間ごとに見直しを行いながら、継続
的な支援を行います。　障がいの種別は問いません。
◆相談支援専門員が無料、秘密厳守でご相談をお受けいたします。 相談無料 秘密厳守

【ご利用の流れ】   

➡ ➡ ➡ ➡ ➡

社会福祉協議会
障害者相談支援
事業所と契約

相談受付・面談

後日、作成

市役所に
障害福祉
サービスの
利用相談 利用開始から

約 3ヵ月ごと

市役所が
福祉サービスの
支給決定

受給者証を後日、
交付（発送）

サービス担当者
会議を開催

調整

作成

福祉サービスの
事業所と契約

サービス等
利用計画（案）

サービス等
利用計画 サービス

利用開始

モニタリング

障害福祉サービス利用（予定）者の希望する暮らしの実現に向けて、
一緒に取り組む人（相談支援専門員）がいます。

　障害福祉サービス の利用（予定）者の希望する
暮らしの実現に向けて、誰が何をするのか、という
具体的な目標や行動を書いて、みんなで協力して
取り組むための計画書を作ります。
　サービス等利用計画を提出した後も、サービスの
利用調整等も含めて、必要な支援を行います。

　メール：senbon-kyotaku@po4.across.or.jp
〇曜　日：月曜日から金曜日（土日祝・年末年始を除く）
〇時　間：8時30分から17時15分

まずは、お電話等でお問い合わせください。 〒410-0853
沼津市常盤町 1丁目 19-1
（福）沼津市社会福祉協議会
障害者相談支援事業所

●
千本プラザ千本プラザ

浅間神社浅間神社

沼津魚市場沼津魚市場

港大橋港大橋
駿河湾駿河湾

永代橋永代橋

保健センター保健センター

東海道本線東海道本線

第一小第一小 三園橋三園橋

御成橋御成橋

狩野川
狩野川

沼津駅沼津駅

●●

●●

●●

●●

沼津市役所沼津市役所●●

●●

第二小第二小●●

（福）沼津市社会福祉協議会
障害者相談支援事業所

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）

TEL：080-2608-2954　FAX：055-951-0034
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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。

令和 3年 8月 20日開催の第 27回沼津市社会福祉大会の記念講演をオンラインで配信いたします。
大会当日は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から参加規模を縮小して実施いたします。

第27回沼津市社会福祉大会　記念講演オンライン配信のお知らせ第27回沼津市社会福祉大会　記念講演オンライン配信のお知らせ

（福）沼津市社会福祉協議会　☎922-1500　FAX 922-1502
　　　　　　　　　　　　　 E-mail：info@numazu-shakyo.jpInformation 申込み

問合せ

動画配信日時：令和 3年 9月 28日（火）　13：30～ 15：00
記 念 講 演 ：『注文をまちがえる料理店のこれまでとこれから』講師 小国 士朗 氏
視聴申込方法：YouTube 限定配信となるため、事前申込みが必要となります。
　　　　　　　右のＱＲコードを読み取っていただきメールにてお申込みください。
　　　　　　　※ＱＲコードが読み取れない場合は、☎055-922-1500 までご連絡ください。
申込受付期間：8月 23日（月）～ 9月 13日（月）まで
視 聴 方 法：事前申込み受付後、動画視聴用URLをお送りいたします。
　　　　　　　ご自宅でご視聴いただくか、同日にサンウェルぬまづ 2階大会議室にて動画配信を
　　　　　　　行いますので、ご希望の方はお申込みの際に【サンウェル会場希望】と入力してください。

申込みは
こちらから

毎月第 1木曜日
13：00～ 16：00

権利擁護相談のご案内
沼津市社協では、静岡県弁護士会と（公社）成年後見センター・リーガルサポート
（司法書士）の協力をいただき、権利擁護相談を行っております。
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ください。

弁護士相談

※会場はサンウェルぬまづです。

毎月第 3木曜日
13：30～ 16：30

司法書士相談

※会場はサンウェルぬまづです。

完全予約制です。
事前にお電話ください。
相談料は無料です。
相談時間は 30分間となります。

女性のための結婚相談女性のための結婚相談
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♪
と 　 き：令和 3年 8月 29日（日）10：00～12：00、13：00～15：00
　　　　　（今後の予定：令和 3年 11月 28日、令和 4年 2月 27日）
と こ ろ：サンウェルぬまづ 2階大会議室
対 　 象：未婚の女性
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

と　き：毎週水曜日、第 2日曜日
　　　　10時～12時、13時～15時
ところ：サンウェルぬまづ２階中会議室

＊通常相談日＊

初婚、再婚、年齢、住所等関係なくどなた
でも利用できます♪

チ ャ リ テ ィ ー バ ザ ー の ご 案 内

と　　き：令和３年１０月２３日（土）
　　　　　①10：00～ 11：00　②11：15～ 12：15　③13：00～ 14：00　④14：15～ 15：15
と こ ろ：サンウェルぬまづ　①②3階フリースペース　③④4階多目的ホール
定　　員：①②60名　③④90名
申　　込：FAX、またはメールにて名前・住所・電話番号・当日参加人数・参加希望時間（第 2希望まで）を
　　　　　記載の上、10月 5日（火）までにお申し込みください。（申込多数の場合は抽選となります）

※午前・午後それぞれに販売物品が用意されていますので、時間が遅くても十分な物品があります。
　販売時点から金額の変更は行いません。お求めやすい金額でご提供させていただきます。

本年は、感染症防止のため、事前申し込み、時間制限のもとでの販売方式とさせていただきます。

8


