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社協にのみや 138号（1）
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あいさつ

会長

伊勢田

博司

コロナ禍で大変な状況ではありますが、少しずつ地域に活気が戻ってきているように感じます。
地域の福祉活動も様々な感染症対策や工夫を凝らして、“今できること”から再開しています。
皆さまそれぞれが、感染予防の意識を持ち、手洗い・消毒の励行、マスクの活用、3密の回避等対
策を講じながら「withコロナ時代」を乗り切りましょう。
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社協の情報確認はホームページ・FaceBook・インスタグラムを活用ください！
（https://www.facebook.com/nisyakyo.jimk)
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東京ハイジ / 二宮町

(http://ninomiya-syakyo.jp)

(http://www.instagram.com/ninomiyamachi syakyo/)
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※市外局番の記載がない場合は、市外局番は「0463」
です。
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・生活保護受給者
・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方

・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が
120万円以上200万円未満の方
・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が
200万円以上300万円未満の方
・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が
300万円以上400万円未満の方

第10段階 ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上の方
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0円

・世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金
210円
収入額が80万円以下の方
・世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金
410円
収入額が80万円越120万円以下の方
・世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金
410円
収入額が120万円を超過する方
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税
1,410円
で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税
1,710円
で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超過する方
・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方
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※市外局番の記載がない場合は、市外局番は「0463」
です。
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あの人を、すべての人を、ささえたい
▶ 12 月 3

1

赤い羽根共同募金

⿒ޓ⠀ᩮห㊄ߪޔၞࠍផㅴߒߡ
ߊߚߦޔ᳃㑆␠ળᣉ⸳߿࿅߇ⴕ߁ߐ߹
ߑ߹ߥᵴേࠍᡰេߒߡ߹ߔޕ
ޓᐕᐲߪࠆߌ߅ߦ࠽ࡠࠦޔሶଏߚߜ߳ߩ✕ᕆ
ᡰេᵴേ߿ޔ࿖ౝᄢⷙᮨἴኂᤨߩἴኂࡏࡦ
࠹ࠖࠕߦࠃࠆⵍἴ⠪ᡰេᵴേࠍⓍᭂ⊛ߦᡰេߒ
ߡ߹ࠅ߹ߔޕ
ޓᐕᐲߩ㊄ᵴേߦ㑐ߒ߹ߒߡߪޔᣂဳࠦࡠ࠽
࠙ࠗ࡞ࠬᗵᨴ∝੍㒐ߦദታᣉߔࠆ੍ቯߢߔ߇ޔ
␠ળᖱߥߤࠍ⠨ᘦߒߥ߇ࠄᘕ㊀ߦᬌ⸛ߒߡ
߈ߚߣᕁ߹ߔޕ
߇⚦ޓ߹ࠅ߹ߒߚࠄ*ޔ2߿ࡈࠚࠗࠬࡉ࠶ࠢߥߤߢ
߅⍮ࠄߖߚߒ߹ߔߩߢޕߐߛߊ⏕ߏ߽ࠄߜߘޔ

ߏ
߅㗿 දജ
ߒ
߹ߔ


（ニーノと赤い羽根コラボバッジ）
※街頭募金で500円以上の募金者に配布予定
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コロナに
負けないぞ !!

心配ごと相談
指定相談所開設
法テラス
迷うあなたの
道しるべ
目の前の問題が法的トラブルかどうか分
からない、どのように解決していったらい
いのか分からない。そんなときは、法テラ
スへお問い合わせください。迷っているあ
なたの道しるべとなります。
相談日 : 毎月第1・3水曜日
時 間 : 13:30〜16:15
場 所 : 二宮町社会福祉協議会
相談員 : 弁護士
費 用 : 初回無料
連絡先 : 法テラス小田原
TEL : 0570-078311

社協の動き
5月
○監事会
○登録ヘルパー定例会
（リモート）

身近な相談所として、心配ごと
相談を開催しています。

再開

相 談 日： 毎月第4木曜日
時
間： 13：00〜16：00
場
所： 二宮町社会福祉協議会
相 談 員： 民生委員、人権擁護委員
行政相談員
相談内容：家族関係、DV、相続、近隣関係
※内容によってはしかるべき専門
機関に繋げます。
連 絡 先： 二宮町社会福祉協議会

TEL 73-0294

相
談
日

8月 27日（木）
9月 24日（木）
10月 22日（木）
11月 26日（木）
12月 24日（木）

6月

7月

8月

○カンナカンナ運営委員会
（書面）
○理事会（書面）
○評議員選任解任委員会
○評議員会（書面）
○地区社協部会連絡会（書面）
○登録ヘルパー定例会

〇広報部会
○ボランティアセンター情報交換会
○横断連携会議
○登録ヘルパー定例会（リモート）
○共同募金委員会

〇広報部会
〇横断連携会議
○地区社協部会連絡会
○理事会
○評議員会
○登録ヘルパー定例会
（リモート）
〇心配ごと相談
○ともしびショップ運営委員会

※9 月に開催を予定していた社会福祉大会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。

2020年8月25日発行

社協にのみや 138号（7）

令 和 元 年 度 事業 報 告 と 決 算 の 概 要
重点事業報告
「地域の通いの場」の定着・充実支援（継続事業）
開設から３年目になる「地域の通いの場」は地域の皆さまのご協力により軌道にのり、順調に定着し
てきたところでしたが、年度末に新型コロナウイルスによる感染拡大防止対策として、休止せざるを得
ない状況となりました。

包括的な相談窓口の整備及び他機関との共同による相談支援体制の構築
認知症カフェ等、包括的な相談窓口を整備したことにより、相談件数等で他機関との連携強化、情報
交換を行い、共同による相談支援体制の構築を図りました。

法人後見制度の調査・検討
法人後見制度への理解を深めるため、役員・評議員等関係者の研修を開催しました。また制度の検討
を行い、立ち上げに向け関係機関との調整を行いました。

令和元年度決算の概要

■支出
法人運営事業
広報事業
社会福祉大会事業
助成事業
地域福祉活動推進事業
心配ごと相談所事業
ボランティアセンター事業
共同募金配分金事業
福祉サービス利用援助事業
緊急通報システム事業
ファミリーサポートセンター事業
生活福祉資金貸付事業
緊急援護資金貸付事業
基金積立事業
善意銀行
ヘルパーステーション事業
障害福祉サービス事業
ともしびショップ運営事業

■収入
会費収入
寄付金収入
補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
前期未支払資金残高
その他の収入
■収入合計

4,775,500円
759,648円
22,025,896円
30,322,564円
10,002,666円
54,369,118円
28,830,319円
25,043,316円
1,865,361円
177,994,388円

※事業報告や決算報告の詳細については、
社協ホームページでご覧いただけます。
社協ホームページ
（http://ninomiya-syakyo.jp）

【令和2年度
会 長
副会長
○副会長
理 事
役
理 事
理 事
理 事
員
理 事
理 事
こま ○理 事
○監 事
監 事

地域包括支援センター事業（生活支援体制整備事業含む）

準備金・積立金等
■支出合計

役員・評議員】 （敬称略）※○印は新任

伊勢田
関野
井上
松本
平賀
里山
依田
室伏
平田
内海
松本
芦沢

博司
茂司
太郎
幸生
義章
樹
久司
則子
光枝
博治
信夫
茂高

（学識経験者）
（地区長連絡協議会）
（民生委員児童委員協議会）
（行政機関）
（保護司会）
（社会福祉施設）
（学識経験者）
（学識経験者）
（学識経験者）
（地区社協部会連絡会）
（民生委員児童委員協議会）
（学識経験者）

評
議
員

27,237,386円
1,167,042円
520,263円
40,000円
3,679,677円
128,000円
196,730円
582,959円
47,516円
3,417,812円
2,927,528円
157,400円
590,301円
816円
283,360円
32,432,855円
29,890,452円
7,799,606円
38,789,388円
31,105,297円
177,994,388円

○松本 澄治 （地区社協部会連絡会）
○二宮
登 （地区社協部会連絡会）
○西山 千鶴子 （地区社協部会連絡会）
堀尾 美幸 （心泉学園）
○髙橋 克美 （人権擁護委員会）
塩見
勇 （社協登録ボランティア）
渡辺 訓任 （町議会）
○吉澤 和男 （地区長連絡協議会）
石綿
進 （ゆめクラブ連合会）
橘川
透 （身体障害者福祉協会）
坂本 陸美 （更生保護女性会）
内山 輝夫 （福進会）
渡邉 康司 （企業）
○和田 隆彦 （行政機関）
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連絡先一覧

善 意 の 寄 託

○社協ホームヘルパーステーション

たくさんのご寄附を
ありがとうございます。
◇寄託金

二宮町山西5-1

☎ 0463-73-2881

○ファミリーサポートセンター
二宮町山西5-1

☎ 0463-75-9730

○地域包括支援センター なのはな

○匿名
10,000円

二宮町二宮961 町役場1階

☎ 0463-71-7085

○就労継続支援B型事業所カンナカンナ
二宮町緑が丘1-10-6
福祉ワークセンター内

◇寄託品

○ともしびショップなのはな

○富田 一男 様
フェイスシールド
200個
（写真右上）
）

○富士見が丘松根
地区社協部会 様
マスク 120枚
（写真右下）
）
こま

☎ 0463-73-2405

二宮町二宮961-26 町民センター 1階

☎ 0463-70-1105

編集後記
巣ごもり生活が続き、人と会う機会が激減した人も
多い中、世界中で「どうぶつの森」というテレビゲー
ムが大流行しているそうです。インターネットを通じ
て友人とのんびり遊ぶ…。直接会えなくても画面の中
の「同じ場所」で時間を共有する。それも、孤立を防
ぐひとつの方法かもしれません。
理事広報部会 室伏 則子
にのみやまちしゃかいふくしきょうぎかい

れんらく

困ったことが ありましたら 二宮町社会福祉協議会まで ご連絡ください。
検索
電話（でんわ）0463−73−0294 FAX 0463−73−0295 ホームページ 二宮町社協

