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はじめに 

平成８年に「足立区手をつなぐ親の会」を母体に社会福祉法人として設立されて 24年を迎

え、障がい福祉事業を担う法人としては都内でも有数の規模となりました。今後も地域・関

係機関の理解、協力を得て連携を深め法人事業の安定的な維持発展を進めていきます。 

平成 31 年度は、法人にとって重要な課題に取り組み実行していかなければならない年にな

ります。 

新施設である江北ひまわり園を平成 31年４月に開設し運営を開始します。新規施設を軌道

にのせていくため利用者、支援職員、運営資金等の確保を確実に進めなければなりません。 

第二期中長期計画（平成 31 年度から 35 年度）は、多くの中堅職員が参画し、法制度面の

改正や行政計画の変化に対応して策定してきました。法人事業計画は中長期計画にそって作

成しました。 

 

Ⅰ 法人使命の推進 

「障がい者が地域と共に 笑顔で生活できるよう 私たちは応援します」 

 上記の法人のミッションは、障害者権利条約の意義を含んだものです。法人は、障がい

者のライフステージにおけるさまざまなニーズを的確に把握し、生まれ育った足立区にお

いて自立と社会参加ができるよりよい環境の提供を目指し必要なサービス事業を実施しま

す。 

 

Ⅱ 福祉の置かれた状況 

 １ 人権擁護の推進  

障害者権利条約を我が国が批准して５年が経ちました。障害者差別解消法では不当な

差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供が定められ、障がい者の権利擁護が法制度面

で整備・推進されています。法人における中心的な課題は、障がいがあっても自立と社会

参加ができる環境を整える事業展開をすることです。障がい者の意思決定支援をすすめ、

活動や生活がし易いように個々に応じた合理的配慮を推進していきます。 

 

２ 福祉行政の動向と社会福祉法人の役割 

改正障害者総合支援法は平成 30 年４月から本格施行されました。平成 30 年度の障害

福祉サービス等報酬改定内容には、障がい者の重度化・高齢化への対応、医療的ケア児へ

の支援や就労定着支援、地域での自立生活支援等の新たなサービスなどがもりこまれ、

新規事業を実施し対応しています。 

足立区の基本構想、基本計画をふまえ、平成 30 年度からの「足立区障がい者計画（６

年間）」、「足立区第５期障がい福祉計画（３年間）」、「足立区第１期障がい児福祉計画（３

年間）」が策定されました。 

 

３ 社会福祉法の改正と対応 

社会福祉法改正による社会福祉法人制度改革は 3年目になり「制度論」から「実践論」

へと制度改革への対応を具体的に実践することが求められています。 

改正社会福祉法は①経営組織のガバナンスの強化、②事業運営の透明性の向上、③財務

規律の強化、④地域における公益的な取り組みを実施する責務等、社会福祉法人に主体的



 

自律的法人経営を求めています。また、地域包括ケア強化法の改正により「我が事・丸ご

と」地域共生社会の実現に向けて地域生活課題への取組みや共生型サービスが規定されと

りくみが求められています。 

 

Ⅲ 法人意思決定・議決機関 

１ 理事会･評議員会の運営とガバナンス強化 

経営組織のガバナンス強化として理事会と評議員会の権限・役割が明確に分けられまし

た。評議員会は理事会に対するけん制機能を有し、諮問機関から議決機関になり、理事会

は法人の業務執行の決定や意思決定を行う機関に変わりました。法改正の主旨をふまえ、

地域やご利用者等の意見を反映し理事会･評議員会を適切に運営していきます。 

 

２ 役員等への取組み 

理事会及び評議員会は直接の出席が重要となります。案件検討における資料や説明を分

かりやすく工夫し役員等相互の意見交換ができるようにし、充実した法人経営及びコンプ

ライアンスの確保のための機関となるようにします。 

 

Ⅳ 本年度法人経営方針 

（１）人権擁護を基本にしたご利用者の主体性ある生活と活動の確保 

（２）ご利用者の地域生活充実のための事業展開 

（３）経営組織のガバナンス形成と法人本部組織の強化 

（４）組織体制づくりと人材確保・育成・定着の強化 

（５）公益的な取組みの推進と関係機関との連携強化 

（６）江北ひまわり園の事業開始と経営安定化、運営資金確保 

 

Ⅴ 法人経営の基本的考え方 

１ 安全安心な事業経営 

（１）人権擁護の推進 

人権擁護委員会及び人権啓発委員会を中心に人権擁護を推進します。倫理綱領や職

員行動規範の周知、新人研修や全職員対象の研修、セフルチェック、支援場面での『に

やり・ほっと』の提出励行（より良い支援の共有）、委員による施設訪問や各施設によ

る人権の日の取り組みを実施します。各施設の体制として虐待防止委員会を定期的に

開催し人権擁護に取り組ます。 

 行政の相談・通報窓口との連携を深め、ご利用者に寄り添って就労活動、社会参加や

生活場面を整えていきます。また、意思決定支援や合理的配慮については障がい特性や

施設環境に即して各施設の課題として充実させていきます。 

（２）施設整備 

江北ひまわり園は、東京都と足立区による施設整備特別促進補助の仕組みで建設しま

した。地域との関係をつくりご利用者に安全、安心で使いやすい施設として事業を開始

します。 

また、老朽化した既存施設の梅田ひまわり工房や西新井ひまわり工房については「足

立区障がい者通所施設整備方針（平成 29 年改定版）」にそって対応していきます。各



 

施設においても計画的な修繕を実施していきます。 

（３）リスクマネジメント 

① 安全、安心な環境と支援体制整備 

リスクマネジメント委員会を中心に、毎月各所で発生した事故報告を集計し、改善

策を把握するとともに、法人全事業において再発防止のため啓発活動を実施していま

す。安全、安心に係る体制を整え管理強化し、引き続き職員一人一人が事故防止への

意識や、知識、技能を向上させ適切な事故対応が行えるように職員育成をしていきま

す。  

② 防災対策の強化 

支援中に災害が発生した場合は、帰宅させることなく施設に留まります。そのため

に備蓄食料など必要な物品を備えご利用者の避難所等を確保することが第一と考え

ています。また、法人施設同士、グループホーム等と連携をとるとともに、足立区や

地域と連携して避難生活に対応します。 

地震対策、水害対策等の災害対策を足立区担当部署との連携を密にし、職員ご利

用者に周知徹底し災害等に備えた訓練を実施します。近隣町会と災害時の応援協定

を結び、町会、消防、施設合同の避難訓練実施についても検討します。 

③ 個人情報の管理について 

法人の個人情報保護規程に基づき各事業所における個人情報管理の徹底を行いま

す。また個人情報流失等の事故が発生しないように、日頃より安全管理措置の確認

や、職員教育を実施します。 

 

２ 顧客満足度の推進 

（１）ご利用者支援計画の充実 

各事業所は事業計画において、三年後のゴールを設定し年度ごとの経営方針を示し

て利用者支援の充実を図っています。サービス等利用計画と個別支援計画を連動させ

支援を充実します。個別支援計画の実施期間をサービス等利用計画に合わせ支援の整

合性を高めます。また、ご利用者の意思決定支援や合理的配慮についても実践をすす

めていきます。 

（２）高齢化に対応した支援 

① 高齢化に配慮した支援 

 ご利用者の高齢化にともなう身体機能の低下等による重度化・重複化は、日常の活

動や作業能率等に表れています。年齢や体力面等に配慮した支援内容やグループ編成

を工夫し活動環境の改善をすすめます。また、理学療法士等の専門職を確保し身体機

能維持・回復プログラムを導入している実践例を全体で共有し、今後は、法人として

の高齢化対策方針を検討し策定していきます。 

② 家族を含めた支援 

 同居し介護する親の高齢化などで家庭の維持が難しくなる要支援家庭に対し関係機

関と情報の共有をすすめ連携して支援していきます。家族支援を充実させるため、地

域包括支援センターとの連携をすすめます。高齢者と障がい児者が同一事業所でサー

ビスが受けられる共生型サービスを見据えた組織づくり等を検討していきます。 

 



 

３ ニーズに応じた事業展開 

（１）地域移行の推進とグループホームの充実 

地域生活支援型入所施設として施設整備された「希望の苑」から地域生活移行を進め

るためには、入所施設、相談支援機関・グループホーム等との有機的な連携強化が不可

欠です。法人内や外部関係機関との連携を深め地域移行の取組みを強化していきます。

東京都地域移行促進コーディネート事業を引き続き受託して都内外の入所施設や都内

グループホームの情報を得て有意義な地域移行に貢献できるよう関係施設や機関と連

携していきます。 

東京都のグループホーム支援事業の変更に対応し、現状のご利用者の意向や状況等

を踏まえ、自立生活援助事業を展開し地域移行の充実を図るためグループホームを安

定運営する体制を検討していきます。 

（２）相談支援事業の充実 

特定相談(計画相談)では、利用者約 800 名の計画作成等を実施します。個々のニー

ズに応じたモニタリングの実施と相談体制を確立し、担当者会議では各関係機関との

連携を図り、ご利用者のためのチーム作り、一貫性のある支援の確立を目指します。ま

た、強度行動障害支援者養成研修等の加算にかかる研修受講者を配置し、より専門的

な課題に対しても対応できる組織体制作りにも着手します。 

高齢化等の課題について、居宅介護サービス事業所との連携を図り必要に応じた情

報提供等、次のステージへの準備を援助します。 

一般相談(地域移行・定着)及び自立生活援助では、地域での生活を希望する利用者の

ニーズを受け止め、生活の形から安心して生活するまでの流れを一緒に考え、安定した

地域生活が維持できるまでを支援します。また、基幹相談支援センター「あしすと」と

連携を取り、区内の相談支援事業者の中核を担うよう区の相談支援員養成研修等に協力

していきます。 

（３）新たなサービスの検討と事業の見直し 

一人暮らしの地域生活を支援する自立生活援助、就労定着に向けた生活面の課題に支

援をおこなう就労定着支援、共生型サービス等について、基準、支援内容、報酬等を勘

案し、必要なサービスの実施をすすめ対応していきます。 

 障害福祉サービスの指定基準等の見直しや報酬改定等により運営の見直しが必要に

なる事業について、事業のあり方を検討し適正性を確保していきます。 

（４）ケース記録システムの導入による業務の標準化 

効率的に支援記録作成業務を行い、サービスの標準化が進むよう法人全施設におい

て統一したケース記録システムの導入に向けた準備を開始します。 

システム導入による記録の効果的活用で支援の質の向上が期待できます。今後、更に

ソフトを活用することで業務効率化をすすめていきます。 

 

 

４ 法人ガバナンスと組織整備 

公認会計士による外部監査として中間監査及び決算監査を受け、財務の在り方や処理

方法についての助言指導を事務改善に生かしていきます。遵守すべき法令、経営理念、社

会的ルールを職員一人一人が正しく認識し業務に専念できるよう進めていきます。 



 

 改正社会福祉法により一定規模以上の法人への会計監査人の設置及び社会福祉法人の

業務の適正を確保するために必要な内部管理体制整備が規定されました。法人の対象範

囲の拡大に備え準備をすすめていきます。 

（１）法人本部機能の強化と組織整備 

法人として管理部門の中枢として財政状況を把握し、経営・業務・人事管理に係わっ

て実態把握するとともに、法人全体を見通した方針を立て、施設管理についても牽引

していきます。そのため、法人本部を部課制による組織体制に整備し、必要な人員配置

と財源を確保します。 

（２）各種委員会の整備と事業統括機能の確保 

障害福祉サービスや経営上の課題解決のために委員会や職種別会議を設置して対応

をすすめます。法人の事業方針を受けて委員会の目的と主な内容をまとめるとともに

年間計画を立てて組織的計画的に運営していきます。また、年度末には年間を通した

実績と引き継ぎ課題を明らかにしていきます。 

事業が同一でも施設ごとの運営の違いが指導検査等において不統一の問題として生

じています。施設間を横断的に管理する横串機能を委員会にもたせ業務の適切性を確

保していきます。業務と組織の安定的な運営のためサービスの標準化をすすめます。 

（３）大規模施設の組織整備 

 障害者支援施設 希望の苑は、入所・通所サービスの施設系と地域生活支援センター

や相談支援センターの事業系とに分かれています。施設系はご利用者の高齢化、重度

化や障がいの多様化への対応をすすめ、施設入所支援において日々の暮らしの場とし

ての生活の質を高め、施設設備やサービス内容の再構築をすすめます。 

 地域生活支援センターの管理支援体制を強化し、バックアップ体制を構築できるよ

う通所施設を含め組織を再構築します。 

（４）広報紙やホームページでの情報提供による透明性の向上 

 社会福祉法人の事業運営の透明性を向上させ、経営状況や事業内容を理解してもら

うため情報発信を充実します。適宜ホームページを更新し、法人広報紙の内容を充実

させ発行します。また時代に対応する情報ツールの活用を検討します。制度的な、ご利

用者のサービス選択に資することを目的とする障害福祉サービス等情報公表制度の施

行に対応していきます。 

 

５ 健全財政の確立と財務規律の強化 

（１）安定的な経営と収入の確保 

障害福祉サービスの報酬内容や各種補助金の制度理解を深め、確実に財源を確保し

ていきます。平成 30年度の報酬改定や東京都の加算制度の見直し足立区の法人補助に

適切に対応していきます。赤字となっている事業について改善策等見直しを進めてい

きます。  

（２）法人資金管理の整備 

法人の経営を安定させ、法人事業を機動的効率的に展開していくために、法人本部が

資金を管理するなど法人本部機能を発揮できる体制強化が必要です。足立区の施設整

備補助制度は改正され法人負担が大幅に増加しています。江北ひまわり園の運営が安

定するまで法人資金を計画的に確保します。 



 

（３）社会福祉充実計画の作成 

改正社会福祉法による財務規律の強化として、いわゆる「内部留保」の明確化があり

ます。算定した社会福祉充実残額は（仮称）江北一丁目障がい者通所施設整備を内容と

した社会福祉充実計画として実施します。 

 

６ 職員管理と職員育成の推進 

（１）人材の確保と職場定着の推進 

福祉関係の保育、介護分野の人材不足のなか、障害福祉サービス分野においても人材

確保が厳しさを増しています。法人本部を中心に各事業所が協力して、これまで以上

に採用活動を強化、工夫し人材を確実に確保していきます。昨年度から採用資格を保

育士に拡大し、採用のための就活イベントへの参加、就職サイトの有効活用、インター

ンシップ開催等により人材確保策を更に強化します。また、各施設では大学や専門学

校等との関係を深め、実習等の受け入れ機会を人材確保のために活用します。 

新規採用者等の給与等の処遇条件の向上、法人への入職後の労働条件や労働環境を

改善、福利厚生や研修機会の充実等をすすめ職場定着を図ります。法人及び管理者は

組織の重要課題として積極的に取り組みます。 

（２）人事考課制度の充実 

人事考課規程や等級ガイドラインを改定し人事考課制度と昇格・降格を連動させ人

事管理を充実してきました。目標面接など考課制度を十分活用して、職員の勤務状況

を把握するなどして管理職等は、人材育成を一層充実したものにしていきます。 

（３）研修体系の整備 

これまで法人として各種委員会主催の法人全体研修を実施し、委員会内での実践報

告など研修も充実してきました。職員の研修に対する強い要望に応え、ご利用者・ご家

族の求める支援の質の向上に資するため、法人での勤続年数や事業の経験年数に応じ

た宿泊派遣研修等の実施や職位に対応する管理職養成講座等の研修を実施し研修体系

を整えていきます。 

（４）専門性の確保、向上 

支援の専門性の確保について理学療法士等の専門職の導入や研修の実施などは各施

設で対応しています。重度重複･強度行動障害に対する支援、医療的ケア、就労支援、

発達障害支援などの知識・技能面などにおいて専門性を確保した支援が必要です。 

法人全体として研修等の充実強化により専門性確保、向上に努めます。報酬において

通所施設における重度障害者支援加算の新設は強度行動障害者支援の専門性を高める

ことになり、都研修の参加をすすめていきます。 

（５）メンタルヘルス 

労働安全衛生法に対応し 50 人以上の事業場ではストレスチェックを実施していま

す。また、対象施設以外の施設においても職員の心身の健康のために実態を把握し労

働環境を整備します。 

（６）ワークライフバランスの推進 

 足立区ワークライフバランス推進企業として認定されており「NO 残業 day の推進」

や「有給休暇取得率向上」を目標としています。働き方改革関連法による計画的な年

休取得をはかります。 



 

職員が働きやすい環境の事業場として、労働関係法令の規程に基づく整備をしてい

きます。また、事業内容の見直しや業務の生産性の向上により労働時間や超過勤務の

適正管理をすすめます。 

 

７ 公益的な取組みと地域関係機関との連携  

（１）法人としての公益的な取組み 

 法人として、地域における公益的な取り組みを実施する責務が課されました。東京都

社会福祉協議会の広域連携支援の取組みである東京都地域公益活動推進協議会に参加

します。 

 足立区に法人本部を置く社会福祉法人ならびに足立区で活動する事業所で構成する

「足立区社会福祉法人連絡会」（会員数 102）に参加していきます。地域における「制

度の狭間の課題」や「複合的課題」に対し、高齢、障がい、児童などの分野を越えて連

携し、地域公益活動（子どもが安心して過ごせる居場所づくり）などに取り組んでいき

ます。法人としては、竹の塚福祉園の地域交流会、谷在家の体操サロン、綾瀬施設の子

ども食堂の取り組みを進めていきます。 

（２）関係団体との連携と社会貢献 

    法人としての取組みや事業展開等においては、親の会など関係団体との連携を図り

ます。また、社会貢献として、これまで以上に施設設備の開放、施設機能の開放、人的

貢献、地域の住民としての活動をすすめていきます。 

（３）地域への貢献 

足立区のビューティフル・ウインドウズ運動に各施設は参加するなど地域美化活動

を引き続き行い地域住民に貢献できる活動を組織します。 

災害発生時における足立区の第二次避難所（福祉避難所）の指定について足立区と

「第二次避難所施設等利用に関する協定書」を結びます。新たに竹の塚施設（竹の塚ひ

まわり園、竹の塚福祉園）、綾瀬なないろ園を第二次避難所指定施設とします。 

（４）地域法人との連携 

本法人の通所事業所は、区内他法人のグループホームのバックアップ施設として協

定を結んでいます。地域の法人として、災害時などでの協力関係を構築するなど連携

を深めます。 

 

Ⅵ 後援会活動への協力 

綾瀬後援会（綾瀬ひまわり園、綾瀬なないろ園）、竹の塚後援会（竹の塚施設、希望の苑、

梅田ひまわり工房、地域グループホーム）、谷在家後援会（谷在家障がい福祉施設、西伊興

ひまわり園、西新井ひまわり工房）の三つの法人後援会が地域毎に組織されています。法

人の事業活動への応援や法人に対する寄付、親睦、交流を図る行事の企画等で支援してい

ただいています。今後も、施設も一緒に企画運営するなど協力関係を強めていきます。新

に開設される江北ひまわり園について対応を検討します。 

 

 

 

 



 

Ⅶ 事業所・事業活動一覧 

（１）日中活動の場 

No 施設名 事業名 定員 主な事業計画 

1 綾瀬ひまわり園 

就労継続Ａ型 10 

新たな契約先での業務の形を作っていき、経営

面を安定させていく。企業見学や外部実習など

企業就労に向けて経験の場を設けていく。 

就労継続Ｂ型 35 

単価の高い作業に取り組み工賃向上を目指す。

パン販売においては積極的な地域イベントの参

加で、売り上げ向上と地域理解を深めていく。 

生活介護 

（作業） 
45 

個別支援計画の充実に取り組み、ご利用者個々

に合った具体的な支援を実践する。事業内容を

見直し現状に合う取り組みを作っていく。 

2 綾瀬なないろ園 

就労継続Ｂ型 30 

利用者が主体的に取り組める作業環境の設定。

消費増税に伴うパンの価格、商品の設定と見直

し、受注の安定した作業供給の基盤をつくる。 

生活介護 

（生活） 
20 

障がい特性や高齢化に配慮した環境設定、活動

の検討（新規、継続等）をする。職員の専門性

を深め、意思決定支援の充実を図る。 

3 
竹の塚 

ひまわり園 

就労移行支援 

 

12 

 

職員研修・関係機関連携を強化する。就労希望

者だけでなく、就労継続 B 型希望の利用者も就

労に向けて意識を高められるようにする。 

就労継続Ａ型 

 

13 

 

他機関と連携し、自立生活する力を高めます。企

業就労希望者には就労支援を行う。働くための知

識と技術を清掃業務から学ぶ。 

就労継続Ｂ型 

 

38 

 

作業環境を整え生産性ある活動とする。地域か

ら認知される店舗作りをおこなう。筋力低下を

抑えるトレーニングをする。 

生活介護 

（作業） 

 

42 

 

高齢化・重度化に対応できるようにチーム支援

を高める。また、作業活動と創作活動、行事な

どの充実と自己選択の機会を提供する。 

4 竹の塚福祉園 
生活介護 

（生活） 
60 

個別支援の充実のために共通あるいは個別で使

用出来るもの（絵カードや写真等）を作成、更

新し、意思決定や自己選択の幅を広げる。 

5 希望の苑（通所） 

就労継続Ｂ型 25 

新規業者を開拓し、作業量確保と単価交渉によ

り高工賃に繋げる。就労への意識向上として委

託清掃業務や施設外支援への参加を促進する。 

生活介護 

（作業） 
15 

機能訓練を視野に入れた PT 導入の検討や個別

ニーズが高まり、個別外出訓練等を企画実施。

ニーズ充足と社会参加の機会を増やす。 



 

 

6 谷在家福祉園 
生活介護 

（生活） 
60 

知的障がいと身体障がいの専門的な支援を実践し

ていく。江北ひまわり園との情報共有から、支援

活動や人材育成に協力体制をつくる。 

7 
谷在家 

福祉作業所 

就労継続Ａ型 10 

自立講座で実施している実技試験の充実を図り、

より一層のスキルアップを目指すとともに『企業

から求められる人材』の育成を行う。 

就労継続Ｂ型 20 

民間企業による受注作業が堅調であり、高単価な

受注作業量が増大している状況のため、企業との

関係を維持し高工賃支給を図る。 

生活介護 

（作業） 
30 

個々の身体機能の維持・向上に向けた活動プログ

ラムを提供し、将来の生活に必要な基本的な技能

を習得できるよう支援を行なう。 

8 
梅田 

ひまわり工房 

生活介護 

（作業） 
20 

ご利用者が主体的にかかわることができる活動

を増やす。個別のニーズをしっかりと把握し、

丁寧な支援を行う。 

9 
西新井 

ひまわり工房 

生活介護 

（作業） 
30 

高齢化対策に向けた取り組みとして、今年度は

理学療法士との協働の支援を実践していく。

又、地域資源との交流を積極的に図る。 

10 
西伊興 

ひまわり園 

生活介護 

（作業） 
50 

活動の充実と安定を図るために、意思決定を支

援し主体的な活動を目指す。専門職などを取り

入れ、身体機能維持に努め活動内容を工夫する。 

11 江北ひまわり園 

就労継続Ｂ型 20 

仕事を通じて働く意欲を高め、社会参加する機

会を提供する。地域に根差した親しまれる店舗

運営していく。 

生活介護 

（作業） 
30 

各種活動を通じて生活の質の向上が図れるサー

ビスを提供する。また、作業を通じて地域の一

員として活躍できる機会を提供する。 

生活介護 

（生活） 
40 

ご利用者一人一人の個性の把握を十分に行い、

安全、安心な活動環境を整え、意思表出や意思

決定を支える支援を行う。 

計 11 事業所 
5事業種 

（22事業） 
利用者定員 655名 

No 施設名 事業名 定員 主な事業計画 

1 
谷在家デイサー

ビスセンター 

地域生活 

支援事業 
20 

創作的・文化的活動の場において、ご利用者が

主体となり充実した活動ができる環境を提供す

る。加齢や身体状況の変化に配慮して接する。 



 

 

（２）居住の場 

 

 

  

2 
竹の塚ふれあい

センター 

地域生活 

支援事業 
20 

在宅者が安心して利用できるプログラムを構

築、障害特性に応じて柔軟に対応する。移行す

る通所施設を想定し作業提供や実習を行う。 

N

o 
施設名 事業名 定員 主な事業計画 

1 

希望の苑（障害

者支援施設） 
施設入所支援 60 

生活介護、自立訓練及び就労移行のご利用者

に対し、夜間等における入浴、排せつや食事

等の介護、支援等を実施する。 

希望の苑 

（日中活動） 

生活介護 (45) 

食事・入浴・排泄等の介護、日常生活上の支援

軽作業等の生産活動や創作的活動等機会を提

供する。また、高齢化対策を強化する。 

自立訓練 (9) 

自立に向け、健康管理も含めた日常生活上の

支援や作業訓練等を実施する。サービス利用

期間は有期限で地域移行を目指す。 

就労移行 (6) 

2 年間の利用期間で企業就労や就労系事業へ

移行するための訓練を実施する。事業内容を

精査し今後のあり方を見極める。 

2 
希望の苑 

（短期入所） 

ショート 

ステイ 
6 

宿泊体験や、レスパイト、緊急時に家族が介護で

きない場合など、一時的に食事、入浴、排泄の介

護、日常生活上の支援を提供する。 

   定員 主な事業計画 

 

地域生活支援 

センター 

（グループ 

ホーム） 

北ホーム 

(5 ﾕﾆｯﾄ) 
32 

ご利用者の高齢化・重度化並びにニーズに合

わせた地域生活を実現できるよう、支援内容

や環境整備を行う。特に、高齢化対策、課題

改善困難支援に力を注ぎ、グループホームの

在り方を考え、運営方法を再構築していく。 

西ホーム 

(7 ﾕﾆｯﾄ) 
40 

東ホーム 

(7 ﾕﾆｯﾄ) 
39 

大谷田 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 
7 

体験・訓練型の機能を明確した上、ご利用者の

適性等を見極め、適した生活の場所を提案す

る。区内ＧＨの中核的な役割を担う。 

計  20ユニット グループホーム定員 118名 



 

（３）地域生活・相談支援等 

 

 

No 事業所 登録 主な事業計画 

1 

竹の塚居宅介護

サービスセンタ

ー 

居宅介護 

行動援護 

移動支援 

同行援護 

派遣 

130 人 

ご利用者のニーズに応えられるよう、特性・特

徴を理解したうえヘルパーの専門性を高め、

支援する。地域生活の担い手として、当法人の

居宅サービスの在り方を考える。 

2 
あだちの里相談

支援センター 

特定相談 

障害児相談 
800 

個々のニーズに寄り添い、安定した福祉サービ

ス利用が継続できるように、サービス等利用計

画の作成及び担当者会議を開催する。 

一般相談 

(地域移行/定

着) 

 

地域生活を目指す際に必要な情報提供と同行等

支援を行う。また安定した地域生活への定着後

も緊急時に相談できる体制を確保する。 

自立生活援助 7 

地域生活へ移行直後から定期訪問等を行い、必

要な支援体制を見極め、課題が見られる際には

生活の立て直しに向けて積極的に介入する。 

3 竹の塚ひまわり園 就労定着支援  

登録者の就職定着率 90％を確保する。就労者

相互の相談の場を設け、「自覚」「主体性」「自

立」に向けて支援する。 


