
社会福祉法人　東京援護協会

70周年
特別記念号
2022.12

私たちは、高い志をもち、時代の要請に基づき先駆的に社会福祉の充実を図るため、利他の精神を
もって活力ある経営を行い、社会福祉法人としての責務を果たし、社会に貢献してまいります。
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東援だより
70周年特別記念号今年、東京援護協会は創立７０周年

を迎えました。この記念号では昭和
27年から７０年を経た「私たちの
今」をお届けしました。諸先輩方に
感謝する思いと、未来を切り開いて

いく職員たちの輝きを感じていただ
ければ幸いです。我々一丸となって、
長い歴史の重みを胸に、これからも
地域福祉の発展に尽力してまいりま
す。どうもありがとうございました。

発行者　中村　明彦

　　　　社会福祉法人 東京援護協会

東京都台東区東上野3－18－11

20 東援だより　70周年特別記念号

法人本部   
  〒110-0015 
  台東区東上野 3-18-11 
  03-5834-3841 

町田荘   
　施設入所支援事業  〒194-0203 
　生活介護事業  町田市図師町 2987-1 
　短期入所事業（併設型と空床利用型）  042-791-0905 
   
   
サルビア荘   
　特別養護老人ホーム  〒194-0203 
　短期入所生活介護事業  町田市図師町 2987-1 
　指定居宅介護事業所  042-794-0333 
　認知症対応型通所介護   

東京高次脳機能障害者支援
ホーム（HiBDｙ．Tokyo）

　施設入所支援事業
　生活介護事業
　自立訓練（機能訓練）事業
　短期入所事業（空床利用型）

板橋区立高島平福祉園   
　生活介護事業  〒175-0082 
　就労継続支援 B型事業  板橋区高島平 9-25-12 
板橋区立障がい者福祉センター  03-3550-3403 
　地域活動支援センター  （分場） 
　指定相談支援事業  　高島平 9-1-8-201 
　基幹相談支援センター事業  　03-5399-7170 

板橋区立蓮根福祉園  〒174-0043 
　就労継続支援 B型事業  板橋区坂下 2-8-1-101 
  03-5392-0761 

板橋区立前野福祉園   
　就労継続支援 B型事業  〒174-0063 
前野高齢者在宅サービスセンター  板橋区前野町 4-16-1 
　通所介護事業  03-5392-8731 
　指定居宅介護事業所   

特別養護老人ホームいずみの苑   
　特別養護老人ホーム   
　短期入所生活介護事業  〒174-0042 
　通所介護事業  板橋区東坂下 2-2-22 
　指定居宅介護支援事業所  03-5970-9101 
　訪問介護事業   
　地域包括支援センター   

板橋区立小豆沢福祉園  〒174-0042 
　生活介護事業  板橋区東坂下 1-4-9 
  03-3969-5131 

台東区立ケアハウス松が谷   
　軽費老人ホーム  〒111-0036 
　通所介護事業  台東区松が谷 4-4-3 
　指定居宅介護支援事業所  03-3845-6501 
　地域包括支援センター   

台東区立特別養護老人ホーム蔵前  〒111-0051 
　特別養護老人ホーム  台東区蔵前 2-11-7 
　短期入所事業（空床利用型）  03-3862-3033 
　通所介護事業   
　指定居宅介護支援事業所  台東区蔵前 2-11-3 　地域包括支援センター   

板橋寮   
　自立支援事業   
　地域生活継続支援事業  板橋区内 
　巡回事業   
　支援付地域生活移行事業   
　ホームレス生活サポート事業   

大泉障害者支援ホーム   
　施設入所支援事業  〒178-0061 
　生活介護事業  練馬区大泉学園町 9-4-2 
　短期入所事業（空床利用型）  03-3978-5581 
　就労継続支援 B型事業   

東が丘荘   
　更生施設  目黒区内 
　通所・訪問事業   
　宿所提供施設   
   
目黒区東が丘障害福祉施設   
　目黒区立東が丘福祉工房   
　（生活介護事業）  〒152-0021 
　目黒区立東が丘あじさいホーム  目黒区東が丘 1-21-15 
　（短期入所事業）  03-3410-0778 
　（福祉ホーム）

福祉の店COHANA  〒152-0023
　受託事業  目黒区八雲 1-1-10 
  03-3718-1088
   
練馬区立関町福祉園  〒177-0053 
　生活介護事業  練馬区関町南 3-15-35 
  03-3594-0217 

板橋区立三園福祉園  〒175-0091 
　生活介護事業  板橋区三園 2-9-16 
　重症心身障害児（者）通所事業  03-5383-9587 
   
田柄福祉園  〒179-0073 
　生活介護事業  練馬区田柄 3-14-9 
  03-3577-2201 
   
中村橋福祉ケアセンター
（練馬区立心身障害者福祉センター）   
　自立訓練 (機能訓練・生活訓練）事業  〒176-0021 
　地域活動支援センターⅢ型  練馬区貫井 1-9-1 
　生活介護事業  03-3926-7214 
　重症心身障害児（者）通所事業   

グループホームまぁる  〒111-0021 
　指定共同生活援助事業  台東区日本堤 1丁目 8－4 
  03-5808-9161 

施設（事業）名 住　所 施設（事業）名 住　所

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

施　設　一　覧

〒178-0065
練馬区西大泉 5-36-2
( 移設中）
〒204-0024
清瀬市梅園 1-3-32
042-497-3980



2 東援だより　70周年特別記念号

①名前（ふりがな）　　②施設名　　③職種　　④勤続年数

①　木村　秀丸（きむ
らひでまる）

②　自立支援センター
板橋寮

③　指導員

④　９年目

①　山口　舞花（やまぐちまいか）②　町田荘
③　生活支援員
④　４年目

①　田川　晃帆（たがわあきほ）
②　小豆沢福祉園
③　生活支援員
④　４年目

①　都筑　まさみ（つ
づきまさみ）

②　いずみの苑（蓮根おと
しより相談センター）

③　ケアマネジャー

④　７年目

法人の未来を担う若手職員に インタビュー

支援をしていて、利用者さんの笑顔が見られたとき

利用者さんが自立の
ステップを踏み、
仕事や家が決まって
嬉しそうにされたとき

利用者さんが

気を許して、

受け入れてくれたと
き

利用者さんからの感謝の言葉をいただいたとき

働いていて、やりがいを感じるときはどんな時ですか?質問！
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Q　辛いときはありますか？
　　また、どうしていますか

自立支援だと思って行ったことが利用者さ
んにとって違っていた時はつらかったです
 　木村

経験豊富で相談しやすい雰囲気があり、先
輩に相談しています 　山口

たくさん寝て、深く考えないようにします
 　田川

Q　法人のいいと思うところは？
　　今後期待することはありますか

高齢・障害・自立支援などいろんな福祉の
分野があるのでいいと思います  都筑

地域に認められる法人を期待しています
そして、自分も健康で働いていきたいです
　 山口

今も係の垣根を越えて働きやすいですが、
女性が働きやすい職場つくりを期待してい
ます　 田川

行事のボランティアに参加するなど、ほか
の施設と交流する機会があってうれしいで
す
法人には、頑張っている職員を、これから
も大切にしてほしいと思います  木村

Q　10年後
　　どんな職員になっていたいですか？

長く働いた経験を活かし、臨機
応変に対応できるようになりた
いです  田川

利用者の気持ちに寄り添った職
員でいたいです　 都筑

Q　利用者さんの幸せのために
　　やりたいことはありますか？

利用者さんのストレスケアなど
について学びたいです  山口

Q　働く中で大切にしていることは
　　ありますか？

組織の一人である意識をしっかり持ち、利
用者さんに寄り添うことです  木村

明るく楽しい雰囲気を作ることです 田川

Q　尊敬できる先輩や上司はいますか？

利用者さんの意向など、聴く力が高く、す
ごいなと思います 　山口

状況判断が早いです、また親身に相談にのっ
てくれます 　都筑

法人の未来を担う若手職員に インタビュー
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法人本部

◇法人本部は理事長統括のもと、法人の経営を担うと共に、
人事労務や財務会計の事務を集約するなど、各事業所の経営支援を
行っています。

町田荘

◇町田荘は創立 56周年を迎えました。障害者支援施設として大変歴史のある施設ですが、職員・利用者
ともに、フレッシュな気持ちを忘れずに日々励んでおります。

２

1

施　設　紹　介
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サルビア荘

◇特養サルビア荘は、従来型の多床室で、ご利用者同士が人間関係を築きながら、その人らしい自立した
生活が送れるように支援しています。また、認知症対応型デイサービスでは認知機能維持のため、脳活
性化プログラムを行っています。

3

東京高次脳機能障害者支援ホーム（HiBDy.Tokyo）

◇HiBDy.Tokyo は都内全域の主に高次脳機能障害者を対象に地域移行支援を実施しています。
多い年度で 30名近くの利用者が施設を退所し、単身生活や家族との生活、グループホーム
等に移行していきます。

4
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高島平福祉園／板橋区立障がい者福祉センター

◇開設 36周年を迎えた、法人内でも 3番目に歴史のある施設です。福祉園とセンターの複合施設で多数
の事業を展開、そのスケールメリットを活かして、質の高いサービス提供をはじめ、内部研修や委員会
活動、地域貢献事業等を活発に行っています。板橋のいっぴんに選ばれたサンジュクッキー、フロラン
タンを販売する 3時Café は、地域の方の居場所として定着しており、共生社会の実現に向け、イベン
トの開催や交流、青少年の育成にも施設全体で取り組んでいます。

板橋区立蓮根福祉園

◇利用者に「働くこと」を通して、地域社会のなかで、自発的かつ積極的に日常生活を営むことを目指し、
農園での野菜収穫やシェアハウスの清掃作業など、多様な仕事を提供しています。自主製品では、グル
テンフリー米粉の野菜菓子、ビーズの装身具、ランチョンマットやコースターなど、地域での販売を通
して好評をいただいています。

6

5
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板橋区立前野福祉園

◇当園自慢「アトリエまえの」のお菓子は、シフォ
ンケーキがおすすめです。幸せな気分になる
こと間違いなしですので、是非ご賞味下さい。
また、さをり織りは全てオンリーワン。味の
ある製品を作っています。

前野高齢者在宅サービスセンター

◇コロナ禍でも楽しい活動を提供できるよう、
日々工夫を重ねています。くもん学習療法や
オリジナルのテキストにより、認知症の進行
予防に力を入れています。

いずみの苑

◇いずみの苑は、特養をはじめ通所介護、訪問介護などを運営する高齢者介護の複合施設です。並木や紅
葉を楽しむことができる緑あふれる環境に立地しています。ICTの活用や、コミュニティ弁当などの地
域貢献活動等、係の枠を超えた委員会活動に取り組み、職員一同頑張っています。

8

7
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板橋区立小豆沢福祉園

◇職員 30名中、20代が 8名と若い職員が多く活気ある、とても明るい施設です。
外部講師によるマナーの基礎研修、主任を中心とした実践マナーや行動障がいを
学ぶなど、勉強会を毎月実施し、スキルUPを目指して頑張っています。

ケアハウス松が谷

◇ケアハウス松が谷は 60歳以上で独立して生活するには不安のある方の入居施設です。全室個室で、
食事の提供のほか生活相談や緊急時の対応を行っています。また、施設内には高齢者のデイサービス
や地域の相談窓口である地域包括支援センター、要支援、要介護者のケアマネジメントを行う居宅介
護支援事業所があります。施設内に厨房設備があり入居者、デイサービス利用者の食事を作っていま
す。「松が谷の食事はおいしい」と大変評判です。

10

9
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職員写真・法人マップ
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④東京高次脳機能障害者支援ホーム

⑯関町福祉園

②町田荘
③サルビア荘

清瀬市

町田市

（移設中）
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④東京高次脳機能障害者支援ホーム

⑬大泉障害者
　支援ホーム

⑱田柄福祉園

⑲中村橋福祉ケアセンター

⑰三園福祉園 ⑤高島平福祉園
　板橋区立障がい者福祉センター

⑥蓮根福祉園
⑧特別養護老人ホーム　いずみの苑
⑨小豆沢福祉園

⑭東が丘荘
⑮目黒区東が丘障害福祉施設

清瀬市

練馬

目黒

台東

板橋
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⑦前野福祉園
　前野高齢者在宅サービスセンタ－

⑫自立支援センター　板橋寮
　ホームレス生活サポート事業

⑳グループホームまぁる

⑩ケアハウス松が谷

⑪特別養護老人ホーム蔵前

①東京援護協会本部
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特別養護老人ホーム蔵前

◇東京の下町にある複合施設のくらまえキャンパスでは、地域との交流が盛んです。
人情溢れる人々に支えられ、老人ホームの入所者や通所の利用者が一緒にお祭りを見学したり、近隣
の幼稚園で行われる行事に参加したりしています。

自立支援センター板橋寮

◇板橋寮では、住居の無い路上生活者や生活困
窮者の方が仕事をして、給与を貯蓄し、住居
確保を目指すことを目的とした入所施設です。
生活相談、健康相談、職業相談とあらゆる相
談に応じ、利用者と職員で一丸となって自立
を目指して支援を行っています。

ホームレス生活サポート事業（板橋区）

◇板橋区から委託を受け、区の福祉事務所に窓
口を置き、生活困窮者の相談を行っています。
生活保護受給者を対象に住宅支援やアパート
生活の方へ孤立防止の訪問も実施しています。

12

11
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大泉障害者支援ホーム

◇都立大泉中央公園の西側に位置し、自然に恵まれた施設です。令和 4年 4月より新建物での運営を開
始し、利用者に快適な生活を送っていただこうと職員一丸となって支援をしています。
地域交流室としてCafé vivo tree もオープンし、地域の方々の憩いの場となっています。

東が丘荘

◇更生施設：様々な事情で地域での生活が困難になった成人女性が入所し、「更生」＝「生活のリハビリ」
をして自立を目指す施設です。退所後は通所・訪問事業でアフターフォローしています。
◇宿所提供施設：運営元を特別区人事・厚生事務組合とした生活保護法に基づく保護施設です。母子や女
性単身、罹災等で生活困窮されている女性世帯に期限を定め、一時的に住居の提供を行っております。

14

13



15東援だより　70周年特別記念号 

目黒区東が丘障害福祉施設（東が丘福祉工房、東が丘あじさいホーム、福祉の店）

◇近くに駒沢公園があり、施設内にも桜の木やあじさいの花が咲く芝生広場があります。恵まれた環境の
中で、利用者さんはウォーキングや作業、レクリエーション等の活動を楽しんでいます。６月には広場
であじさい祭りを開催しており、地域の方がたくさん来所して下さいます。福祉の店COHANAはお陰
様で１周年！目黒区内の施設等に通う利用者さんが作製した商品の販売を行っていてイートインスペー
スもあります。地域の皆様に愛される場としてご好評頂いています。

練馬区立関町福祉園

◇「いつも元気で明るい関町福祉園」をモットーに、コロナ禍でも職員が創意工夫をしながら楽しい活動を
提供しています。ハーブ庭園や野菜畑などがあり緑豊かな当園が、利用者さんや地域の方々の憩いの場
となることを目指しています。

16

15
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板橋区立三園福祉園

◇板橋区立の福祉園として一番新しい施設で、入所時より常時医療的ケアが必要な方を受け入れている唯
一の施設です。障がい者の啓発活動として地域での自主生産品の販売や近隣の小学校行事のお手伝いに
参加しています。

田柄福祉園

◇利用者一人ひとりの社会経験を拡げ、生活を豊かにすることを目的に、「独自性」を発揮した様々な活動
やイベントを実施しております。福祉園から光がこぼれるほど全員明るく、活発で楽しい福祉園、それ
が田柄です。
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練馬区中途障害者通所事業
と地域活動支援センターⅢ
型事業のロゴマークとして
使用しています。
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中村橋福祉ケアセンター（練馬区立心身障害者福祉センター）

◇自立訓練（機能訓練・生活訓練）地域活動支援センターは主に高次脳機能障害のある方の支援に特化し
ており、社会復帰や地域生活の充実を図るための訓練等を行っています。生活介護は医療的ケア等が必
要な障害のある方に、日中の社会生活の場として様々な活動を提供しています。

グループホームまぁる

◇長年、住み慣れた地域で自立を目指し準備してきた20代の女性6名が入居しています。毎日通所に通い、
休みは、ヘルパーを利用して外出を楽しんでいます。自分らしく活き活きと過ごせるよう支援しています。

20

19



18 東援だより　70周年特別記念号

 年　月 事　業　実　績
 昭和 20年 10月 山口栄次郎、東京都と契約し、下谷区神吉町（現在の台東区東上野）において、
  生活困窮者に対して食事供与を開始
 昭和 24年 5 月 ｢財団法人　東京援護協会｣を設立
 昭和 27年 5 月 ｢社会福祉法人　東京援護協会｣に組織変更（認可番号２９号）
 昭和 28年 8 月 更生施設｢上野宿泊所・神吉寮｣として指定を受ける
 昭和 33年 4月 天皇陛下より御下賜金を拝受
 昭和 41年 5 月 町田市に重度身体障害者授産施設｢町田荘｣を開設（現障害者支援施設）・
  重度身体障害者授産施設では東京都初の施設
 昭和 44年 12月 東京都｢城北福祉センター｣の運営管理を受託（昭和 48年 3月終了）
 昭和 45年 6 月 東京都が開設した重度身体障害者授産施設｢練馬更生園｣の運営管理を受託
  （現直営施設、障害者支援施設、東京高次脳機能障害者支援ホーム）
 昭和 50年 10月 初代理事長　山口栄次郎　他界
 昭和 50年 12月 山口桂造　理事長に就任　（令和 3年 6月退任）
 昭和 61年 6 月 板橋区より、精神薄弱者授産施設（通所）・心身障害者通所訓練施設
  ｢高島平福祉園｣の運営を受託（現生活介護・就労継続支援Ｂ型事業）
 平成元年 6 月 板橋区より、精神薄弱者授産施設（通所）・心身障害者生活実習施設｢蓮根福祉園｣の運営を受託
  （現就労継続支援Ｂ型事業）
 平成 3 年 3 月 特別養護老人ホーム｢サルビア荘｣設置経営
 平成 3 年 4 月 板橋区より精神薄弱者授産施設「前野福祉園」（現就労継続支援Ｂ型）及び
  ｢前野高齢者在宅サービスセンター｣の運営を受託
 平成 6 年 4 月 板橋区より｢蓮根高齢者在宅サービスセンター｣の運営を受託、令和３年 3月閉鎖
 平成 7 年 7 月 板橋区より特別養護老人ホーム｢いずみの苑｣の運営を受託
 平成 9 年 9 月 平成天皇、皇后両陛下｢いずみの苑｣ご視察
 平成 12年 11月 特別区人事・厚生事務組合より自立支援センター｢台東寮｣の運営を受託
  （５年毎にブロック内持ち回り、令和３年 3月より｢板橋寮｣の運営を受託）
 平成 13年 4 月 板橋区より知的障害者更生施設｢小豆沢福祉園｣の運営を受託（現生活介護事業）
 平成 15年 4 月 台東区より｢ケアハウス松が谷｣の運営を受託　特別区人事・厚生事務組合より
  宿泊所｢東が丘荘｣の運営を受託
 平成 16年 4 月 台東区より特別養護老人ホーム｢蔵前｣の運営を受託
 平成 18年 4 月 地域包括支援センターの受託（板橋区坂下、台東区松が谷・蔵前）
  東京都大泉就労支援ホームの運営を東京都から受託
 平成 18年 6 月 本部事務所を東京都千代田区に移転
 平成 19年 4 月 板橋区より｢障がい者福祉センター｣の運営を受託　特別区人事・厚生事務組合より
  更生施設｢東が丘荘｣の運営を受託　目黒区より｢東が丘障害福祉施設｣の運営を受託
 平成 22年 4 月 練馬区より生活介護施設｢関町福祉園｣の運営を受託
 平成 23年 6 月 板橋区より生活介護施設｢三園福祉園｣の運営を受託
 平成 25年 3 月 法人創立６０周年記念誌発行、記念式典開催
 平成 25年 9月 直営施設｢田柄福祉園｣の新築工事着工
 平成 25年 10月 ｢練馬区心身障害者福祉センター｣の自立訓練事業等を受託
 平成 26年 4月 ｢大泉障害者支援ホーム｣の法人直営施設への移行
 平成 26年 6月 直営施設｢田柄福祉園｣の開設（障害者生活介護）
 平成 29年 4月 ｢練馬障害者支援ホーム｣が法人直営の「東京高次脳機能障害者支援ホーム」へ移行
 令和元年 12月 大泉障害者支援ホーム建替工事着工
 令和 2年 4月 中村橋福祉ケアセンター生活介護事業受託
 令和 3年 4月 本部事務所を千代田区から台東区へ移転
 令和 3年 7月 中村明彦　理事長に就任　（現任）
 令和 4年 4月 大泉障害者支援ホーム竣工
 令和 4年 7月 重度障害者グループホームまぁるを開設
 令和 4年 9月 「東京高次機能障害者支援ホーム」が建替えのため、東京都の建替促進施設（清瀬）へ一時移転

東京援護協会のあゆみ
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理事長あいさつ

　わが法人は、昭和 20 年 10 月に創立し、昭和 27 年 5 月に社会福祉法人として東京都の認可を受け本年
で 70 年を迎える事が出来ました。
　これもひとえに当法人の運営にご理解を頂いている地域の方々、行政の方々、並びに関係する全ての方々
のお陰と深く感謝申し上げる次第でございます。
　社会福祉法人東京援護協会は戦後の食糧難の時代に生活困窮者の方々に食事の提供をしたのが発端であり、
創立者である山口栄次郎氏、二代目理事長山口桂造氏と続き、三代目理事長の私に引き継がれて参りました。
現在では 18 ヶ所の施設を 800 名余の職員で運営しております。
　私は台東区議会議員及び東京都議会議員を 20 年間務めました。その間、東京都議会議長を経験し、当時
の石原慎太郎都知事と共に都政運営を司り、1300 万人東京都民の福祉の向上、生活の安定、経済の発展、
等多岐に渡る要望に応えるため、多くの方々の声に耳を傾け政治の場で解決して参りました。その経験を活
かし福祉の理念に基づいて日本の福祉を高度に追求し、東京援護協会が指針になれる様、邁進して参る所存
であります。
　福祉とは「奉仕させて頂く」、「お手伝いをさせて頂く」そして、わが法人の理念である「利他の精神」を持っ
て今後も引き続き福祉の道を愚直に進み、社会貢献に一層尽力して参ります事をお誓い申し上げ創立 70 周
年のご挨拶とさせて頂きます。

社会福祉法人東京援護協会
理事長　中村 明彦
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