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Ⅰ 令和３年度の概況 

 

令和３年度は、令和２年度同様、新型コロナウイルス対策に追われた１年で

した。３蜜の回避、ウガイ・手洗いの励行、体温測定、定期的な換気、簡易パー

テーションの設置等、対策を施してきました。一部施設においてクラスターが

発生しましたが、短期間で復帰することができました。 

コロナ禍の中、利用者の感染懸念による利用率の低下、施設内外のイベント

中止による利用者サービスへの影響、就労自主生産品工賃の減少等、施設運営

において様々な影響がありました。 

しかし、新しい生活様式の下、施設内での小規模なイベント、リモートによ

る入園式やお祭りの行事、バーチャルによる国内外への旅行体験、リモートに

よる面会やアクリル板で仕切った面会等、各施設職員が工夫を凝らして日常を

取り戻すために知恵を絞り実施しました。 

 

法人事業においては、大泉障害者支援ホームの建替え工事、法人本部の東上

野への移転、前野高齢者在宅サービスセンターの民営化開始、台東区立特別養

護老人ホーム蔵前の令和６年１１月での廃止決定、板橋区立特別養護老人ホー

ムいずみの苑の令和５年度からの民間移譲決定、「板橋区立福祉園の民営化に関

する考え方」の議会決定など、今後の経営に直接影響する変化が起きています。 

 

各施設において職員の欠員が恒常化しており、福祉人材の獲得は急務となっ

ています。新卒採用も獲得が厳しく、中途採用も未経験者が増えている状況に

あります。法人としても働きやすい職場委員会を中心に新卒採用に力を入れて

いく決定を致しました。 

 

社会福祉法人にとっての要（かなめ）である人材をしっかり育成し、中長期

視点に立って、持続可能な経営を確実なものとして、前進してまいりたいと考

えております。 
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【令和３年度財務指標】 

指標名 計算式 Ｒ３年度 他法人平均 備 考 

流動比率 
流動資産÷流

動負債 
206.2％ 302.9% 

短期的支払能力 

200%以上が望まし

い 

純資産比率 
純資産÷資産

の部合計 
74.3％ 70.6% 

負債に対する安全度 

高いほど負担が小さ

い 

固定長期適合率 

固定資産÷

（純資産＋固

定負債） 

74.9％ 84.9% 

整備に係る資金調達 

のバランス。低いほ

ど長期持続性が高い 

人件費・委託費

比率 

（人件費＋業

務委託費）÷

サービス活動

収益計 

76.7％ 71.6% 
収益に対する固定的

費用の割合 

経常増減差額率 

経常増減差額

÷サービス活

動収益計 

0.2％ 1.9% 

安定的・継続的活動

には一定の収益性が

必要 

運営資金借入 

比率 

運営資金借入

金÷（サービ

ス活動収益計

－経常経費寄

付金収益） 

0.0％ 2.2% 
当法人は運営資金の

借り入れはない 

事業活動資金 

収支差額率 

事業活動資金

収支差額÷事

業活動収入計 

4.1％ 5.3% 資金の獲得能力 
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Ⅱ 法人本部及び施設関連事業 

１ 事業拡大及び施設整備 

（１） 新法人本部事務所及び法人機能強化 

令和３年度は、新しい法人本部拠点にて本部機能を充実させるとともに、

リモートによる会議の恒常化などＩＴ化も活用しながらコロナ禍のみな

らず、時間の有効な活用等、効率化を図りました。対面による会議や施設

長会も感染対策を考慮して実施しました。人事管理面においては、早急な

対応が必要であり、特に職員採用は人材紹介業者と連携して学卒採用を強

化し、困難な人材確保に支援できる体制を準備しています。 

 

（２）建替計画の推進 

大泉障害者支援ホームは、令和３年度末に無事に竣工致しました。視 

覚障害の利用者の安全を第一にした設計や障害の重度化高齢化に対応し

た重要な入所施設としての役割。地域と交流しやすいカフェや公園、新し

い作業種目の「水耕栽培」の導入など、利用者や地域のために様々な工夫

を凝らした次世代型の施設として今後は活躍していきます。 

東京高次脳機能障害者支援ホームも大泉障害者支援ホーム同様、立替 

の準備を整えています。利用者の利用率向上のために定員変更を実施する

など、経営面でも改善努力をしています。 

 

（３）台東区立特別養護老人ホーム再編計画への対応 

台東区の区立特養再編計画により令和６年度末までに特別養護老人ホ

ーム蔵前は廃止され、竜泉２丁目特養（仮称）に統合されることになりま

した。これにより、施設の廃止に向けた計画が必要となります。利用者の

移転や職員の移籍なども含めて具体的な計画と施設収束に向けた経営計

画も必要となります。 

 

（４）板橋区立福祉施設の整備計画への対応 

前野高齢者在宅サービスセンターは、運営体制や事業形態を見直し、自

主運営となっても収益を確保できる体制を築き、令和３年度より新たな体

制でサービス提供を開始致しました。初年度はコロナ禍の影響を受けまし

たが、今後も業務改善により適正な運営と地域の在宅支援の魅力ある施設

としての確立を目指します。 

板橋区立特別養護老人ホーム「いずみの苑」は令和５年度の民営化に向

けて板橋区と協議を進めました。令和４年度の公募へ向けて準備をしてい

ます。 

板橋区内の福祉園においては「板橋区立福祉園の民営化に関する考え方」

が提示され、民営化の準備を継続しています。 
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板橋区立障がい者福祉センターは、地域生活支援拠点としての機能が拡

充されました。今後、基幹型相談支援センターとしての役割と共に具体的

に地域の障がい者を支える調整者としての役割を担っていきます。 

 

（５）目黒区「福祉の店―COHANA―」事業の受託 

目黒区からの要請により、「福祉のお店」事業を 8 月 24 日オープンしまし

た。この事業は、目黒区内の福祉施設で生産されたお菓子や物品を１カ所に

集め、一般の方に購入していただくものです。特に、就労継続Ｂ型事業所の工

賃アップに貢献しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



２ 令和３年度委員会活動報告 

 

（１）地域公益活動委員会 

 

【委員会の目的】 

本委員会は、法人が地域の福祉ニーズに積極的に応えていくための地域公益活

動に取り組んでいくことを目的に活動します。 

そのために、当法人が保有する社会福祉法人としての強みや地域の社会資源と

して果たせる役割などについて、法人全体での共通認識を高めていきます。 

 

【令和３年度の活動実績】 

新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言と、その後に続いたまん延防止

等重点措置により、人を集めるイベントのような直接的な活動は休止したままの

1 年でした。 

委員会を 3 回実施してコロナ禍での地域活動について模索してきましたが、

地域住民を対象とした直接活動は当面難しいと判断し、法人内の各施設で取り組

んでいる地域活動を法人職員がしっかりと認識できるように方向転換していく

ことを検討しました。 

（委員会での検討内容等） 

７月 リモート会議 

コロナ禍での地域公益活動について、人を集める形式の活動

は当面難しいため、地域に向けた情報発信（オンラインを含め

て）の可能性を検討。 

１１月 委員会開催 

 委員会の活動として、各施設での地域への取り組みなどを集

約し、法人内の職員・施設に対して拡散していく方向性を確認。 

１２月 リモート会議 

 他法人等の取り組みなどを確認。情報収集の方法と発信の方

法などを検討。 

 

【令和４年度に向けて】 

地域公益活動は、施設が立地する地域性や施設の種別などによってそれぞれに

特色が出てくるものであるため、画一的に同じものをどこでも実施するということ

ではなく、他の施設での取り組みを参考にしてそれぞれの施設単位での活動に変換

できるような役割を委員会として担っていきたいと考えています。 

そのために「地域公益活動」という言葉にとらわれすぎることなく、各施設が取

り組んでいる地域とのかかわり等を幅広く地域活動としてとらえ、法人全体でどう

いったことをどれくらい行っているかを委員会として把握します。 
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それらの取り組みを他の法人施設職員が認識することを通して、長期的に地域

公益活動の必要性の浸透を図り、いずれ直接的な地域活動を再開できる状況になっ

た際に、法人内各施設のスムーズな連携や交流の機会となるような土台作りを行っ

ていきます。 
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（２）規程・人事考課委員会 

 

【本委員会の目的】 

  本委員会は、各種規程の作成、改正・改定を目的として活動しています。 

  また新しい人事考課を作成し、令和 4 年度実施に向けて作業を進めます。 

 

【令和３年度の事業計画概要】 

１ 公益通報者保護法に関する指針の見直し 

  （令和３年度の目標） 

   指針の確認、当法人指針の作成 

  （取組内容とスケジュール） 

   ・公益通報者保護法の情報を収集、内容の確認 

・令和４年の施行に向けた指針（案）を作成し、令和４年度６月理事 

会にて承認を受けていく。 

   

２ 新人事考課の実施に向けた準備 

 （令和３年度の目標） 

  内容の確認、試行・周知の実施 

  （取組内容とスケジュール） 

    ４月～１１月 内容の確認・修正、要綱の作成 

    １２月    人材育成委員会との周知に向けた協議 

    １月     新人事考課の試行 

    ２月     試行結果の考察 

           新人事考課に対応した要綱の本部確認 

    ３月     新人事考課の周知 

 

【令和３年度の活動実績】 

１ 公益通報者保護法に関する指針の見直し 

  （目標に対する実績） 

   指針（案）を作成した。 

  （取組内容） 

    ・当法人用の指針（案）を作成した 

    ・本部に提出し内容を確認していただき、理事会提出に向けて準備 

     を進めた。 

    

  ２ 新人事考課の実施に向けた準備 

（令和３年度の目標） 

 内容の確認、試行・周知の実施 

  （取組内容とスケジュール） 

    ４月～１１月 内容の確認・修正、要綱の作成 

    １２月    人材育成委員会との周知に向けた協議 

    １月     新人事考課の試行 

    ２月     試行結果を受けて内容を修正 

新人事考課に対応した要綱の本部確認依頼 

           人材育成委員会と新人事考課周知のための動画撮影 
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3 月     人材育成委員会と動画配布方法を協議 

       3 月周知予定であったが間に合わず、令和４年４月 

       に内容を配付、動画にて周知、新人事考課実施とな 

る。 

 

  3 その他  育児・介護休業法 改正の準備 

（取組内容） 

     ・雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化において、当法人

としては「育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備（相談窓口

設置）」、「労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に

関する方針の周知」を実施するため、４月１日から施行とし、関係各所

に周知をおこなっていく。 

     ・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 

現行  令和４年４月１日～ 

⑴引続き雇用された期間

が 1 年以上 

⑵１歳６か月までの間に

契約が満了することが

明らかでない 

⑴ の要件は廃止し、⑵のみに 

      上記の件を周知していく。 

・令和４年１０月１日施行になる、「産後パパ育休（出生時育児休業）の

創設」、「育児休業の分割取得」に向けて準備していく。  
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（３）働きやすい職場作り委員会 

 

【本委員会の目的】 

本委員会は、法人の職場環境をより良くするため、必要な提案や企画を立案・

実施することで、職員にとって働きやすい職場環境を提供し、法人に対する帰属

意識を醸成することを目的とします。 

 

【令和３年度の事業計画概要】 

 （令和３年度の目標） 

１ 人材確保のため体制構築 

    各施設の求人情報一元化の試行、都内で各施設が参加している福祉関係就

職説明会の把握や参加、福祉系大学・専門学校訪問検討 

 ２ キャリアデザインの具現化 

    「くるみんマーク」等の取得を目標に、一般事業主行動計画書を提出済 

み。年度ごとに計画の達成状況を把握し、「くるみんマーク」取得に向け 

た取り組みを推進 

   ３．活力に満ちた組織の風土づくり 

     ボウリング大会など実施（新型コロナウイルス感染拡大の影響が継続    

した場合の代替案の検討） 

 

【令和３年度の活動実績】 

１ 人材確保のため体制構築 

   （目標に対する実績） 

    １２月   中途採用中心に行ってきた人材確保から、新卒採用に重点をお

くように見直しを検討しました。 

    ２、３月  ４年度以降の新卒採用に向けマイナビ（就職サイト）を活用し

た募集について検討と準備を行いました。 

（令和４年４月から募集の掲載開始） 

 

   ２ キャリアデザインの具現化  

本法人は、令和２年３月３１日に次世代育成支援対策推進法に基づく一

般事業主行動計画を策定し届け出を行いました。しかし、本来策定が必要で

あった女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画が策定されていなかっ

たこと、職員への周知や情報公開が不十分であったこと、コロナ禍において

現実が困難になった計画が含まれていた等の理由により、次世代育成支援

対策推進法と女性活躍推進法を一体型として、現状に合わせた一般事業主

計画を新たに策定し、令和４年３月に行動計画の届け出を行いました。 

 

   ３ 活力に満ちた組織の風土づくり 

      １月 主任を対象にしたオンライン交流会を実施しました。 

（2 回目は新型コロナウイルスの感染状況により中止） 
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（４）人材育成員会 

 

【本委員会の目的】 

本委員会は、職員一人ひとりが法人職員としての自覚を持ち、「利他の精神」を

持った「法人理念の実践者」となるため、職員の資質や専門性の向上を目指すと

ともに、社会に貢献できる職員の育成を目的として活動しています。 

 

【令和３年度の事業計画概要】 

人材育成の推進 

（令和３年度の目標） 

新型コロナウイルス感染症の状況により、研修の開催方法・内容を最善とな 

るものを検討・開催 

（取組内容とスケジュール） 

・階層別研修：新任職員研修（2 回）、中堅職員研修（初級・上級）、 

指導職主任研修（新任）、指導職研修（主任・係長） 

・課題別研修：接遇研修（2 回）、文書専門研修、人事考課者研修 

・会 議：プリセプター会議 

・そ の 他：職員の研修データベース化 

 

【令和３年度の活動実績】 

人材育成の推進 

（目標に対する実績） 

7 種、全 11 回の研修を実施し、延べ 253 名が参加 

プリセプター・プリセプティ会議を計 3 回開催し、計 42 名が参加 

    ※全てリモートによる開催 

 （取組内容） 

・階層別研修 

新任職員研修 ①4/8 23 名 ②10/14 19 名 

中堅職員研修（初級） 10/29 20 名  

中堅職員研修（上級） 11/5 20 名 

指導職主任研修（新任） 5/14 9 名 

指導職主任研修 ①11/26 36 名 ②12/3 36 名 

指導職係長研修 ①11/12 24 名 ②11/19 26 

・課題別研修 

接遇研修 ①4/9 23 名 ②10/15 17 名 

文書専門研修 未実施 研修内容協議・作成 

人事考課者研修 規程・人事考課委員会と協働、研修動画作成 

・会 議：プリセプター会議 2/18 17 名 

 プリセプティ会議 ①2/25AM 12 名  

②2/25PM 13 名 

・そ の 他：職員の研修データベース化について事務局と協議 
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（５）危機管理・健康委員会 

 

【委員会の目的】         

本委員会は、法人における危機管理及び健康増進に関する事項に対応すること

を目的として活動しています。防災、感染症、労働環境、健康と多岐にわたる分

野を所掌し、時宜に相応した課題に取組んであらゆるリスクに備えています。

     

【令和３年度の事業計画概要】      

（令和３年度の目標）        

１ リスクマネジメントの強化 

２ 職場環境改善やメンタルヘルス対策の充実     

３ 新型コロナウイルス感染症対策強化     

４ 法人全体の防災対策の強化       

（取組内容とスケジュール）       

１ 各施設の事故、ヒヤリハット、苦情等（以下、「ヒヤリハット等」という。）

について、情報交換、情報共有を行う。     

８月・10 月・12 月・２月 定例委員会開催    

  

２ 労働実態調査やストレスチェック等により、職場環境等の実態を把握し、必

要な改善やメンタルヘルス対策の充実を推進する。    

5 月 令和２年度労働実態調査開始   → 11 月 結果報告 

令和２年度労働災害調査開始   → 12 月 結果報告 

  

８月 令和３年度ストレスチェック開始 →  ２月  結果報告 

  

３ 新型コロナウイルス感染症について、施設間連携及び法人全体の協力体制の

検討をする。 

定例委員会の中で、施設の感染状況や対応策、備蓄等について情報共有を図

る。 

４ 水害、地震等の緊急時の施設間連携について、定例委員会の中で検討する。

       

【令和３年度の活動実績】       

１ リスクマネジメントの強化       

   各施設におけるヒヤリハット等の実態を把握し、事例紹介を行うことでリスク

回避に向けた啓発を行いました。      

  

２ 職場環境改善やメンタルヘルス対策の充実     

・労働実態調査では、年次休暇の全職員５日以上の達成や超過勤務の状況につ

いて、機会をとらえて注意喚起や報告を行うことで、順当な結果になりました。 

・ストレスチェックでは、高ストレス者を医師面接につなげるなどで、メンタ
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ルヘルス対策の充実を図りました。 

・11 月に、衛生管理者・衛生推進者会議を開催し、各施設における労働災害状

況や令和２年度ストレスチェック結果を受けての対応状況について、意見交換

をしました。 

３ 新型コロナウイルス感染症対策強化      

・施設間連携及び法人全体の協力体制構築のため「職員相互派遣に関する運用   

指針(案)」を作成しました。各施設の感染症対応物資の備蓄調査を実施しまし

た。 

４ 法人全体の防災対策の強化    

・「災害発生時における報告基準(案)」を作成し、災害被害状況報告書(案)をま

とめました。委員会の中で、上記案等を提示して意見交換を行いました。
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（６）広報委員会 

 

【本委員会の目的】 

   本委員会は、社会福祉法人東京援護協会（以下、「法人」という）の活動方針や

活動状況等を法人に関わる方々をはじめ多くの方々に関心を持っていただける

よう広く周知を図るとともに、職員が法人に関する情報を共有し、働きやすい環

境づくり等に資するため広報誌を編集・発行することを目的とします。 

 

【令和 3 年度の事業計画概要】 

（１） 「東援だより」の発行（年 2 回） 

     ８月 第 36 号発行 2,710 部、１月 第 37 号発行 2,710 部 

（２） 「職員かわら版」の発行（年 2 回） 

     ９月 第 21 号発行 1,020 部、2 月 第 22 号発行 1,020 部 

（３） ホームページ 広報 随時更新 

（４） 委員会の会議は原則年 4 回 

 

【令和 3 年度の活動実績】 

（１） 「東援だより」の発行（年 2 回） 

    ９月 第 36 号発行 2,710 部 

    役員交代、本部移転、板橋寮の開設などのニュースをお伝えしました。特集

は「支援の窓から」と題し、2 つの施設の利用者支援の取り組みを紹介しま

した。 

２月 第 37 号発行 2,710 部 

「グループホームまぁる」のオープン、「COHANA」営業等のニュースをお 

伝えしました。特集は「旅行体験」でコロナ禍ならではの楽しみ方を紹介し 

ました。 

    

（２） 「職員かわら版」の発行（年 2 回） 

     11 月 第 21 号発行 1,020 部 

     役員交代に伴い、理事長へインタビュー。職員へのメッセージもいただき 

ました。 

     シリーズ施設紹介は「特別養護老人ホーム蔵前」でした。 

3 月 第 22 号発行 1,020 部 

前号に引き続き、副理事長に職員と役員の距離が縮まるよう、取材をしま 

した。 

シリーズ施設紹介は「大泉障害者支援ホーム」でした。 

 

（３） ホームページ 東援だより発行時に更新 

 

（４） 委員会は年 4 回（全体会 3 回、東援班会議 1 回）実施 
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２ 会議の開催 

 

（１）評議員会 

 回・期日・場所 出席者／定数 議決事項 

・臨時評議員会 

・R3.5.12 

・東天紅 

評議員：7/8 

監 事：2/2 

１ 旧法人本部事務所の売買契約 

２ 定款の変更 

・定時評議員会 

・R3.6.23 

・東天紅 

評議員：8/8 

監 事：1/2 

１ 令和 2 年度事業報告 

２ 令和 2 年度決算報告 

３ 次期理事の選任 

４ 次期監事の選任 

５ 定款変更（基本財産） 

・臨時評議員会 

・R3.6.29 

・東天紅 

評議員：8/8 

監 事：1/2 

定時評議員会の継続審議 

１ 次期理事の選任 

２ 次期監事の選任 

・臨時評議員会 

・R3.7.6 

・東天紅 

評議員：8/8 

監 事：2/2 

１ 定款の変更 

２ 役員報酬額 

３ 役員報酬規程の改定 

・臨時評議員会 

・R3.10.20 

・東天紅 

評議員：6/8 

監 事：2/2 
１ 理事２名の選任 

・臨時評議員会 

・R3.12.7 

・東天紅 

評議員：7/8 

監 事：2/2 
１ 定款の変更 

・臨時評議員会 

・R4.3.24 

・東天紅 

評議員：7/8 

監 事：2/2 

報告事項のみ 

１ 令和４年度事業計画 
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（２）理事会 

回・期日・場所 出席者／定数 議決事項 

・臨時理事会 

・R3.4.23 

・本部会議室 

理 事：6/6 

監 事：2/2 

１ 法人本部事務所の移転 

２ 定款の変更 

３ 臨時評議員会の招集 

４ 神田法人本部ビルの売買契約 

・第 1 回定例理事会 

・R3.6.8  

・東天紅 

理 事：6/6 

監 事：2/2 

１ 令和 2 年度事業報告 

２ 令和 2 年度決算報告 

３ 次期理事候補者の選任 

４ 次期監事候補者の選任 

５ 次期評議員候補者の選任 

６ 次期評議員選任・解任委員会委員 

の選任 

７ 令和３年度定時評議員会の招集 

８ 評議員選任・解任委員会の招集 

９ 役員賠償責任保険への加入 

１０ 目黒区「福祉の店」事業の受託 

１１ 令和３年度第１次収支補正予算 

・臨時理事会 

・R3.7.6 

・東天紅 

理 事：7/7 

監 事：2/2 

１ 理事長の選定 

２ 定款の変更 

３ 業務執行理事の選定 

４ 役員報酬額 

５ 役員報酬規程の改定 

６ 評議員会の招集 

・第２回定例理事会 

・R3.9.9 

・東天紅 

理 事：7/7 

監 事：2/2 

１ 規程類の改正 

２ 新規事業「重度身体障害者グループ

ホーム」の運営 

３ 令和 3 年度第 2 次収支補正予算 

４ 理事、評議員の追加 

・臨時理事会 

・R3.9.17 提案 

・R3.9.30 

みなし決議 

理 事：7/7 

監 事：2/2 
１ 評議員の選任 

・第３回定例理事会 

・R3.12.7 

・東天紅 

理 事：7/7 

監 事：2/2 

１ 令和 3 年度第３次収支補正予算 

２ 経理規程の改正 

３ 定款変更 

４ 評議員会の招集 
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回・期日・場所 出席者／定数 議決事項 

・第 4 回定例理事会 

・R4.3.24 

・東天紅. 

理 事：7/7 

監 事：2/2 

１ 令和 3 年度 

第４次収支補正予算（案） 

２ 令和４年度事業計画（案） 

３ 令和４年度収支予算（案） 

４ 施設長等の任免 

５ いずみの苑民間委譲への応募 

６ 東京高次脳機能障害者支援ホームの

利用者定員の変更 

７ 利益相反取引に関する契約 

８ 法人事業管理規程の改正 

９ 経理規程の改正 

１０ 評議員会の招集 

 

（３）法人本部主催会議 

会議名 開催日 役割 

施設長会議 

（リモート・対面） 
隔週火曜日 

情報共有、指示の徹底、委員会報告、施

設運営状況報告 

   

３ 契約締結状況 

令和３年度に締結した主な契約は以下の通りです。 

契約金額（千円） 件名 施設名 契約先 

49,368 送迎車両運行業務委託 小豆沢福祉園 宮園自動車 

46,464 送迎車両運行業務委託 三園福祉園 武州交通興業 

39,488 送迎車両運行業務委託 関町福祉園 東京福祉バス 

32,948 送迎車両運行業務委託 田柄福祉園 武州交通興業 

32,120 建替えに伴う什器備品購入 大泉障害 ｷﾝｸﾞﾗﾝ･ﾒﾃﾞｨｹｱ 

 

４ 内部監査の実施状況 

例年、運営管理、会計及び利用者支援の各監査項目に沿って関係書類及び業務

執行状況の点検を施設間で行っていましたが、コロナ感染防止のため、令和３年

度は中止いたしました。 
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５ 行政による検査・監査結果 

 

監査等の種類 実施日 実施施設 評価・指摘事項等 

・東京都民間委譲施

設の運営事業者評

価 

 

・東京都運営状況等

確認検査（書面） 

 

・町田市実地指導 

（書面） 

 

・板橋区指定管理者

モニタリング調査 

 

 

 

 

 

・板橋区個人情報保

護措置状況調査 

 

・板橋区運営状況等

確認検査（書面） 

 

・練馬区労務環境 

調査 

 

・練馬区モニタリン

グ調査 

 

・練馬区補助金交付

対象施設訪問調査 

 

・練馬区財政援助団

体等監査（書面） 

 

 

１月１３日 

 

 

 

７月１日 

 

 

１０月１２日 

 

 

７月２８日 

 

７月２９日 

７月３０日 

８月３日 

１０月１２日 

 

８月３１日 

9 月３日 

 

１０月６日 

 

 

９月１３日 

 

 

３月２２日 

 

 

７月１９日 

 

 

１月２５日 

 

 

 

東京高次脳機能障害

者支援ホーム 

 

 

前野高齢者在宅 SC 

 

 

サルビア荘 

 

 

高島平福祉園 

三園福祉園 

小豆沢福祉園 

前野福祉園 

蓮根福祉園 

いずみの苑 

 

蓮根福祉園 

小豆沢福祉園 

 

前野高齢者在宅 SC 

（認知症対応型） 

 

関町福祉園 

 

 

関町福祉園 

 

 

田柄福祉園 

 

 

田柄福祉園 

 

 

 

・適切な運営で 

ある 

 

 

・適正である 

 

 

・指摘事項なし 

 

 

・適正である 

・優れている 

・適正である 

・優れている 

・優れている 

・優れている 

 

・指摘事項なし 

・指摘事項なし 

 

・適正である 

 

 

・指摘事項なし 

 

 

・指摘事項なし 

 

 

・指摘事項なし 

 

 

・指摘事項なし 
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監査の種類 実施日 実施施設 評価・指摘事項等 

・目黒区建築設備 

点検 

 

・目黒区財政援助 

団体等監査 

 

・特人厚指定管理施

設調査 

 

・特人厚路上生活者

対策事業運営評価 

４月２８日 

１０月２６日 

 

１２月１４日 

 

 

１２月２３日 

 

 

１２月１５日 

１２月２２日 

東が丘複合施設 

 〃 

 

東が丘障害福祉施設 

 

 

東が丘荘 

 

 

自立支援センター 

板橋寮 

 

・良好 

・ 〃 

 

・良好 

 

 

・良好 

 

 

・指摘事項なし 

・   〃 

 

６ 第三者サービス評価の実施状況 

各施設が第三者機関の評価を受けることは、施設の利用者サービスの現状を把

握し、提供するサービスの質を向上させていくために極めて重要と考えておりま

す。 

受審施設・期間・

審査機関 
特に良かった点 改善が望まれる点 

蓮根福祉園 

 

６月～１２月 

日本ライフ 

サポーター協会 

・農福連携に取り組み利用

者支援の充実と地域貢献

に向けた活動 

・施設目標である工賃アッ

プに向けた活動 

・利用者に適した作業種目

の提供、自主選択の機会

確保 

・SNS による自主製品の発

信について今後の可能性を

探ってほしい 

・利用者作業効率化を進める

ために職員の働き方を改革

し、支援に力を注ぐことを

期待 

・親なきあとを見据え、相談

や生活支援の充実に期待 

特別養護老人ホー

ム蔵前 

 

６月～２月 

（非）NPO 

サービスｽ評価機構 

・個々に有する能力を発揮

できる個別ケアの展開 

・提携医療機関と連携を図

り、利用者の健康維持や

異常に対し早期対応でき

る体制の整備 

・看取りケアの質を高め、

利用者と家族が安心でき

る終末期の支援を実施 

・感染症対策を講じ、家族同

士が交流できる機会の提供

に期待 

・地域の一員として生活でき

るよう多様な交流の機会を

維持できる活動に期待 

・「私の生活史ノート」の再

開により個別援助の更なる

充実に期待 
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受審施設・期間・

審査機関 
特に良かった点 改善が望まれる点 

短期入所生活介護

事業所蔵前 

 

６月～２月 

（非）NPO 

サービス評価機構 

・一泊利用の度にサービス

計画書を作成し、評価す

る仕組み 

・医療的ニーズのある方や

緊急ショートの積極的な

受け入れ 

・施設職員として順守すべ

き内容の「自己評価表」

を年２回実施 

・人材確保に向けたさらなる

充実を図ることに期待 

・業務の省力化など IT 化へ

の取り組みに期待 

・サービスの質を担保するた

め、職員の資質向上に向け

てさらなる充実を期待 

くらまえ高齢者 

在宅サービスセン

ター 

 

６月～２月 

（非）NPO 

サービス評価機構 

・コロナ禍、職員の創意工

夫により楽しめる活動を

企画、実施 

・非日常を楽しむ食事の機

会を工夫して提供 

・機能訓練指導員が連携し

利用者個々の状態にあっ

たリハビリ訓練の実施 

・地域における存在意義を職

員間で再確認し広報活動へ

のさらなる取り組みに期待 

・ケアマネジャー対象のアン

ケートを実施し、より良い

運営に活かすことを期待 

・男性利用者も楽しめる活動

メニューの創意工夫に期待 

介護サポートくら

まえ 

 

６月～２月 

（非）NPO 

サービス評価機構 

・利用者、家族の思いや意

向を大切にしたケアマネ

ジメント 

・関連機関と連携した多様

な利用者ニーズへの対応 

・併設施設との連携による

より良い支援 

・安定した収益の維持を目的

としたさらなる取り組みに

期待 

・事業所独自のマニュアル、

手順書の整備を期待 

・オンライン研修など、職員

の資質向上への継続的な取

り組みを期待 

東京高次脳機能 

障害者支援ホーム 

 

７月～１０月 

（株）日本生活 

介護 

・入所しながらリハビリが

受けられる都内唯一の専

門性のある施設 

・コロナ禍の活動制限があ

る中、ゆとりをもった利

用者との関わり 

・ボトムアップの組織運営

の実践による各職員の役

割、責任の遂行 

・潜在化する利用者への積極

的な広報に期待 

・新人職員の育成、定着の取

り組みに期待 

・利用者支援のネットワーク

づくりをさらに進め、成果

につなげていくことへの期

待 

田柄福祉園 

 

７月～１２月 

（株）日本生活 

介護 

・多様な活動を計画し、利

用者・家族に寄り添った

支援 

・家族との信頼関係を大切

にした緊密な連携を通じ

た支援内容 

・動画や SNS 等による情

報発信の強化 

・家庭での食生活の見直しな

ど、生活習慣病の予防につ

ながる取り込みに期待 

・恵まれた IT 環境を生かし

たペーパーレス化の進展に

期待 

・人事考課制度など施設の現

状を踏まえた提案を積極的

に実施していくことに期待 

19



前野福祉園 

 

７月～３月 

（株） 

アミュレット 

・利用者の特性に合った作

業を提供し、利用者の意

欲向上に努めている 

・職員間の連携が良くチー

ムワークが高い 

・地域住民だけでなく、関

係機関との密な連携によ

る地域に根差した事業運

営 

・ＢＣＰを実際に発動し、計

画に不備がないか確認でき

る訓練の実施に期待 

・新たな視点で事業所内研修

の充実化を期待 

・コロナ禍で楽しめる余暇活

動を検討し、利用者がリフ

レッシュできる機会の充実

を期待 

いずみの苑 

 

８月～１２月 

日本ライフ 

サポーター協会 

・日ごろの支援状況を振り

返り利用者の尊厳を守っ

ている 

・コロナ禍でも「コミュニ

ティー弁当」を実施、地

域貢献事業を継続 

・週５勤務非常勤医師を配

置し多職種が連携し利用

者の体調変化に対応、看

取り後も体制を充実 

・常勤の機能訓練指導員を配

置し、リハビリの一層の充

実に期待 

・職員手作りで温かみのある

利用案内の再活用に期待 

・チームによる課題設定と改

善に向けた取り組みを行い

「アクティブ福祉 in 東京」

に再度参加を期待 

大泉障害者 

支援ホーム 

 

１０月～１１月 

（非）NPO 

サービス評価機構 

・利用者の声が施設運営に

反映される仕組みの確立 

・月１回プリセプター会議

を設け、施設全体で新任

職員を育成する体制 

・毎月の勉強会による、虐

待防止、権利擁護への意

識向上 

・多様なシフト業務のスリム

化を含めた業務の省力化に

期待 

・カフェや緑地エリアを有効

活用し、施設と地域のさら

なる発展に期待 

・施設機能を十分に活用し、

利用者の充実した生活への

工夫に期待 

町田荘 

 

１０月～１２月 

（非）NPO 

サービス評価機構 

・生活向上連絡会などで利

用者の意見を施設運営に

反映 

・夜間や休日の緊急時にお

ける迅速かつ安定した支

援体制 

・技術員の活躍による安全

安心な施設環境の提供 

・マニュアルの定期的見直し

とさらなる効果的な運用を

組織的に実施することを期

待 

・福祉機器の導入や環境整

備、併設施設との連携など

計画的な取り組みを望む 

・若手の人材確保と育成・定

着に期待 
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７ 職員の状況 

（１）正職員の状況 

令和３年４月１日職員数  ４７８名 

中途採用者数    ４５名 

定年退職者数     １名 

定年退職再雇用数     ８名 

離職者数     ３７名 （離職率 ７．７％） 

（２）障害者雇用状況 

※毎月１日現在の非常勤を含む在籍人数の和（短時間は０．５人） 

令和３年度雇用労働者総数  ７，５５６．０ 人・年 

法定障害者雇用数（２．３％）  １６８．０ 人・年 

障害者雇用実績         １３４．０ 人・年（▲２．８人・月） 
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Ⅲ 各施設の事業報告 

 

１ 町田荘（生活介護・施設入所支援・短期入所） 

 

新型コロナウイルスへの対応に苦慮した１年となりましたが、歴史ある町田荘の伝

統と誇りを胸に、年度当初に掲げた目標（事業計画）を達成すべく、様々な取り組み

に着手しました。 

１ 地域との連携及び社会貢献事業への取り組み 

  新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、「図師町内会」との防災訓

練は中止しました。「都立町田の丘学園」との交流（作業実習場の提供）は感染対

策に万全を期し、実施しました。「小野路宿里山交流館」には、例年どおり、利用

者の作品を出展しました。 

２ 利用者サービスの充実～重度化・高齢化への対応～ 

  利用者一人ひとりの状況に応じた支援を行いました。また、職員負担軽減のた

めマッスルスーツをレンタルし、導入を検討しました。さらに 

重度化に対応するため、利用者用トイレの改修工事（第 1 期工事）を行いました。 

３ 施設設備等の整備 

  新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、館内に着脱可能なビニー

ルカーテンを設置するとともに、全自動遺伝子解析装置（スマートジーン）、体温

測定機器（マスク検知等が可能なＡＩ検温器）を導入しました。 

４ 人材確保及び職員育成の強化 

  人材の確保は、厳しい状況が続いていますが、今後も、職員の若返りを図ると

ともに、利用者へのサービスの低下に繋がらぬよう、努めていきます。また、職

員育成の強化として、全職員を対象にした「虐待防止・権利擁護研修」や外部講

師による「ボディメカニクス研修」を実施し、理解を深めました。 

５ 効率的な事業運営と健全な財政運営の推進 

  財政基盤の安定を図るため、前年度に引き続き、東京都サービス推進費の「メ

ニュー選択式加算」を取得しました。結果、新型コロナウイルスの影響はありま

したが、全事業を併せた当期資金収支差額は、約 9 百２十万円の「黒字」となり

ました。 
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２ サルビア荘（特養・短期・通所・支援） 

 

・施設運営の概要    

令和 3 年度、町田市の新型コロナウイルス感染者数は累計 25,508 人で、令和２年

度の 2,182 名の 11 倍となっています。特に令和４年１月から３月にかけては、

20,167 名と令和３年度全体の約 80％がこの３か月に集中していました。サルビア

荘では、感染予防を第一に考えて施設運営をしてきましたが、１月２６日と３１日に

１名づつ計２名の職員が感染しました。幸い利用者に、感染はなく収束しました。こ

のような感染状況の中 、特養の利用率は 90.1%とコロナ前の水準には回復していま

せん。しかし、デイサービスにおいてはコロナ前の水準を上回る利用率となっていま

す。また、最大の懸案事項である看取り介護については、協力病院の感染状況等によ

り協議が中断しています。  

 

・施設運営目標    

(1)  利用者本位の業務運営    

(2)  利用者の健康と心身機能の増進    

(3)  利用者が快適に生活できる環境の確保    

(4)  人材の安定的な確保と能力育成    

(5)  地域への貢献と地域との連携の推進    

(6)  安定した経営の実現   

 

・重点目標    

(1)利用者サービスの充実    

入浴日を集約し、レクリエーションを前年度より約２倍の年約 70 回としました。

また、介護度の重度化防止の検討を行い、検討の結果、認知機能の維持を目的とする

レクリエーションを実施することとしました。さらに、日常の介護業務の中から、認

知機能維持に役立つ日常動作を文書化しました。デイサービスにおいても同様の取り

組みを始め、R４年度中に完成する予定です。新型コロナウイルス対応として、面会

は対面では、行わず、窓越し面会及びリモート面会を実施しています。  

(2)心身の健康増進    

職員の腰痛予防対策の検討を行い、R４より介護技術研修を実施することとしまし

た。また、職員を新規採用した場合、勤務初日から困らないように、体調不良で急遽

休暇をとるときの手順や昼食の注文の仕方等細々としたことを、誰でも教えられるよ

うに、新入職員オリエンテーションプログラムを作成しました。   

(3)施設設備備品の整備    

老朽化しているベッド及び車いすを計画的に定期更新しました。また、新型コロナ

対策として看護用器具を消毒滅菌する高圧蒸気滅菌機を更新しました。給食関係では、

老朽化して庫内温度が下がらなくなった大型冷蔵庫を更新しました。   

(4)認知症対応力の向上    
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特養の利用者の８割が認知症の症状があります。また、サルビアデイケアセンター

は認知症対応となっています。このため、職員間の対応力の差をなしく、施設全体の

対応力を上げるため、日常生活の中で認知機能維持に有効な動作等をリスト化に着手

しました。    

(5)地域への貢献と連携    

町田市の施設である地域交流スペース「小野路宿里山交流館」で、令和３年度も町

田荘と合同で、作品展を実施しました。但し、令和３年度は作品のみの展示としまし

た。    

また、令和元年度から、毎年、実施を予定していました、近隣の施設、学校、病院 

とのイベントはコロナウイルス感染症のため、中止しました。   

(6)健全な財政運営    

令和３年度町田市では、前年度よりも新型コロナウイルス感染症の新規患者数が急

増した影響もあり、利用率が 90.1％とコロナ前の 97.0％を回復しませんでした。

ただし、デイサービスについては、前年度の利用率を 44％上回る 55％となりまし

た。    
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３ 東京高次脳機能障害者支援ホーム 

（自立訓練・生活介護・施設入所支援・短期入所） 

 

令和３年度は、東京都心身障害者福祉センター・肢体不自由者入所更生施設の機

能移転から１１年目、法人直営施設として５年目でした。 

前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染予防のために、マスク着用の徹底、

手摺等の清掃の強化、感染状況による面会禁止等により利用者の感染者ゼロを達成

しました。職員においては、同居家族からの自宅感染と考えられる感染者が数名あ

りましたが、早期に対応を徹底し、職場感染を防ぐことができました。 

コロナ禍の影響で、事業によっては利用率が低迷しました。施設入所支援 75.3％

（前年度 75.6％）、自立訓練事業 45.9％（前年度 54.7％）、生活介護事業 118.6％

（前年度 106.0％）でした。特に自立訓練事業はコロナ禍の影響が大きく、約２年

間低迷傾向にありました。しかし、年度末に近づくにしたがって利用相談が増え、

利用率が回復しつつあります。４年度は建て替えに向けて報酬基盤の安定化が課題

であり、各事業の定員の見直しや、利用率の今後の動向を慎重に見据えて適宜対策

を講じる必要があります。 

また、施設運営に関して大きな課題である職員の能力開発・育成については、対

面形式の外部研修参加が難しい期間でしたが、高次脳機能障害者の支援に関する指

導は OJT が効果的と考え育成に努めました。自立訓練事業の利用者に対しては各

職種がチームアプローチによる評価・訓練を実施しています。しかし、当施設は多

機能型施設（４事業）であることから事業毎に支援方針が異なるため、特に生活支

援員がその方針の違いを理解して支援技術のスキルアップを図ることが難しい環

境です。３年度は生活支援員の数名に自立訓練事業の利用者のみを担当させ、生活

介護事業との支援方針や支援の手段の違いを改めて学ぶ機会を提供しました。この

ことにより自立訓練事業、生活介護事業、施設入所支援といった事業間のコミュニ

ケーションや、合同で行うケース会議等で理解を深めることにより、職員のスキル

アップに繋がっていると考えています 

 

中村橋福祉ケアセンター 

 
令和 3 年度は、重症心身障害者通所事業を含む生活介護事業と中途障害者通所

事業の一体運営を受託した 2 年目になりました。 

長引く新型コロナウィルス感染症の影響による部分的な制約のある中、地域で生

活する障害のある方々への専門的な支援の提供に努めました。 

【令和 3 年度の重点項目】 

（1）連携強化による支援力の向上 

多くの専門職が在籍するメリットを活かし、事業をまたいで職員間の情報共

有を図るなどの実績を積み上げました。 

東京高次脳機能障害者支援ホームと同職種連携会議を開催し、高次脳機能障
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害の方へのサービス提供について意見交換を行いました。 

（2）ICT 活用による質の高いサービスの提供 

利用者への情報提供の手段として iPad を導入し、視覚的に分かりやす

く、かつ正確で適切な情報を即時的に提供できるよう取り組みました。 

（3）地域との交流 

感染予防対策を優先としながらも、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置

の期間以外は積極的に地域に出る活動にも取り組み、日中活動の中での地域

とのかかわりは以前の状態に近いところまで戻しました。 
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４ 高島平福祉園（生活介護・就労継続支援 B 型） 

 

（１）運営面（障がい者福祉センター共通） 

運営にあたっては、新型コロナウイルス感染症の影響で、休園を含め、実施を

見合わせる事業も多くありましたが、「選ばれる施設」づくりのための質の高い

サービスの提供や意思決定の具現化、人材の安定的確保と育成等を重点に事業に

取り組みました。 

（２）就労継続支援Ｂ型事業 

   感染症対策を徹底し、利用者・ご家族の意向を的確に反映した個別支援計画を

もとに支援を行いました。今年度もコロナ禍の影響はありましたが、受注企業の

新規開拓、自主製品の販路拡大を行い、令和 2 年度比の受注作業収入が 102.8％、

自主製品が 195.0％、総収入が 109.4％、増収となりました。平均工賃は

13,686 円で、前年度比で微増となりました。 

（３）生活介護事業 

  感染防止対策を徹底し、多様なニーズに柔軟に対応した支援体制とプログラム

の提供に努め、入園式、夏祭り、年忘れ会、成人祝賀会、年度末会等の行事を安

全に実施することができました。作業収益分配金については、新商品の開発等を

行った結果、昨年度よりも一人につきプラス 200 円の分配金を利用者に分配す

ることができました。 

（４）社会貢献（障がい者福祉センター共通） 

当施設の「地域貢献委員会」を中心に、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑

み、広報誌や喫茶における作品展により地域との「つながり」を維持し、感染症

対策を徹底した「映画会」を開催しました。 

 

板橋区立障がい者福祉センター（地域活動支援センター・相談支援） 

 

（１）地域活動支援センター事業 

新型コロナ感染症対策を徹底し、住み慣れた地域でより豊かに安心して暮らし

ていくために、丁寧なアセスメントにより利用者の地域生活上のニーズを的確に

把握し、リハビリやデイサービスなどのプログラムを提供しました。 

（２）相談支援事業 

障がいのある方やご家族・後見人からの多岐にわたる相談に丁寧に応じ、福祉

サービスの利用など、必要な情報の提供を行い、計画相談支援や地域移行支援、

基本相談等を行いました。（相談件数 4,049 件） 

（３）基幹相談支援センター事業 

板橋区の相談支援の中心であり、各種連絡の主催や参加により地域連携を深め、

区内の人材育成や事業所のバックアップ等、区内全体の相談支援の質の向上に取

り組みました。また、新規事業である「地域生活支援拠点」についても、相談・
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地域の体制づくり・専門的人材の確保・養成に板橋区と連携して取り組みました。 

（４）障がい者虐待防止センター 

年間を通して 33 件の問い合わせや通報または届出があり、すべての案件に対

し、受付票を作成し迅速に区に報告しました。 
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５ 蓮根福祉園（就労継続支援 B 型） 

 

令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症の感染予防策を行いつつ、継続可能な形

での事業運営に努めました。中止や延期になる活動・作業があった中、新たな作業の

開拓、新しい行事の開催といったコロナ禍における支援の幅の広がりと目標工賃達成

を果たしました。 

 

1 工賃向上計画による工賃アップへの取り組み 

① 作業種目 

作業種別 主な作業内容 

受託作業 菓子箱折り・筆記具の箱・袋詰め・清掃作業 

自主製品作業 焼き菓子製造・縫製品等の製造・ビーズ工芸品製造 

② 作業工賃 

 年間事業収入 年度平均工賃 

令和 3 年度目標額 7,260,000 円 11,000 円 

令和 3 年度実績額 8,924,463 円 11,360 円 

目標達成率 122.9％ 103.3％ 

前年度比 120.1% 136.9％ 

◼ コロナ禍により、安定した受注作業が得られない中、イベント・販売会の中

止等も重なりましたが、大口の受注を受けられたことで、平均工賃は昨年度

より大幅にアップしました。(前年比 136.9％) 

◼ 更なる受注を開拓すべくオンラインショップの開設や SNS での発信など、

販路拡大し収入を得ることが出来ました。 

 

2 施設経営機能の強化 

新型コロナウィルス感染症まん延予防対策の強化に取り組んだ 1 年でした。板

橋区所管課・保健所など関係機関との情報共有と連携を行い、園内の環境整備や

消毒等の徹底、また利用者・職員の体調不良等には臨機応変に必要な対応を行い

ました。それら日々の実践の集大成として感染症 BCP を完成させました。 

 

3 ICT 化の推進 

機器増設による安定した Wi-Fi 通信の実現に加え、有線で接続できる環境も増

やし、より幅広く様々な場面で活用できるようにリモート環境を整えました。 

また自主製品販売においては、SNS を活用した PR により顧客の幅を広げるこ

とができました。年度末にはネットショップを開設し、さらなる販路拡大を図り

ました。 
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６ 前野福祉園・前野高齢者在宅サービスセンター 

 

⑴ 前野福祉園 

令和３年度から指定管理の４期目に入りました。新型コロナウイルス感染症

により、４月からのまん延防止重点措置や緊急事態宣言が１年を通じて出され、

多くの事業が中止を余儀なくされました。 

そのため、就労継続支援Ｂ型事業は令和２年度に続き、作業に多くの影響が

現れ、事業収入も苦しい状況が続きました。 

それでも、10 月から年末にかけては感染状況に若干の改善が見られたため、

積極的に受注や販売強化を図り、販売拠点を増やすなどした結果、最終的には

目標とした月額平均工賃を達成することができました。新規に設置した「目標

工賃達成指導員」も、下半期の収入増に貢献できました。 

次年度は、お菓子の製造拠点を移設して、より機能的なスペースで増産体制

を整えていきます。 

３回目のワクチン接種を受けても、感染の不安は全く解消されていません。

引き続き感染予防には最大限の注意をもって臨むとともに、長びく事業中止が

利用者の就労意欲を阻むことがないように、今以上に利用者に寄りそった支援

に努めてまいります。 

 

 

⑵ 前野高齢者在宅サービスセンター 

 民営化の初年度でした。施設内での新型コロナ感染症の発生は抑えることが

できましたが、利用自粛が相次ぎました。自宅での生活が長引くことで、自立度

が低下して、結果的に入院や入所される利用者が相次ぎました。 

また、新規に利用を試みる方が減少し、定員を大きく下回る曜日が常態化し

てきました。これらのことは、利用率の低下と収入の減少という経営課題に直

面することになりました。 

そこで、入浴枠の効率的運用や利用者が関心を持つ新たな活動の提供に取り

組み、収入の確保に努めました。 

 その結果、年間収支ではマイナスになることは回避できました。しかし、新規

登録者の動きは低調のままで、積極的な利用者の獲得を図っていかなければな

りません。 

経営面での苦戦は続いており、業務改善には更に注力いたします。そして、厳

しい状況の中にあっても利用者の安心安全を最優先事項とし、貴重な時間を私

どもの施設で充実して過ごしていただけるよう支援の質の向上を図り、魅力あ

る施設運営を展開していきます。 
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７ いずみの苑 

 

いずみの苑では、２月に施設内で複数の利用者・職員の新型コロナウイルス感染事

例がありました。発生部署だけでなく施設全体で力を合わせて収束させました。事業

運営にあたっては、継続するコロナ過においても可能な限り利用者の満足度を上げる

取り組み（家族面会方法、行事開催等）に努めました。 

 

１ 特別養護老人ホーム、短期入所生活介護 

特養では、平均入所率は 95.3％（前年 96.7％）と若干低下しました。急な状態変

化により亡くなる利用者が例年以上に多かったことや、２月の特養フロア―での新型

コロナウイルス陽性者発生時に新規受け入れを中止したことが影響しました。こうし

た中でも、端午の節句やひな祭り、運動会、年忘れ会などの行事は趣向を変えて開催

したり、家族とのリモート面会を充実させるなど、利用者及び家族の皆さんに楽しん

でいただけるよう努めました。 

短期入所では、入所事務の効率化に向けて、施設内の居宅介護支援事業所と空き状

況をリアルタイムで共有できる環境を整え、希望があればすぐに予約がとれる体制を

整えました。平均利用率は 93.8％（前年 95.9%）でした。 

２ 通所介護事業 

新型コロナ感染症の影響を受けた１年でした。年間利用率は、一般 82.0％（前年

81.3％）、認知 79.2％（前年 68.8％）でした。施設内感染時は休業し、対象者のＰ

ＣＲ検査を実施して、陰性確認とともに早期に事業再開することを繰り返しました。

認知デイに関してはできる限り休業せず、利用者支援に努めました。常に感染症を意

識しながら早期対応に努め、特に食事・入浴・機能訓練に重点を置き、筋力低下や精

神的不安定が生じないよう支援しました。 

３ 訪問介護事業 

サービス提供責任者数の減員に伴い年間延べ回数が 9,824 件（前年 10,306 件）

と減少しました。新型コロナウイルス感染症対策を強化し、事業継続に努めるととも

に、訪問介護員の研修を充実させ、常に利用者の立場に立ったサービスの維持・提供

に努めました。 

４ 居宅介護事業 

介護支援専門員数の減員により介護給付数が年間 1,884 件（前年 2,237 件）と

減少しました。新型コロナウイルス感染症によるサービス事業者の休業により、起こ

りうる利用者の生活状況・身体状況の変化に留意し代替え等の利用者サービス調整を

行い、意欲や身体機能の低下予防に努めました。 

５ 地域包括支援センター 

居宅介護事業への移行や入所により予防給付件数が年間 4,351 件（前年 4,714

件）と減少しました。新型コロナウイルス感染症により予定した事業が中止になるこ

ともありましたが、リモート機能を取り入れ各事業運営に影響のないよう取り組みま

した。 
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８ 小豆沢福祉園（生活介護事業） 

 

  利用者が、安心し生きがいをもって地域生活を営めるよう、効率的・効果的なサ

ービス提供に取り組むことを基本方針としました。 

コロナ禍に終始した１年となりましたが、その中においても、創意工夫によるサ

ービス提供に努めたことで、利用者・家族から高い評価を得られました。 

 

１ 事業概要 

開設から 20 年目を迎え、新たに 5 年間の指定管理期間に入りました。コロナ禍

により、計画の変更を余儀なくされましたが、感染防止対策を施しての代替行事の

開催など、これまでの質を落とすことなく、サービスの提供に努めました。開設 20

周年を祝うイベントにおいては、記念誌の発行や記念品の作成、記念行事の実施な

ど、さまざまな工夫を凝らした催しを行いました。 

地域共生社会の実現に向けて、地域社会との連携・協力を図る計画については、

コロナ禍により見合わせています。今後も分野や世代を超えて、人と人とがつなが

る「支えあいの機能」を地域とともに創り上げてまいります。 

   

２ 重点目標の達成状況 

（１）利用者サービスの向上 

   利用者が効果的な活動で充実した生活が送れるよう、丁寧なモニタリングと併

せて、ＭＥＭＯシート（月まとめ）を活用し、サービス提供状況の確認や支援課

題・方法などを随時見直すなど、利用者の状況に応じたきめ細かな対応や状態の

変化に迅速に対応しました。 

（２）地域社会との関係強化 

   町会が主催する夏まつりや防災訓練等で交流を図る計画については、新型コロ

ナウイルス感染終息後に再開いたします。 

（３）人材育成 

   コロナ禍で多くの研修が中止になり、予定していた外部研修に参加できなかっ

た一方で、内部・外部講師による研修を多数企画するなど、職場内研修の充実を

図りました。 

（４）危機管理 

   浸水想定区域に所在する要配慮者利用施設に該当することから、「障害者と災

害」をテーマとした研修会を実施するなど、災害対策に積極的に取り組みました。 

（５）感染防止対策 

   新型コロナウイルス感染防止に向けて、最大限の対策を講じました。 
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９ ケアハウス松が谷（軽費老人ホーム・通所介護・在宅サービス・地域包括） 

 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大により、引き続き、安全な施設運営

の確保を第一とし、感染予防対策の徹底を行いました。台東区や関係機関と連携を

図りながら、より良い支援やサービスの提供に努め、利用者の満足度が低下しない

よう、工夫しながら進めていきました。また、防災対策として、消防署や地域の方々

と協力し、感染対策を施しながら、防災訓練を実施しました。 

 

１ ケアハウス松が谷 

現在の入居者の状態や感染状況に合わせ、活動や行事を見直しました。新しい活

動の導入等で、ケアハウスでの生活がより活発化するよう取り組みましたが、今年

も新型コロナウイルス感染の影響で、地域交流はなく、活動・行事の中止や縮小期

間もありました。入居者の中で感染された方が判明されたため、食事の提供や入浴

の提供を一部変更するなど、保健所や台東区の所管課と連携を図り対応をしました。 

 

２ まつがや高齢者在宅サービスセンター 

事業計画の目標であった利用率（８２％以上）は、７５．５％と目標を達成する

ことが困難な状況でした。令和２年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防

止策として様々な活動への制限を余儀無くされましたが、少しでも利用者の皆様に

心から喜んでいただける施設づくりに尽力しました。ボランティアの受入れや、近

隣保育園等との交流、介護等体験の実習生受入れについても中止となるなか、大変

な時期を耐え忍ばれている利用者の皆様に少しでも季節感を味わいながら楽しん

でいただけるよう、感染拡大防止策を踏まえた４大行事(納涼会・敬老会・忘年会・

新年会)を実施しました。 

 

３ まつがや地域包括支援センター 

「地域包括ケアシステム」の構築に向け、認知症の相談体制の強化と各関係機関

や見守りネット相談協力員連絡会等で地域住民の関係強化に努めました。新型コロ

ナウイス感染拡大防止のため、会議や集いは最小限度にし、書面や回覧板形式を取

り入れました。新型コロナウイルスによる新しい生活様式を背景とした相談も増加

傾向です。支援困難ケ―ス、虐待ケースは随時対応しました。介護予防・日常生活

支援総合事業の効果的な活用に努めました。 

 

４ 介護サポートまつがや 

ケアマネジャー３名体制で特定事業所加算Ⅲを継続し、年度を通して月平均約９ 

５名の利用者を担当させていただきました。併設の地域包括支援センターは勿論、 

区内の病院や事業所等からも新規の依頼を受ける事ができ、事業所として地域に根 

付いた活動を行いました。 
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ただ、令和３年度も新型コロナウイルス感染防止の対応を余儀なくされ、毎月の

モニタリング訪問やサービス担当者会議なども、利用者やご家族の皆さんと相談の

上、状況に応じて中止や電話での聞き取りなどの対応に努めました。 

そういった状況下でも担当するご利用者様のサービス利用に支障をきたすこと

がないよう、ご利用者様、ご家族様、各事業所の皆様との連絡を密に行い、適切な

支援を行うよう心掛けました。 
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１０ 特別養護老人ホーム蔵前 

 

１ 地域福祉の拠点施設 

特別養護老人ホーム蔵前は、「入所介護」「短期入所」「通所介護」「地域包

括」「居宅介護」の５事業を運営する高齢者施設です。新たに「障害者グループ

ホーム」の開設に向け、準備を進めました。 

利用者のニーズに適確に応え、専門的・先駆的な福祉サービスの提供に努めて

います。 

また、コロナウイルス感染症対策の強化を図り、事業の継続に努めました。ご

家族とリモート面会を実施していましたが、対面での面会が実現できるように、

1 階のロビーに面会室を設置しました。 

２ 福祉サービスの充実 

（１） 入所介護（定員 50 人） 

  ア 医療と介護の連携を重視し、医療職員と介護職員が一体となってサービスを

提供しました。 

  イ 8 人の看取りにも取り組み、利用者が尊厳ある最期を迎えられるよう努めま

した。 

  ウ 日本歯科大学附属病院の協力の下に行っている嚥下機能検査は、誤嚥予防に

大きな効果を上げており、誤嚥事故や入院はありません。 

  エ 短期入所と合わせた利用率は、コロナの影響で 95.9%でした。 

（２） 短期入所（空床利用型） 

    入院等により生じた空床を活用し、ご家族のレスパイトに努めました。 

（３） 通所介護（定員 30 人） 

  ア 自宅での入浴が困難な利用者に、積極的に機械浴、一般浴を提供しました。 

  イ 高齢者専用のリハビリ機器を活用し、ＰＴ、ＯＴ、看護師が連携して個々の

利用者の状態に合わせた個別機能訓練を提供しました。 

  ウ 利用率は、新型コロナウイルス感染症や、６階空調設備改修工事による規

模を縮小しての営業の影響で、66.8%でした。 

（４） 地域包括 

  ア 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、介護・医療・

保険・福祉などの側面から高齢者を支える総合相談に努めました。 

  イ 認知症高齢者の対応や高齢者の実態把握、見守り訪問等を、積極的に取り

組みました。 

（５） 居宅介護 

    ご本人やご家族の意向を丁寧に聞き取りながら「居宅介護支援計画」を作

成しています。また、地域包括と連携して要介護になることを予防する「介

護予防支援計画」を作成しました。 
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３ 収支状況 

   新型コロナの影響で入所、短期、通所共に利用者が減少し、大幅な減収とな

りましたが、前年度分も含めて相当額の補助があり、今年度としては、22 百万

の黒字となりました。 
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１１ 自立支援センター板橋寮 

 

１．路上生活者対策事業の目的 

（１）路上生活からの早期社会復帰に向けた支援の実施 

（２）長期高齢化した路上生活者の地域生活移行に向けた支援の実施 

 

２．運営基本方針及び取組み状況 

（１）利用者ニーズの変化に適応した新支援プログラムの深化を図ると共に、目配り・

気配り・心配りを軸にした、きめ細やかな利用者サービスに努める。 

・取組み状況 

事業目的達成のため、施設単位の中期計画に従い、具体的な事業目標設定、目標進

捗管理、データ分析による課題解決策立案（新支援プログラム策定等）及び即時実

行を徹底しました。 

（２）支援付地域生活移行事業の円滑運営を図る。 

・取組み状況 

路上生活が長期高齢化しているため、様々な課題が浮上し課題解決まで時間を要

するケースもありましたが、地域生活移行後のアフターケアが円滑に行えるよう

実施区への引継ぎを徹底しました。 

（3）新型コロナウィルス感染予防等の取組み状況 

   ①嘱託医協力の下、職員のワクチン接種を行いました。また、利用者にも接種を

促し、希望者には接種券取得の支援を行いました。 

   ②職員 2名、利用者については6 名、抗原・PCR 検査陽性となりましたが、す

べて個別に発生したものでクラスターを防ぐことが出来ました。 

 

3．事業重点項目 

（1）巡回相談事業・支援付地域生活移行事業 

①路上生活脱却目標名 15名 実績12名 達成率80.0％ 

②支援付地域生活移行事業利用者目標8名 実績7名 達成率87.5％ 

（2）緊急一時保護事業・自立支援事業 

①自立支援事業移行率目標80％ 実績77.9％ 

②就労自立率目標50％ 実績54.9％ 

（3）地域生活継続支援事業 

①地域生活継続率目標80％ 実績89.3％ 

②再路上化防止率目標95％ 実績100.0％ 

（4）人材育成 

①プリセプター制度による新人教育に取組みました。 

②各種研修（リモート）に参加し支援スキルの向上に努めました。 

③ワンランクアップを想定した業務分掌とし、職員のステージアップに努めました。 

（5）予算執行 

①執行率計画95％、実績98.1％となりました。 

（6）地域への安全・安心配慮・交流 

①夜間職員3名体制を実施すると共に周辺地域の清掃とパトロールを実施しました。 

②町会会議に出席し、地域住民の方々へ当施設の運営状況の報告を行いました。 
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１１-２ 板橋区ホームレス生活サポート事業 
 

１．板橋区ホームレス生活サポート事業の目的 

「ホームレス生活から脱却し、脱却後も継続的な地域生活を営み、その意欲、能力

を向上させ、その者の自立を促進する」 

 

2．基本事業及び取組み状況 

（１）施設入所支援事業 

相談面接において、個別ニーズを把握し、円滑な施入所調整・施設入所同行に取組

みました。 

（２）相談支援事業 

入院・入所同行相談、ホームレス脱却相談等、多岐に亘る相談に対し、迅速な対応

を心がけて取組みました。 

（３）住宅相談支援事業 

賃貸住宅情報提供、内見同行、賃貸借住宅契約同行、居宅移行時同行等、対象者の

ニーズに対応した支援に取組みました。 

（４）訪問支援事業 

地域生活継続支援を目的に、居宅訪問による日常生活状況・健康状態等の確認、福

祉事務所との連絡調整等に取組みました。 

（５）生活訓練支援事業 

意欲・能力の向上、孤立の防止、自立促進を目的とした、日常生活訓練・各種講

習等を企画開催しました。 

 

3．事業取組み成果 

（１）施設入所支援事業実績について 

面接支援件数は175件、施設入所同行支援件数は204件と前年度同様に推移し

ました。 

総合相談係及び担当CWとの円滑な協議を行いました。 

（２）相談支援事業実績について 

統計項目が追加され、入院・入所前生活相談件数が設けられました。 

年間を通じて、2025件の相談が寄せられています。 

（３）住宅相談支援事業実績について 

住宅相談支援件数は、前年度と同様に推移しております。住宅相談支援件数は

250件となり、住宅契約同行支援は、年間40件となりました。 

（４）訪問支援事業実績について 

コロナ禍ではありましたが、短時間でなおかつ玄関先等での安否確認を行いまし

た。訪問日数、支援人数、件数とも前年度同様に推移しました。 

（５）生活訓練支援事業実績について 

   計12回をすべて通信講座として開催しました。 
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１２ 大泉障害者支援ホーム 

（生活介護・施設入所支援・就労継続支援 B 型・短期入所） 

 

平成18年に当法人が指定管理者として大泉障害者支援ホームの運営を任されて以

降、令和３年度末を以って、最後のプロジェクトであった建て替え事業が無事完了し

ました。多くの関係者の皆様のご協力のもと、職員が一丸となって取り組みました。 

１．感染防止の徹底と着実な施設運営 

新型コロナウイルス感染症の流行中は、「新型コロナウイルス感染症の事業継続計

画」に基づいて対応しました。新型コロナウイルスの流行が長引く中で、行動制限下

で利用者の生活の質を維持する事が課題でした。 

２．建て替え事業の適切な対応 

当施設の建て替えにあたり、平成 27 年度から令和３年度まで、３億７千万円の建

築自己資金を計画的に積み立て(計画当初の積み立て目標額３億円)、建て替え当初見

込んでいなかった外構や防災関連の備品等、施設の機能を地域に還元できる内容に当

てることが出来ました。 

３．地域ニーズに基づいた就労事業の展開 

就労継続 B 型事業(通所)は、昨年度と比べると利用率が下がりました。コロナ禍の

影響もあり、積極的な利用者確保までに至りませんでした。新設建物では、新しい作

業種目である、「水耕栽培」を導入し、利用者の作業支援の構築を行いました。品質や

収穫数の確保について、更に努力してまいります。 

４．施設第 3 次中期計画の目標達成 

 (１)社会貢献事業への取り組み強化 

建て替えにより、カフェの機能を備えた地域交流室を設けました。地域貢献活

動の在り方について、先行している他施設を参考にして検討していきます。 

(２)利用者サービスの充実 

コロナ禍で生活制限がある中でも生活の質を大事にした支援に努めました。 

(３)健全で自立した施設運営 

令和 3 年度も高い利用率を維持し、給付費の適切な請求と収入の確保に努めま

した。 

 (４)人材の育成と健全な職場つくり 

令和 3 年度は特に、感染症、人権擁護・虐待防止の研修に力を入れました。 

  建て替えでは、職場環境の動線について、職員相互に顔が見えやすく声を掛けや

すい設計を意識しました。 

 (５)効率的効果的な施設運営 

建て替えでは、入所では、視覚障害の利用者の安全を第 1 に考え、職員が利用

者の様子を把握しやすく視認性の良い設計としました。また、重度化高齢化に伴

い、建て替えを機に天井走行リフトを導入しました。通所では、作業や活動等の

用途で部屋を仕切れるように使い勝手の良い設計としました。 
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13 東が丘荘（更生施設・保護施設通所事業・宿所提供施設） 

 

令和３年度は、開設から１５年目、特別区人事・厚生事務組合からの３期目の指定

管理最終年度にあたりました。利用者数は減少傾向にありますが、利用者課題はます

ます複雑で多様化しています。変化する利用者状況に対応し、安全で安定した施設運

営に努め、来年度からの再指定管理を受託することができました。 

新型コロナウイルス流行の終息が見えないなか、令和３年度も引き続き感染対策を

徹底し、工夫を凝らした活動の提供、社会資源の活用、専門機関との連携などを実施

することによって、高い満足度につながる支援を提供しました。 

地域との交流が難しい中、交流が途切れないように、連絡会を書面で開催し、情報

交換を行いました。また、関係機関との連携、情報発信を積極的に行い、ネットワー

ク構築に努めました。 

令和４年度には「厚生関係施設再編計画（平成３１年度～４０年度）」の中間見直し

が行われます。更生施設の職員加配や、宿泊所から宿所提供施設への種別転換の効果

や問題点の検証に取り組み始めました。 

 

更生施設 

更生施設においては、長期間精神科病院に入院していた利用者や社会経験に乏しい

利用者を多く受け入れています。今年度も健康回復に重点をおき、生活リズムを整え、

個々の能力を引き出す取り組みに力を入れました。依然新型コロナウイルス感染症の

流行が続いているため、感染対策の徹底を継続し、日中活動や行事の開催方法や内容

を工夫し、利用者ニーズに対応しました。所内作業について、今年度も新型コロナウ

イルスの影響を受け、自主生産品の販売先の確保が難しいため、関係機関の協力を得

て注文販売等を実施し、売り上げを確保しました。安全に配慮した作業環境で作業に

取り組んで頂き、就労意欲の向上に努めました。 

退所後の安定した地域生活のために、通所訪問事業、ステップハウス、社会復帰促

進事業の適切な利用を図りました。入所率は、前年度実績をやや下回りましたが、年

度後半は入所調整される人数が増加する傾向がみられています。 

 

宿所提供施設 

新型コロナウイルス感染拡大防止策を、今年度も徹底して行いました。更生施設と

のゾーン分けを行いながら、個別訪問や内線電話を活用し、相談業務を継続しました。

活動についても感染症に配慮した様々な取り組みを行い、利用者サービスが低下しな

いように取り組みました。 
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昨年度以上に新型コロナウイルスが感染拡大し、貧困者が増加となっていましたが、

入所者数は昨年とほぼ変わらず、家族世帯が少なく、単身女性の利用が多い状況でし

た。実施機関の生活保護ケースワーカーと様々な利用者ニーズを共有し、情報交換を

行い、生活再建の支援を行いました。 

コロナ禍でも通常通りの受入れを待機させることなく迅速に行い、緊急一時保護事

業と社会復帰促進事業としての役割を果たせるように努めました。 
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１４ 目黒区東が丘障害福祉施設（生活介護・短期入所・福祉ホーム） 

 

年度目標の「施設サービスの向上と地域福祉の推進」の達成に向けて事業運営をし

ました。今年度は第２期指定管理の最終年でしたが、目黒区から今までの運営実績を

高く評価していただき、引き続き令和１３年度までの１０年間の指定管理者に選定さ

れました。 

 

Ⅰ 施設運営の重点項目 

（１）地域福祉の推進 

目黒区立大岡山小学校の児童を対象に介護教室を実施しました。福祉の店コハナ

では障害施設の自主生産品販売や障害者のアート作品を展示し、障害福祉の啓発を

図りました。 

（２）危機管理  

虐待防止の取組みとして、グレーゾーン事例を繰り返し検討し支援の向上に活か

しました。新型コロナウイルス感染症のマニュアルを整備し感染防止対策を徹底し

ました。 

（３）人材育成 

内外部の研修に６８回参加・実施し、職員の資質向上及び事業運営に必要な知識・

技術の習得を図りました。 

 

Ⅱ 利用者支援 

（１）東が丘福祉工房 

感染対策のため、日常生活にさまざまな制約がかかる中でしたが「出来ること」

を模索し工夫を凝らしたサービスを提供しました。リモート等を活用して季節行事

等を再開したほか、外出・宿泊活動については代替行事を充実させました。東京２

０２０パラリンピック採火式への参加やＮＨＫの取材を受けるなど貴重な体験が

続きました。１月と３月に感染者が複数人発生した時には、登所自粛のお願いや

PCR 検査等を行い迅速に対応して感染拡大を防ぎました。利用者５名が施設入所

のため年度途中に退所しました。 

 

（２）東が丘あじさいホーム 

①  福祉ホーム事業 

 ３名が区内入所施設へ移行しました。３月入所者１名が新型コロナウイルス感染

症に感染しホーム居室にて療養したときにはヘルプ事業者に代わって職員が対応

しました。 

②  短期入所事業  

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置期間、感染拡大時には利用控えがありまし

たが、感染対策をして安全に利用していただけるよう努めました。平均利用率は６

２％でした。 
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（３）福祉の店－COHANA（コハナ）－ 

 今年度目黒区から事業受託し８月２４日オープンしました。目黒区内障害福祉サ

ービス事業所の自主生産品の販売、喫茶（ドリンク）、地域交流の場の提供をしま

した。リピーターも増えており、順調に運営しています。 

【８月～３月売上】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主生産品 ２，４６３，２１０ 

喫茶（COHANA） ８９９，８００ 

合   計 ３，３６３，０１０ 

43



１５ 関町福祉園（生活介護） 

 

練馬区立関町福祉園は、障害者総合支援法に基づく生活介護事業の通所施設です。

１８歳以上の知的障害者を対象として、その心身の発達を促し、社会生活能力を開発

するために必要な援助を行うことによって、日々の生活の充実を図り、社会的自立を

助長することを目的としています。 

令和 3 年度は、練馬区からの 3 期目（1 期 5 年間）の指定管理を受託する２年目

（通算の期間では12年目）にあたりました。新型コロナウイルス感染予防を徹底し、

活動内容に制限はありつつも、コロナ禍でもできる活動を模索しながら支援を実施し

ました。利用者個々の人権・意思を尊重するとともに、共生社会の形成に向けて、地

域とのつながりを大切に活動に取り組みました。 

利用者支援においては、新型コロナウイルス感染予防のため、宿泊行事や外出行事、

他事業所や学校との交流等は実施できませんでしたが、園内でのバーチャル旅行体験

や縁日の開催など、気分転換が図れるような活動を積極的に取り入れました。園庭を

利用した運動の提供や園の外周散策など、利用者の心と身体の安定、個々の特性や状

況、意思を踏まえ、日常的な支援の充実を図りました。 

一方、施設の老朽化に伴い修繕を実施しました。ガス空調機や厨房給湯器など経年

劣化による不具合に関して適宜工事を実施しました。優先順位をつけ、計画的に修繕

を行い、安全な施設環境の整備と適切な施設の維持管理に努めました。 

園庭、農園作りに関しては、多くのボランティアの方々にご協力いただき、地域の

方にも憩っていただける園庭作りを目標に取り組みました。たくさんのハーブや野菜

が育ち、地域の方々から声をかけていただいたり、収穫した作物を販売会で購入して

いただき、地域の方との交流の一助となっています。 

人材育成に関してはプリセプター制度を活用し、きめ細やかな指導育成を行いまし

た。オンライン研修を積極的に利用し、職員の職層・希望に合わせた研修に参加でき

るようにすることで、支援力の向上につなげることができました。 

次年度も、利用者の意思決定の尊重やより良いサービスが実現できるよう、引き続

き、職員の資質向上を図ってまいります。 

 

令和３年度 利用者状況                   （単位：人） 

定 員 

40 名 

前年末 

在籍者 

令和 3 年度 当年末 

在籍者 

支 援 

日 数 

利用者 

延人数 

利用者 

通所率 入所 退所 

男 性  25 2 2 25 

243 日 7,519 人 80.2％ 女 性   12 0 3 9 

合 計  37 2 5 34 
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１６ 三園福祉園（生活介護、重心通所事業） 

 

令和３年度は、開設から１１年目となり指定管理期間第３期目に突入しました。当

園がこれまで築き上げた独自性と時代のニーズが求める「福祉支援」の深化に取り組

みました。 

また、三園福祉園の強み、弱みを分析し、「今何が求められているのか」「何をすべ

きか」を明確にして事業運営に専心しました。加えて、利用者・ご家族、地域、職員、

経営の４つの満足が有機的に連動するように注力し、来るべき民営化に備え「選ばれ

る魅力ある施設づくり」の実践に努めました。 

 

利用者支援にあたっては、「存在有意感」（どのような人でもそこにいるだけで価値

がある）を職員全員が念頭におき、個別支援目標に沿って利用者が持てる力を最大限

に発揮できるよう、物理的環境の整備や職員の専門技術の向上に努めました。特に、

時代の変化に伴う利用者・ご家族のニーズに呼応し、効果的で柔軟なサポートを行い

ました。グループ編成による効果や課題を常に検証して、仲間意識や内面的な充実が

図れるよう努めました。医療的管理が絶えず必要とされる重症心身障がい者通所事業

においては、令和２年度より１日の利用定員が１０名となりました。令和３年度は登

録者数が１名増えましたが、希望される方全員が週４日登園可能となっています。し

かし、当年度は新型コロナウイルスへの感染が疑われる事例が発生した際に登園を控

える方もおり、特に重心事業の通所率は低迷しました。重心施設は、利用者・ご家族

の広がりのある生活を支えるものとなっている反面、ケアの重度化や緊急時対応等

様々な課題が山積しているのが実情です。今後も安心・安全を第一に地域施設活用型

重心施設の在り方を関係機関と連携して検討してまいります。 

 

社会貢献および地域福祉への取り組みについては、新型コロナウイルス感染症のま

ん延に伴い、計画していた活動を行うことはほとんどできませんでした。新型コロナ

ウイルス感染症に対しては、安定型次亜塩素酸ナトリウム液による消毒、送迎バス内

や食堂へのパーティション設置等、感染予防・拡大防止策を徹底して継続・実施しま

した。 

 

本年度も、利用者・ご家族、地域から頼りにされる施設運営および区立福祉園とし

ての役割、社会福祉法人としての使命を果たすことに最善を尽くしました。 
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１７ 田柄福祉園（生活介護） 

 

令和 3 年度もコロナ禍の状況が続く中、感染症対策を講じながら安心・安全な施設

運営を推進してまいりました。昨年度、利用者・ご家族の皆さまから行事再開の要望

があり、その要望に応えようと入念に計画をたて、令和 3 年度では複数の行事を再開

することができました。参加した利用者、ご家族からは、喜びの声をたくさんいただ

くなど満足度調査でも高い評価を得ることができました。 

 令和３年度の取り組み結果は以下のとおりとなります。 

１「安心」と「信頼」される施設運営に努めます。 

「コロナ禍での挑戦」を全職員で掲げ、利用者・ご家族のニーズに応えることを目

標として日々取り組んでまいりました。結果、昨年度に引き続き、利用率は高い水準

を示すことができました。これからも、利用者・家族、関係機関からのご意見やご要

望には積極的に耳を傾け、改善や実現に向け最大限努めてまいります。 

２ 利用者サービスの充実に努めます。 

 令和 3 年度より、利用者家族を対象とした「リモート活動公開（Zoom）」を定期

的に実施しました。福祉園の状況を伝えること以外、販売会や利用者合同レク（すご

ろく大会、クイズ大会など）など、新たな活動へ発展させ、利用者・ご家族の皆さま

より、ご好評をいただきました（第三者評価機関による満足度調査結果 満足度９

５％）。 

３ 地域福祉の取り組み 

地域の方を対象とした「施設公開行事」を 2 年ぶりに開催しました。コロナ禍以降

の施設の状況についてお伝えし、来場された方から「皆、元気そうで安心した」との

声をいただきました。地域ボランティアの方との関わりについては、電話や手紙、オ

ンラインでの交流を継続した他、在宅での自主製品作成にご協力いただき、多くの製

品を販売することができました。今後、町会との連携強化を目指し取り組んでまいり

ます。 

４ 災害や感染症など、あらゆるリスクに備えた強い施設作り 

防災対策は、定期防災（避難）訓練、非常時を想定した「災害伝言ダイヤル訓練」

「一斉メール送受信訓練」（月１回）を行いました。感染症対策については、速やかな

情報共有と状況に応じた対策を講じ、感染拡大防止に努めました。防犯対策の強化を

目標に加え、より一層の安全管理の充実を図ります。 

５ 職場環境・人材育成への取り組み 

年間通して、外部研修（Web 研修含）、職員主導による内部研修を実施し、施設・

職員それぞれのスキルアップを図りました。 

業務効率化と時間外労働の削減を目指し「事務業務のＩＴ化」に着手しました。ま

だ途中段階であり、引き続き目標達成に向け取り組んでまいります。 

６ ＳＤＧｓ目標達成に向けた取り組み 

ＳＤＧｓ１７の項目の内、関わりが深い項目について、課題改善への取組みを実践

しました（ペーパーレスの推進、時間外労働の削減による電気量消費の抑制）。 
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令和３年度 利用者状況 

定員 

45 名 

前年末 

在籍者 

令和３年度 当年末 

在籍者 

支 援 

日 数 

利用者 

延人数 

利用者 

通所率 入所 退所（理由） 

男 性 2９名 ０名 １名 2８名 
２４６

日 
10,172 人 9２.６％ 女 性 1６名 １名 ０名 1７名 

合 計 4５名 １名 １名 4５名 

※ 当年末現在平均支援区分 ： 5.41 
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Ⅳ　法人の規模

　１．施設の概要 令和4年3月31日実績

設置年月日 建物面積 (㎡) 備       考

法　人　本　部 昭和27. 5. 17 638.76 移転　　　　　令和3.4.1

町　田　荘 事業開始　　昭和41.5.27

施設入所支援 40 事業開始　　平成23.4.1

生活介護 40 定員変更　　平成30.9.1

短期入所(併設型・空床利用型） 4

サルビア荘（特別養護老人ホーム） 60 平成 3. 3. 20 事業開始　　平成3.3.20(　)内は空床利用の別握

短期入所生活介護事業 5 (3) 平成12. 4. 1 2,343.20 事業開始　　平成3.6.1

サルビア指定居宅介護支援事業所 39 平成12. 4. 1

サルビアデイケアセンター 事業開始　　平成3.4.1

　　　　　　(通所介護事業) 20 平成18. 4. 1 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 平成29. 4. 1 2,978.00 事業開始　　平成29.4.1（東京都から移譲を受ける）

自立訓練（機能訓練） 30 事業開始　　平成29.4.1　入所支援施設50名　

生活介護 20 事業開始　　平成29.4.1　短期入所（空床利用1名）　

中村橋福祉ケアセンター

自立訓練事業等 30 平成25．10．1 事業開始　  平成25.10.1

生活介護事業 15 昭和54．8．1 事業開始　  令和2.4.1

高島平福祉園 事業開始　　昭和61.6.25

生活介護事業 36 平成 9. 4. 1 1,228.82

就労継続支援Ｂ型事業 30 昭和61. 6. 25

高島平福祉園分場 20 平成13. 4. 1 707.06 事業開始　　平成13.4.1

就労継続支援Ｂ型事業  

板橋区立障がい者センター 事業開始　　平成19.4.1

地域活動支援センター 1,240.15

　　（地域活動支援センター事業） 30

　　（セミナー事業） 50 昭和61.6.25

　　（施設利用） 200

指定相談支援事業 － 平成19.4.1 事業開始　　平成19.4.1

蓮根福祉園 事業開始　　平成元.4.1

就労継続支援Ｂ型施設 60 平成 元. 4.1 1,430.79

前野福祉園 事業開始　　平成3.4.1

就労継続支援Ｂ型事業 30 平成 3. 4. 1 899.23

前野高齢者在宅サービスセンター（通所介護） 37 平成12. 4. 1 事業開始　　平成3.4.1　令和3.4.1より直営

会食事業（自主事業・地域貢献） 10 平成18. 4. 1 通所介護

前野指定居宅介護支援事業所 20 平成12. 4. 1 358.61 介護予防通所介護　　　　　　　25名

認知症対応型通所介護　　　　12名（1単位）

会食事業　　　　　　　　　　　　　10名

105 平成12. 4. 1 事業開始　　平成 7. 7. 1

短期入所生活介護事業 5 （5） 平成12. 4. 1 　（　）内は空床利用の別掲

47 平成12. 4. 1 通所介護　（35名）　認知症対応型通所介護　(12名）　

板橋区蓮根地域包括支援センター － 平成18. 4. 1 介護予防支援

いずみの苑指定居宅介護支援事業所 － 平成12. 4. 1 居宅介護

いずみの苑ふれあいヘルプ事業所 － 平成12. 4. 1 訪問介護

小豆沢福祉園（生活介護事業） 54 平成13. 4. 1 1,209.27 事業開始　　平成13.4.1

ケアハウス松が谷 38 平成8.6.1 事業開始　　平成8.6.1

まつがや高齢者在宅サービスセンター 35 平成8.6.1 4,671.09 受託開始　　平成15.4.1

介護サポートまつがや － 平成11.8.1 第１号通所事業・国基準相当通所型サービス 平成28.3.1

まつがや地域包括支援センター － 平成18.4.1 　　　　〃　　 　　・区独自基準通所型　　〃　　　平成28.3.1　

特別養護老人ホーム蔵前 50 平成7.5.1 事業開始　平成７.5.1、受託開始　平成16.4.1

短期入所生活介護 （5） 平成24.5.1 事業開始　平成24.7.1（空床利用型）

くらまえ高齢者在宅サービスセンター 30 平成7.5.1 3,969.55 事業開始　平成７.5.1、受託開始　平成16.4.1

介護サポートくらまえ － 平成11.8.1 事業開始　平成11.8.1

くらまえ地域包括支援センター － 平成18.4.1 782.42 事業開始　平成18.4.1、受託開始　平成18.4.1

－

自立支援センター　板橋寮 100 令和3.3.22 1,037.43 事業開始　令和3.3.22

大泉障害者支援ﾎｰﾑ（指定障害者支援施設） 平成26.4.1 事業開始　平成26.4.１（東京都から移譲）

生活介護及び施設入所支援 40 平成26.4.１ 事業開始　平成26.4.１

就労移行支援 0 平成26.4.１ 事業開始　平成26.4.１   事業廃止　平成31.3.31

就労継続支援Ｂ型 20 平成26.4.１ 事業開始　平成26.4.１

短期入所（空床利用型） 1 平成26.4.１ 事業開始　平成26.4.１

東が丘荘（更生施設） 50 平成19.4.1 事業開始 　平成19.4.1、受託開始　平成19.4.1

東が丘荘（保護施設通所事業） 25 平成19.4.1 4,165.83 事業開始 　平成19.4.1、受託開始　平成19.4.1

東が丘荘（宿所提供施設） 80 平成31.4.1 事業開始 　平成31.4.1、受託開始　平成31.4.1

目黒区東が丘障害福祉施設

東が丘福祉工房（生活介護事業） 40 平成19.4.1 事業開始 　平成19.4.1、受託開始　平成19.4.1

東が丘あじさいホーム（短期入所）　　 2 平成19.4.1 事業開始 　平成19.4.1、受託開始　平成19.4.1

　　　　　　　　　　　　　（福祉ホーム）　　 7 平成19.4.1 事業開始 　平成19.4.1、受託開始　平成19.4.1

福祉の店　COHANA － 令和3.4.1 80.48 事業開始 　令和3.8.18、受託開始　令和3.4.1

40 昭和61.4.1 1,078.00 事業開始 　昭和61.4.1、受託開始　平成22.4.1

30

　　　　　　　　　　　（重心通所事業） 10

45 平成26. 6. 1 931.07 事業開始 　平成26.6.1

1,680 (13) 45,767.40

事業開始 　平成23.6.1、受託開始　平成23.6.1

田柄福祉園（生活介護事業）

昭和41. 5. 1

障害者グループホーム準備室

1,357.83

3,854.41

2,011.75

824.00

板橋区立三園福祉園（生活介護事業）
平成23. 6. 1

合　　　　計

練馬区立関町福祉園（生活介護事業）

特別養護老人ホームいずみの苑

6,672.88
いずみの苑通所介護事業所

施設　(事業)　名 定員

1,296.77
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    ２．施設別職員数 令和4年3月31日実績

常駐 兼務 常駐 兼務 人数 常勤換算 人数 常勤換算 兼務

法　人　本　部 2 1 1.00 3 3.00 0

町　田　荘 22 24 16 12.14 40 36.14 0

サルビア荘（特養） 25 24 14 10.12 38 34.12 0
短期入所生活介護事業 2 1 1 1.00 2 2.00 0
サルビア指定居宅介護支援 2 1 1 1 0.60 2 1.60 1
サルビアデイケアセンター 5 3 1 7 4.69 10 7.69 1

東京高次脳機能障害者支援ホーム 29 28 8 4.70 36 32.70 0
中村橋福祉ケアセンター 23 20 6 3.38 26 23.38 0
高島平福祉園

生活介護事業 21 21 3 1.70 24 22.70 0
就労継続支援Ｂ型事業 8 7 1 1.00 8 8.00 0

高島平福祉園分場
就労継続支援Ｂ型事業 6 5 1 0.90 6 5.90 0

板橋区立障がい者センター
地域活動支援センター
（地域活動支援センター事業） 6 1 6 1 5 2.30 11 8.30 1
（セミナー事業）
（施設利用）

指定相談支援事業所 8 8 1 0.70 9 8.70 0
蓮根福祉園

就労継続支援Ｂ型施設 13 13 3 0.45 16 13.45 0
前野福祉園

就労継続支援Ｂ型事業 10 9 1 0.23 10 9.23 0
前野高齢者在宅サービスセンター 

  (通所介護事業) 14 5 12 7.27 17 12.27 0
前野指定居宅介護支援事業所 0 0.00 0
特別養護老人ホームいずみの苑 45 45 5 30 16.20 75 61.20 5

短期入所生活介護事業 3 3 0 0 0.00 3 3.00 0
7 7 5 14 7.75 21 14.75 5

板橋区蓮根地域包括支援センター 8 7 0 2 1.40 9 8.40 0
いずみの苑指定居宅介護支援事業所 5 4 0 1 1.00 5 5.00 0
いずみの苑ふれあいヘルプ事業所 0 0 17 7.00 17 7.00 0
小豆沢福祉園 31 28 3 2.35 31 30.35 0

（生活介護）
ケアハウス松が谷 6 6 1 0 0.00 6 6.00 1
まつがや高齢者在宅サービスセンター 13 8 18 6.92 26 14.92 0
介護サポートまつがや 3 3 0 0.00 3 3.00 0
まつがや地域包括支援センター 3 6 2 1.60 8 7.60 0
特別養護老人ホーム蔵前

短期入所生活介護事業所蔵前
くらまえ高齢者在宅サービスセンター 9 7 2 3 2.00 10 9.00 2
介護サポートくらまえ 3 3 0 0 0.00 3 3.00 0
くらまえ地域包括支援センター 3 5 0 1 1.00 6 6.00 0
障害者グループホーム準備室 2 2 0 0 0.00 2 2.00 0
自立支援センター　板橋寮 28 19 5 4.30 24 23.30 0

板橋生活サポート事業 8 4 4 3.30 8 7.30 0

大泉障害者支援ホーム 42 37 25 17.60 62 54.60 0

東が丘荘（更生施設） 14 3 14 3 3 1.08 17 15.08 3
東が丘荘（保護施設通所事業） 2 2 1 0.80 3 2.80 0
東が丘荘(宿所提供施設) 2 2 4 1.40 6 3.40 0
目黒区東が丘福祉施設

東が丘福祉工房（生活介護） 21 21 3 0.63 24 21.63 0

東が丘あじさいホーム
（福祉ホーム・短期入所）

8 8 0 0.00 8 8.00 0

福祉の店COHANA 1 1 4 1.26 5 2.26 0
練馬区立関町福祉園

（生活介護） 22 20 5 3.53 25 23.53 0
板橋区立三園福祉園（生活介護） 18 17 7 3.04 24 20.04 0

　　　　　　　　　　　（重心通所） 6 6 2 1.00 8 7.00 0
田柄福祉園

（生活介護） 18 18 11 7.40 29 25.40 0

合　　　　計 547 4 504 19 256 150.64 760 654.64 19

いずみの苑通所介護事業所

職員合計
施設　(事業)　

職員・定員 常勤職員 非常勤職員

34 29.90 022 24 0 10 5.90
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