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平成 30年度事業計画 

 

1 法人全体の動き 

 公益性・非営利性を確保する観点から社会福祉法人の制度を見直し、厚生

労働省から発出された政省令に従って、国民に対する説明責任を果たし、地

域に貢献する法人の在り方を指示された。平成 29年度は、国の指導に伴い、

定款の変更を行い、理事・評議員の改選、既に運営してきた障害福祉サービ

ス等の事業に加えて、地域における公益的取組を進めてきた。平成 30 年度

も、利用者が「住み慣れた地域で暮らし続けられる」支援を主眼とし、障害

福祉サービスの充実を進める。 

  また、国の報酬改定に伴い、法人内予算の変化がみられるが、ひとり一人

の利用者が充実した生活が送れるように努力を重ねる。 

 

2 事業方針 

（1） 個人情報保護マネジメントシステム構築について 

 個人情報の保護と活用を目指す個人情報保護法の理念のもと、社会の

信用と付託に応えられる法人となるように、プライバシーマーク取得を

視野に入れた社会福祉法人中野あいいく会の「個人情報マネジメントシ

ステム」を構築する。 

（2） 利用者支援の見直しについて 

 平成 30年度は、4か所の「日中活動の事業所」及び「居住系事業 あ

いいく上高田の家」に於いて、第三者評価の受審を受ける予定である。  

利用者の権利擁護の視点から、支援の合理的配慮の観点や虐待防止の

事柄等について、法人や事業所で検討を行う。 

 また、高齢の利用者に関して、杉の子サロンの参加に合わせて、ご本

人の希望を聞きながら、日中活動の選択を行う。 

（3） 財政規律について 

 社会福祉法人には、高い公益性と非営利性にふさわしい財務規律を確

立することが求められている。平成 29年度採用した新しい経理システム

を活用し、法人の財務状況について把握を行う。各事業とも、職員採用

に関しての要望があり、今後の事業展開を視野に入れ、人事採用を行う

と同時に法人の事業に関する財政を配慮しつつ進めていく。 

（4） 利用者の健康管理の充実について 

① 障害のある利用者や支援者の抱える困難性を知る。 
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 障害を持つ人たちは、自分の体調の変化に気付きにくく、訴える力が

弱い。また、病気の知識や認識が乏しい。変化に気づくためにも、利用

者の「いつもの状態」を知る事や様々なケースを振り返り、ケースを積

み上げる。 

② 健康診断、歯科検診の実施 

 症状を訴えることが苦手な利用者にとって健康診断や歯科検診は重要

である。それぞれのライフステージを意識して健康を考える。 

③ 心の健康と体の健康を目指す 

看護師、体幹アドバイザー、臨床心理士等を採用 

互いの立場から月 1回の健康報告等で利用者の状況を把握する。 

（5） 地域における公益的な取り組みについて 

① 中野区社会福祉協議会「協働開発プロジェクト」の参加 

② 各研修会等への講師派遣 

③ 地域のニーズの中での会議等の委員の派遣 

（6） 法人内検討会 

① 個人情報保護委員会 

 個人情報保護マネジメント構築のプロジェクトとして、個人情

報保護委員会を組織し、ルール作り等を実施する。 

② 研修検討会 

 法人全体の職員研修に向けて、立案、実施する。 

③ 広報誌発行検討会 

 年 2回の法人の広報誌「あいいく通信」を発行する。 

④ 工賃検討会 

 利用者の工賃アセスメント等について検討する。 

⑤ 常勤会 

常勤職員としてそれぞれの役割を認識し、ケース検討を通じて

より良い支援に向けて話し合う事で、お互いが支援者として共に

成長することを目指す場として実施する。 

 

3 事業別計画 

Ⅰ 法人事務局 

 法人組織が潤滑に運営できることを目指す。 

① 理事会の開催 

② 評議員会の開催 

③ 権利擁護委員会の開催 

④ 全体保護者会の開催 
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⑤ 人事採用関係 

⑥ 定款変更及び事業所指定申請等関係書類作成 

⑦ 予算、決算の管理 

⑧ 職員給与支払い及び福利厚生関係の処理 

⑨ 給付金請求業務等 

 

      住所：中野区中野 1-6-12 電話 03-3371-5231 

      職員数：事務長 1名 常勤職員 1名 非常勤職員 3名  

看護師 1名 臨床心理士 1名  

 

Ⅱ 相談支援事業所の運営 

中部すこやか福祉センター障害者相談支援事業運営受託 

① 受託内事業 

  中野区が設置する区内 4 か所の障害者相談支援事業所の中の中部エ

リアを担当する事業である。障害者（児）等の地域生活を支援するため

の相談支援機関として、利用者の幅広いニーズを把握し社会資源にニー

ズを適切に結びつけながら、福祉・教育・保健・医療等の関係機関との

ネットワークを構築し、総合的な相談拠点として支援を行う。 

（1） 障害者（児）の相談支援に係る業務 

（2） 基本相談に係る障害者（児）等の各種福祉サービスの申請援助 

（3） 自立支援給付における介護給付（短期入所のみ）・訓練等給付・地

域定着支援の支給決定に要する勘案事項調査等。障害児通所給付

における通所給付の決定に要する勘案事項調査等。 

（4） 地域生活支援事業（移動支援、日中一時支援等）及びその他各種

サービスに伴う現況調査、利用調整関連業務 

（5） すこやか福祉センター及び各関係機関との連携に関する業務 

（6） 中野区要支援者情報台帳システムを用いてデータベースを作成し、

地域ネットワークの構築を図る。 

（7） 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務 

② 受託外事業 

 中部すこやか福祉センター相談支援事業の一般相談の中で、障害福

祉サービスを利用する際にサービス等利用計画を作成する。また、一

定期間ごとにモニタリングを行う。 

社会福祉法人中野あいいく会 中部すこやか障害者相談支援事業所 

管理者 1名 相談支援専門員 3名 窓口業務 常勤職員１名 

                     非常勤職員 2名 
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相談支援センターあいいく 

社会福祉法人中野あいいく会の日中系事業及び居住系事業の利用

者の自立した生活を支えるために、その抱える課題の解決や適切なサ

ービス利用に向けて、サービス等利用計画を作成する。また、モニタ

リングを通じて日常生活の経過について専門支援員が相談を行い、各

事業との連携を深める。 

 

相談支援センターあいいく 

 住所：中野区中野 1-6-12 電話 090-4099-5964 

 職員数：管理者 1名 非常勤職員 1名 

 

Ⅲ 日中活動系事業の運営 

 区内 4 か所に日中活動系事業として就労継続 B 型事業と生活介護

事業の多機能型として施設運営を行っている。利用者支援に関して、

合理的配慮に着眼し、集団及び個々の利用者の個別支援計画に反映す

ることを目指す。 

高齢化においては、各事業所の高齢者を集めて「杉の子サロン」を

月 1 回及び 2 回開く。「杉の子サロン」の次の段階として、利用者の

移動等を視野に入れ、活動を行う。心身ともに健康であるために、各

専門家（看護師・体幹アドバイザー・臨床心理士等）が各所を巡回す

る。また、平成 30年度は第三者評価を受審する。 

杉の子城山 

住所：中野区中野 1-6-12 電話 03-3364-5381 

定員：就労継続 B型事業 10名 生活介護事業 30名 

在籍予定数：就労継続 B型事業 11名 生活介護事業 31名 

職員数：常勤職員 7名 非常勤職員 14名 

杉の子弥生 

住所：中野区弥生町 2-5-11 電話 03-3373-1236 

定員：就労継続 B型事業 10名 生活介護事業 10名 

在籍予定数：就労継続 B型事業 8名 生活介護事業 10名 

職員数：常勤職員 3名 非常勤職員 6名 

杉の子大和 

住所：中野区大和町 3-18-2 電話 03-3336-6294 

定員：就労継続 B型事業 10名 生活介護事業 10名 

在籍予定数：就労継続 B型事業 11名 生活介護事業 11名 

職員数：常勤職員 4名 非常勤職員 6名 
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杉の子丸山 

住所：中野区丸山 1-4-5 電話 03-3385-8565 

定員：就労継続 B型事業 15名 生活介護事業 15名 

在籍予定数：就労継続 B型事業 15名 生活介護事業 17名 

職員数：常勤職員 5名 非常勤職員 7名 

 

Ⅳ 訪問系事業の運営 

「ヘルパーステーションあいいく」では、障害を持つ人たちが社会

参加や余暇を楽しみながら地域で豊かに暮らしていけるように、障

害を持つ本人と家族を支えるためのサービスを提供している。障害

を持つ人たちが地域で暮らし続けるために必要な事業である。移動

支援事業の実施により、知的障害を持つ人たちの余暇活動は広がり

を見せている。また、保護者の高齢化や本人の状態の変化により、

送迎の需要やグループホーム利用者においても、休日の余暇活動や

通院介助等必要が増している。事業運営としては、サービス提供時

間が不定期なため人材確保が難しい。引き続き、法人全体で支える

ことが必要な事業である。 

① ガイドヘルパー養成講座の開催 

       ・利用者のニーズに応えるため、ヘルパー不足の解消を目的とす

る。 

・地域の障害福祉への理解を促進するため開催する。 

② ヘルパーステーション担当者会議の開催 

       日中活動系事業の利用者がヘルパーステーションの利用するこ 

が多いことも考慮にいれ、各事業所から 1 名担当者を決め、ヘル

パーステーションの職員とヘルパーステーション担当者会議を開

催する。 

③ 職員及びヘルパー研修の開催 

       登録ヘルパー向けの研修の企画を行う。また、職員のスキルア 

ップのため外部の研修にも参加する。 

住所：中野区中野 1-6-12 電話 03-3364-5322 

職員数：管理者 1名 サービス提供責任者 1名 

   常勤職員 2名 非常勤職員 4名 

        稼働ヘルパー49名（内法人職員 29名） 

 

Ⅴ 居住系事業 

    利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営む
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事が出来るよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている

環境に応じて相談及び日常生活上の支援を行う。 

① スタッフ会議の開催 

       各グループホームスタッフによる利用者支援内容と支援方針の

統一を図るために行う。サービス提供責任者が生活支援状況を踏

まえて作成した個別支援計画の確認及び実施状況の討議をする。 

② ケア会議の開催 

       年 2 回、グループホーム間の連携を図るための運営会議を開催

する。 

③ 保護者会及び保護者研修会の開催 

 ・年 1回の各グループホームにおいての保護者会を開催する。 

④ 職員研修の開催 

 法人全体研修以外に、居住系の事業としてのスタッフに即した研

修を行う。 

⑤ 利用者の健康管理 

 看護師のスタッフ会議への参加。必要な通院の付添を実施する。 

 健康診断の増進 

⑥ 防災避難訓練の実施 

       年 2 回の各グループホームで防災避難訓練を実施する。また、

設置している AEDや消防設備に対する実践の訓練を行う。 

⑦ 行事の実施 

 全グループホームの利用者参加のバスハイクを計画する。又、各

グループホームで月 1 回程度の誕生日会を兼ねてスペシャルディナ

ーディや季節の行事を行う。 

あいいく上高田の家 

 住所：中野区上高田 1-27-16 電話 03-3361-3430 

 定員：7名 

 現員：7名（男 3名 女 4名） 

 職員数：管理者兼サービス管理責任者 1名（兼務） 

     常勤職員 1名 非常勤職員 5名 

あいいく中野坂上の家 

 住所：中野区本町 1-30-8 電話 03-3370-9588 

 定員：5名 

 現員：4名（男 2名 女 2名） 

 職員数：管理者兼サービス提供責任者 1名（兼務） 

     常勤職員 1名 非常勤職員 4名 
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あいいく丸山の家 

 住所：中野区丸山 1-4-5 電話 03-3385-5515 

 定員：10名 

 現員：10名（男 7名 女 3名） 

 職員数：管理者兼サービス提供責任者 1名（兼務） 

     常勤職員 2名 非常勤職員 5名 

 

 


