
平成 31年度社会福祉法人中野あいいく会 事業報告 

 

1法人全体の動き 

  社会福祉法人中野あいいく会の理念である「ともに生きる」を実現するため

に法人の懸案事項「障害のある人の高齢化に対応したプログラム」を杉の子城

山の 1 階で運営することが出来た。また、現在のグループホームに先駆け設

置された中野区知的障害者生活寮「やまと荘」の受託を行い、利用者一人ひと

りのライフステージに即した移行先を推進することが出来た。 

  平成 31年度年度末から発生した「新型コロナウィルス感染症」の拡大を防

ぐために事業所の運営に係る懸案事項に対処を進めているところである。 

 

2事業方針結果 

（1） 理事会・杉の子評議員会の開催 別紙 1.2の通り 

 

（2） 個人情報保護マネジメントシステム構築について 

 個人情報マネジメントシステム及び事業継続計画対応マニュアル検

討会の於いて検討した。システムの整備に伴い以前に比べ個人情報の

管理については配慮しているが、プライバシーマークを取得すること

も含め次年度の検討会の懸案事項とする。 

 

（3） 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定について 

  上記同様の検討会において進めた。震災用の事業継続計画の作成、

利用者、保護者、職員向けに事業継続計画の簡易版を配布した。毎年確

認や見直しを行う。 

  「新型コロナウィルス感染症」拡大に関する事態対応もマニュアル

化したものを作成した。 

 

（4） 「障害者の高齢化に対応したプログラム」を実践した事業所の運営に

ついて 

 平成 31年 4月から杉の子城山 1階に於いて事業を開始した。特別な

取り組みであるが、障害福祉サービスの中では就労継続事業Ｂ型と生

活介護事業の多機能型の事業所の運営の一部の位置づけである。杉の

子弥生・杉の子大和から計 6名の利用者が増え 14名の利用である。知

的障害がある人の高齢化に対応したプログラム編成を行うということ

で他事業所からの見学や講演依頼などがあった。 

① 豊かな生活 



 慣れ親しんだ授産の仕事や余暇活動を通じ仲間や職員とコミュニケ

ーションを楽しんでいる姿が見られた。 

② 健康な身体 

 非常勤看護師を採用し健康観察を行った。家庭の支援力低下に対応

し通院支援を行った。理学療法士が月 2 回来所し、一人ひとりの身体

の様子を確認し配慮事項を支援に活かした。 

③ 安心できる環境 

 希望者には通所に際して車で送迎を行った。十分な職員配置の中で

安心した日中活動を過ごしている。 

 

（5） 中野区知的障害者生活寮「やまと荘」受託について 

 平成 31年末に急遽委託された事業である。受託当初利用者は 2年以

内に次の居住場所に異動することを依頼されていた。利用者 3 名の健

康状態の把握、通院支援や入院支援を行った。退寮後の居住地について

模索し、利用者個々人の今後の生活を考え、本人や保護者の意向を汲み

ながら移動先を決定した。利用者は移動先でも安定した生活を送って

いる。 

 

（6）利用者の健康管理の充実について 

 各事業所で毎月の看護師や臨床心理士が訪問を行い心身の健康管理

を行った。年 2 回の健康診断や年 1 回の歯科検診で再検査や治療が必

要な利用者に関しては家庭やグループホームの連携により進めた。健

康診断結果については法人と契約をしている嘱託委の意見を聞いてい

る。また、各事業所においてストレッチ等の時間を設けている。第 2回

職員研修において講師に理学療法士を招き健康維持について学んだ。 

 

（6） 権利擁護委員会の開催 

 平成 31年度事業内容及び苦情について、福祉サービス第三者評価結

果、中野区知的障害者生活寮の経過についての報告・討議を行った。 

 日時：令和 2年 2月 19日 午前 10時～12時 

 場所：スマイル中野 4階 多目的室 

 委員：合川昭 市野由紀 上西陽子 後藤真紀子 露木信介 

                        （50音順） 

（7） 地域における公益的取り組みについて 

① 公開講座の開催 

 地域に向けて公開講座を設定した。社会福祉法人中野あいいく会各

事業所を利用している保護者に向けても共に開催した。 

 日時：令和元年 10月 24日 10時～12時 



 場所：中野区産業振興センター 大会議室 

 テーマ：障害のある人のキーパーソンが変わるとき 

 シンポジスト：菅野正裕氏（ＮＰＯ成年後見湘南） 

        田部井恒雄氏 

（全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会会長） 

            伊藤牧氏（杉の子城山利用者後見人） 

     参加人数：65名 

② 中野区社会福祉協議会「協同開発プロジェクト」の参加 

高齢・障害・児童分野が一体となって、協働で地域の課題を解決する

ことを目的とする中野区内社会福祉法人等連絡会における協働事業プ

ロジェクトとして、『ウェルフェアマルシェ 2020』が開催された。 

【日時】2020年 2月 4日（火）10：00～15：00 

【会場】東京都生協連会館 3階（中野区中央 5-41-18） 

【内容】・区内社会福祉法人事業所紹介  ・フードドライブ 

・自主製品販売 

        【当日の状況】来場者数 76名（内フードドライブ 28名） 

参加 17 法人、合計 1,023 品の食品が集まり、8 団体に   

食品提供できた。 

【当日までの準備】 

・第２回協働事業プロジェクト会議 

2019.12.5(木) 18：00～ 中野区社会福祉会館 3階 AB会議室  

（１）企画内容および当日の運営について 

（２）今後のスケジュール 

（３）その他 情報交換 

・第 3回協働事業プロジェクト会議 

 2020.1.22(水) 18：00～ 中野区社会福祉会館 4階多目的室 

               （１）進捗状況の確認 

               （２）当日の運営について 

               （３）その他 情報交換   

※ 第 2回より会議に参加。第 4回は 3/10(火)に予定されていたが中止。 

※ 協働事業プロジェクトメンバー8名・事務局 3名 計 11名 

法人からのプロジェックトメンバー 堀淳一氏（杉の子丸山） 

③ 各研修会等への講師派遣 

 国立大学東京学芸大学 

   日にち：令和元年 7月 3日  

   内容：ソーシャルワークとキャリア形成 

      ソーシャルワーク実習指導Ⅰ 

   講師：釜谷雅恵氏（杉の子城山主任） 



 中野区谷戸小学校交流 

       日にち・内容： 

令和元年 10月 25日 

谷戸小学校 5年生二クラス城山見学。 

           令和元年 10月 29日  

谷戸小学校を訪問し城山についてお話 

           令和元年 11月 11.12.18.19日 

            ４回に渡って交流。５年生が城山を訪問して仕事体

験と城山のメンバーが谷戸小を訪問して５年 生が

ゲームなどを企画してくださり、交流の時を持つ。 

           令和元年 12月 10日 

            谷戸小学校において５年生の活動報告会に管理者が

出席。 

   講師：村上真理子氏（杉の子城山管理者） 

④ 地域のニーズの中での会議等の委員の派遣 

 中野区保健福祉審議会、中野区自立支援協議会、中野区社会福祉協

議会「いきいきプラン」作成委員、社会福祉法人共同開発プロジェク

ト、中野区就労支援ネットワーク委員、ふれあい運動会実行委員等 

 

（8） 法人内検討会   別紙 

① ＡＦＩ2030（法人の将来を考える検討会） 別紙 3 

② 研修検討会               別紙 4 

③ 広報誌発行検討会            別紙 5 

④ 工賃検討会               別紙 6 

⑤ 個人情報マネジメント及び事業継続計画対応マニュアル検討会 別紙 7 

⑥ 常勤会 

 ・隔月、奇数月に年 6回、17：00～開催 

5/24、7/17、9/10、11/22、1/24（※3/17の第六回は中止） 

・事例検討３回 

7/17「障害がある兄弟が元気に楽しく生活を送るためには」 

11/22「不適切な発言への対処方法」 

1/24「就労支援によるＡさんの変化～今後の杉の子の就労支援を 

考える～」 

講師：露木信介氏（国立大学東京学芸大学准教授） 

 ・内容：各所報告事項、受注状況、その他報告および確認事項の共有 

議題「本法人における合理的配慮への取組み」 

小グループ討議（11/22、1/24）：「各所の事務仕事の効率化について」 

帝京平成大学伊藤氏による各所訪問：8/28、8/30 



 

3各事業所運営報告 

（1） 法人本部 

 事業内容 

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公開講座の開催 ⑤全体保護者会の開催 ⑥人事採用関係 

⑦ 定款変更及び事業所指定申請等関係書類作成 

⑧ 予算、決算、補正予算の管理 

⑨ 規程の変更案作成 ⑩職員給与支払い及び福利厚生関係の処理 

⑩ 給付金請求業務、日中活動費請求関係 

⑪ 経理担当者会議の開催 

常勤職員 １名 非常勤職員 5名（看護師・臨床心理士含む） 

 

（2） 相談事業 

① 中部すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所（別紙 8） 

② 相談支援センターあいいく（別紙 9） 

 

（3） 日中活動系事業 

①  杉の子城山（別紙 10.19）②杉の子弥生（別紙 11.20 ） 

②  杉の子大和（別紙 12.21） ④杉の子丸山（別紙 13.21） 

 

（4） 共同生活援助事業 

① あいいく上高田の家（別紙 14）②あいいく中野坂上の家（別紙 15） 

② あいいく丸山の家（別紙 16） 

 

（5） 公益事業 中野区知的障害者生活寮「やまと荘」（別紙 17） 

 

（6） 訪問系事業及び介護人材育成事業（別紙 18.19） 

      移動支援 中野区  延べ人数   3365名 

           杉並区  延べ人数    80名 

           新宿区  延べ人数    22名 

                  合計   3467名 

      居宅        延べ人数    54名 

           行動援護 延べ人数     115名 

                  合計    159名 


