
令和３年度 江東区社会福祉協議会事業計画

令和２年６月に社会福祉法が改正され、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズ

に対応する包括的な支援体制を整備するため、①相談支援（属性を問わない相談支援、

多機関協働による支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援）、②参加支援、③地域

づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が創設された。

この重層的支援体制整備事業の内容は、「属性や世代を問わない相談の受け止め」

「多機関の協働をコーディネート」「アウトリーチの実施」「世代や属性を超えて交

流できる場や居場所の確保」などであり、当協議会の「地域福祉コーディネーター」

が行う支援そのものであるといえる。

また、江東区において地域福祉計画策定の検討が進められているなかで、社会福祉

協議会との「一層の連携強化」や「地域福祉推進の主たる担い手としての期待」が一

層高まってきている。

こうした時代の要請に応えるため、当協議会では、第四次江東区地域福祉活動計画

に沿い、地域福祉コーディネーターの活動を中核に据え、従来のサービスや制度の狭

間で潜在化・複雑化している多種多様な困りごとを解決するとともに、地域における

関係機関のネットワーク化を進め、多くの区民とともに地域福祉活動を推進し、地域

の課題解決力を更に高めていくことが求められている。

そのためには、本年度も江東区地域福祉活動計画における基本理念「区民一人ひと

りが住み慣れた地域で、だれもが参加し、支え合い、安心してともに暮らせる『福祉

のまちづくり』」の実現に向け、全力で事業に取り組み、当協議会の使命を着実に果

たしていかなければならない。

そこで、コロナ禍といった前例のない事態に直面している令和３年度は、日々変化

する感染状況へ臨機応変に対応しながら、以下に掲げる２項目について引き続き重点

的に推進することとする。

１ 第四次江東区地域福祉活動計画の着実な実施及び江東区地域福祉計画との連携

のための見直し

計画の基本目標である「区民の自主的活動の更なる活性化をめざす」と「安心を

支える仕組みの強化をめざす」ための事業を計画的に推進・実施するとともに、「江

東区地域福祉計画」の策定進捗状況に応じて、「江東区地域福祉活動計画推進・評

価委員会」において進捗管理・評価、見直しを行う。

２ 地域福祉コーディネーターによる小地域福祉活動支援

制度の狭間にあり、従来の公的福祉サービスだけでは対応できない課題を抱えた

方に対し、地域住民の主体的な取り組みにより解決が図られるよう、住民同士の支

え合いの仕組みづくりを地域福祉コーディネーターが引き続き支援する。
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◎：重点事業

１ 法人運営事業
事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）

社協会員の啓発・ 1,505 自主財源 ①会員募集（目標数）

普及 1,505 町会・自治会会員 279団体

157,331世帯

正会員 1,000件

賛助会員 2,596件

特別会員 160件

施設会員 330件

②事業案内 6,000部発行

理事会・評議員会 948 自主財源 ①理事会 ５回

948 ②評議員会 ４回

③監事監査 １回

福祉のつどい 810 自主財源 ①福祉講演会

810 ②社協事業協力者に対し、感謝状を贈

呈 １回開催

職員研修体制の 1,463 自主財源 ①江東社協職員研修

充実 1,297 経理・福祉・新任・主任等

区補助金 ②江東区研修 随時

166 ③東社協主催研修 随時

④自主企画研修（先進地区視察等）

⑤福祉関係資格受講料補助

◎広報・啓発活動 10,025 自主財源 ①社協だより（通常号）P4

事業・社協事業 9,375 283,500部

のＰＲ活動 歳末配分金 （うち全戸配付 282,000部）

650 ②社協だより（歳末たすけあい）P2

138,000部

③社協だより（事業案内特集号）P8

283,500部

（うち全戸配付 282,000部）

④区民まつり等の参加

⑤区役所ロビー内モニター及び内光板

社協事業広告、事業案内等

⑥社協だより音声ファイルのホームペ

ージ掲載

⑦社協 ＰＲ団扇の作成及び、町会等

への配布

⑧ホームページへのバナー広告掲載
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事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）

◎地域福祉活動 588 自主財源 計画推進のため、推進・評価委員会を

計画 588 開催する。 ２回

法人庶務 134,566 区補助金 ①事務局職員人件費２１名分

111,960 111,060千円

自主財源 ②一般事務費 22,506千円

22,606 ③予備費 1,000千円

地域密着型面接会 － 区内福祉施設等の人材確保を目的とし

て、江東区・東社協・ハローワーク等

と共催で実施。２回開催

地域公益活動支援 662 自主財源 ①地域公益活動推進を目的に、区内社

事業 662 会福祉法人を対象とした活動の紹介

と、情報交換会を実施する。

②区内社会福祉法人の経営等の支援を

目的に、メールによる弁護士相談を

実施する。

情報交換会 年１回

弁護士相談 通年

地域福祉積立 10,000 自主財源 寄附金収入を積立資産に積み立てる。

10,000

退職手当 41,719 区補助金 ①定年退職者１名分 18,300千円

23,419 ②退職給付資産積立 23,419千円

引当資産取崩

16,800

共済会

1,500

自動販売機 － 区内福祉施設、体育施設計７施設に９

設置事業 台設置し、売上げを社協事業に充てる。

法人運営事業予算計 ２０２，２８６千円

（内部資金移動 ３５，４５５千円を除く）
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２ 地域福祉事業
事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）

民生・児童委員と 369 歳末配分金 亀戸赤ちゃんひろば １２回開催

の子育て支援 201 江東区民生・児童委員協議会の子育て

自主財源 部会を支援する。

168

敬老サービス事業 194 歳末配分金 区と共催により、高齢者の健康増進の

190 ため、はり・マッサージの施療を区内

自主財源 １０カ所で実施する。

4

老人クラブ 270 自主財源 老人クラブ教養講座、芸能大会へ助成

共催事業 270 する。

お年寄りへの 206 自主財源 区内の小学校児童から、特別養護老人

年賀状 206 ホーム等入所の高齢者へ年賀状を送付

する。

◎ふれあい・いき 5,816 歳末配分金 孤立しがちな高齢者・障害者・子育て

いきサロン活動 2,517 中の親子などを囲んで、地域で自主的

支援 自主財源 に運営する交流活動に対し、支援する。

3,299 ①活動費助成

②会場使用料・講師謝礼助成

③レクリエーション備品の貸出

④サロン通信発行 1,000部 ２回

車いすの貸出し 1,056 歳末配分金 一時的に車いすが必要な方へ貸出を行

113 う。（２カ月以内 最長１年まで）

本人負担金 貸出し予定件数 770件

832

自主財源

111

愛の杖の配付 1,014 自主財源 おおむね６５歳以上で歩行が不自由な

1,014 高齢者に杖を配付する。（一人一本限

り）

配付予定件数 820本

福祉教材貸出し 146 歳末配分金 江東社協の会員に対し、車いす、高齢

事業 81 者擬似体験セット等を貸出する。

自主財源

65
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事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）

障害者作品展 654 歳末配分金 江東区文化センターで実施する。

338

自主財源

316

障害者 452 歳末配分金 区内文化センター等の公共施設や、区

作品バザー 153 民まつり、ボランティアまつり等の会

自主財源 場で実施する。

299

中学校特別支援学 392 歳末配分金 区立中学校特別支援学級卒業生の卒業

級卒業を祝う会 261 を祝い、進路を激励するつどいを２月

自主財源 に開催する。

131

緊急日用品 204 自主財源 生活困難者等に対して、必要な生活必

給付事業 204 需品を給付する。

緊急援護金 300 自主財源 緊急に資金を必要とし、他から借りる

給付事業 300 ことが困難な方に対し、少額の援護金

を給付する。

福祉機器 1,915 本人負担金 寄附を受けた介護用電動ベッドを必要

リサイクル事業 1,050 とする方に対し、貸出を行う。

区補助金 搬送経費は自己負担。

865 貸出予定台数 40台

◎高齢者地域見守 35,562 区受託金 「孤独死」や「社会的孤立」を未然に

り支援事業 35,562 防ぐため、地域主体の見守り体制の構

築を支援する。

①新規サポート地域の育成援助

②地域見守り連絡会の開催

③既存サポート地域の継続支援

④見守り活動普及・啓発

⑤停滞している地域のフォローアップ

電話訪問事業 6,422 区受託金 ひとり暮らし高齢者の希望者を対象

6,422 に、週１回電話による訪問を行い、安

否確認と孤独感の緩和を図る。

登録者 １５４名

社協出前講座 53 自主財源 職員を地域に派遣し、福祉講座や情報

53 提供を通じて、地域福祉に対する理解

・関心を高める。
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事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）

地域福祉セミナー 296 自主財源 地域の課題解決に向けたセミナーを開

296 催する。１回開催

◎地域福祉コーデ 12,958 自主財源 住民と協働して地域課題に取り組む

ィネーター 4,236 「地域福祉コーディネーター」を引き

区補助金 続き配置する。

8,722 ４地域各２名 計８名

高齢者生活支援体 10,271 区受託金 高齢者の生活支援体制整備のため、生

制整備事業 10,271 活支援・介護予防サービスの担い手養

（生活支援コーデ 成やネットワーク化等を支援する「生

ィネーター） 活支援コーディネーター」を引き続き

配置する。

見守りサポート地 481 自主財源 町会・自治会等が行う「高齢者地域見

域活動助成事業 481 守り支援事業」のサポート地域の活動

について、運営費の一部を助成し、活

動を支援する。

◎地域福祉活動 515 自主財源 社協の地域拠点として、「社協カフェ

拠点整備事業 515 『みんなの居場所』」を開催し、地域

課題の発見、住民とのつながりづくり、

福祉情報の提供などを行う。

２４回開催（４地域 各６回）

◎地域福祉活動 1,728 自主財源 地域団体（町会・自治会）、ボランテ

支援事業 1,728 ィアグループ、ＮＰＯなどが行う地域

福祉活動（互助活動など）を支援する。

家庭訪問型子育て 3,869 自主財源 子育ての不安解消、虐待予防を目的と

支援（ホームスタ 3,869 し、未就学児（６歳未満）のいる家庭

ート・こうとう） を対象に、ホームビジター（ボランテ

ィア）が週１回程度、計６回訪問し、

「傾聴」「協働」などの活動を行い、

子育てを支援する。

ひとり親家庭高等 30 東社協受託金 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金

職業訓練促進資金 30 ５件

貸付事業

◎地域福祉サポー 411 自主財源 地域のアンテナ役として、地域課題の

ター（地域福祉 411 発見、解決に向けて地域の中心となる

推進員）制度 人材を育成する。

地域福祉事業予算計 ８５，５８４千円
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３ ボランティア活動推進事業
事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）

ボランティア活動 3,140 自主財源 ①個人、団体、企業等への相談、助言、

のコーディネート 1,726 コーディネートを行う。 随時

及び相談・支援 区補助金 ②ボランティアだより

1,414 年１２回発行 各2,900部

③区民ボランティアコーディネーター

によるボランティア相談 週３回

④ボランティア保険加入

朗読ボランティア 424 自主財源 地域や施設などにおいて、幅広い年齢

養成講習会 23 層に向けて活動ができる朗読を学ぶた

歳末配分金 めの入門講習会を実施する。

321 参加者各２０名 ２回（前期・後期）

受講料 実施

80 ※新型コロナウイルス感染拡大の状況

によっては、オンラインにて実施

◎ボランティア 266 自主財源 ボランティアに関心のある様々な年齢

入門講座 266 層を対象に、活動参加へのきっかけ作

りのための各種講座を実施する。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況

によっては、オンラインにて実施

傾聴ボランティア 262 自主財源 地域や施設などにおいて、高齢者・障

の養成・支援 42 害者などへの傾聴を行うボランティア

歳末配分金 養成講座を実施する。

160 参加者 ３０名 年１回実施

受講料 ※新型コロナウイルス感染拡大の状況

60 によっては、オンラインにて実施

ボランティア活動 148 自主財源 ①活動者へのフォローアップ

支援 116 （研修実施等）

歳末配分金 ②グループ化支援

32 （ネットワークづくり）

③活動室等貸出

④活動への相談、助言（随時）

ボランティアコー 116 自主財源 ボランティア活動をしたい方と、ボラ

ディネーター 116 ンティアを必要としている方をつな

フォローアップ ぐ、ボランティアコーディネーターを

講座 フォローアップする講座を実施する。
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事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）

ボランティア活動 3,339 歳末配分金 ボランティア・センターへ登録を行っ

助成 1,550 たボランティア団体に対し、ボランテ

自主財源 ィア活動助成金を交付する。

1,789

江東ボランティア 78 自主財源 個人・団体ボランティアの交流・ネッ

連絡会の支援 78 トワークづくり・研修を目的に実施す

る定例会（月１回）等を支援する。

江東ボランティア 1,155 自主財源 ボランティア活動への啓発・発表の場

まつりの開催支援 1,155 と仲間づくりのため、江東区文化セン

ターを会場に年１回開催する。

ハンディキャブ 2,757 自主財源 区内に在住し、車いすを利用している

貸出事業 1,813 方の外出支援のため、リフト付きワゴ

歳末配分金 ン車（３台）を貸し出す。

680

利用者負担金

264

◎災害ボランティ 484 自主財源 災害ボランティア養成講座（入門編・

ア・災害ボラン 347 リーダー編）及び災害ボランティアセ

ティアリーダー 歳末配分金 ンターの設置・運営訓練を年２回実施

の育成 137 する。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況

によっては、オンラインにて実施

ボランティア受入 28 自主財源 ボランティア受入施設担当者連絡会を

施設（活動の場） 28 実施し、情報交換やボランティア受入

の開拓及び育成 についての研修を行う。 年１回

◎児童・生徒のボ 50 自主財源 区内小・中・高等学校等での福祉体験

ランティア福祉 50 ・ボランティア学習の実施及びボラン

体験学習 ティア講師の派遣を行い、ボランティ

アマインドの育みを行う。

区民まつり参加 108 自主財源 ボランティア活動への啓発、災害ボラ

108 ンティアセンターの周知等を行う。あ

わせて区民を対象とした、ボランティ

アについてのアンケートを実施する。

夏体験ボランティ 155 自主財源 区内在住または在学中の中学生以上を

ア 128 対象に、ボランティアマインドの育み

歳末配分金 を目的として実施する。

27
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事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）

災害ボランティア 857 自主財源 災害発生後の災害ボランティアセンタ

センター常備品整 857 ー設置・運営に必要な資機材の整備や

備 備蓄を行う。

避難者の孤立化防 10,000 東社協補助金 ①戸別訪問

止事業 10,000 （毎週木曜日及び必要に応じて）

②電話訪問

（毎週木曜日及び必要に応じて）

③区外訪問 （必要に応じて）

④追跡調査・地域定着支援

（必要に応じて）

⑤サロンの支援 火曜日（不定期開催）

⑥交流会等イベントの実施

ボランティア・セ 50,996 区補助金 ①センター職員人件費６名分

ンター運営費 48,352 46,720千円

自主財源 ②運営費 4,276千円

2,500

利用者負担金

144

ボランティア活動推進事業予算計 ７４，３６３千円
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４ ホームヘルプサービス（ふれあいサービス）事業
事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）財源

ふれあいサービス 5,950 区補助金 ①地域住民（有償ボランティア）の参

5,630 加と協力を得て行う住民参加型の家

会費収入 事・介護支援サービスを実施する。

320 対象者：高齢の方、障害がある方

産前産後の世帯などで支

援が必要な方

利用会員利用延人数 3,850名

協力会員活動延人数 2,250名

②継続性のない一時的な活動で、かつ

３０分程度で終了する単発・簡単な

活動として「ちょこっとサービス」

を実施する。

５ 生活福祉資金貸付事業
事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）

生活福祉資金 11,035 東社協受託金 低所得者、障害者または高齢者に対し、

貸付事業 10,709 資金の貸付と必要な相談支援を行う。

自主財源 ①福祉資金福祉費・緊急小口資金

326 ②教育支援資金

③総合支援資金

④臨時特例つなぎ資金

⑤不動産担保型生活資金

⑥要保護世帯向け不動産担保型生活

資金
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６ 福祉サービス総合支援（権利擁護センター）事業
事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）

◎福祉サービス 34,156 区受託金 随時相談受付

総合相談 34,156 相談支援件数 10,057件

専門相談・ 弁護士・司法書士による相談

苦情相談 毎週火曜日・年４回 土曜日

◎成年後見制度の ①成年後見制度の普及・啓発・利用支

推進 援

②成年後見制度の講習会

③成年後見人の連絡会

④市民後見人の養成

日常生活自立支援 15,395 東社協受託金 ①福祉サービスの利用援助

事業 12,795 ②日常的金銭管理サービス

利用料 ③書類等預かりサービス

2,600 契約件数 １１２件

法人後見等事業 9,886 区補助金 ①法人後見 ２件

8,413 ②法人後見監督 ５件

後見報酬 ③法人後見等受任審査会

600

自主財源

873

福祉サービス総合支援事業予算計 ５９，４３７千円

７ コミュニケーション支援事業
事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）

手話通訳者 10,321 区受託金 公的機関への届け出、相談等で必要な

派遣事業 10,321 ときに、手話通訳者を派遣する。

手話通訳者・協力 6,472 区受託金 ①入門・基礎 １００名

員養成講習会 6,472 （昼・夜２クラス）

②手話通訳Ⅰ ５０名

（昼・夜２クラス）

③手話通訳Ⅱ ３０名

（昼・夜２クラス）

④養成 ３０名（１クラス）

コミュニケーション支援事業予算計 １６，７９３千円
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８ 助成事業
事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）

運営費助成 1,500 自主財源 福祉団体等が行う地域福祉活動に対

1,500 し、運営費の一部を助成

事業費助成 1,300 自主財源 老人クラブに対し、地域福祉活動支援

1,300 のため、助成金を交付

援護費助成 6,900 歳末配分金 支援・援助を必要としている方への見

6,900 舞品の配分

事務費 45 自主財源 申請書類等送付郵便料、助成金振込手

45 数料等

助成事業予算計 ９，７４５千円

９ ファミリー・サポート事業
事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）

ファミリー・ 26,189 区受託金 地域住民（有償ボランティア）の参加

サポート事業 26,189 と協力を得て、会員制による地域での

子育て支援を実施する。

対象者：生後５７日から小学校３年生

までの児童をお持ちの保護者

利用会員利用延人数 2,780名

協力会員活動延人数 1,530名
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１０ 認定調査事業
事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）

介護保険要介護 61,463 区受託金 指定市町村事務受託法人として、介護

認定調査事業 61,463 保険法に基づく、介護保険要介護（要

支援）認定調査を実施する。

調査件数 6,500件

障害支援区分 4,242 区受託金 障害者の日常生活及び社会生活を総合

認定調査事業 4,242 的に支援するための法律（障害者総合

支援法）に基づく、障害支援区分認定

調査を実施する。

調査件数 180件

認定調査事業予算計 ６５，７０５千円

１１ 歳末たすけあい運動事業
事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）

歳末 3,137 交付金収入 地域の募金活動により、誰もが安心し

たすけあい運動 1,564 て暮らせるまちづくりのための地域福

自主財源 祉活動を推進することを目的として実

1,573 施する。

１２ 応急小口福祉資金貸付事業
事業名 予算額 財源内訳 事業内容

（千円） （千円）

応急小口福祉資金 5,385 償還金 区民に対し、応急に必要とする小口資

貸付事業 3,544 金を貸し付けることにより、生活の安

区補助金 定と福祉の向上を図ることを目的とし

1,830 て実施する。

自主財源

11
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１３ 江東区障害者福祉センター事業

（１）地域生活支援事業
障害者（児）が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作

的活動又は生産活動の機会及び交流の場を提供していく。

事業名 事業内容

１ 地域活動支援 （１）創作的活動及び社会適応訓練事業

センター事業等 文化的な活動の支援や社会適応能力の向上を目的に、

教室を開催し、社会活動への参加と自立を促す。

①ＩＴ教室 ８回（４回×２コース）

②料理教室 ５回

③コーラス教室 １０回 （５回×２期）

④リフレッシュ体操教室 ３２回 （８回×４期）

⑤絵手紙教室 １０回 （５回×２期）

⑥陶芸教室 ３６回 （９回×２コース×２期）

＊午前と午後との２コース

⑦障害者地域生活支援セミナー ５回

（２）機能訓練事業

身体機能に支障のある障害者（児）へ訓練を実施し、

日常生活能力の低下防止を図り、社会活動への参加と自

立を促す。また、発達に支援を必要とする児童（小学生

～高校生）とその保護者を対象に、発達相談や訓練を行

う。

①理学療法士による訓練 集団（９６回）

個別（成人・児童１９２枠）

②作業療法士による訓練 成人（２４回）・児童（４８回）

③言語聴覚士による訓練 成人（４８回）・児童（９６回）

④発達相談 児童（６０回）

⑤社会適応訓練 児童（３３回）

（３）入浴サービス事業

日頃入浴が困難な障害者に入浴の機会を提供するこ

とにより、障害者の心身機能の維持向上やその家族の

身体的及び精神的な苦労の軽減を図る。

１人につき、原則として週１回で、機械入浴、リフ

ト入浴、家族入浴、自力入浴、巡回入浴がある。
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事業名 事業内容

（４）その他の事業
社会活動への参加と自立の促進を図るため、次の事業を

行う。
①講演会 １回
②児童発達支援セミナー １回
③日帰りバスハイク １回
④パソコン支援 ２４回
⑤地域交流まつり １回（自主財源 500,000円）等

２ 基本及び特定相談 ①障害者（児）の福祉に関する様々な問題について、ご本
支援事業 人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サ

ービスの利用支援等を随時行う。
②サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援
が必要な場合に、障害者の自立した生活を支え、障害者
の抱える課題の解決や適正なサービス利用について、ケ
アマネジメントにより支援する。

３ 録音物発行事業 視覚障害者向けに、区政に関する情報を提供するため、協
力団体が朗読・録音・編集した「江東区声の広報」「声の区
議会だより」を希望者へ郵送する。
①江東区声の広報 通常号３６回、特集号７回
②声の区議会だより ６回

４ 点訳サービス事業 視覚障害者向けに、日常生活で必要とする文書や情報を、
協力団体の点訳、墨訳又は対面朗読により提供する（２４回）。

５ 高次脳機能障害者 病気や事故等により脳を損傷し、言語、記憶、思考、空間
支援促進事業 等の認知機能等に障害が生じている方を対象に、言語聴覚士

の専門相談、リハビリテーションや交流会を行う。また、高
次脳機能障害に関する講演会を開催する。
①専門相談 １２回
②リハビリテーション ２４回
③交流会 １２回
④講演会 ２回

６ 障害者就労定着 特別支援学校を卒業後、一般企業へ就労した障害者が安心
支援事業 して仕事を続けられるよう、江東区障害者就労・生活支援セ

ンターと連携し、職場訪問等により就労後の相談に応じて、
職場への円滑な定着を支援する。
(対象者２０人)

７ 施設貸出事業 障害者（児）やその保護者及びこれらの者の組織する団体
並びにボランティアへ生活実習室や会議室等を随時貸し出
す。
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（２）生活介護及び就労継続支援Ｂ型事業
一般就労に困難な障害者が、自立した日常生活または社会生活を営むことが

できるよう、個別支援計画に基づき、日常生活や作業の訓練等を行う。
利用者の障害支援区分等により、生活介護２室（第一作業訓練室・第二作業

訓練室）と就労継続支援Ｂ型１室（第三作業訓練室）とに分かれる。

①第一作業訓練室（生活介護）
事 業 名 事 業 内 容

在籍通所者数 １９名 （男性６名・女性１３名）
障害支援区分４：１名、５：７名、６：１１名

生活介護 (１)生活支援
給食、調理実習、トイレ介助、防災訓練

(２)健康管理
検温、歯磨き、手洗い、定期健診、健康診査、体重測
定、健康講座の開催

(３)体力及び機能維持・向上支援
健康体操、理学療法士による訓練、言語聴覚士による
訓練、音楽活動、歩行強化訓練

(４)実習
るーくる西大島店での販売員体験

(５)軽作業等
公園清掃、家賃帳・おたより帳カバー差し、園芸作業、
自主製品製作等
作業工賃年間支払予定 ５１７，０００円

２，２６８円／月一人
行事等 (１)所内行事

誕生会、新年会、クリスマス会、季節行事、スポーツ
レクリエーションの実施、障害者作品展への参加作品
作り

(２)所外行事
社会参加訓練、宿泊訓練

(３)地域交流事業
環境フェア、区民まつり、ボランティアまつり、扇橋
三丁目町会納涼まつり、東京シティフィルコンサート、
区内各障害者福祉施設のイベントへの参加

その他 地域福祉の推進に寄与するための事業
ボランティアの育成及び福祉教育の場の提供
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②第二作業訓練室(生活介護)
事 業 名 事 業 内 容

在籍通所者数 ２６名 （男性２３名・女性３名）
障害支援区分３：１名 ４：１０名 ５：１４名 ６：１名

生活介護 (１)生活支援
給食、調理実習(買い物訓練含む)、トイレ指導、防災
訓練

(２)健康管理
検温、歯磨き、手洗い、定期健診、健康診査、体重測
定、健康講座の開催

(３)体力及び機能維持・向上支援
健康体操、理学療法士による訓練、言語聴覚士による
訓練、音楽療法、歩行強化訓練、水泳教室

(４)実習
るーくる西大島店での販売員体験

(５)軽作業等
公園清掃、家賃帳・おたより帳カバー差し、菓子箱・
ワイン箱等の箱折り組み立て、アルミ缶回収・つぶし、
園芸作業、自主製品製作等
作業工賃年間支払予定 １，４５１，０００円

４，６５０円／月一人
行事等 (１)所内行事

誕生会、新年会、クリスマス会、季節行事、スポーツ
レクリエーションの実施、障害者作品展への参加作品
作り

(２)所外行事
社会参加訓練、宿泊訓練、福祉大会への参加

(３)地域交流事業
環境フェア、区民まつり、ボランティアまつり、扇橋
三丁目町会納涼まつり、東京シティフィルコンサート、
区内各障害者福祉施設のイベントへの参加

その他 地域福祉の推進に寄与するための事業
ボランティアの育成及び福祉教育の場の提供
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③第三作業訓練室 (就労継続支援Ｂ型)
事 業 名 事 業 内 容

在籍通所者数 １３名 （男性９名・女性４名）
障害支援区分２：２名、３：１名、４：３名、５：１名、

なし：６名
生活支援 (１)生活支援

給食、調理実習(買い物訓練含む)、トイレ指導、防災
訓練

(２)健康管理
検温、歯磨き、手洗い、定期健診、健康診査、体重測
定、健康講座の開催

(３)体力及び機能維持・向上支援
健康体操、言語聴覚士による訓練、歩行強化訓練

(４)実習
るーくる西大島店での販売員体験

(５)軽作業等
公園清掃、菓子箱等の折り組立て、園芸作業、ボール
ペンのビニールケース詰め、チラシ封入・封緘、レト
ルト食品等の箱詰め、自主製品製作等
作業工賃年間支払予定 １，９１７，０００円

１２，２８８円／月一人
行事等 (１)所内行事

誕生会、新年会、クリスマス会、季節行事、スポーツ
レクリエーションの実施、障害者作品展への参加作品
作り、余暇活動

(２)所外行事
社会参加訓練、宿泊訓練

(３)地域交流事業
環境フェア、区民まつり、ボランティアまつり、扇橋
三丁目町会納涼まつり、東京シティフィルコンサート、
区内各障害者福祉施設のイベントへの参加、かかしコ
ンクールへの参加

その他 地域福祉の推進に寄与するための事業
ボランティアの育成及び福祉教育の場の提供

障害者福祉センター事業予算計 ４２６，４６８千円
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