２０１６（平成２８）年度 事業計画書
社会福祉法人東京都知的障害者育成会
統一ミッション
「私たちは、すべての人一人ひとりの人権と意思を尊重し、障害のある人もない人も
共に社会・経済・文化ほかあらゆる分野に参加する機会を得て、主体性を持ちながら
豊かな市民生活を送ることができる社会の実現を目指します。」

１．全体状況
国においては、今年４月１日に障害者差別解消法が完全施行されるとともに、３
月１日には、障害者総合支援法の施行３年後の見直しに向けた改正案が厚生労働省
から国会に提出されている。また、社会福祉法人制度の改革を含む社会福祉法等の
一部を改正する法律案も国会に提出されており、その一部は今年４月１日から施行
される予定である。
東京都においては、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けての
話題が頻繁にメディアに取り上げられることで、障害者に関する情報が一般市民の
目に触れることが多くなっている。今年度は、第４期東京都障害福祉計画の２年目
にあたるが、障害者施策推進部の予算は前年度比約７％増となり、通所施設やグル
ープホームの定員増とともに、共生社会実現に向けた障害者理解促進事業や都庁内
での東京チャレンジオフィスの開設など新たな施策が盛り込まれている。また、平
成２８年２月の東京都教育委員会の東京都発達障害教育推進計画によれば、特別支
援教室をすべての公立小・中学校に設置するとし、小学校は平成３０年度まで、中
学校は平成３３年度までに導入を完了するとしている。
東京都育成会については、社会福祉法人制度改革の方針に沿った組織整備に取り
組み、来年４月に予定されている施行に合わせて定款改正等の一連の手続きを遅滞
なく行うとともに、将来の安定した法人経営にむけた内部統制の強化をはじめとし
た運営体制の整備が必要とされる。
東京都育成会の親の会活動においては、親の会支部などに積極的に情報提供して
障害者権利擁護の推進及び障害福祉施策や障害児教育の一層の充実に取り組むとと
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もに、自主的実践活動である東京都育成会権利擁護支援センターについては、試行
地域を拡大した取り組みを行う。
東京都育成会の事業活動においては、人材確保が非常に困難な状況が続いている
ものの、引き続き事業運営に必要な人材確保に努力するとともに、研修システムの
見直しを含め将来を担う人材の育成に取り組むことが急務である。また、現在、進
行中である清瀬育成園の開設及び大田通勤寮、江東通勤寮の移転新築に向けた準備
を滞りなく行うとともに、社会福祉法人制度改革や人材難等の状況を考慮しながら
今後の事業展開に関する方針並びに中長期計画の作成に取り組むことが必要である
。
育成会地域法人連絡協議会については、職員研修などの活動を引き続き支援して
いくとともに、次年度東京での開催が決定した全国育成会事業所協議会研修大会の
開催に向けた準備を関係者と連携して進める必要がある。
本人活動においては、本年２月に第２回目の本人活動交流会を実施したが、今後
も、各支部や施設等で活動する本人が交流する場を積極的に提供し、本人活動の活
性化を支援する。

２．基本方針
―すべての人が安心して暮らせる２１世紀の共生社会を実現する―
（１）障害のある人一人ひとりの人権と意思を尊重し、主体性を持って生活や活動を
しながら社会・経済・文化ほかあらゆる分野へ参加できるよう支援する。
（権利擁護と社会参加）
（２）東京都をはじめとした関係行政機関・関係団体等と協力し、東京都における障
害者施策を推進するとともに、必要とされる居住の場やサービスを積極的に整備
する。

（施策推進と社会資源の整備）

（３）法人の持てる資源と関係するネットワークを活用し地域社会に貢献する。
（地域貢献）

３．重点目標
（１）法人活動全般
① 社会福祉法人制度改革に向けた体制整備
② 内部統制の強化
（２）親の会活動
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① 権利擁護の推進
② 東京都育成会権利擁護支援センター活動の拡大と充実
（３）事業活動
① 事業運営支援体制の強化
② 人材確保
③ 人材育成
④ 事業所新設・移転等に関する準備
⑤ 事業運営基本方針の整理及び中長期計画の作成
（４）地域法人連絡協議会
① 情報交換の活性化
② 研修の実施
③ 全国事業所研修大会の準備
（５）本人活動
① 本人活動活性化

４．活動内容
（１）法人活動全般
① 社会福祉法人制度改革に向けた体制整備（重点目標）
ア．役員体制・組織構成の見直しと定款改正
３～６月 理事を中心とした素案作成
７月 素案に対する有識者による意見聴取
９月 支部長会での意見聴取
１０月 評議員会・理事会による定款変更審議
定款変更申請
イ．監査法人による監査体制の整理
ＰｗＣあらた監査法人とアドバイザリー業務契約により整理
ウ．地域貢献事業の整備
青年期相談事業、権利擁護支援センター活動等の位置づけの整理
② 内部統制の強化（重点目標）
社会保険労務士や税理士法人、監査法人等専門家と協議しながら整理
ア．関係規程等の整備
イ．業務プロセスの整理
ウ．権限・職務分担の整理
エ．指導検査委員による内部検査・指導の実施
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③ 会計処理の適正化に向けたコンサルタントの委嘱
辻・本郷 税理士法人
（２）親の会活動
① 権利擁護の推進（重点目標）
ア．地方公共団体等が主催する権利擁護に関係する会議への参加
イ．関係研修会等への参加
ウ．継続的な権利擁護に関する情報提供と情報交換の実施
② 東京都育成会権利擁護支援センター活動の拡充と充実（重点目標）
ア．試行地域を追加
イ．世田谷区、足立区における活動の充実
ウ．毎月の運営会議の開催
【運営委員】
所

長

中野敏子

支 援 員

（主任）田邊裕子、山口奈緒江

委

白井俊子、上原明子、佐藤彰一、齊藤一紀

員

エ．専門委員による拡大運営会議の開催
【専門委員】
上原裕之、遠藤英嗣、大輪典子、加藤正仁、上滝彦三郎、川口純一、
佐藤彰一、関哉直人、田中正博、田邊仁重、平澤千鶴子、山中將利、
湯汲英史、渡邉一郎、小山 敦、橋本大彦
③ 支部との連携
ア．支部長会（会場：東京都障害者福祉会館）
４月１８日（月）10：00-12：00

１２月

日（ ）10：00-12：00

５月 ９日（月）10：00-12：00

２月

日（ ）10：00-12：00

９月１６日（金）10：00-12：00

３月

日（ ）10：00-12：00

イ．支部ブロック会
・開催回数を含め各ブロックで企画
・年１回は法人事務局会議室で開催（１１月１日、２日、７日）
ウ．都大会など
６月２７日（月）

東京都育成会大会対話集会（東京都障害者福祉会館）

７月 ７日（木）

東京都育成会大会全体会（新宿文化センター大ホール）

１月２１日（土）

東京都育成会新年会（京王プラザホテル）
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エ．支部長、会員等を対象とした研修会の開催
１０月６日（木）

大研修会(国立オリンピック記念青少年総合センター)

その他随時開催
オ．各種情報提供
国、都などの施策、関係研修、文化、スポーツ、旅行等に関する情報を
支部長会その他で随時提供する。
カ．教育部会
「子どもたち主体の特別支援教育の充実」と「地域のネットワークづくり
」を目標とし、下記の活動を行う。
（ア）部会（年５回程度）
情報提供・交換、学習会（講演会）、教育庁との懇談会、ワークショ
ップなど
（イ）企画委員会（年８回程度）
部会の企画運営、要望書の作成、学習会の企画とまとめ、「教育部
会たより」作成など
（ウ）各支部の教育部会活性化のための支援
実態把握と情報提供・助言、要望のとりまとめ、支部長会及び親の
会ブロック会への出席、「家族支援プロジェクト」ワークショップ
の実施、「東京生活支援ノート」活用のための研修会など
（エ）東京都教育庁、文部科学省等行政との連携
対話集会、教育庁との懇談会、区市町村特別支援教育担当指導主事
研修への提言、パブリックコメントの作成、国総研等のセミナーへ
の出席、中教審傍聴など
（オ）校長会、ＰＴＡ等との連携
ａ．東京都知的障害教育四者懇談会への参加
・東京都特別支援学級設置校長協会
・東京都知的障害特別支援学校長会
・東京都知的障害特別支援学校ＰＴＡ連合会
・東京都知的障害者育成会
ｂ．都知Ｐ連との対話集会の共同進行
ｃ．都知Ｐ連総会等への出席
ｄ．全国特別支援教育推進連盟の活動への参加
ｅ．その他
キ．啓発活動
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（ア）機関紙「手をつなぐ親たち」の編集と発行
（イ）生活支援ノートの普及及び東京生活支援ファイルの活用
（ウ）各種研修会等への講師派遣
ク．全国手をつなぐ育成会連合会との連携
（ア）大会等
４月２７日(水)

全国権利擁護セミナー(大田区)

７月２日(土)、３日(日)

全国大会・関東甲信越ブロック大会(横浜市)

９月３日(土)、４日(日)

全国事業所研修大会(岡山市)

１０月５日(水)

国際育成会連盟世界大会(米国フロリダ)

（イ）役員・委員派遣など
役 員 等

副会長（１名）

運営委員

国際委員会（１名）、事業所協議会（１名）

（ウ）関係団体への推薦など
理 事

日本知的障害者スポーツ連盟、全国特別支援教育推進連盟、
日本発達障害連盟(２名)

評議員

日本障害者スポーツ協会、全国心身障害児福祉財団

委 員

国交省関東運輸局/関東管内バリアフリーネットワーク会議・交
通機関における障害者差別解消の推進に関するワーキング、高
障機構/障害のある労働者の職業サイクルに関する調査委員会、
日本発達障害福祉連盟アジア知的障害会議参加企画委員

（エ）機関紙「手をつなぐ」の普及推進
（オ）国際交流委員会活動への支援
「手をつなぐ」の世界の動き誌面担当、韓国親の会KAIDOの全国大会
参加支援、国際育成会連盟との連絡及び世界大会参加支援他
（カ）全国心身障害者福祉財団助成事業実施支援
（キ）都内開催会議等への支援
（３）事業活動
① 事業運営支援体制の強化：法人事務局（重点目標）
・人材育成担当次長１名・人事考課推進担当責任者１名新規配置
・会計部門係長１名配置
② 人材確保（重点目標）
ア．定期採用試験
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第１回

第２回

第３回

４月１５・１６日

５月１９・２０日

９月９・１０日

イ．年度途中の欠員対策
・可能な事業所に加配置を行い年度途中の欠員を早期に補充
・育成会人材バンクの周知と活用
ウ．入所施設やグループホームの職員確保に向けた対策の整備
・入所施設への定期異動環境の整備
エ．新規卒業者獲得に向けた活動の充実
・関係学校での職場説明会、合同職場説明会など求人活動の充実
・ホームページのほか職場紹介、説明ツールの整備・充実
オ．看護師への福祉職場理解促進のための活動の充実
ホームページや機関紙その他を活用した職務状況の紹介など
③ 人材育成（重点目標）
ア．職員研修体制の整理
（ア）人事考課制度に基づく研修体系とカリキュラムの再構築
（イ）施設長等管理者層への経営者研修の実施
（ウ）他法人事業所研修や人事交流の活性化
イ．人事考課制度の推進
（ア）人事考課制度の周知徹底
（イ）各事業所における実施体制の確立
（ウ）施設長考課の実施体制の整備
（エ）不服申し立てに対する人事委員会による対応
④ 事業所新設・移転等に関する準備（重点目標）
平成２９年４月の清瀬育成園新築開設、平成２９年４月の大田通勤寮新築
移転及び平成３１年４月の江東通勤寮の新築移転に係る準備を関係機関、
関係者と連携して円滑な準備を進める。
⑤ 事業運営基本方針の整理及び中長期計画の作成（重点目標）
将来にわたって、社会福祉法人として安定した法人経営を継続するために
人材確保、財務分析及び社会福祉法人改革に伴う諸条件を考慮しながら次
の必要な事案等について検討、整理する。
ア．現行の各指定管理事業継続の適否、適正な指定管理料、指定管理者に実
質帰属する繰越金の整理など
イ．法人が新規事業として重点的に取り組むべき事業
ウ．法人が自主的に展開している事業についての評価
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⑥ 事業支援委員の配置
理事長が委嘱する第三者による事業支援委員が施設・事業所を訪問して
活動状況を視察するとともに、事業活動や事業運営に関する悩みや課題につ
いて相談を受け適切なアドバイスができる体制を整備する。
寺崎勝成

八王子市・立川市・杉並区 滝沢しげ子 北区

河津英彦

練馬区・豊島区

大田区・足立区・

吉田昌義

江東区・江戸川区

葛飾区・中央区・

渡邉健治

中野区・新宿区

世田谷区

⑦ 事業点検委員の活用
各事業所における苦情、課題、法令遵守等に係る調査、指導などに関し、
随時理事長が委嘱する事業点検委員を派遣し、早期解決や改善を図る。
⑧ 虐待防止を含む権利擁護の推進
ア．法人及び各事業所における権利擁護体制
法

人

委員会等

苦情解決第三者委員会
虐待防止委員会
職員の悩みごと相談

関係要綱

利用者からの苦情解決実施要綱
虐待防止要綱

関係規程

個人情報保護規程
情報公開・開示規程
ネットワークシステムの運用に関する規程

各事業所

意識啓発

職員研修の実施

委員会等

苦情解決第三者委員
虐待防止委員会
権利擁護委員会など

業務体制

職員業務マニュアル

虐待防止

虐待防止マニュアル
チェックリストなど

意識啓発

職員研修の実施

イ．法人苦情解決第三者委員
年２回(６月、２月)定期開催とし、その他は必要に応じて随時開催する。
吉田昌義

学識経験者

渡邉健治
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学識経験者

関哉直人

弁護士

山本多賀子

専門相談員

河津英彦

学識経験者

ウ．法人虐待防止委員会
・法人が運営する事業所従事者による虐待防止を目的に設置する。
・年２回定期開催とし、その他必要に応じて随時開催する。
委員長

上原明子(理事長)

委 員

齊藤一紀(常務理事)

委 員

原木慶子(副理事長)

委 員

佐々木桃子(理事)

委 員

矢野久子(副理事長)

委 員

鈴木 薫(理事)

委 員

齊木 博(副理事長)

委 員

山本多賀子(専門相談員)

委 員

仁田坂和夫(副理事長)

委 員

関哉直人(弁護士)

エ．事業所苦情解決第三者委員
・事業所ごとに苦情解決第三者委員を管理者(施設長)が委嘱する。
・苦情があった場合は随時、その他は原則年２回以上事業所訪問を依頼し
視察の上利用者や職員への簡単な聞き取りを実施。意見やアドバイスを
することでより良いサービスの提供及び円滑な事業運営に反映させる。
・法人主催で権利擁護の研修会、情報交換会などを実施する。
オ．事業所虐待防止委員会
・各事業所の従事者による虐待防止を目的に各事業所において設置する。
・事業所ごとに管理者(施設長)が委員を委嘱する。
・委員会について掲示その他の手段で利用者、保護者等に周知する。
・委員の中にできるだけ職員以外の第三者を加える。
⑨ 居住の場の積極的な整備推進
ア．行政機関、法人事業所、親の会支部などと協力したグループホームの物
件情報の収集と開設
イ．関係行政機関、不動産業者、他法人に対する物件情報や開設ノウハウの
提供
⑩ グループホーム運営及び支援体制の整理
ア．世話人相談員の配置
グループホームなどの世話人が安心して業務ができる環境整備の一環と
して、理事長が委嘱する世話人相談員を設置し、巡回訪問や会合を持ちな
がら悩みや相談に対応する。
田中藤太郎、寺崎勝成
イ．サービス管理者の専任化
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⑪ 障害者雇用の促進
ア．各事業所における障害者雇用の促進
イ．就労継続支援Ａ型事業所東京都育成会クリーンサービス事業の推進
⑫ 人事管理体制
ア．人事委員会
人事に関わる課題解決や採用、昇任・降任、昇格などに関し組織的な協
議体制で理事長の決定を補佐する。
委員長

理事長

委 員

上原 明子

委 員

理 事 佐々木桃子

副理事長 原木 慶子

委 員*

理 事 鈴木 薫

委 員

副理事長 矢野 久子

委 員*

理 事 中野 雅義

委 員*

副理事長 齊木 博

委 員*

理 事 上滝彦三郎

委 員*

副理事長 仁田坂和夫

委 員

監 事 大南 英明

委 員*

事務局長 齊藤 一紀
＊印は作業部会委員

イ．人事委員会作業部会
人事委員会に施設長を主体とした作業部会を設置し、必要な情報収集や具
体的な調整を行う。
ウ．就業規則等の作成や労務管理に関するコンサルタントの設置
社会保険労務士 阿世賀事務所
⑬ 職員の健康管理体制
各施設事業所で法律に定められた定期健康診断を実施するほか、メンタル
ヘルスに関し次の支援体制をとる。
ア．無料相談窓口メンタルサポートネット（東京メンタルヘルス株式会社）
イ．職員の悩みごと相談窓口
相談時間：月～木 １０時から１７時 (担当)山本多賀子、田島玲子
ウ．メンタルヘルス指定相談医の委嘱
職員に関する管理者等の相談窓口としてコンサルタント
株式会社 ＨＬ＆Ｅ 橋本大彦医師

（相談窓口）法人事務局

エ．各事業所におけるストレスチェック実施体制の整備
（実施委託機関） 株式会社 ＨＬ＆Ｅ
オ．ストレスマネジメント研修の実施
⑭ 危機管理体制の整備
ア．顧問弁護士
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中村 裕二、早川美恵子

未来市民法律事務所

河本 毅

番町総合法律事務所

イ．各施設・事業所での施設賠償責任保険等の加入
ウ．法人として役員、施設長等に対する損害賠償請求に対応できるマネジメ
ントリスクプロテクション保険に加入
⑮ 会議
施 設 長 会 議

８月を除く毎月（法人事務局会議室他）

主任係長会議

８月を除く毎月（法人事務局会議室他）

事務担当者会議

年６回程度（法人事務局会議室他）

看護師連絡会

年４回（５,７,１１,２月：法人事務局会議室他）

地域生活支援セン

毎月（法人事務局会議室）

ター運営会議
地域生活支援セン

年４回（法人事務局会議室）

タースタッフ会議

４月、７月、１０月、１月

⑯ 実施事業
ア．青年期相談事業 （明るい相談室）
毎週月～木曜日１０時～１７時

専門相談員 山本多賀子、田島玲子

（祭日、年末年始などを除く）

法律相談

関哉 直人(弁護士)

イ．都立特別支援学校等の受託清掃
北区、豊島区の指定管理施設に依頼し清掃及び関連業務を行う。
ウ．その他の事業
別紙一覧表
⑰ その他
（４）地域法人連絡協議会活動
① 活動体制
ア．運営委員会
運営委員会の下に幹事会、研修委員会、専門部会等を置く。
イ．専門部会では各事業の課題を整理・検討する。部会には部会長、副部会
長を置き、幹事会との調整、部会の統括を行う。
居住支援部会、相談支援部会、生活介護部会、就労支援部会等
② 会議等
代表者会議

年１回（４月）
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運営委員会

幹事会、研修委員会等、随時開催

事業所連絡会

年４回（６月、１０月、１２月、３月）

専門部会

随時開催

③ 平成２９年度全国育成会事業所協議会研修大会東京大会の準備(重点目標)
④ 会員研修
下記研修会の開催のほか会員が参加しやすいように地域ブロックごとでの
開催を検討する。
ア．箱根一泊研修会
平成２９年２月１０日(金)、１１日(土)
イ．障害福祉サービス事業実践報告会 ３月
ウ．東京都育成会・事業所が開催する各職員研修等へ参加
エ．その他会主催の研修会を随時開催
⑤ 東京都育成会との連携
ア．地域法人協議会の諸会議、研修会開催等の連絡調整と企画実施の支援
イ．会員からの情報などを編集して「地域法人ニュース」をメールで配信
ウ．法人・各事業所職員研修会への参加
エ．各種寄付金・補助金などの案内及び調整
オ．職員のメンタルヘルス指定相談医の利用（受付窓口）法人事務局
カ．東京都育成会顧問弁護士の利用（受付窓口）法人事務局
キ．働く青年の旅その他東京都育成会が関係する旅行への参加
⑥ 全国育成会事業所協議会の諸会議、研修会等への協力及び参加
（５）本人活動
① 本人活動の活性化と支援体制の整備
ア．各支部や各事業所の本人活動について相互の情報交換や交流などを通じ
ネットワークづくりを促進
イ．支援者の養成研修などによる支援体制の整備
ウ．どりーむ通信を年４回機関紙として発行
エ．どりーむ通信編集委員へ各支部の本人参加を推進
② ゆうあい会活動への支援
ア．各支部等本人活動との交流
イ．活動の企画と実施
総会

月

日(日) 東京都障害者福祉会館
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交流会

月

バスハイク

日(日) 東京都障害者福祉会館

開催時期及び開催地検討中

新年会

１月

日(日)会場検討中

ウ．会の活性化に向けた選挙制度の見直し
運営委員会

年３回程度、第３日曜日に委員会を会員に公開して会

見学会

活動の理解を深める機会とする。

エ．サークルと料理教室の実施
サークル

グルメ、カラオケ、ボウリング、レクリエーション
(各年４回程度)

料理教室

年４回

（６）広報
① 法人機関誌「東京手をつなぐ親たち」
ア．年１２回 各７千部発行
イ．機関誌の目的に沿った紙面構成などの変更
ウ．外部委託を活用した効率的な編集作業の実施
（編集委員長）大塚 晃
（ 編 集 委 員 ）中野敏子、大南英明、神立佳昭、小野寺肇、半澤嘉博、
上原明子、小西早苗、永田直子、崎田京子、福田良一、
野々久美子、大森典子、西村周治、石川智子、山崎裕美子、
牧野隆行、鈴木孝雄、齊藤一紀、田邊裕子
（事 務 局）上滝彦三郎、上村直子
② ホームページ
ア．関係情報の提供
・育成会の組織、活動の紹介
・育成会及び関係団体等の大会、研修会、催事等の紹介
・職員募集、採用試験等の掲載
イ．ホームページのリニューアルの実施
ウ．ホームページ管理体制の整備
（７）旅行の実施
① 育成会青年の旅
ア．国内青年の旅「開業！北海道新幹線で行く函館と登別温泉」
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第１回５月２７日(金)～２９日(日)

第２回６月３日(金)～５日(日)

イ．海外青年の旅
② その他の旅行（５月、８月、年末年始）
ア．ゴールデンウイーク旅行
５月３日(火)～５日(木)

戸倉上山田温泉３日間

（８）障害者スポーツ
① ふれんどしっぷスポーツの実施
５月１４日(土)、９月１６日(土) 、 フットサル大会インクルージョンカップ
２月１２日(日)

(府中スポーツガーデン)

② 関係団体スポーツ大会への参加と協力
ア．東京都障害者スポーツ大会
合同開会式

東京体育館 メインアリーナ

５月 ８日(日)

陸上(知的)

駒沢オリンピック公園総合運動場

５月２８日(土)

陸上競技場

５月２９日(日)

陸上(身体・精神)
水泳(身体・知的)

〃

、補助競技場

６月 ４日(土)

東京都障害者総合スポーツセンタ ５月２８日(土)
ー プール

５月２９日(日)

卓球＊

駒沢オリンピック公園体育館

５月２８日(土)

サウンドテーブルテニス(身体)

東京都多摩障害者スポーツセンター集会

５月２９日(日)

室

フライングディスク＊

駒沢オリンピック公園陸上競技場

５月２８日(土)

アーチェリー(身体)

江戸川区総合体育館

５月２９日(日)

ボウリング(知的)

東京ポートボウル

５月２９日(日)

ソフトボール(知的)

光が丘公園野球場

５月２２日(日)

バスケットボール

板橋区立東板橋体育館室内競技場

５月２８日(土)

(知的)

５月２９日(日)
王子特別支援学校体育館

６月 ４日(土)
６月 ５日(日)

フットベースボール(知的)

駒沢オリンピック公園軟式野球場

５月２８日(土)

バレーボール(知的)

駒沢オリンピック公園体育館

５月２９日(日)

バレーボール(精神)

東京体育館メインアリーナ

１月２５日(水)
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バレーボール(身体)

東京体育館サブアリーナ

２月１１日(土)

サッカー(知的)

駒沢オリンピック公園第二球技場 ５月２９日(日)
、補助競技場、軟式野球場

６月 ５日(日)

グランドソフトボール(身体)

武蔵野中央公園スポーツ広場

１１月２０日(日)

車椅子バスケットボール(身体)

武蔵野総合体育館メインアリーナ

１月２９日(日)

重度障害者競技会(重度身体)

ボッチャ：東京体育館サブアリーナ

７月２３日(土)

重度障害者競技会(重度知的)

スポーツの集い：東京体育館メインアリーナ

９月１４日(水)
＊身体・知的・精神

イ．全国障害者スポーツ大会
岩手県

１０月２２日(土)～２４日(月)

（９）福祉・障害教育関係団体との連携
① 委員会等への人材派遣・推薦
東京都障害者スポーツ協会(２名)、スペシャルオリンピックス日
役員等

本、東京都社会福祉協議会知的発達障害部会、ＪＤＦ東京、東社
協関係６団体連絡協議会

評議員

東京都社会福祉協議会、東京都社会福祉事業団、
東京都障害者団体連絡協議会、東京都障害者社会参加推進協議会
、平成２５年度東京都福祉保健基礎調査検討会、東京都特別支援
教育就学支援委員会、東京都障害者スポーツセンター運営懇談会
、東京都社会福祉大会東社協会長表彰・感謝選考委員会、東京都
社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会委員候補者選考委
員、東京都社会福祉協議会地域福祉推進委員、公益法人西村良枝
記念知的障害者福祉基金運営委員会、障害関係団体連絡協議会、

委 員

東京都障害者介護給付費等不服審査会、東京都障害者施策推進協
議会、東京都多摩障害者スポーツセンター運営懇談会、新国立競
技場のユニバーサルデザインに関するヒアリング、関東運輸局都
内バリアフリーネットワーク会議、東京都福祉のまちづくり推進
協議会、東京都発達障害者支援体制整備推進委員会、東京都特別
支援教育就学支援推進委員会、障害者技能競技大会運営委員、東
京都労働局雇用移行推進連絡会、東京都自立支援協議会、東京都
障害者福祉会館運営委員会、日本発達障害福祉連盟アジア知的障
害会議参加企画委員会、地域福祉権利擁護事業契約締結審査委員
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会、民間相談機関連絡協議会他
② 研修等への講師派遣・推薦
就労支援、障害理解促進、職員教育、学生教育など
③ 東京都障害者福祉会館の相談事業への協力
相談員 山口 幸子

各月第一、第三月曜日１３：３０

相談員 大上 好江

各月第二、第四月曜日１３：３０

相談員 立原麻里子

各月３０日 １３：３０

④ その他
全日本特別支援教育研究連盟、全国特別支援学級設置校長会、全国特別支援学
校知的障害教育校長会、全国特別支援学校長会、東京都特別支援学級設置校長
協会、東京都特別支援教育研究会、東京都特別支援学校長会、障害者各団体、
ＮＨＫ厚生文化事業団、日本チャリティ協会、教職員組合など

（10）その他
「ぜんちあんしん保険」および「ＡＩＵ傷害保険」の普及促進
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別紙一覧表
事業所名
とぶき育成園
ケアホーム槇
ケアホーム梛
恩方育成園
2
グループホームえにし
1

杉並育成園すだちの里すぎなみ
グループホームらいむ松庵
3

杉並区障害者地域相談支援センター
高円寺
杉並障害者自立生活支援センター
すだち

4
5
6
7

清瀬育成園ひだまりの里きよせ（準備室）
東京都江東通勤寮
大田通勤寮
東京都豊島通勤寮
東京都立川通勤寮

8 高砂福祉館
9 鎌倉福祉館
10 西水元福祉館
11
12
13
14
15

カーサ久が原
大田区立くすのき園
大田区立うめのき園・分場
大田区立久が原福祉園
大田区立南六郷福祉園

大田区立障がい者総合サポートセンター
16
さぽーとぴあ

江東区東砂福祉園
江東区生活寮リバーハウス東砂
江東区東砂福祉プラザ
18 江東区あすなろ作業所
17

実施事業

運営状況

施設入所支援、生活介護、短期入所
共同生活援助
共同生活援助
施設入所支援、生活介護、短期入所
共同生活援助、短期入所
施設入所支援、生活介護、自立訓練（生活訓
練）、就労移行支援、短期入所
共同生活援助
基本相談支援
個別支援避難プラン作成支援、虐待防止見守り
事業、代読・代筆サービス（区）

直営事業所
直営事業所
直営事業所
直営事業所
直営事業所
直営事業所
直営事業所
区委託事業

特定相談支援・一般相談支援・障害児相談支援 直営事業所
24時間安心サポート事業、余暇・社会参加活動
実施事業（区）

区委託事業

自立訓練（生活訓練・宿泊型）
自立訓練（生活訓練・宿泊型）
自立訓練（生活訓練・宿泊型）
自立訓練（生活訓練・宿泊型）

都指定管理
直営事業所
都指定管理
都指定管理

生活介護、就労継続支援（B型）、特定相談支援 直営事業所
身体障害者デイサービス、地域施設開放（区）
生活介護、特定相談支援
生活介護、就労継続支援（B型）、短期入所、特
定相談支援
共同生活援助、短期入所
就労継続支援（B型）、特定相談支援
就労継続支援（B型）、特定相談支援
生活介護、特定相談支援
生活介護、特定相談支援
障害者相談支援、基幹相談支援、特定相談支
援、一般相談支援、就労移行支援、自立訓練
（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）
市町村障害者虐待防止センター
身体障害者B型センター事業、視聴覚障害者情
報提供施設（点字図書館）
生活介護、特定相談支援
生活寮・緊急一時保護
就労継続支援（B型）、特定相談支援

区補助事業
直営事業所
直営事業所
直営事業所
区指定管理
区指定管理
区指定管理
区指定管理
区委託事業
区委託事業
区委託事業
区指定管理
区指定管理
区指定管理
区指定管理

19 江東区第二あすなろ作業所

生活介護、就労継続支援（B型）、特定相談支援 区指定管理

20
21
22
23
24
25

就労継続支援（B型）
生活介護
生活介護
生活介護、短期入所、日中一時支援
就労継続支援（B型）
生活介護
生活介護、短期入所、共同生活援助、
特定相談支援・障害児相談支援、
地域活動支援センターⅡ型・日中一時支援
生活介護、特定相談支援
生活介護
生活介護

北区立たばた福祉作業所
北区立若葉福祉園
北区立あすなろ福祉園
新宿区立新宿生活実習所
新宿区立高田馬場福祉作業所
足立区綾瀬福祉園

26 江戸川区立障害者支援ハウス
27 江戸川区立みんなの家
28 江戸川区立えがおの家
29 江戸川区立さくらの家
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区指定管理
区指定管理
区指定管理
区指定管理
区指定管理
区指定管理
区指定管理
区指定管理
区指定管理
区指定管理

事業所名

実施事業

運営状況

30 江戸川区立希望の家

生活介護、就労継続支援（B型）、特定相談支援 区指定管理

31 中野区立かみさぎこぶし園

生活介護、特定相談支援
生活介護、自立訓練（機能訓練）、特定相談支
援
公益事業会館運営

32 中野区障害者福祉会館
33 北部すこやか障害者相談支援事業所
34 世田谷区立奥沢福祉園
35 世田谷区立桜上水福祉園
36 世田谷区立給田福祉園
37 世田谷区立砧工房・分場
世田谷区立障害者就労支援センター
すきっぷ
世田谷区障害者就労支援センター
38
すきっぷ就労相談室
すきっぷ分室クローバー
すきっぷ分室そしがや

区指定管理
区指定管理
区委託事業

特定相談支援・一般相談支援・障害児相談支援 区委託事業
生活介護
緊急時一時保護（宿泊）事業
生活介護
緊急時一時保護（宿泊）事業
生活介護
緊急時一時保護（宿泊）事業
就労移行支援、就労継続支援（B型）
緊急時一時保護（宿泊）事業
就労移行支援
緊急時一時保護（宿泊）事業

区指定管理
自主事業
区指定管理
自主事業
区指定管理
自主事業
区指定管理
自主事業
区指定管理
自主事業

世田谷区障害者就労支援事業

区指定管理

世田谷区障害者就労支援事業

区委託事業

39 まつばらけやき相談支援センター

特定相談支援・一般相談支援・障害児相談支援 直営事業所

40 砧地域障害者相談支援センター
41 生活支援ホーム世田谷
42 豊島区立駒込生活実習所

世田谷区委託相談支援事業（区）
共同生活援助、短期入所、日中一時支援
生活介護、特定相談支援
就労移行支援、就労継続支援（B型）、特定相談
支援
生活介護、特定相談支援
豊島区重度心身障害者「土曜余暇教室」
就労継続支援（B型）、特定相談支援
施設入所支援、短期入所、生活介護、就労移行
支援、就労継続支援（A型）、就労継続支援（B
型）、日中一時支援
特定相談支援・障害児相談支援
放課後等デイサービス、障害児相談支援
基幹相談支援センター・特定相談支援
生活介護

43 豊島区立駒込福祉作業所
44 豊島区立目白生活実習所
45 豊島区立目白福祉作業所
46

中央区立知的障害者生活支援施設
レインボーハウス明石

47 放課後等デイサービス
48 中央区基幹相談支援センター
練馬区立貫井福祉園
49
練馬区立貫井活動交流室
50 練馬区立貫井福祉工房
51 練馬区立石神井町福祉園
52 練馬区立障害者地域活動支援センター
53 練馬区立谷原あおぞら学童クラブ
54

練馬区立大泉障害者地域生活支援
センターさくら

練馬区立しらゆり荘
しらゆり活動交流室
56 東京ジョブコーチ職場定着支援事業
57 東京都育成会クリーンサービス
55

就労移行支援
生活介護
地域活動支援センターⅡ型
放課後児童健全育成事業、子育て支援事業
地域活動支援センターⅠ型、
一般相談支援、特定相談支援、
障害者相談支援事業、基幹相談支援センター
共同生活援助、短期入所、日中一時支援
東京都補助事業
就労継続支援（A型）
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区委託事業
直営事業所
区指定管理
区指定管理
区指定管理
区委託事業
区指定管理
区指定管理
区委託事業
区委託事業
区委託事業
区指定管理
区指定管理
区指定管理
区指定管理
区指定管理
区指定管理
区指定管理
区指定管理
区指定管理
委託事業
直営事業所

