
拠点 

 

拠点４ 板橋 （板橋区立赤塚福祉園） 

 

１） 事業概況(運営方針・目標の実施状況) 

 今年度は、生活介護事業５７名（定員６０名）、就労継続支援Ｂ型事業４４名（定員４０名）、

計１０１名でスタートした。 

福祉園全体では、責任者クラスの職員による運営会を組織し、福祉園全体として、一体的な

運営に努めた。９月に実施したメール送信訓練において誤送信による個人情報の流出事故が発

生した。今回の事故発生時の対応が不適切であり、この事故への反省を踏まえて、メール送信

手順の見直し、個人情報保護に関する職員研修の実施等、再発防止に努めた。指定管理者独自

事業としては、延長サービスについては実施したが、土曜日開園については設備工事への対応

もあり、実施しなかった。また、デイセンターきららの自主制作品とワークセンターはばたき

のラスク等の共通ブランド「ＡＴＢ」については、板橋区内外のイベント等への積極的な参加

を通じて、ブランド力の向上及び販売活動の強化を図った。 

生活介護事業においては、日々の連絡帳とサービス提供記録を合わせた様式を用いることで、

家庭との相互理解を深めることができた。あわせて、区立福祉園平準化基準の範囲内ではある

が、「在園時間の延長」を行い、従来からの「延長サービス」とともに家庭支援の一助となっ

た。就労継続支援Ｂ型事業においては、作業種が多岐にわたったことで、利用者の選択の幅が

増え、利用者の強みを生かした作業展開ができた。また、受注企業との交渉による作業単価の

見直しによって、前年度より増収となり、利用者工賃のさらなる増額につながった。緊急保護

事業については、近年、介護者の高齢化に伴う急な入院、家庭内の問題等により、長期利用を

要する利用が増加しており、短期入所事業利用までのつなぎとしての利用を含め、板橋区との

調整を要するケースが増えている。緊急事由での利用を優先させるため、板橋区との協議によ

り、休養事由による利用の見直しを行った。  

 板橋区との関係については、相談支援事業の円滑な実施に向けて、引き続き福祉事務所、相

談支援事業所等との連携を進めた。また、全館の空調設備改修工事及び１階食堂・多目的ホー

ルの照明設備交換工事が実施され、工事期間中は、活動場所の変更、外注による食事提供を行

った。 

地域との関係においては、地域のオープンスペースを活用した展示販売活動や「音を楽しも

う」「地域総合防災訓練」をはじめとした地域行事への積極的な参加を通じて、より密接な交

流を進めることができた。また、福祉園祭りの開催にあたっては、篠ケ谷戸町会に加え、地域

のＮＰＯ法人等の協力を得ることができた。板橋区社会福祉法人施設等連絡会の活動について

は、地域公益活動としてのフードドライブへの協力など、積極的に参加した。 

 

２）月間・年間行事等実施状況 

    別紙のとおり。 

  

３）職員体制 

    組織図を添付 

 

４）職員研修 

①事業所内研修 

期日 研修名 開催場所 参加職員 

毎月 動作法研修（牛山卓也講師） 園内 あたたか全職員 

毎月 動作法研修（藤岡孝志講師） 園内 たのしみ全職員 

４月２１日 嚥下講習会 園内 きらら職員 

４月２６日 バスリフト操作講習 園内 きらら職員 

５月１２日 動作法講義（牛山卓也講師） 園内 きらら職員 

６月６日 事例検討会 園内 きらら職員 



６月２０日 バス添乗講習 園内 きらら職員 

９月２５日 個人情報保護研修 園内 全職員 

１０月２３日 腰痛予防研修 園内 全職員 

 

②法人内研修 

期日 研修名 開催場所 参加職員 

8月19日～21日 夏季療育合宿 嬉泉福祉交流センター袖ケ浦 ２名 

12月23日～25日 冬季療育合宿 嬉泉福祉交流センター袖ケ浦 ３名 

 

 

③外部研修 

 

期日 研修名 開催場所 参加職員  

4月 8日 世界自閉症啓発デーシンポジウム 灘尾ホール ２名 

5月 25日 上級救急救命講習 練馬消防署平和台出

張所 

１名 

5月 27日 上級救急救命講習 志村消防署高島平出

張所 

１名 

6月 1日 東社協知的発達障害部会通所施設分科会研修

会 

研究社英語センター

ビル 

２名 

6月 10日 東社協利用者支援研究会学習会 飯田橋ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾗｻﾞ ２名 

6月 2日 高島特別支援学校学校公開 高島特別支援学校 １名 

6月 16日 上級救急救命講習 八王子消防署 １名 

6月 19日 北特別支援学校学校公開 北特別支援学校 １名 

6月 20日 ハローワーク池袋雇用主研修会 帝京平成大学冲永記

念ホール 

１名 

6月 26日 志村学園学校公開 志村学園 ２名 

7月 4日・5日 全国知的障害関係施設長等会議 東京国際フォーラム １名 

7月 7日 全国健康保険協会東京支部研修会 中野サンプラザ １名 

7月 7日 上級救急救命講習 志村消防署高島平出

張所 

１名 

7月 13日 関東地区知的障害関係職員職員研究大会 アパホテル&リゾー

ト東京ベイ幕張 

１名 

7 月 19 日～21

日 

就業支援基礎研修 東京都社会福祉保健

医療研修センター 

１名 

7月 20日･21

日 

日本てんかん協会てんかん基礎講座 よみうりホール ２名 

8月 2日 東社協・社会福祉法人制度改革フォローアッ

プセミナー 

あいおいニッセイ同

和損保ホール 

1名 

8月 5日 日本ダウン症協会ダウン症支援セミナー 東京日本橋タワー 2名 

9月 10日 東京大集会 文京学院大学 4名 

10月 19日 上級救命講習  1名 

10月 26日・27

日 

関東地区知的障害関係施設種別代表者会議 立川グランドホテル 1名 

10月 30日 東京都・改正社会福祉法に対応した法人運営

に関する講習会 

東京都社会福祉保健

医療研修センター 

1名 

11月 1日 東京都サービス管理責任者研修 国立オリンピック記

念青少年総合センタ

ー 

1名 

11月 7日 板橋区社会福祉法人施設等連絡会研修会 板橋区立文化会館 2名 



11月 10日 東京都食品衛生協会食品衛生責任者養成講習

会 

ハイライフプラザい

たばし 

1名 

11月 20日・21

日 

東京都サービス管理責任者研修 国立オリンピック記

念青少年総合センタ

ー 

1名 

11月 22日 志村学園見学（調理） 志村学園 4名 

11月 30日 板橋区保健所食品衛生講会 板橋区立ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ 3名 

1月 25日 福祉避難所開設・運営訓練 徳丸福祉園 2名 

1 月 25 日・26

日 

区立福祉園職員交換研修 徳丸福祉園 1名 

2月 4日 ４団体研修会 ハイライフプラザい

たばし 

１名 

2月 14日 東京都社会福祉事業団事例研究発表会 新宿区立角筈区民ホ

ール 

2名 

2月 14日 東社協・sessionTOKYOリフレクションセミナ

ー 

飯田橋セントラルプ

ラザ 

2名 

2月 16日 東京都福祉人材ｾﾝﾀｰ苦情対応研修  東京都社会福祉研修

センター 

1名 

2 月 17 日・18

日 

全国障害者生活支援研究セミナー 新宿ＮＳビル 2名 

2月 22日 東京都・監事説明会 ルネ小平 1名 

2月 23日 東社協知的発達障害部会利用者支援研究会学

習会 

リアン文京 1名 

2月 27日 東社協・知的発達障害部会栄養調理スタッフ

会講習会 

飯田橋セントラルプ

ラザ 

1名 

 

 

５）実習生等の受入 

形態 受入先 人数 

業務研修 人事院公務員研修所 ３名 

学生実習 目白大学 １名 

 東京福祉大学 ３名 

 日本児童教育専門学校 １名 

 大東文化大学 １名 

 大妻女子大学 ２名 

 こども教育宝仙大学 １名 

 星美学園短大 １名 

 日本社会事業大学 ３名 

 東京都市大学 １名 

 東洋大学 １名 

教員免許介護等体験 東洋大学 ３名 

職場体験 赤塚第三中学校 ３名 

区内福祉園交換研修 徳丸福祉園 １名 

見学 一般 １１名 

 志村学園 １５名 

 高島特別支援学校 ２５名 

ボランティア 個人 ２名 

 福祉園祭り（一般） ８０名 

 福祉園祭り（赤塚第三中学校） ４６名 



 

 

 

６）そ の 他（建物改修、設備・備品等購入等） 

 

① 空調設備交換工事（板橋区により実施） 

② 多目的ホール、１Ｆ食堂照明交換工事（板橋区により実施） 

③ ２Ｆ昇降装置交換工事 

 

７）健康診断 

① 定期健康診断 

  １２月５日 野田市小張病院出張検診 職員１４名受診 

  検査項目：血圧、血液検査、尿検査、心電図、便潜血検査、胸部レントゲン 

② 生活習慣病予防検診 

  各自で受診 ４２名受診 

  検査項目：血圧、血液検査、尿検査、心電図、便潜血検査、胸部レントゲン 

      胃部レントゲン、聴力検査、眼底検査  

 



別 紙(事業報告書関係)       赤 塚 福 祉 園  年 間 行 事 等 実 施 状 況 （平成２９年度） 

 項目 

月 

行           事 職員研修・職員会議等 災 害 訓 練 健康管理・衛生管理 

日 内     容 日 内     容 日  内     容 日 内    容 日 内    容 

４月 7 全体家族連絡会   28 職員会議   20 衛生委員会 

           

５月 12 グループ家族会   26 職員会議 30 避難訓練 18 衛生委員会 

 19 グループ家族会         

６月 8 全体家族連絡会 12～16 活動公開 30 職員会議 28 避難訓練 15 衛生委員会 

   22～23 はばたき宿泊旅行       

７月 15 赤塚福祉園祭り   28 職員会議 

 

28 避難訓練 20 衛生委員会 

８月     28 職員会議 

 

4 ＡＥＤ訓練 17 衛生委員会 

９月 30 区スポーツ大会 21～22 きらら宿泊旅行① 25 職員会議 4 安否確認訓練 21 衛生委員会      

   27～28 きらら宿泊旅行②       

10月 13 全体家族連絡会 5～6 きらら宿泊旅行③ 27 職員会議   11,12 利用者歯科検診 

   25～26 きらら宿泊旅行④     19 衛生委員会 

11月   1～2 きらら宿泊旅行⑤   17 避難訓練 16 衛生委員会 

           

12月 22 クリスマス会   1 職員会議 1 171伝言ダイヤル訓練 5 利用者健康診断  

         14 衛生委員会  

１月     29 職員会議 

 

18 避難訓練 18 衛生委員会  

２月 

 

  13～16 活動公開 23 職員会議   15 衛生委員会  

３月 20 全体家族連絡会   30 職員会議 11 地域総合防災訓練・炊

き出し訓練・夜間想定

訓練 

15 衛生委員会  

       20 引継訓練    

 

 



組織図(板橋区立赤塚福祉園) 
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デイセンターきらら 直接支援部門 療育等担当 

ワークセンター 

はばたき 
直接支援部門 療育等担当 

執行本部 

直接支援部門 

板橋区立赤塚福祉園 

赤塚ホーム 療育等担当 

間接支援部門 環境整備担当 

栄養・給食担当 

事務担当 

 

保健・医療担当 


