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10月

891 27.3
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２月
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78 ３月

93

67

71 毎週

43 隔週

71 毎月

17

785

92 随時

44

68 荒川ひまわり　　   44名 
42 荒川ひまわり第2　  42名（B型21　生活21）

144 荒川ひまわり　　　 13名
20 荒川ひまわり第2　  13名（B型 6　生活13 ）
19 荒川ひまわり 　　　 9名（うち1名就労）
11 荒川ひまわり第2 　  7名（B型 6　生活 7）
26 荒川ひまわり 　　4691名
39 荒川ひまわり第2　4893名（B型3220生活1673）
8 荒川ひまわり       19名 

22 荒川ひまわり第2　20.9名（B型13.7　生活7.2）
535 荒川ひまわり      　8名

荒川ひまわり第2　  10名
荒川ひまわり        2名

25,868 荒川ひまわり第2     7名
4,973 就労支援 第1 27年度売上額　523万  （内職167万、パウンド、318万、委託38万）

20,895 27年度工賃額　392万　（平均　9323円）

68 26年度売上額 480万（作業184、パウンド264、委託31）

その他 26年度工賃額 359万（平均10128円)

(区受託事業） 第2

0

2 27年度工賃額　　　402万（B　280万　生活122万）

4

26年度工賃額　261万　（B197万　生活64万）

第1・第2共通 27年度イベント等販売出店回数34回　(26年度36回）

　利用者ミーティング

リーダー会議

ホームページ更新を「あしか」に委託

　家族学習会

　ボランティア講座

とうきょう会議世話人会･東部マップ部会･研修、　あらかわモデル

　防災訓練

その他

実習
生

受入
区依頼

荒川社協サマーボランティア受入

27年度売上額 B型　497万(クッキー288万　内職等209万)
生活　135万(内職等81　他54)

合計

・電話相談（開館日の9:00～21:00）　面接相談（開設時間中随時）

・特定相談支援事業

・精神保健福祉ボランティア講座 (68…再褐）

⑤　　　相談支援事業

　電話相談

・相談支援延利用数

　面接相談(含訪問）

　納涼祭

実　績

平成27年度社会福祉法人トラムあらかわ　事業報告

　ボラとも抹茶

菓子等販売出店（区役所販売；区社協前；区保健所；いきいき瀬野さん）

　クリスマス会

自転車リサイクル（第１　第２　交互）

　ボラとも(ボランティアグループ）

総括

27年度はグループホームの赤字解消を目指してOB支援の内容を見直し、しかるべき業務には財源を確保するよう努力した。重点メニューである「単身サポート事業」は利用者に好評
で、とらむのOB以外にもサービス提供の実績を作ることができた。

資格取得

ストレッチ･バレーボール（第１）

　アリッサム（園芸ボランティアグループ）

実習生受入

26年度売上額 B型　251万(クッキー192　内職等59)
生活　81万(内職等40　他41)

　スポーツ交流祭（区・都）

　ボラともレク

　新年のつどい

書道＆墨絵　（第２）

　文化祭

③　　　地域交流プログラム参加者

独立行政法人医療機構（ワム）事業「単身生活移行
支援」開始　登録始まる

入居者４名（本体3名、サテライト1名）　体験宿泊2名

メンバーミーティング

調理（第2）　ころばん体操（第２）

真養寺販売

　コスモス（ピアサポートグループ）

冬休み

ららテラス販売あらかわマルシェ

　外出カラオケ（自主サークル）

ひまわり２スイーツボックス販売（1～3月）

　てまり(女性グループ）

合計

あさがお施設公開販売

ひまわり1、2防災訓練

スポーツフェスティバル出店

あらかわ再発見出店

　B級グルメの会（自主サークル）

　めぐみ会(家族会）

各施設アクションプラン作成

職員の業務目標シート作成

入居者４名（本体3名、サテライト1名）　体験宿泊1名

交流会　AEDによる心肺蘇生法の学習と避難場所の確認

東部まつりin日立ソリューションズ（とうきょう会議主催）

　自主ステップ（セルフヘルプミーティング）

大掃除

　ステップ（セルフヘルプミーティング）

忘年会（アクロスあらかわ；第１＆第２）

合計
　自殺予防講座

　あみものサロン

昨年度よりリーダーによる人材育成をスタートさせているが、今年度は法人理念と実際の業務が関連付けて考えられるように指導した。具体的には職員の個別の目標が施設の業務目
標とリンクして遂行できるように各施設で「アクションプラン」作成し個別の行動に 結びつけた。

ひまわり１、２ともに利用者増によって運営費補助と訓練等給付費が増額した。またホームも助成金をとるなどして新しい事業をスタートさせることができた。業績の好調で法人に
1000万円を繰り入れることができた。

来年度に向けてはひまわりの「パウンド屋」の移転等が課題である。また支援センターアゼリアも新施設長の元、次期の委託更新に向けて課題を整理し、運営について自治体の理解
を得られるように努力していきたい。

　しごと講座

わくわく祭り出店

　読書会

荒川リバーサイドマラソン販売出店

　英会話

荒川区スポーツ交流会参加・出店

　モノづくり（工作）

ひまわり２　ケーブルTvにてスイーツボックスPR

バンザイフェスタ出店

　夕食会

ボンエルフ施設公開販売

　プラモ部

福祉まつり出店(区社協主催;荒川区総合スポーツセンター)

　ウォーキング

アクロスまつり出店

都バレー出店

27年度延べ利用者数

①　創作的、レクリエーション的活動プログラム参加者数

　卓球

　バレーボール

26年度平均利用者数（日）

27年度退所者

尾久銀座秋まつり出店

　はんどめいど（手芸）

たんぽぽフェスタ

ボランティア

　いきいき生活エクササイズ

②　　　自主活動的プログラム参加者数

　うたごえひろば（自主サークル）

　書道・墨絵

ひまわり1、2防災訓練

　りずむ（デイケア）

ひまわり１，２　アゼリアしごと講座参加

27年度在籍者

27年度入所者

　カラオケ

・ボランティア育成、諸行事開催などを通した地域住民と

の交流

荒川区精神保健福祉ボランティア講座

荒川区立精神障害者地域生活支援センター
平成27年度事業報告

真養寺販売

・来館者　延人数(人）

・開館時間：9:00～19:00（年末年始と毎月第3木曜日を除

く）

おたけ祭り（おたけの郷）

かんかん森まつり出店

ツインフェスタ出店

入居者４名（本体3名、サテライト1名）

交流会

入居者5名（本体4名、サテライト1名）　体験1名

説　　　　　　　　　　　　　　　　明

夏休み

地

域

活

動

支

援

セ

ン

タ

ー

　
Ⅰ

型

・プログラム・イベント参加者　延人数

(人）

独立行政法人医療機構（ワム）事業「単身生活移行支援」終

了

利用者荒川区保健所受託検診(第１、第２）

・ 常時　地域交流室兼訓練室（読書コーナー及びパソコンコーナー）での利用者支援

荒川区社会福祉協議会施設助成金交付

キッズフェスタ出店

入居者４名（本体3名、サテライト1名）　体験宿泊3名

交流会

ジョイフル三ノ輪出店

入居者４名（本体3名、サテライト1名）　体験宿泊1名

精神保健ボランティア講座出店

交流会

大掃除　年末年始法人応援シフト

入居者サテライトへ1名引っ越し　独立行政法人医療機構助成

金決定（10月より事業開始）　　出光助成金申請　誕生日会

「荒川区障害程度区分審査会委員」委嘱

「自立支援協議会委員」委嘱

「荒川区精神保健福祉連絡協議会委員」委嘱

トラムあらかわホームページ更新

足立病院夏祭り出店

日本福祉専門学校スクーリング販売（4回）

第３回理事会･評議員会開催

独立行政法人医療機構補助金申請　大掃除　サテライト内装

工事

社会福祉法人法改正についての研修に参加

荒川区補助金申請（サテライト）東京都サテライト開設申請

精神障害者地域生活支援とうきょう会議総会

入居者４名（本体3名、サテライト1名）

平成26年度施設助成金助成金使途報告書提出（荒川区社会福祉協議会）

理事長＆施設長会議

トラムレター発行（約1100部）

トラム会議

手作り市出店

荒川区ホーム連開催　サテライト契約　交流会

施設調査書（東京都）提出

荒川区社会福祉協議会施設助成金申請

入居者5名　退去者1名

あらかわマルシェ販売

荒川区ホーム連開催　品川区かもめハウス見学

第２回理事会･評議員会開催

大掃除　交流会　OB支援について話を聞く

荒川区福祉推進課法人監査実施

あらかわ遊園販売

入居者5名社会福祉法人現況報告書（都福祉局）

単身生活サポート事業について荒川区に相談　　　　交流会

さつきまつり出店（足立病院）

入居者5名

平成26年度荒川区障害者日中活動サービス事業運営費補助金実績報告・27年度交付申請提出　 4月より夕食会5日へ　OB支援は廃止

第１回理事会・評議員会開催

平成26年度荒川区障害者施設補助金実績報告・27年度交付申請提出

登記変更（財産変更）

川の手祭り販売 入居者5名法人内監査実施

平成27年度荒川区障害者日中活動サービス事業運営費補助金・障害者施設補助金交付決定

法人全体に関わる事業 荒川ひまわり・荒川ひまわり第2の事業 ホームとらむの事業

荒川区家族会(めぐみ会)総会出席 平成27年度契約更新 入居者5名（定員５）

荒川区慶祝の会　クッキー納品（ひまわり１，２）

荒川社協施設配分金交付

宮前まつり出店

ホーム　　常勤3　非常勤2　顧問医１

アゼリア　常勤５　非常勤１　アルバイト７

荒川ひまわり　　常勤5　非常勤1名

荒川ひまわり第２　常勤5（1名育休中）　アルバイト２


