
４月

法人内監査実施

清泉女子大学販売

8月 ５月

９月

１1月

清泉女子大学販売

３月

第４回理事会･評議員会開催 ６月

7月

「荒川区精神保健福祉連絡協議会委員」委嘱 清泉女子大学販売

東京大学院医学系研究科より【地域で生活する統合失調症患者の睡眠に関する研究】依頼
随時実施

荒川区社会福祉協議会施設助成金交付

東京染井温泉ＳＡＫＵＲＡレク（第2）

その他 うさふぁんクラブ・クーラー袋納品３０（第2）

トラムあらかわホームページ更新

トラム会議 自主製品等をアクロスあらかわ（荒川区障害者福祉会館）に展示
理事長＆施設長会議

「荒川区障害者福祉計画策定委員」委嘱 東京都共同募金会助成金交付

星の市出店
尾久納涼祭・サンバカーニバル

トラムレター発行（約1200部） 足立病院夏祭り出店

後藤ビルサービスお中元クッキー納品１２０

荒川区精神保健福祉ボランティア講座実行委員会出席

星の市出店
清泉女子大学販売

毎月実施 施設調査書（東京都）提出

第２回理事会･評議員会開催 実習生２名受入れ

星の市出店

東京足立病院さつき祭り出店

荒川区社会福祉協議会施設助成金申請

社会福祉法人現況報告書（都福祉局）

４月 自立支援法移行「第1・就労継続支援型事業」「第2・自立訓練（生活訓練）事業」開始

平成20年度荒川区障害者施設運営費貸付申請書提出

平成20年度荒川区障害者施設運営費補助金交付申請書提出（都加算・家賃補助）

荒川区家族会(めぐみ会)総会出席

アートフリマ出店（ラングウッド）

第３回理事会･評議員会開催

１日特別プログラム・利用契約確認・更新事務

５月 平成１９年度精神障害者運営費補助金実績報告書（荒川区）

国保連実績報告事務開始
荒川区障害者施設運営費補助金交付荒川区障害者施設運営費貸付決定

登記変更（財産変更） 平成１９年度共同募金配分金使途報告書兼事業成果報告書

荒川区精神保健福祉連絡会にて荒川区へ要望書
提

国保連請求事務開始

精神ネットワーク会議第１回

素盞雄神社天王祭クッキー注文500個（第２）

平成１９年度事業報告書・申請書（荒川事業後援会）

星の市出店

総括

平成20年度は、法人内全事業が障害者自立支援法に移行完了した1年だった。年度当初より荒川ひまわりが「就労継続支援型事業」、第2ひまわ
りが「自立生活(生活訓練)事業」として事業開始し、プログラムやスケジュールなどの見直しを進めていった。1年が経過し、利用者も運営側も
制度をに馴染み使いこなせるようになってきた。
プログラムや事業内容の見直しを進める中で、荒川ひまわりはかねてより準備を進めてきたパウンドケーキを製造販売する「ぱうんど屋」を従
たる事業所として開設した。ぱうんど屋の開設は、利用者増と工賃アップを目指したものであるが、これを機に、同様に焼き菓子のクッキーを
製造販売する第2ひまわりと協同して菓子製造部門会議を定例化、一層の品質と製造技術アップに努めることとした。
ここ数年に渡って、自立支援法が真に障害者への支援につなげられるか、当事者も支援者も不安を抱えながらの移行であったが、利用者との意
見交換や行政担当者等関係機関との連携を随時行いながら、利用継続･運営継続できたのがもっとも大きな実績である。
20年度は第2期荒川区障害福祉計画策定の年であり、策定委員会には当法人からも委員として参加した。先述した法人内事業移行完了と合わせ、
21年度以降は大きな転換点の始まりであり、今後の運営方針･中期事業計画を再検討する時期と判断している。

法人全体に関わる事業 荒川ひまわり・第２の事業

６月 川の手荒川まつり出店（荒川遊園）

第１回理事会・評議員会開催 平成１９年度施設助成金・歳末助け合い助成金使途報告書（荒川区社会福祉協議会）
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新年会 荒川社協施設配分金交付
④     イベント、講座による地域交流プログラム参加者 ボランティア・フエスト（日暮里駅前）

クリスマスパーティー 清泉女子大学販売

公開講座 アクロスまつり出店
合計 後藤ビルサービスクッキー納品640（第２）

ボラとも
ボラともレク 第１回菓子製造部門会議（立ち上げ）

③　ボランティア支援による地域交流プログラム参加者 第３回精神保健ネットワーク会議出席

合計 食品衛生実務講習会参加（8名）

ボランティア講座 星の市出店

園芸ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 荒川区学校歯科医会う歯予防対策事業ハブラシセット作業6000個（第1）

福祉まつり出店(区社協主催;区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)

利用者ミーティング バレーボール大会参加（東京都精神障害者作業所連合会）･出店

合計 スポーツ交流会出店

ステップ 山形ナイスハートバザール出店

セルフヘルプミーティング

囲碁・将棋サークル 荒川社協施設配分金交付

青鳩祭出店（都立保健科学大学学園祭）
合計 健康祭り出店（堀船）

青鳩祭出店（都立保健科学大学学園祭）

荒川区健康まつり出店書道・墨絵サークル

レクリエーション

てまり 尾久銀座秋のふれあい祭り出店

茶道サークル 東京ドームシティレク（第2）

いきいきプログラム 社会保健福祉関係資料提出（都福祉保健局）

②     自主活動的プログラム参加者数

利用者荒川区保健所受託検診
①     創作的、レクリエーション的活動プログラム参加者数 荒川区精神保健福祉ボランティア講座

夕食会 ツインフェスタ出店

第1ひまわり利用者1名逝去

西日暮里ふれあい館フリーマーケット

日暮里コミュニティ秋まつり出店
バレーボール 星の市出店

園芸サークル

ビデオ上映会 荒川区保健所「歯と口の健康教室」
カラオケ

卓球

・年末年始と毎月第３木曜日を除く毎日、午前９時～午後７時 都精作連東部ブロック研修会
・ 常時　地域交流室兼訓練室（読書ｺｰﾅｰ、パソコンｺｰﾅｰ）での利用者援助 夏休み（13～15日）

自主製品等をアクロスあらかわ（荒川区障害者福祉会館）に展示
・地域活動支援プログラム参加者　延2,238名

・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

荒川区社会事業後援会助成金交付
・交流室、プログラム等利用者数　延10,106名

支援センターアゼリアの事業
ジョイフル三ノ輪出店
荒川区精神保健福祉連絡会にて荒川区へ要望書提出
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説　　　　　　　　　　　　　　　　明 真養寺夏の法要出店

荒川区社協サマーボランティア受入



相談室(面談) 748

電話による相談 13,003

53
383 1月

２月

20.4

7 防災設備について消防署立入検査 3月
10 誕生日会

21.1

誕生日会＆新年会

2 ＯＢ1名逝去
21.3

フリージア訓練事業開始

荒川ひまわり  28名　荒川ひまわり第2　19名
荒川ひまわり　8名　荒川ひまわり第2　　5名
荒川ひまわり　3名　荒川ひまわり第2　　5名
荒川ひまわり　3816名　荒川ひまわり第2　3143名

荒川ひまわり　15.9人　荒川ひまわり第2　13.1人

荒川ひまわり5名（三菱ＵＦＪ２日間）　　荒川ひまわり第２　２名

荒川ひまわり第2　　４名

20年度売上額　第１　324万（作業140、ぱうんど142、他42）（19年度274万）
20年度売上額　第2　243万（クッキー155、自主18、他69）（19年度243万）
20年度工賃額(ﾌﾘｰｼﾞｱ含）第1　278万（平均9118円　第2　226万（9113円）

20年度イベント等販売出店回数　27回（19年度30回）

今年度平均利用者数（日）

ボランティア

実習生受入

就労支援事業

実　績

随時
都精作連世話人会･調査部会･企画部会･研修
自主製品納品販売（いつか堂）

職員

荒川ひまわり　　常勤３　　非常勤２ 今年度在籍者（21/3/31）

荒川ひまわり第2　常勤3　非常勤２ 今年度入所者
アゼリア　常勤５　非常勤１　アルバイト７ 今年度退所者
ホーム　　常勤１　非常勤３　顧問医１ 今年度延べ利用者数

実習生受入１名（第２）
保健予防課より新型インフルエンザ啓発用マスク袋詰め作業39000個（第1）
第５回菓子製造部門会議
消防訓練実施（第２）

1名入居（入居者５名） 星の市出店

毎月 自主製品販売出店（区役所フリージア販売；区社協前；区保健所）
ストレッチ･バレーボール（第1）
書道＆墨絵　（第２）
ひまわり職員会議

法人人事異動発表
毎週 メンバーミーティング

調理（第2ひまわり）

荒川サンパールｺﾝｻｰﾄ出店

２

相
談
支
援
事
業

・電話相談（開設日の午前９時～午後９時）面接相談（開設時間中随時） 衛生管理責任者亜受講（1名）
・相談支援延利用数　13751名 第２回菓子製造部門会議

清泉女子大学販売

ホームとらむの事業
第2ひまわり利用者1名逝去

荒川産業祭出店

３．指定相談支援事業 利用者数　1名
20年度東京都障害者自立支援基盤整備事業補助金交付決定（第1・ぱうんど屋）
第３回菓子製造部門会議

第４回菓子製造部門会議
入居者５名（定員５名）,ＯＢ支援１名 精神ネットワーク会議第４回

ぱうんど屋オープン（3日）
1名退居（入居者４名,ＯＢ支援2名） 自立支援法移行に伴う説明会

荒川保育園クッキー納品92個（アレルギー対応クッキー含）

参加延人数 転倒予防体操交流会出店（サンパール荒川）

・荒川区デイケア事業 大掃除

20年度東京都障害者自立支援基盤整備事業補助金交付申請（第1・ぱうんど屋）

実施回数(毎週火曜) 冬休み（12/29～1/4)

ぱうんど屋従たる施設変更届提出
忘年会（コレクティブハウス・かんかん森）


