
 

 

平成 30 年度事業報告書（西東京エリア） 

 

１ 平成 30 年度総括（成果、反省等を簡単に） 

 1）向原は開設 5年目、下落合は 2 年目に入り、保育は順調に推移する一方で介護は全般的に 

伸び悩み、大変厳しい経営環境であった。 

 2）一方で、地域交流活動においては認知症カフェ（レインボーカフェ）や子育て支援（のび 

のびクラブ等）の定着化により多くの地域の方が参加。 

 3）また、今年度新たに開始した「かけはし祭り」や「寺子屋むかいはら」はいずれも大好評で   

  今後は近隣の小学校への出前授業などさらに発展させ、地域に根付いた活動として行っていき

たい。 

 

２ トピックス（新規事業、重点実施事業等 

 1）在宅生活を支える勉強会「寺子屋むかいはら」を平成 31 年 1 月より毎月開催 

2）6 月に「第 1回かけはし祭り」開催 

 3）地域まちづくり「支え合い会議大谷口」に委員として参加 

 

３ エリア目標の達成度合とその評価（戦略会議の資料等） 

 1）経営の安定化； 

   ・売り上げは保育が前年比増加しているものの介護は全般的に伸び悩む 

   ・ケアプランセンターむかいはらは平成 31 年 4 月より事業を一時休止 

 2）地域に開かれた施設作り； 

   ・認知症カフェ（レインボーカフェ）の定着化  

→ 演奏会や健康体操を組み入れるなど内容充実 

   ・地域の子育て支援の拠点として機能発揮 

     → 入園できない人への“のびのびクラブ（地域の子育て）”紹介 

   ・在宅生活を支える勉強会として「寺子屋むかいはら」を開催 

     → 在宅生活について幅広いテーマで毎月開催 

 3）サービスの質の向上； 

   ・住宅で看取りを行いご家族から感謝の言葉 

   ・小規模多機能の内容について、「板橋区介護保険苦情相談室」の広報誌に紹介される 

     → 小規模多機能の理解浸透に貢献 

 4）人財の育成； 

   ・東京都のキャリアパス導入促進事業に参加（レベル認定獲得） 

   ・30 年度の第 23 回法人研究発表会（演題数 114）の在宅部門で優秀賞を獲得 

 

４ 入所系事業所（デイハウスは登録人数）の稼働率の推移（稼働率：小数点第１位） 

事業所名 定員（人） 平成30年度（％） 平成 29 年度（％） 平成28年度（％）



 

 

コーシャハイム向原 50 98.8 99.4 99.9 

デイハウスむかいはら 27 88.9 88.9 88.9 

デイハウス下落合 25 60.0 56.0 ― 

ショートステイ下落合 27 76.2 58.5 ― 

 

５ 各エリアの取り組み実績 

年間行事一覧 

４月 保育 入園式  

５月 ４．５歳児親子遠足 

６月 ヘルスケアタウン けやき祭り 

７月 保育 七夕集会 

８月 保育 夏祭り 

９月 敬老祝い会 

１０月 保育 運動会 / 遠足 / 公開講座（子育て「食育」） 

１１月作品展 

１２月発表会 

１２月 新卒採用者内定式 

１月 仕事始め式 / 東京地区研究発表会/骨密度測定会 

２月 保育 節分集会 / お別れ遠足 

３月 保育 雛祭り集会 / 発表会 / 卒園祝い会/保育新人研修 

認知症カフェとして、毎月 2回料理倶楽部、1回気功体操を実施 

新規採用者入社式～法人研究発表会 (法人本部にて) 

エリア内研修状況 

・介護事業所主催          ４研修（延１６人） 

・保育主催         向原：２６研修 

             下落合：２６研修（延１０２人） 

エリア内会議、委員会

活動 

・調整会議 月１回 

・保育職員会議 月２回 

・保育園長主任会議 月１回 

・保育乳児会議 月１回 

・保育幼児会議 月１回 

・サービス付き高齢者向け住宅定例会 月１回 

・(向原介護)デイハウス定例会 毎週日曜日 

・(向原介護)定期巡回訪問介護定例会 月２回 

・(向原介護)ケアプランセンター定例会 月２回 

・(向原介護)ステップアップ係 月１回 

・(向原介護)エルダー・研修検討係 月１回 

・(向原介護)おもてなし係 奇数月開催 

・広報係  適宜 



 

 

・衛生委員会 月１回 

委員会活動等の 

成果・実績・反省 

・広報誌の発行 月１回 

・植込みへの害虫駆除の実施 

・当番制による会議室の清掃 

・厨房のグリストラップ・排水管清掃 

・接遇アンケートの実施（セクハラ、パワハラ、虐待対策） 

 年３回 

 

６ 人財状況 

外部研修等講師派遣

実績 

 

外部役職就任状況 

・一般社団法人 全国病後児保育協議会  

研修委員会委員（稲葉） 

・一般社団法人 高齢者住宅協会  

サービス付き高齢者向け住宅運営事業者部会委員（内山） 

・板橋区地域密着型サービス事業者連絡会役員（梅本） 

・介護福祉士国家試験委員（梅本） 

・新宿区落合第一地区社協部会委員（森本） 

外部表彰受賞状況 ・平成 30 年度自衛消防操法大会優良賞 

 

７ 地域貢献実績（保育所含む） 

実習受け入れ実績 

延人数  ２２４人 

 

（保育） 

東京家政大     1 名 

東京成徳短期大学 1 名 

東京未来大学   1 名 

目白大学     1 名 

東京福祉大学  ２名（向原）～計６名（１０日間 延べ６０名） 

        ２名（下落合）   

竹早教員保育士養成所 ３３名 

植草学園大学  １１名 

淑徳大学     １名 

淑徳短期大学   ３名 

帝京科学大学   １名 

大学生インターンシップ  ９名（４日間 延べ３６名） 

新渡戸文化短期大学インターンシップ ３名（５日間 延べ１５名） 

研修生（現役保育士の実習）２０名 



 

 

小学校教諭   ２名（２日間 延べ４名） 

（介護） 

大学生インターンシップ  １名（３０日間 延べ３０名） 

東京家政大学            ２名 

帝京科学大学            ４名 

ボランティア受け入

れ実績 

延人数 ３６６人 

（保育） 

小中高生夏季ボランティア（向原、下落合） ３３名 

高校生職場体験    ６名 

三菱東京ＵＦＪ銀行  ５名（２日間 延べ１０名） 

お話しボランティア ３名～４名（１２ヶ月 延べ４０名） 

（介護・サ高住） 

デイハウスへのイベント（歌、フラワーアレンジメント、太極拳、手芸）

延べ１２０名 

歌謡コンサート   ５５名 

（下落合介護） 

ハーモニカ 延べ５５名（１２ヶ月） 

コーラス  述べ２８名（３ヶ月） 

ボーカルユニット ４名 

フラダンス １５名 

見学受け入れ実績 

実人数 ２７６人 

白梅学園短期大学  ３５名 

東京成徳短期大学  ２０名 

埼玉・千葉県保育士 ２０名 

帝京科学大学     ５名 

東洋大学       １名 

白梅学園大学 

日本社会事業大学専門職大学院 ３５名 

台湾・朝暘科技大学       ３名 

東京福祉大学１年生      ２０名 

関東学院大学          １名 

戸田市（保育） 

横浜市（保育） 

国交省              ６名 

板橋区議会議員（地域包括ケアシステム調査特別委員会）２３名 

東京都都市整備局、総務局行政部・ＪＫＫ ５２名 

内閣府青少年国際交流センター  ２６名 

韓国テグ都市公社        １０名 

韓国生産性本部社会能力開発院  １０名 



 

 

社会福祉懇談会          ４名 

桑の実会    ４名 

翼友会     １名 

地域住民（保育） 

地域交流活動実績 1 

延人数 3,566 人 

（事業所内又はこうほうえんが主催した交流事業） 

地域の子育て支援（毎週月、火） １，３６７名 

地域子育て家庭（保育所体験）    １６６名 

出産を迎えるお母さんの体験      １８名 

身長、体重測定           ２９６名 

コンサート         計６回  ２３２名 

気功体操（毎月１回）    計１２回 ２１１名  

料理倶楽部（毎月２回）   計２２回 ４４６名           

けやき祭り（６/３）        約３００名 

貼り絵、ちぎり絵      計３回   ３０名 

地域の子育て支援（ 毎週、火）   ５００人強 

地域交流活動実績 2 

実施回数 １０回 

 

（地域の交流事業に利用者と共に参加したもの） 

５歳児クラス 小学校との交流 

 10/29  向原小学校 4年生との交流 

11/9   向原小学校見学 

2/7   上板橋第二小学校訪問、及び１年生との交流 

11/16 戸塚第三小学校１年生との交流 

11/26 戸塚第三小学校１年生との交流 

11/9  4,5 歳児戸塚第三小学校学芸会鑑賞 

2/27  戸塚第三小学校入学体験 

５歳児クラス 区立大谷口保育園との交流 

 1/24   落語を聞く会（大谷口保育園へ） 

 3/20   お話会（本園へ招待） 

自治会団地祭り 

大谷口地区フェスティバル 

大谷口地区区民大運動会 

下落合町内会盆踊り 

「ねえねえきいてコンサート」 

ボランティア・環境活

動参加実績 1 

投入人数 1,065 人 

（清掃活動・消防団活動・地域防災活動等） 

クリーンデー参加（デイハウス）５名 

地域防災活動 ２名 

周辺区域への蚊駆除剤散布  春～秋週１回 ２名 

毎週水曜日 １６：００～１６：３０ 



 

 

園舎内外、地域清掃 職員５７６名  子ども４８０名 

ボランティア・環境活

動参加実績 2 

（見守り活動・学校活動の手伝い等） 

明治安田生命との清掃 １名 

地域発信活動実績（介

護、看護の日、イベン

ト開催等） 

子育て講座   

7/23  園長講座       ４３名 

10/30  栄養士講座     ２０名 

11/27  看護師講座     １６名 

12/18  保育士講座     ４１名 

5/29  木のおもちゃ講座  ３２名 

6/12・11/6・2/5  食育講座 ２８名 

6/19  赤ちゃんの発達講座 １６名 

7/10・12/11  看護師講座  ４８名 

10/30・2/26  製作講座   ５０名 

（介護・サ高住） 

「これって虐待！？」     １２名 

1 月骨密度測定会        ３７名 

「歯を学ぼう」         ６名 

地域発信活動実績(認

知症サポーター養成

講座） 

回数、養成者数、資格者投入人数は、必ず記入してください。 

地 域 発 信 活 動 実 績

（講習会、講演会の主

催及び参加等） 

（向原介護・住宅） 

・寺子屋むかいはら 

1/20 在宅を支えるリハビリテーション        ３６名 

2/26 在宅医療のお話し                      ４６名 

3/10 高齢者を狙う「悪徳商法」の手口と対策法３１名 

（向原保育） 

・子育て情報誌発行 ８回 

・子育て講座（再掲）  

7/23  園長講座     ４３名 

10/30  栄養士講座   ２０名 

11/27  看護師講座   １６名 

12/18  保育士講座   ４１名 

 

 

 


