
平成25年度事業報告 社会福祉法人トラムあらかわ

4月 4月 4月
5月 交流会（DVD鑑賞）

ホームとらむⅠ（在籍者5名）
ホームとらむⅡ(在籍者4名）

6月 5月 交流会（地震・防災対策DVD）
8月 大掃除

10月 ホームとらむⅠ（在籍者5名）
11月 5月 ホームとらむⅡ（在籍者　4名）
12月 6月 交流会（防犯講座：尾久警察協力）
3月 ホームとらむⅠ（在籍者5名）

　 ホームとらむⅡ（在籍者4名）
7月 ホームとらむⅠ（退居者3名/在籍者2名）

6月 ホームとらむⅡ（在籍者　4名）
交流会（防犯DVD）

8月 入居者7名（定員10名）OB支援　5名
ホームとらむⅠ（退居者1名/在籍者2名）
ホームとらむⅡ（入居者１名/在籍者5名）
大掃除

7月 誕生日会
交流会（映画鑑賞　花火大会）

9月 ホームとらむⅠ（在籍者2名）
ホームとらむⅡ（在籍者5名）
交流会（合同クッキング）

10月 ホームとらむⅠ（在籍者2名）
ホームとらむⅡ（在籍者5名）
交流会（避難訓練）

11月 ホームとらむⅠ（退居者１名/在籍者1名）
ホームとらむⅡ（在籍者5名）

8月 交流会（映画鑑賞）
12月 大掃除

交流会（感染症予防DVD）
種　類 ホームとらむⅠ（退居者１名/在籍者0名）

ホームとらむⅡ（在籍者5名）
1月 交流会（映画鑑賞）

ホームとらむⅠ（退居者0名/在籍者0名）
ホームとらむⅡ（在籍者5名）

9月 2月 交流会（自主避難訓練）
ホームとらむⅠ（退居者1名）閉鎖
ホームとらむⅡ（在籍者5名）

788 3月 誕生日会
305 交流会（エニアグラム検査）
121
419
168 常勤 非常勤 アルバイト

92 荒川ひまわり 5
99 10月 荒川ひまわり第2 4 1

142 支援センターアゼリア 5 1 7

ものづくり（工作） 139 ホームとらむ 3 2 (顧問医)1
あみものサロン 92
読書会 96
いきいきエクササイズ 48
就労準備講座 31
自殺予防講座 14

25
2579

てまり(女性ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 74 11月
ステップ（ｾﾙﾌﾍﾙﾌﾟﾐｰﾃｨﾝｸﾞ） 263
自主ステップ（ｾﾙﾌﾍﾙﾌﾟﾐｰﾃｨﾝｸﾞ） 74
コスモス（ｾﾙﾌﾍﾙﾌﾟﾐｰﾃｨﾝｸﾞ） 108
自主カラオケ 93
B級グルメの会 99
歌声 62
めぐみ会(家族会） 68

28
869

12月
ボランティア講座 93
アリッサム（園芸ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ） 70

113
276

スポーツ交流祭（区・都） 30
きもちトークツアー 8
ユニバーサルウォーク 2 1月
新年のつどい 77 2月

49
7

利用者ミーティング 36
209 3月

18,098 毎週
2,837 隔週

15,261 毎月
　指定相談支援事業 23

区委託
資格取得 0
区依頼 14 随時

0
荒川ひまわり 29名 ／荒川ひまわり第2　 26名（B型17　生活9）
荒川ひまわり 11名／荒川ひまわり第2　 11名（B型 3　生活 8）

荒川ひまわり 10名／荒川ひまわり第2 　8名（B型 2　生活 5）

荒川ひまわり 4275名／荒川ひまわり第2　3237名（B型2122生活1115 ）

荒川ひまわり 17名 ／荒川ひまわり第2  13名（B型8.8　生活4.6）

荒川ひまわり 4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  9名

25年度売上額　563万（作業183、パウンド362、他18） （24年度　480万）

25年度工賃額　 411万（平均12506円)

25年度売上額 B型 213万(クッキー155 内職等58)／生活 79万(委託
44　内職等35)

25年度工賃額　　B型　164万(平均10999円) ／生活　65万(平均6927円）

共通 25年度イベント等販売出店回数43回(24年度42回）

入所者

菓子等販売出店（区役所販売；区社協前；区保健所）

・ 常時　地域交流室兼訓練室

実　績

(ひまわり)カワセ印刷お中元大量注文

カワセ印刷　お歳暮大量注文

②自主活動的プログラム参加者数

とうきょう会議世話人会･企画部会･研修

(ひまわり第2)調理　(ひまわり第2)ころばん体操

・電話相談（9:00～21:00）
・面接相談（9:00～19:00）

平成25年度は「社会福祉法人トラムあらかわ」が今後経営及び事業運営を継続するにあたって、継続事業の中止という選択を行い実行した年であった。支援センターアゼリアについては「指定相談」事
業の委託によりプログラムに加えて個別支援が本格化し、ケースを持って地域を飛び回る職員の業務が増大している。昨年来業務量を調整しつつ実施に備えたため順調な対応が可能となっている。荒
川ひまわりではパウンド屋と内職作業が順調に稼働したためメンバーが増員し昨年比で約+400万円の収益を実現できた。ひまわり第２ではB型にコンサルティング事業を導入しクッキーの売上を中心に
工賃が５割近く上昇した。収益は昨年比約+170万となっている。また、１，２共に第三者評価を受審し課題の洗い出しを行っている。ホームは困難ケースの対応に苦慮し、今後の運営を検討した結果ホー
ム１の閉鎖と利用人員の縮小を選択した。収益は昨年比約-420万円となっている。法人としては12月に区の監査を受け、指摘事項の改善に取り組んでいる。人事面では職員に業務についてのアンケー
トを実施した。結果は次年度以降の運営に第三者評価の結果と合わせて活用していく予定である。

⑤相談支援事業

合計

④地域交流プログラム参加者数

合計

(ひまわり第2)援助修道会大量注文

荒川区精神ネットワーク会議(第3回)出席

あらかわ遊園販売

ボラとも(ボランティアグループ)

ビルメンテナンスフェア販売出店

面接相談(含訪問)

ホームとらむの事業

尾久銀座夕市出店

(ひまわり)カワセ印刷の委託訓練開始2名　(ひまわり第2)ハローワーク実習１名

電話相談
自転車リサイクル（ひまわり・ひまわり第2　交互）

尾久銀座夕市出店

ボンエルフ施設公開　出店

精神保健ボランティア講座

あさがお施設公開販売(→雪のため出店中止)

合計

忘年会（アクロスあらかわ）
大掃除

クリスマス会
防災訓練

荒川社協サマーボランティア受入

在籍者（26/3/31）

就
労
支
援

第1

第2

(ひまわり第2)書道墨絵

ボランティア

(ひまわり)防災訓練

実習生受入

平均利用者数（日）

退所者

延べ利用者数

(ひまわり第2)ストレッチ･バレーボール

尾久銀座夕市出店

(ひまわり第2)大型レク　マザー牧場

冬休み（12/29～1/4)
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）
荒川区精神ネットワーク会議第４回
ボランティアフェスタ出店

尾久銀座夕市出店

メンバーミーティング

アクロスまつり出店

尾久銀座夕市出店
(ひまわり)就労継続支援B型　(ひまわり第2)生活訓練　指定更新

都バレー出店

バンザイフェスタ出店

真養寺販売

(ひまわり第2)利用者荒川区保健所受託検診
城東障害者福祉施設　展示即売会出店
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)
荒川リバーサイドマラソン販売出店
荒川区スポーツ交流会参加・出店

障害者雇用企業　就労移行支援事業所見学会参加

かんかん森まつり出店
尾久銀座夕市出店

フットサル大会出店

わくわく祭り出店
尾久銀座秋まつり出店

第三者評価受審（10～3月）

スイーツボックス販売（10～12月）

荒川区精神保健福祉ボランティア講座
真養寺販売
尾久銀座夕市出店
精神保健ボランティア講座出店
町屋ふれあい館　ふれあい祭り出店

(ひまわり第2)　ハローワーク実習１名
(ひまわり第2)　ケーブルTVにてスイーツボックスPR

日本福祉教育専門学校スクーリング出店

荒川区社会福祉協議会施設助成金交付

夏休み（12～14日）
(ひまわり)利用者荒川区保健所受託検診
荒川社協施設配分金交付

精神保健ボランティア講座出店

(ひまわり)大型レク（舞浜バイキング）

キッズフェスタ出店
尾久銀座納涼バカ市出店

足立病院夏祭り出店
尾久銀座夕市出店
荒川区精神ネットワーク会議(第2回)出席
ジョイフル三ノ輪出店

あらかわ遊園販売
(ひまわり第2)大型レク（ジョイポリス）
荒川手作り市出店
精神障害者地域生活支援とうきょう会議総会

荒川区社協サマーボランティア受入

平成24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）
作業所等経営ネットワーク支援会議出席

尾久銀座夕市出店
あらかわ遊園販売
さつきまつり出店（足立病院）

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
尾久銀座夕市出店

平成24年度荒川区障害者施設補助金実績報告・25年度交付申請提出

尾久銀座夕市出店
川の手祭り販売
平成25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

荒川区精神ネットワーク会議(第１回)出席

社会福祉法人現況報告書（都福祉局）

第2回理事会･評議員会開催
第3回理事会･評議員会開催
法人指導監査実施（荒川区）

荒川ひまわり・荒川ひまわり第2の事業

平成25年度契約更新
(ひまわり第2)経営コンサルタント派遣事業利用開始（25年度末まで）

平成24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・25年度交付申請提出　

荒川区家族会(めぐみ会)総会出席
法人内監査実施
第１回理事会・評議員会開催

入居者10名（定員10名) OB支援2名

第４回理事会･評議員会開催
法人ホームページリニューアル

登記変更（財産変更）

随時実施

その他

村田新平氏を偲ぶ会開催

トラムあらかわホームページ更新

③地域交流プログラム参加者数

レクリエーション
合計

家族教室

ストレッチ

地
 
域
 
活
 
動
 
支
 
援
 
セ
 
ン
 
タ
 
ー

　
Ⅰ
 
型

　相談支援延利用数

総括

法人全体に関わる事業

・ボランティア育成、諸行事開催などを通した地域住民と

・交流室、プログラム等利用者数　延　8,185　名

・地域活動支援プログラム参加者　延　3,933　名

書道・墨絵

「荒川区障害程度区分審査会委員」委嘱

カラオケ

卓球

バレーボール

法人
職員
体制

荒川区立精神障害者地域生活支援センターアゼリア
平成25年度事業報告

説明
・年末年始と毎月第3木曜日を除く毎日9:00～19:00

　（読書ｺｰﾅｰ、パソコンｺｰﾅｰ）での利用者援助

ホームとらむⅡ（在籍者3名）

はんどめいど（手芸）

①創作的・レクリエーション的活動プログラム参加者数

りずむ（デイケア）

夕食会

実習生
受入その他

毎月実施
トラム会議

理事長＆施設長会議

たんぽぽフェスタ(→台風のため出店中止)

(ひまわり第2)　ハローワーク実習１名

トラムレター発行（約1200部）

「荒川区精神保健福祉連絡協議会委員」委嘱
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