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社会福祉法人トラムあらかわ 平成19 年度 事業報告 

 

総  括 

 

 

法人全体に関わる事業 

 

 

 

職員 

 

 

 

ホームとらむの事業 

 

 

１９年度は、荒川ひまわり、荒川ひまわり第２、支援センターアゼリア、ホームとらむの４事業の円滑運営維持に例年以上

の力を注いだ１年であった。 

昨年度から施行された障害者自立支援法に移行した事業・移行準備中の事業と、４事業の中での立場は異なったものの、

その法律の影響は多大なものである。運営側は事務の煩雑化や運営資金の確保に追われ、トラムあらかわを利用する当

事者も利用負担金の発生や手続きの複雑さに不安を抱く場面が増え、共に余裕のない日々を最小限のストレスで抑えられ

るよう心がけた１年であった。 

併行して、行政側にもこの窮状を伝えるべく区内で活動する民間の精神保健福祉団体で組織する「荒川区精神保健連絡

会」で荒川区に要望書を提出、２０年度荒川区の事業への事業所支援を予算化につなげられた。 

その他、支援センターアゼリアは２回目の第３者評価を受審、利用者に期待されている施設であるといった評価を受けた。 

4 月 荒川ボランティアネットワーク総会出席 

5 月 

第１回理事会・評議員会開催 

登記変更（財産変更） 

荒川区家族会(めぐみ会)総会出席 

6 月 社会福祉法人現況報告書（都福祉局） 

7 月 荒川区保健福祉連絡会として区長へ要望書提出 

9 月 

第２回理事会･評議員会開催 

荒川税務署税務調査 

3 月 第３回理事会･評議員会開催 

毎月 

実施 

トラム会議 

理事長＆施設長会議 

トラムレター発行（約1250 部） 

随時 

トラムあらかわホームページ更新 

「荒川区地域福祉活動計画作業部会委員」委嘱 

「荒川区精神保健福祉連絡協議会委員」委嘱 

荒川ひまわり 常勤４  非常勤４ 支援センター アゼリア 常勤４ 非常勤１ アルバイト８ 

荒川ひまわり第２ 常勤３  非常勤２ ホーム   常勤１ 非常勤２ 顧問医１ 

19.4 入居者５名（定員５名） 

10 誕生日会 

12 1名退居（入居者４名） 

誕生日会＆忘年会 

20.3 1名入居（入居者５名） 

 防災訓練（荒川区社会福祉協議会主催ユニバーサルウォーク) 
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荒川ひまわり 及び 荒川ひまわり第２の事業 

 

4 月 

利用契約確認・更新事務 

川の手荒川まつり出店 

事業報告書・申請書（荒川事業後援会） 

使途報告書（荒川区社会福祉協議会） 

清泉女子大学販売 

5 月 

東京足立病院さつき祭り出店・星の市出店 

素盞雄神社天王祭クッキー注文 500個（ひまわり第２） 

第 1 期補助金交付(区) 

清泉女子大学販売 

荒川区精神保健福祉ボランティア講座実行委員会出席 

6 月 

一泊旅行（喜連川） 

東京都障害者就労訓練設備等整備事業申請書提出

（第１：車両、第２：ガスオーブン） 

宮前小学校にこにこスクールおやつ納品開始～９月 

清泉女子大学販売 

施設調査書（東京都）提出 

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 

7 月 

荒川区精神保健福祉連絡会にて荒川区へ要望書提出 

足立病院夏祭り出店・星の市出店 

フラメンコフェスタ出店 

後藤ビルサービスお中元クッキー納品１２０ 

清泉女子大学販売 

東京都共同募金会助成金交付 

8月 

ジョイフル三ノ輪出店 

真養寺夏の法要出店 

都精作連東部ブロック研修会 

夏休み（13～15 日） 

荒川区社協サマーボランティア受入 

9 月 

第２期補助金交付 

荒川区社会事業後援会助成金交付 

利用者荒川区保健所受託検診 

荒川区精神保健福祉ボランティア講座 

ツインフェスタ出店 

実習生受入２名（荒川ひまわり、ひまわり第２） 

竹台高校文化祭出店 

星の市出店 

日暮里コミュニティ秋まつり出店 

荒川社協施設配分金交付 

10 月 

荒川区健康まつり出店実習生受入１名（ひまわり第２） 

社会保健福祉関係資料提出（都福祉保健局） 

青鳩祭出店（都立保健科学大学学園祭） 

宮の前健康祭り出店・尾久まつり出店 

青鳩祭出店（都立保健科学大学学園祭） 

自立支援法説明会：荒川区防災センター 

清泉女子大学販売 

今こそ変えよう「障害者自立支援法」大フォーラム参加 

11 月 

福祉まつり出店(区社協主催;区ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀ )ー 

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 

スポーツ交流祭出店 

自立支援法利用者認定調査開始～３月 

清泉女子大学販売 

真養寺法要出店 

荒川社協施設配分金交付 

12 月 

清泉女子大学販売 

第３期補助金交付(区) 

アクロスまつり出店 

後藤ビルサービスクッキー納品 640（ひまわり第２） 

大掃除 

利用者ボーナス支給 

忘年会（ホテルラングウッド） 

冬休み（12/29～1/4) 

1 月 

活動始・七草粥；今年の目標 

ころばん体操フェスタ出店 

清泉女子大学販売 

2 月 星の市出店 実習生受入１名（ひまわり第２） 

3 月 

荒川産業祭出店 

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） 

荒川サンパールｺﾝｻｰﾄ出店 

星の市出店 

実習生受入１名（ひまわり第２） 

消防訓練実施（ひまわり第２） 

市川教会イースター祭出店 

毎週 

メンバーミーティング 

フリージア訓練事業開始 

作文･調理（第2 ひまわり） 

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） 

調理・ストレッチ･バレーボール（第1 ひまわり） 

書道＆墨絵 （ひまわり第２） 

ひまわり会（利用者家族会） 

ひまわり職員会議 

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） 
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支援センター アゼリアの事業 

 

 

 

 荒川ひまわり 荒川ひまわり第２ 

今年度在籍者 27名 21名 

今年度入所者 8 名 5名 

今年度退所者 5名 2名 

ボランティア 18 名 24名 

実習生受入 10名 5名 

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助   

19 年度売上額 第１ 220万 

（委託112、ケーキ87、所外20） 

（18年度184万） 

19 年度売上額 第2 243万 

（クッキー155、自主18、他 69） 

（18年度134万） 

実績 

授産事業 

19 年度イベント等販売出店回数 30 回（18年度 27 回） 

種類 説       明 

・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 

・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 

・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 

・交流室、プログラム等 延利用者数 9014名 

・地域活動支援プログラム参加者 延べ 2240名 

①創作的、レクリエーション的活動プログラム参加者数 

夕食会 375 囲碁・将棋サークル 59 

カラオケ 109 書道・墨絵サークル 76 

ビデオ上映会 60 茶道サークル 20 

卓球 349 クラフト講座 1 

バレーボール 23 いきいきプログラム 111 

園芸サークル 41 レクリエーション 23 

  合計 1247 

②自主活動的プログラム参加者数 

てまり 95 利用者ミーティング 28 

ステップ 265 合計 388 

③ボランティア支援による地域交流プログラム参加者数 

ボランティア講座 31 ボラとも 101 

園芸ボランティアグループ 130 ボラともレク 13 

  合計 275 

④イベント、講座による地域交流プログラム参加者数 

5周年記念餅つき大会 120 公開講座 76 

１
 

地
域

活
動

支
援

セ
ン

タ
ー

Ⅰ
型

 

クリスマスパーティー 56 合計 252 

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） 

相談支援延利用数 15129 相談室(面談) 830 

  電話による相談 14299 

荒川区デイケア事業  

２
 

相
談

支
援

事
業

 

実施回数(毎週火曜) 51 参加延人数 446 

３ 指定相談支援事業  利用者数 0 


