
監理団体 （社福）調布市社会福祉事業団
事業区分 市委託事業

区分 具体的内容

1
知的障害者グ
ループホーム
運営業務

障害福祉課

【知的障害者グループホーム運営業務】
　障害者総合支援法に基づく「共同生活援助」事業を運営し，知的障害者
に夜間や休日の共同生活を行う住居を提供し，必要な入浴，排せつ，食事
の介護，日中活動利用支援等を行う。
　※知的障害者グループホームすてっぷ：入所期間が３箇月，６箇月又は
１年間の体験型グループホーム（共同生活援助：定員５人）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食事の提供，相談，自立生活訓
練，体験入所終了後の本格的な入所相談支援など
　※知的障害者グループホームじょい：常時見守りの必要な重度の知的障
害者のグループホーム（共同生活援助：定員５人）

　知的障害者グループホーム運営業務においては，重度の方も含めた知的
障害者の日常生活の支援及び自立生活の支援に関するサービスを安定的に
提供し，また，利用者の状況を踏まえた丁寧な対応が求められるが，社会
福祉事業団は，障害者支援に関する様々な事業を行う中で，多くのノウハ
ウを有するとともに，それぞれの事業も安定的・継続的に実施しており，
更には，重度重複障害者を対象としたグループホームも運営しており，当
該業務を担う法人として相応しいと考えている。

現状維持

　知的障害者グループホーム運営業務については，共同生活を行う住居を提供す
る中で，知的障害者の自立生活に向けた，各種の生活支援等の対応が適切に行わ
れており，また，重度の方も含めて，入居者の状況を踏まえ，柔軟かつきめ細か
な対応が図られており，障害者の自立生活に向けた支援につなげられている。
　今後も社会福祉事業団が持つノウハウや人材を有効活用するとともに，市とも
連携しながら，引き続き，本事業の安定的な運営の継続を期待する。

2
障害者就労支
援業務

障害福祉課

【障害者就労支援業務（ちょうふだぞう）】
　主に身体障害や知的障害がある方を対象として，一般就労に向けた就労
面及び生活面での支援を行うほか，企業に対する障害者就労の普及啓発・
障害者の雇用支援を行う。
　※相談・支援等は無料
　※主な支援内容：職業相談，就労準備支援，職場開拓，職場実習支援，
職場定着支援，離職時の調整及び離職後の支援，日常生活等支援，企業支
援

　障害者就労支援業務については，障害者の一般就労を推進するため，当
該サービスを必要とする方のニーズや企業に対する意識啓発の必要性等を
踏まえ，市内の複数の法人に対して市から業務委託しているところである
が，社会福祉事業団（ちょうふだぞうでの実施）においても，社会福祉事
業団が持つノウハウや人材等を活用することで，関係機関や他の就労支援
施設，関連するサービス（事業）とも連携しながら適切かつ効果的な対応
が可能であると思わるため，当該業務の担い手（委託先）の一つとして相
応しいと考えている。

サービス向上

　障害者就労支援業務については，就労を希望する障害者の相談対応，就労面や
生活面における各種の支援の実施のほか，就労に向けた様々なプログラムの提供
などが適切に行われており，また，市との情報共有や関係機関等との連携も図り
ながら，効果的な就労支援が行われているため，今後もそれぞれの障害者の状況
等を踏まえた適切な対応の継続を期待する。
　また，改正障害者雇用促進法の施行に伴う法定雇用率の引き上げが予定されて
いることを見据え，企業が障害者の雇用を拡大していることや，それに伴う障害
者の就職者数の増加があることなども踏まえ，障害者に対するきめ細かな対応や
積極的な支援の実施及び各種プログラム等の充実と併せて，安心して働き続けら
れるように幅広い定着支援を進めるほか，障害者を雇用する企業に対する意識啓
発や雇用に関する支援の充実も検討していく必要がある。

3
デイセンター
まなびや運営
業務

障害福祉課

【デイセンターまなびや運営業務】
　障害者総合支援法に基づく「生活介護」事業及び市独自事業である「日
帰り介護」事業を運営し，常時介護を必要とする方に対して，入浴・排せ
つ・食事の介護などのほか，機能訓練，日中活動，健康状態の確認等を行
う（定員２７人）。
　また，学齢以上の知肢重複障害児者に対しては，緊急一時的理由やレス
パイト理由による日帰り介護事業を提供する（1日定員１人）。
　※機能訓練，摂食指導等
　※社会適応訓練
　※絵画，手芸等創作活動
　※医療，生活等更生相談
　※映画，音楽鑑賞等，レクリエーション活動
　※入浴，送迎，排せつ，食事，衣服の着脱等の介護
　※日帰り介護事業

　デイセンターまなびや運営業務については，重度の身体障害者の方に生
きがいや楽しみを持ってもらえるようにするほか，社会活動への参加を支
援するため，一人一人の状況を的確に把握し，それぞれに必要な対応を個
別に行っていくことや専門性も確保しながら安定的な運営が求められる
が，社会福祉事業団は，障害者支援に関する様々な事業を行う中で，多く
のノウハウ・人材等を有するとともに，それぞれの事業も安定的・継続的
に実施しているところであり，当該業務を担う法人として相応しいと考え
ている。

サービス向上

業務の効率化

その他

　デイセンターまなびや運営業務については，生活介護事業における入浴，排せ
つ，食事などの支援をはじめ，各種訓練や活動の提供が適切に行われているとと
もに，日帰り介護についても，障害者の家族の状況なども踏まえ，適切な受入
れ，対応が行われているため，今後も利用者や家族のニーズ等を把握しながら，
より良いサービスの提供と専門性も含めた安定的な運営を期待する。
　その中では，利用者の平均年齢は高くないものの，全体的な介護度の高さや医
療的ケアが必要な利用者が増加していることを踏まえ，関係機関等との連携を強
化しながらより良いサービスの提供につなげていくことを期待する。また，事業
の安定的な運営にかかせないスタッフについては，専門性の向上と合わせて安定
的な配置の確保を期待する。
　なお，本業務に対するニーズが高まっていることは認識しているが，事業の運
営経費も多額でかつ増加傾向にあるため，社会福祉事業団が持つノウハウや人材
等を効果的に活用する中で，業務の効率化などの工夫や検討も期待する。

4
知的障害者援
護施設運営業
務

障害福祉課

【なごみ（入所施設）】
　障害者総合支援法に基づく「施設入所支援」「生活介護」及び「短期入
所」事業並びに市独自事業である「在宅障害者ショートステイ事業」を運
営し，活動班別に日中活動に取り組み，生産的活動や創作，創造的活動と
各種療法及び入浴支援等を行う。
　家族等の都合で在宅の障害者の介護ができない場合に，短期間施設に入
所し，日中・夜間生活の介護を行う（ショートステイ）。
　※定員：６０人（施設入所支援，生活介護），１２人（短期入所及び在
宅障害者ショートステイ）
　※調布市・府中市・三鷹市の３市の出資で運営され，施設の利用は，３
市在住の方が対象

【そよかぜ（通所施設）】
　障害者総合支援法に基づく「生活介護」事業を運営し，日常生活動作や
社会適応に関する訓練，絵画や陶芸などの創作活動のほか，散歩やダンス
などのリハビリ活動を行う。
　※定員：３０人（生活介護）

【すまいる（通所施設）】
　障害者総合支援法に基づく「生活介護」「就労継続支援Ｂ型」及び「就
労移行支援」事業を運営し，すまいるでは，パンやお菓子の製造・販売を
中心とした就労作業のほか，メール便などの就労作業を行う。
　すまいる分室では，一般就労を目指して，パン販売や企業訪問などの訓
練支援を行う。
　※すまいる
　　定員：３２人（生活介護，就労継続支援Ｂ型）
　※すまいる分室
　　定員：７人（就労移行支援）

　知的障害者援護施設運営業務については，在宅生活が困難な方や，在宅
生活だが何らかの支援等が必要な方のほか，就労に向けた訓練等が必要な
方など，利用者等のニーズも踏まえた入所又は通所での対応を行うに当た
り，利用者の安全確保も含めて，様々な技術・ノウハウなどが求められる
が，社会福祉事業団は，障害者支援に関する様々な事業を行う中で，多く
のノウハウ・人材等を有するとともに，それぞれの事業も安定的・継続的
に実施しているところであり，当該業務を担う法人として相応しいと考え
ている。

サービス向上

その他

　知的障害者援護施設運営業務については，利用者や利用者の家族からのニーズ
が増加，多様化，複雑化する中で，入所施設（なごみ），通所施設（そよかぜ，
すまいる）における生活介護，ショートステイ，就労継続・移行支援の取組が適
切に行われているため，今後も，より良いサービスの提供とともに，入所者・通
所者の安全確保にも留意しながら安定的な運営を期待する。
　「なごみ」においては，入所者の高齢化に伴う病気や怪我のリスクが高まると
ともに，認知症ケアの必要性も高まっているため，スタッフにおける多様な専門
知識の習得や支援技術の向上を図っていくことを期待する。
　「そよかぜ」においては，重度知的障害者にとってのセーフティネットの役割
を果たしており，通所者の中には行動障害のある方も多くなっていることを踏ま
え，スタッフのスキル向上とともに，安全かつ円滑にサービスを提供するための
安定的なスタッフの確保やボランティアの受入れの推進を期待する。
　「すまいる」においては，多機能型の事業所として，生活・作業・就労など幅
広い分野の支援が求められるため，利用者や利用者の家族のニーズや利用者一人
一人の状況を踏まえたきめ細かな対応，関係機関との連携などの一層の推進を期
待する。また，平成３０年４月施行の障害者総合支援法の一部改正により新たに
創設されるサービスである「就労定着支援」の実施など，知的障害者の一般就労
のための支援機能の強化が求められる。

5
地域自立支援
協議会運営業
務

障害福祉課

【地域自立支援協議会運営業務】
　障害者の生活を支えるため，相談支援事業をはじめとするシステムづく
りに関して，中核的な役割を果たすための定期的な協議の場として，障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定
に基づき設置している「障害者地域自立支援協議会」の運営を行う。
　※委員構成：２２人（教育機関，相談支援事業者，サービス事業者，関
係団体等から参加）
　※下部組織として，３つのワーキンググループ，専門部会及び運営会議
がある。

　地域自立支援協議会運営業務については，協議会が障害者福祉に関する
システムづくりにおいて中核的な役割を果たせるようにするため，様々な
関係団体等の参加や議論の活性化のほか，下部組織における取組状況等の
共有化などを円滑に行い，障害者福祉に関するサービスの効果的な運営に
つなげられるようにすることが求められるが，社会福祉事業団は，障害者
福祉に関する関係団体とのネットワークのほか，障害者支援に関する様々
な事業の実践を通じて多くのノウハウ・知見等を有しているため，当該業
務を担う法人として相応しいと考えている。

現状維持

　地域自立支援協議会運営業務については，様々な関係者等が参加する協議会の
運営が適切かつ円滑に行われているほか，講演会の開催を通じて障害者理解の促
進も図られているため，今後も引き続き，様々な関係機関等との協働を推進し，
幅広いネットワークの構築も含め，協議会における議論の活性化と円滑な運営を
期待する。また，障害者の地域生活を支えるため，相談支援事業をはじめとする
システムづくりに関して，協議会が中核的な役割を果たすことで，障害者福祉に
関するサービスのより効果的な運営につなげていくことも併せて期待する。

監理団体に期待する今後の取組の方向性

監理団体に関する事業検証のまとめ（各課における検証概要）

no 事業名 所管部署 事業概要 委託する意義（必要性，期待する成果など）
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事業区分 市委託事業
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6
障害者地域生
活支援業務

障害福祉課

【障害者相談支援事業運営業務】
　障害者やその家族からの相談に応じ，福祉サービスの利用援助，社会資
源を活用するための支援，社会生活力を高めるための支援，専門機関の紹
介，権利擁護のために必要な援助を行い，ケアマネジメントを実施する。
また，「調布市障害者地域自立支援協議会」のワーキンググループの運営
を行う。
　
【地域生活支援センター事業運営業務（ちょうふだぞう）】
　創作活動・レクリエーション活動，障害者同士や地域との交流促進，各
種講習会，障害者に対する理解促進のための普及啓発活動などを行う。

　障害者地域生活支援業務については，障害者の社会参加の促進や自立し
た日常生活・社会生活を促進するため，当該サービスを必要とする方の状
況やニーズ等を踏まえ，市内の複数の法人に対して市から業務委託してい
るところであるが，社会福祉事業団（ちょうふだぞうでの実施）において
も，社会福祉事業団が持つノウハウや人材等を活用することで，関係機関
や他の事業などとも連携しながら適切かつ効果的な対応が可能であると思
わるため，当該業務の担い手（委託先）の一つとして相応しいと考えてい
る。

サービス向上

その他

　障害者地域生活支援業務については，障害者や障害者の家族からの様々な相談
に対応し，多岐に渡る支援が適切に行われているほか，創作・レクリエーション
活動や各種イベントへの参加による利用者の地域活動支援の実施なども適切に行
われ，更には，どちらの業務の実施においても，関係機関や他の事業等との連携
を図りながら効果的に取り組まれているため，今後も障害者の社会参加の促進や
自立した日常生活・社会生活の促進に資する対応の継続を期待する。
　また，障害者相談支援事業運営業務，地域生活支援センター事業運営業務とも
に，サービスに対するニーズが高まっている中で，関係機関や他の事業との連携
が重要な取組の一つとなるほか，同様の事業を複数の法人において市からの委託
業務として実施しているため，他の法人との情報共有・情報交換などをはじめと
して相互の交流を深めるとともに，各法人における取組の相乗効果によるサービ
スの向上につなげていくことを期待する。

7

障害者を地域
で支える体制
づくりモデル
業務

障害福祉課

【障害者を地域で支える体制づくりモデル業務】
　緊急サポート事業（相談窓口，ショートステイ，ヘルパー調整），地域
への障害理解や相談機関の普及啓発，知的障害者へのアウトリーチ支援，
地域のネットワーク体制整備などといった様々な視点から，障害者を地域
で支える体制づくりを行う。
　※市（障害福祉課）や支援機関が開所していない休日・夜間等に介護者
がいない場合の緊急対応を対象としている。

　障害者を地域で支える体制づくりモデル業務については，市や事業所の
ほか，障害者自立支援協議会や関係機関との連携に基づき，障害者支援に
関するネットワークを構築する中で，障害者が安全に安心して生活できる
環境整備につなげていくことが求められるが，社会福祉事業団は，障害者
福祉に関する関係団体とのネットワークのほか，障害者支援に関する様々
な事業の実践を通じて多くのノウハウ・知見等を有しており，更には，障
害者自立支援協議会の運営（市から委託）やその下部組織であるワーキン
ググループの運営も担っていることから，効果的な実施が期待できるた
め，当該業務を担う法人として相応しいと考えている。

成果向上

改善等の提案

　障害者を地域で支える体制づくりモデル業務については，地域への障害理解・
普及啓発や知的障害者に対するアウトリーチ支援のほか，緊急サポートなど，
様々な取組が適切に行われているとともに，地域における障害理解の促進や知的
障害者に対するアウトリーチ支援においては，市のケースワーカーなどと連携し
ながら効果的に取り組んでいるため，今後も障害者を様々な視点から地域で支え
ていく仕組みを整え，障害者が地域で安心して生活できる環境づくりへ寄与する
取組の推進を期待する。
　その中では，障害者支援に関して社会福祉事業団が有する豊富な経験，ノウハ
ウ，人材，ネットワークなどを有効活用するとともに，障害者自立支援協議会の
運営等も同時に担っていることなども活かしながら，様々な更なる成果の向上に
つなげていくことを期待する。
　なお，今後における障害者を地域で支える体制づくりの推進に向けた取組をよ
り良い形にしていくための効果的な手法等について，社会福祉事業団から市へ提
案していただくことも併せて期待したい。

8

子ども家庭支
援センターす
こやか運営業
務

子ども
政策課

【施設開放業務】
　子ども同士や保護者同士の交流の場（屋根のある公園）として，施設の
一般開放を行う。
　※午前９時～午後５時（毎月第３土曜日及びその翌日，年末年始を除
く）
【子どもステイ業務】
　子どもの預かり事業として，すこやか保育（理由不問），子どもショー
トステイ（緊急一時的預かり），トワイライトステイ（恒常的に保護者の
帰宅が遅い場合の預かり）を行う。
【ファミリー・サポート・センター業務】
　手助けしてほしい方（依頼会員）の要望に基づき，お手伝いしたい方
（協力会員）が援助するコーディネートを行う（会員組織）。
【児童虐待防止センター業務】
　子どもや子育て家庭からの緊急的な声を受ける相談窓口（電話又は来
館）として，子どもとその家庭への支援を行う。
　※午前９時～午後５時（毎月第３土曜日及びその翌日，年末年始を除
く）
【乳幼児交流業務】
　子どもの年齢に応じて，保護者の交流，育児の仲間づくり，集団遊び・
親子遊び，保護者のリフレッシュ等の機会を提供する。
【子育て講座業務】
　子どもとの関わり方や健康に関する内容など，子育て中の保護者を対象
とした多様な講座を開催する。
　※年１０回程度
【産前・産後ヘルパー業務】
　産前・産後において身体的・精神的に負担の大きい子育て家庭に対し
て，ヘルパーの派遣による家事援助・育児支援を行う。
　※利用日数：月７日まで（双胎の場合は月１２日まで，三胎以上は月１
６日まで）
　※利用時間：午前９時～午後６時の４時間以内（１時間単位）
【利用者支援業務（平成２７年１０月から開始）】
　妊婦や子育て家庭からの相談に対応し，子育て支援サービスの情報提供
や助言，関係機関との連絡調整等を行う。
　※午前９時～午後５時（毎月第３土曜日及びその翌日，年末年始を除
く）
【相談業務】
　児童及び家庭に関する相談業務を行うとともに，子どもと家庭に関する
支援ネットワークの構築を推進する。
　　※午前９時～午後５時（毎月第３土曜日及びその翌日，年末年始を除
く）

　子ども家庭支援センターすこやか運営業務については，子育て支援に関
する総合的な拠点施設として，子育て家庭におけるニーズを的確に捉えな
がら，多岐に渡るサービスを安定的，効果的に実施することで，子育て家
庭に対する支援の着実な推進につなげていくことが求められるが，社会福
祉事業団は，様々な事業の実践を通じて多くのノウハウ，人材，ネット
ワーク等を有していることから，専門性を要するすこやかにおける多岐に
わたる取組を効果的・効率的かつ安定的に実施していくことが期待できる
ため，当該業務を担う法人として相応しいと考えている。
　また，社会福祉事業団において，市からの様々な受託事業に対応するこ
とを通じて，専門職人材の育成や職員一人一人における経験の蓄積等が図
られ，市の監理団体であることを踏まえた法人全体としての質の向上につ
なげることができる。

サービス向上

成果向上

業務の効率化

委託料の抑制

　子ども家庭支援センターすこやか運営業務については，施設の一般開放，各種
相談対応をはじめ，子どもの預かり等による子育て家庭への支援のほか，児童虐
待防止センター機能など，子育て支援に関する総合的な拠点施設としての多岐に
渡る取組が適切に行われているとともに，子育てに関する負担が大きい家庭や課
題を抱える家庭への支援等に関する取組の実施に当たっては，必要に応じて市の
関係部署との適切な連携も図られているため，今後も子育て支援に関する総合的
な拠点施設としての機能を果たせるよう，安定的なサービスの提供を期待する。
　その中では，利用者や子育て家庭におけるニーズを的確に捉えるとともに，効
果的にサービスを提供するためのスタッフの育成や各種の取組における見直し・
工夫に継続的に取り組むことで，すこやかにおける切れ目ない支援の充実や子育
て世代包括支援センター機能の推進も含めたより一層のサービス向上と成果の向
上につなげていくことを期待する。
　なお，本業務の実施に伴う経費は非常に大きくなっているため，必要な取組は
適切に実施していくことを前提としつつも，常に経費抑制の視点も持ちながら今
後の取組を展開していくことも併せて期待したい。



監理団体 （社福）調布市社会福祉事業団
事業区分 市委託事業

区分 具体的内容
監理団体に期待する今後の取組の方向性

監理団体に関する事業検証のまとめ（各課における検証概要）

no 事業名 所管部署 事業概要 委託する意義（必要性，期待する成果など）
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学童クラブ・
ユーフォー運
営業務

児童
青少年課

【学童クラブ運営業務】
　放課後等において，家庭に代わり児童の育成を行うとともに，自由遊び
のほか，季節に応じた事業や遠足，スポーツ大会，他の学童クラブの友達
との交流事業を実施する。
　※児童館事業のサークル等への参加も可能
　※育成時間：学校の授業がある日（放課後～午後５時，必要のある方は
午後６時まで）　育成時間の延長は午後７時まで
　　　　　　　学校休業日（午前８時３０分～午後５時，必要のある方は
午後６時まで）　育成時間の延長は午後７時まで
　　　　　　　学校休業日の午前８時～８時３０分（児童館併設学童は見
守り，その他の学童は無料延長を実施）
　※定員：各学童クラブで設定
　※育成料：月額５，０００円（別途間食費月額１，５００円）

【ユーフォー運営業務】
　自由で安全・安心な遊び場の提供を中心とし，不定期に創作活動やス
ポーツ教室等のイベントを実施する。
　※開設時間：学校の授業がある日（放課後～午後５時）
　　　　　　　学校休業日（午前８時～午後５時）
　※費用負担：なし

　学童クラブ・ユーフォー運営業務については，放課後等における遊びや
交流などを通じた児童の健全な育成や安全・安心な遊び場の提供を市内全
域において効果的・効率的に実施するとともに，児童や保護者のニーズ等
に柔軟かつ的確に対応していくため，複数の法人に対して，学童クラブと
ユーフォーの一体的な運営も含めて市から業務委託しているところである
が，社会福祉事業団（学童クラブ５箇所，ユーフォー５箇所を委託）にお
いても，社会福祉事業団が子どもを含めた福祉サービス事業において得た
ノウハウや人材等を活用することで，適切かつ効果的な対応が可能である
ほか，安定的な業務の運営も期待できるため，当該業務の担い手（委託
先）の一つとして相応しいと考えている。 サービス向上

業務の効率化

その他

　学童クラブ・ユーフォー運営業務については，児童の安全・安心を確保しなが
ら，放課後等における自由遊び，友だちや異なる年齢の児童，他の施設の児童と
の交流のほか，定期的又は不定期のイベント等の実施等を通じて，児童の健全な
育成や遊び場の提供が適切に行われているほか，業務の実施における市との連
絡・協議等も迅速かつ的確に行われ，日頃からの市との連携体制も良好であると
考えているため，今後も安全・安心かつ安定的な業務運営の継続を期待する。
　その中では，児童の健全な育成，遊びの楽しみ，他の児童との交流，児童の安
定的な利用促進などに資するための工夫や障害児へのきめ細かな対応など，サー
ビス向上につながる取組を推進するとともに，担い手となるスタッフにおけるス
キル向上への取組を期待する。また，学童クラブとユーフォーの一体的な運営に
おけるメリットを生かす中で，更なる効率的な運営の推進も併せて期待する。
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子ども発達セ
ンター通園事
業等運営業務

子ども発達
センター

【通園事業（児童発達支援事業）】
　専門的支援を必要とする，原則３歳児から５歳児までを対象に，子ども
の特性に応じた個別的療育プログラムを提供し，遊びを通して，コミュニ
ケーション・社会性などの社会的能力，認知能力，運動・活動能力等の育
ちを支援する。
　※定員：１日４０人
　※通園日：月曜日～金曜日，午前９時３０分～午後２時３０分
　※クラス：４クラス（うさぎ・りす・こあら・ぱんだ）

【障害児緊急一時養護事業等】
(1)緊急一時養護事業：家族の傷病，出産，学校行事等のため養育が困難に
なった場合に，障害児又は発達に遅れやかたよりのある子どもを一  時的に
保護し，養育を行う。
   ※定員：１人
　※利用時間：（平日）午後２時３０分から午後８時３０分，（休日）午
前８時３０分から午後８時３０分
   ※利用限度：１か月７日
　※利用料：２５０円～６００円（利用時間帯による）
(2)リフレッシュ支援事業：家族の疲労回復等のため，障害児又は発達に遅
れやかたよりのある子どもを一時的に保護し，養育を行う。
　※定員：１人
　※利用時間：（平日）午後２時３０分から午後５時３０分
　※利用限度：１か月１日
　※利用料：６００円

　子ども発達センター通園事業等運営業務については，障害を持つ子ども
や発達に遅れやかたよりのある子どもに対して，一人ひとりの特性に応じ
たきめ細かな療育や保護のほか，障害児等を養育する家族の負担軽減につ
なげるための円滑なサービスの提供などが求められるが，社会福祉事業団
は，様々な事業の実践を通じて多くのノウハウ・人材・専門性等を有して
いることから，通園事業及び緊急一時養護事業等に関する取組を効果的・
効率的かつ安定的に実施していくことが期待できるため，当該業務を担う
法人として相応しいと考えている。

サービス向上

その他

　通園事業において，子どもの特性に応じた個別的療育プログラムのほか，季節
に応じた行事の実施などが適切に行われているとともに，緊急一時養護事業等に
おいて，家族の状況に応じて迅速かつ適切な受入れが行われている。また，子ど
も発達センターの他の業務を行っている市の職員とも適宜連携を図りながら，子
ども発達センター全体としてのより良いサービスの提供につなげることができて
いると思われるため，今後も市の職員と連携しながら安定的なサービスの提供を
期待する。
　その中では，在籍児等における様々な特性を踏まえた的確な対応を図るため，
対応する職員一人ひとりの専門性を高めていく取組（社会福祉事業団における人
材の確保・育成）を推進するとともに，通園事業における各種プログラムの工
夫・見直しや緊急一時養護事業等における子どもの預かりだけに留まらない家族
への配慮などを通じた一層のサービス向上を期待する。
　また，子ども発達センターが民間事業所での受け入れが難しい子どもも含め，
毎日規則正しく集団で療育を行う通所先として，調布市内における障害児支援全
体の質の向上にむけた中心的事業所であることを意識した今後の取組を期待した
い。


