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 永福南社会福祉ガーデン（障害者支援施施設）募集要項 

 

○募集の目的 

 

今回、永福南社会福祉ガーデンにおきまして入所枠に空きがでましたので、

新たに募集を致します。（この施設は、重度身体障害者対応の障害者支援施設

（入所施設）と特別養護老人ホームとの複合施設となります。）。 

 

 ついては、以下に記載した内容をお読みになり、申込みをしてください。 

 

 

○申込みから利用開始までの流れ 

  

 入所の申込み       30年 12月 1８日～31年 1月 11日 

 

 本人・家族と面接         ３１年１月上旬 

 

 入所者の決定           ３１年１月下旬 

 

 利用開始             ３１年２月中旬 

※入居選定の状況により入居時期は変更となる場合があります 

 

 

今回お申し込み頂いた方々につきましては、待機者として登録をさせ

て頂きます。有効期間（２０１９年９月３０日まで）内に入所枠に空

きが生じた際には、入所待機者と面接を行い、入所にむけ調整をしま

す。  
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○募集内容 

1 募集対象者等 

 （1）対象者（次の①～③の条件を全て満たす方） 

   ①区内に居住する身体障害者手帳所持者 

    （区外の施設に入所中の方で、施設入所時の居住地が杉並区の場合を含みます。） 

②１８歳以上６５歳未満の方 

（ただし、申し込みの時点で在学中の方は対象外です。） 

   ③障害支援区分 

区分４以上（ただし、５０歳以上の方は区分３以上） 

    （入所利用者の日中活動の場としては、生活介護のみとなります。） 

 

 （2）サービス内容 

    障害者支援施設（施設入所支援及び生活介護） 

 

  (3) 募集人員 

１名 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障害者支援施設のサービス内容 

【施設入所支援】 

生活介護の対象者に対し、夜間・休日等における入浴や排せつ及び食事の介護等を

提供することを目的として、施設において、必要な日常生活上の介護や支援等を一

体的に実施します。 

 

【生活介護】 

常時介護が必要な障害者を対象とし、① 食事・入浴・排せつ等の介護、日常生活

上の支援 ②軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供 ③これらを通じた

身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的として、必要な介護等を実施します。 

 

＜施設で行なう医療的ケアについて＞ 

１ 経管栄養（水分を含む）      

２ 吸引 

３ 導尿  

４ 酸素吸入及び管理 

５ 経鼻咽頭エアウエイ装着及び管理 

６ 気管切開部の衛生管理 

７ 薬液の吸入    

８ 胃ろう部・腸ろう部の衛生管理  

９ 専門的管理が必要なストーマ装具（人工肛門・人工膀胱）の交換 
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２ 申込方法 

社会福祉法人健誠会永福南社会福祉ガーデン入居担当者に提出書類を直接持参す

るか、平成３１年１月１１日(金)必着で郵送してください。 

 

※申込書は、永福南社会福祉ガーデン又は、区障害者施策課地域ネットワーク推進係・

福祉事務所で配付します。 

  永福南社会福祉ガーデンや杉並区ホームページからダウンロードして、印刷するこ

ともできます。 

・社会福祉法人健誠会 永福南社会福祉ガーデン 

〒168-0064 杉並区永福 1-7-6     ☏０３－６３７９－３０１１ 

・杉並区役所 障害者施策課 地域ネットワーク推進係 

   〒166-8570 杉並区阿佐谷南 1－15－1   ☏０３－３３１２－２１１１（代表） 

・荻 窪 事 務 所  荻窪 5－15－13    ☏０３－３３９８－９１０４ 

・高円寺事務所  高円寺南 2－24－18  ☏０３－５３０６－２６１１ 

・高井戸事務所  高井戸東 3－26－10  ☏０３－３３３２－７２２１ 

 

３ 申 込 受 付 期 間 

平成３０年１２月１８日（火）から平成３１年１月１１日（金）１７時まで 

 

４ 提出書類（(1)から(4)までの全ての書類を提出してください） 

（1） 永福南社会福祉ガーデン 重度身体障害者施設入所支援 利用申込書 

（2） 永福南社会福祉ガーデン 重度身体障害者施設入所支援 調査書 

（3） 本人の状況に関する調査書（医療的ケア） 

（4） 関係機関の意見書 

 

５、本人・家族との面接 

  社会福祉法人健誠会永福南社会福祉ガーデンの職員が本人や家族との面接を実施

します。 

 

９ 入所者の決定 

  ３１年 1 月下旬に社会福祉法人健誠会永福南社会福祉ガーデンが決定し、申込者

全員に入所の結果をお知らせします。※決定時期については選考状況により変更と

なる場合があります。 
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施設概要  永福南社会福祉ガーデン（身体障害者支援施設） 
 

１ 施設が目指すこと 

  利用者の満足度を高めるよう安全で良質な福祉サービスを提供し、地域社会の福 

祉文化に貢献することを基本理念とし、障害のある方々が安全で、自立と社会参加 

を図る有意義な生活が送れるよう、利用者・スタッフがともに考え、歩んでいける 

施設作りを進めます。 

 明るい笑顔と穏やかな接遇、対等平等な立場で一人一人に応じた支援を提供する 

とともに、地域の方々の福祉に対するご理解とご協力を得ながら地域に根ざす施設 

であることを目標に施設運営に努めます。 

 

２ 名  称  永福南社会福祉ガーデン 

 

３ 開 所 日  平成３０年３月１日 

 

４ 所  在  杉並区永福１－７―６   

 

５ 運営法人  社会福祉法人 健誠会 

（本部：茨城県つくば市大曽根３６９０） 

 

６ 施設規模  

(1) 敷地面積 ４，８９５．７４㎡ 

(2) 建物面積 ４，１４５．７６㎡（うち、障害者支援施設８１０．３３㎡） 

(3) 構造等  鉄筋コンクリート造 地下１階 地上３階建て 

(4) 併設施設  

① 短期入所（身体障害者） 定員１名       

② 特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所 

③ 地域交流スペース 

④ 特別養護老人ホーム（入所７０名、短期入所１０名） 

 

７ 定  員   

(1)施設入所支援  １０名  

           全室個室（専有面積１６㎡程度、トイレ・洗面所付き） 

 (2)生活介護     １０名（入所）＋２名（通所：送迎サービスあり） 

 (3)自立訓練      ６名（送迎サービスあり） 
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８ 日中活動の内容（参考例） 

(1) 生活介護事業の活動内容 

① 機能訓練活動 

・機能訓練、ストレッチ、マッサージ等 

② 社会参加活動 

   ・近隣外出活動（買い物、外食、催しごと参加等） 

   ・ボランティア交流 

 ③ 創作活動 

  ・手工芸 

④ レクリエーション活動 

  ・レクリエーション、ゲーム等  

  ・映画鑑賞 

  ・音楽活動 

  ・クラブ活動 

(2) 地域交流活動 

① 地域の行事、活動に参加 

② 地域交流スペースでの催しごとの開催と参加 

(3) 個別活動 

・個別支援計画に沿って実施 

 (4)健康管理 

   ・健康チェックや相談 

 

９ 主な年間スケジュール（参考例） 

年 間 予 定 

 生活支援（入所・生活介護・短期） 

   月 行事関係 活動など 

４月 お花見会 端午の節句装飾、飾りつけ 

５月 端午の節句  

６月 保護者会 七夕飾りつけ、レクリエーションなど 

７月 七夕 

利用者意見交換会 

永南祭準備 

８月 地域交流会 永南祭準備 

９月 永南祭  

１０月 保護者会  

１１月 地域交流会 クリスマス会装飾物作成、飾りつけ 

１２月 クリスマス会 正月装飾物作成、飾りつけ 

１月 新年会 正月遊び、節分装飾物作成、飾り付け 

２月 節分 ひなまつり装飾物作成、飾りつけ 

３月 ひな祭り お花見装飾物作成、飾りつけ 

※ その他、指導医による健康チェックや相談 
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その他支援、サービス 

個別外出            理美容サービス  

グループ外出          お茶会 

各種代行サービス（随時） 

 

 

10 １日のスケジュール（参考例） 

時間 内容 

６：００～７：００ 起床 

８：００～ 朝食 

９：００～ 日中活動、余暇活動、入浴、水分補給等 

１２：００～ 昼食 

１３：００～ 日中活動、余暇活動、入浴等 

１５：００～ 水分補給 

１６：００～ 余暇活動 

１８：００～ 夕食 

１９：００～ 自由時間 

２２：００ 消灯 

※ その他、日中活動や機能訓練（リハビリ訓練） 

 

11 職員構成（平成３０年度１２月現在） 

 ・施設長         １名 

・サービス管理責任者   １名    

・看護師         ７名（常勤３名 非常勤２名 夜勤専従１名）        

 ・生活支援員      １８名（常勤１２名・非常勤６名） 

・理学療法士       ２名（常勤２名） 

 

12 利用者負担額 

  施設サービス利用者負担額、食費、光熱水費、その他日常生活上必要となる諸費 

用を負担していただきます。 

 

13 問い合わせ先  

 

○ 申込書類の提出先及び募集に関すること 

〒168-0064 

東京都杉並区永福 1-7-6  

社会福祉法人 健誠会 永福南社会福祉ガーデン 入居担当 

 TEL：０３－６３７９－３０１１ 

 FAX：０３－６３７９－３１２５ 

 


