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社会福祉法人

豊島区社会福祉事業団
事務局：〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨 2-30-20 TEL：03-5980-0294 FAX：03-5980-0295

ホームページ： https://www.toshimaj.or.jp/
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豊島区社会福祉事業団は、豊島区が出資し、豊島区の社会福祉施設経営の担い手

として設立された社会福祉法人です。

本事業団は、信頼のもとに築かれたブランドとプライドを持って、公共性を重視し

た事業を展開する必要があるとの観点に立ち、今後とも区民の皆様の期待に応

え、地域福祉の担い手として、新たな役割の創設や機能の充実を図り、「選ばれる

施設」と「嬉々として働くことのできる環境づくり」を目指し、定款に定められた

社会福祉事業及び公益事業を推進していくとともに、地域における公益的な取り

組みも積極的に行っていきます。

ともに歩もう しあわせでゆたかな まちをつくるために

職員一同、このキャッチフレーズをかみしめ、豊島区が目指す、「価値あるまち」

即ち、「人と環境にやさしいまちは、安心して住めるまち」を作るために、更に努

力を積み重ねて参りたいと思います。

豊島区社会福祉事業団理事長 横田 勇

豊島区社会福祉事業団の経営基本方針

    利用者の処遇にあたっては、人権を尊重し、心身ともに健やかに育成

    され、又はその有する能力に応じ、自立した日常生活を明るく快適に

    営むことができるよう支援します。

    事業の運営にあたっては、施設が地域社会の一員であることを自覚し

    地域の皆様、利用者及び家族の方々から信頼されるよう努めます。

    経営にあたっては、常に最少の経費で最大の効果をあげるという視点

    に立ち、より一層の効率化・能率化に努めます。

    職員は、常に自己研鑽に励み、質の高い職務の実現に取り組むととも

    に、明るく活力のある職場づくりに努めます。
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本事業団は、平成１6 年度までは、区立施設の受託経営をしていましたが、平成

17 年度に区から土地建物の貸与を受け、区の管理・財務面の支援から自立し、

自主運営に転換しました。さらに、平成 26 年度には特養ホームの建物の譲与を

受け、本事業団に経営責任のすべてが移りました。

現在、以下のサービスを提供しております。

◆特別養護老人ホーム
日常生活で常に介護が必要で居宅では介護が受けられない方が食事・入浴・排泄

などの日常生活の介護や健康管理など生活支援を受ける施設です。

◆ショートステイ
ご家庭の介護負担の軽減をはかるため、短い期間宿泊していただきながら、生活

上必要な介護サービスを受けられます。

◆デイサービス
在宅で生活しているお年寄りが趣味活動や食事、入浴をするために通う施設です。

◆グループホーム
認知症の方が少人数の家庭的な雰囲気の中で地域社会に溶け込みながら共同生

活をすることにより、認知症の症状を緩和させ、よりよい日常生活を送ることが

できるように支援する施設です。

◆高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）
総合相談支援事業、介護予防マネジメント事業、虐待の早期発見・防止などの権利

擁護事業、包括的・継続的マネジメント事業を行い、地域の高齢者やその家族からの

各種相談に対して、専門職種が幅広く総合的に応じ、多面的で継続した支援を行い

ます。

◆居宅介護支援事業所
介護支援専門員（ケアマネジャー）による要介護者の介護サービス計画（ケアプラン）

の作成や見直し、サービス提供事業者との調整などを行います。

◆ケアハウス
ケアハウスは老人福祉法による軽費老人ホームのひとつで、入居者の自主性やプラ

イバシーを尊重しながら、入居者が自立した生活を維持できるように配慮した個室

の住居施設です。食事の提供や、入浴の準備、生活相談等を行っています。

◆訪問介護ステーション
介護保険制度に基づき、通院や炊事や掃除など、日常生活に援助を必要とするご

家族に利用者の自主性やプライバシーを尊重しつつ、いつまでも住み慣れたご自宅

で自立した生活を維持できるよう訪問介護員を派遣し、お手伝いをします。

◆保育園
保護者からの申し込みにより、家庭に代わって子ども（０～６歳 就学前の乳幼児）

を保育するため、児童福祉法に位置付けられた「児童福祉施設」です。親や家庭に

対し必要に応じて助言や支援を行っています。
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西武池袋線「東長崎」駅から徒歩５分、商店街に位置するアトリエ村

は地域にも親しまれている施設です。建物は、天窓や中庭に面した

窓からは日光が降り注ぎ、施設の中にいても四季折々を感じるこ

とができます。

ご家族や地域の皆様のご支援をいただきながら、ご利用者とその

ご家族、職員の誰もが語り合える心やすらぐ生活の場を提供し、

まごころと思いやりのこもったケアをします。

特別養護老人ホーム ショートステイ

デイサービス 高齢者総合相談センター

◆施設概要

  敷地面積     2,879.66 ㎡

   建築面積     1,543.91 ㎡

   延床面積     4,835.18 ㎡

   構造        鉄筋コンクリート造陸屋根地下 1 階付 4 階建

              

◆定員及び設備

   定員  特別養護老人ホーム：80 名

        ショートステイ：8 名/日

        デイサービス：45 名/日 （一般型）

   居室  個室   6 室 （1 室 15.95 ㎡）

        ２人室  9 室 （1 室 20.55 ㎡）

        ４人室  16 室 （1 室 35.83 ㎡）

   浴室  機械浴室、ミスト浴室

  静養室 1 室

  医務室 1 室

食堂 2 室

機能訓練室 1 室

デイルーム 1 室

面接室 1 室
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風かおる里は豊島区の西南に位置し、桜の名所として知られた

千川通りのそばにあります。

付近には、今も樹木が多く昔の面影が偲ばれ“風かおる里”と

なったいわれがうなずけます。

小規模ならではの家庭的なサービスを提供しております。

特別養護老人ホーム ショートステイ

デイサービス 居宅介護支援事業所

◆施設概要

  敷地面積     2,381.56 ㎡

   建築面積     1,459.50 ㎡

   延床面積     4,570.76 ㎡

   構造        鉄筋コンクリート造陸屋根地下 1 階付 4 階建

              

◆定員及び設備

   定員  特別養護老人ホーム：66 名

        ショートステイ：6 名/日

        デイサービス：１２名/日 （認知症型）

   居室  個室   18 室 （1 室 13.20 ㎡）

        ２人室  5 室 （1 室 27.86 ㎡）

        ４人室  11 室 （1 室 42.32 ㎡）

   浴室  一般浴室、機械浴室

  静養室 1 室

医務室 1 室

食堂 2 室

機能訓練室 1 室

デイルーム 1 室

面接室 1 室



6

旧中山道沿いで江戸時代から菊づくりが盛んな土地柄であり、

また近代女子教育の祖「明治女学校」の跡地であることから

“菊かおる園”と命名されました。近くには「とげぬき地蔵」があり、

都電荒川線「庚申塚」駅から徒歩３分という立地条件に恵まれて

おります。

幼稚園・子どもスキップ・地域区民ひろばに隣接し、近くに小・中学

校、保育園があることから、積極的に地域の子どもたちと交流を

図り、開放的な施設運営に力を入れています。

特別養護老人ホーム ショートステイ

デイサービス ケアハウス

居宅介護支援事業所 高齢者総合相談センター

◆施設概要

   敷地面積     4,830.00 ㎡

   建築面積     2,314.73 ㎡

   延床面積     6,902.40 ㎡

   構造        鉄骨造陸屋根地下 1 階付 4 階建

◆定員及び設備

  定員  特別養護老人ホーム：90 名

        ショートステイ：10 名/日

        デイサービス：５5 名 （一般型）/日

                12 名 （認知症型）/日

        ケアハウス：30 名

   居室  個室   8 室 （1 室 15.9 ㎡）

        ２人室  18 室 （1 室 24.0 ㎡）

        ４人室  14 室 （1 室 47.1 ㎡）

   （ｹｱﾊｳｽ） 個室   26 室

         ２人室 2 室

   浴室  一般浴室、機械浴室、ミスト浴室

静養室 1 室

医務室 1 室

食堂 2 室

  機能訓練室 1 室

  デイルーム 2 室

  面接室 1 室
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昔から桜の名所として知られ、今も八重桜が美しい「千川通り」

の中央に位置する長崎第二豊寿園には、一般型デイサービスと

認知症対応型デイサービスがあります。

利用者の皆様が住み慣れた町で安心して在宅での生活が続けて

いけるように、相談を含めた丁寧なサービスを実施しております。

また、入浴サービスの充実と、ボランティアによる多彩なプログラ

ムも自慢です。

デイサービス

◆施設概要

   敷地面積     871.36 ㎡

   延床面積     695.26 ㎡

   構造        鉄筋コンクリート造

              地上 5 階・地下 1 階の 1 階部分

◆定員及び設備

   定員 35 名/日 （一般型）

   12 名/日 （認知症型）

   浴室 機械浴室

デイルーム 2 室

面接室 1 室

【コラム】～足温浴やっています～

事業団のすべてのデイサービスには、玉川温泉の効能が

ある「人工北投石」を使った足温浴があります。仕組み

は、石の下に安全に配慮されたヒーターがあり、その熱

で石に含まれた温泉効能がじんわり足の裏に伝わってく

るとか…。その心地よさでいつも順番待ちができます。
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小菊の家は、「お年寄りの原宿」と言われる「巣鴨地蔵通り」の近くに

あるグループホームです。特別養護老人ホーム「菊かおる園」と同一

敷地内にあることから「小菊の家」と命名されました。

少人数の共同生活住居において、食事の準備や買い物、掃除、洗濯、

散歩など日常の生活をスタッフと一緒に行います。職員と利用者で

作る食事は季節感を取り入れた内容で、とてもおいしいと好評です。

明るいリビングで、コーヒータイムにはお話をしながら、安心して

過ごすことにより、精神面の安定や認知症の進行を穏やかにし、

入居者の生活の質の向上を図ることを目指しています。

グループホーム

◆施設概要

   敷地面積     642.00 ㎡

   建築面積     282.20 ㎡

   延床面積     775.89 ㎡

（うちグループホームの延床面積 494.39 ㎡）

   構造        鉄筋コンクリート造

              地上 2 階 （地下 1 階は法人事務局）

◆定員及び設備

   定員 18 名 （1 ユニット 9 名×2 ユニット）

   個室 18 室

   浴室     個別浴室（リフト設置）2 室

  リビング 2 室

台所 2 室

和室 2 室 （掘りごたつ付き）
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訪問介護は介護保険制度に基づき、日常生活で援助を必要とする方

のご自宅に訪問介護員（ホームヘルパー）を派遣します。病気あるいは

加齢に伴う心身の機能低下等により、入浴や排泄などの介助が必要

な方、または炊事や掃除などが行き届かずお困りの方に対し、住み慣

れたご自宅でできる限り自立した生活を送っていただけるよう支援

します。同行援護は障害者総合支援法に基づき、視覚に障害のある方

が安全に外出できるようガイドヘルパーが同行して必要な支援を行い

ます。

◆傾聴ボランティア訪問

   利用時間等  午前 9 時～午後 5 時、1 回 1 時間以内、月 2 回まで

◆傾聴コーナー「ひだまり」

   実施日     第 1・3 木曜日 午後 1 時 30 分～午後 3 時

             （祝祭日を除く）

            1 回につき 30 分

訪問介護ステーション

◆開所日・開所時間

   年中無休 午前 9 時～午後 5 時

高齢者のお宅などを訪問してお話し相手をするボランティア（傾聴ボ

ランティア）の紹介を行っています。また、菊かおる園の１階に傾聴コ

ーナー「ひだまり」を設け、傾聴ボランティアが個別にお話を伺ってい

ます。いずれも無料で利用できます。
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地域の高齢者やそのご家族からの各種相談に幅広く総合的に応じて、

多方面的支援を行っています（総合相談支援事業）。また、介護予防

マネジメント事業、高齢者に対する虐待の早期発見・防止などの権利

擁護事業やケアマネージャーによる支援や相談も行っています。

高齢者総合相談センター

◆所在地   

〈アトリエ村高齢者総合相談センター〉

   豊島区長崎 4-23-1

  〈菊かおる園高齢者総合相談センター〉

  豊島区西巣鴨 2-30-19

  〈東部高齢者総合相談センター〉

豊島区南大塚 2-36-2

◆開所日・開所時間

   月～金  午前 8 時 30 分～午後 6 時 30 分

   土     午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分

          （年末年始・祝祭日を除く）

～ プロフィール ～

〔名前〕としまふくしぼうや

    としまふくしおじょうちゃん

〔2 人の関係〕幼なじみ

〔好きな食べ物〕プリン

〔性格〕明るく働き者

    幸せで豊かなまちをつくために

豊島区を走り回っている

〔キャラクター誕生秘話〕

2016 年、事業団にも親しみやすいキャ

ラクターが欲しいと職員公募。応募者多

数？の中から職員投票で、機能訓練士の

Y さんの作品が選ばれました。

事業団のマスコット

～としまふくしキッズ～
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JR 山手線「駒込」駅のホームから見える都営住宅の１階にある公

設民営の保育園です。 広い園庭には築山や一本橋、大型滑り台

など、子どもの主体的な遊びを引き出す遊具を設置しています。

園舎が１フロアーなので、全クラスの子ども達がすぐ園庭に出る

ことができ、乳児と幼児の交流も自然に行われています。 年間

を通じて、たくさんの行事があり、地域の方々との交流活動に積

極的に取り組んでいます。

◆開所時間

   午前７時１５分 ～ 午後 8 時 （延長保育午後 6 時１５分～午後 8 時）

◆入園対象児

   生後５７日から６歳就学前まで

◆施設概要

   敷地面積 1,121.66 ㎡

   延床面積 655.48 ㎡

   構造 鉄筋コンクリート造 12 階建の 1 階部分

◆クラス編成および定員  合計：１０９名

   〔乳児〕                 〔幼児〕

   ０歳児：びーばー組  9 名 ３歳児：いるか組  21 名

   １歳児：ぺんぎん組  15 名    ４歳児：きりん組   22 名

   ２歳児：ぱんだ組    19 名    ５歳児：らいおん組 23 名
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南大塚保育園は、大塚駅から徒歩 5 分のところにある公設民営の

保育園です。広い園庭とそれにつながる児童遊園があり、開放感

があります。

隣接する区民ひろば南大塚での「出張保育」や毎年 8 月に開催さ

れる「大塚阿波踊り」には職員も保護者も子どもたちも多数参加す

るなど、地域交流が盛んな保育園です。

◆開所時間

   午前７時１５分 ～ 午後 8 時 （延長保育午後 6 時１５分～午後 8 時）

◆入園対象児

   生後５７日から６歳就学前まで

◆施設概要

   敷地面積 1,145.42 ㎡

   延床面積 657.99 ㎡

   構造 鉄筋コンクリート造 3 階建

◆クラス編成および定員  合計：106 名

   〔乳児〕                〔幼児〕

   ０歳児：りす組 12 名 ３歳児：ぱんだ組 20 名

   １歳児：うさぎ組 14 名 ４歳児：きりん組 21 名

   ２歳児：ばんび組 18 名 ５歳児：ぞう組 21 名
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都電荒川線巣鴨新田駅徒歩２分、都立文京高校に隣接する

保育園です。子どもが安心して伸び伸びと園生活を過ごし、

自発的に生活や遊びを楽しめるような環境作りに取り組んで

います。曲線を描いた園舎は独創的で、明るく開放的な園舎

です。

◆開所時間

   午前７時１５分 ～ 午後 8 時１５分

（延長保育午後 6 時１５分～午後 8 時１５分）

◆入園対象児

   生後５７日から６歳就学前まで

◆施設概要

  敷地面積 929.51 ㎡

  建築面積 506.59 ㎡

  延床面積 1,204.23 ㎡

   構造 鉄筋コンクリート造陸屋根 3 階建

◆クラス編成および定員  合計：１37 名

   〔乳児〕                〔幼児〕

   ０歳児：ひよこ組 15 名 ３歳児：ほし組    24 名

   １歳児：りす組 22 名 ４歳児：つき組    26 名

   ２歳児：きりん組 24 名 ５歳児：おひさま組  26 名

◆休日保育・病後児保育・一時保育
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◆開所時間

   午前７時１５分 ～ 午後７時１５分

（延長保育午後６時１５分～午後７時１５分）

◆入園対象児

   1 歳児から 3 歳児まで

◆施設概要

  敷地面積 667.25 ㎡

  建築面積 342.50 ㎡

  延床面積 626.32 ㎡

   構造 鉄骨造 2 階建

◆クラス編成および定員  合計：３０名

  〔乳児〕                   〔幼児〕

  １歳児：たんぽぽ組 １４名    ３歳児：さくら組  ６名

  ２歳児：ちゅーりっぷ組 １０名

西武池袋線東長崎駅徒歩７分、令和 3 年度より豊島区から

受託した保育園です。広い園舎、少人数でのびのびとした保

育、保護者の方とのコミュニケーションを大切にし、子ども

の成長をともに喜びあえる保育園です。
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〒171-0051 東京都豊島区長崎 4-23-1
TEL：03-5965-3400
FAX：03-5965-3403

E-mail：atorie@toshimaj.or.jp
--------------------------------

西武池袋線
「東長崎」駅 北口徒歩５分

〒171-0052 東京都豊島区南長崎 6-15-6
TEL：03-5982-1021
FAX：03-5982-2105

E-mail：kaze@toshimaj.or.jp
--------------------------------

西武池袋線
「東長崎」駅 南口徒歩７分

〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨
2-30-19

TEL：03-3576-2266

FAX：03-3576-2264
E-mail：kiku@toshimaj.or.jp

--------------------------------

〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨
2-30-20

TEL：03-5980-0866
FAX：03-5980-0295
E-mail：kogiku-home@toshimaj.or.jp

--------------------------------

〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨

2-30-19
ケアハウス菊かおる園内 １階

TEL：【訪問介護】03-5961-3003
  【同行援護】03-5961-3005
FAX：03-5961-3004
E-mail：station@toshimaj.or.jp

-----------------------------

都電荒川線

「庚申塚」駅 徒歩３分

ＪＲ山手線

「大塚」駅 北口徒歩１５分

都営三田線

「西巣鴨」駅 Ａ３出口徒歩１０分
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〒171-0051 東京都豊島区長崎 6-34-10
TEL：03-5966-2564
FAX：03-5966-2864
E-mail：nagasaki-2@toshimaj.or.jp

--------------------------------

東京メトロ有楽町線
「千川」駅 ３番出口徒歩１５分
西武池袋線
「東長崎」駅 北口徒歩１２分

〒170-0003 東京都豊島区駒込 2-2-3
TEL：03-3915-8677

FAX：03-3915-9481
E-mail：

megomegomakomako3@toshimaj.or.jp
--------------------------------

JR 山手線
「駒込」駅 北口/東口徒歩３分

東京メトロ南北線
「駒込」駅 ４番出口徒歩２分

〒170-0005 東京都豊島区南大塚 2-36-2
TEL：03-5319-8703
FAX：03-5319-8726
E-mail：toubu-houkatsu@toshimaj.or.jp

--------------------------------
JR 山手線
「大塚」駅 南口徒歩 5 分
都電荒川線
「大塚駅前」駅 徒歩５分
東京メトロ丸の内線

「新大塚」駅 徒歩７分
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〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨
1-1-13

TEL：03-5907-5110
FAX：03-3910-8008
E-mail：n.sakurasou@toshimaj.or.jp

--------------------------------

JR 山手線
「大塚」駅 北口徒歩７分
都電荒川線
「巣鴨新田」駅 徒歩２分

〒170-0005 東京都豊島区南大塚
2-36-3

TEL：03-3946-7688
FAX：03-3946-3644
E-mail：minamioutsuka@toshimaj.orjp

--------------------------------
JR 山手線
「大塚」駅 南口徒歩 5 分

都電荒川線
「大塚駅前」駅 徒歩５分
東京メトロ丸の内線
「新大塚」駅 徒歩７分

                                

〒171-0044 東京都豊島区千早
3-13-8

TEL：03-3972-2701
FAX：03-3972-2703
E-mail：chihaya.sakura@toshimaj.or.jp

--------------------------------
西武池袋線
「東長崎」駅 北口徒歩７分

東京メトロ有楽町・副都心線
「千川」駅 徒歩１１分
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平成５年   ２月 豊島区社会福祉事業団設立準備会を設置する。

平成６年   １月 設立認可申請を行う。

３月 東京都知事から設立認可書の交付を受ける。（29日）

法人設立登記を行い、社会福祉法人として設立される。（31日）

６月 豊島区立特別養護老人ホームアトリエ村及び高齢者在宅サービスセンターアト

リエ村の受託運営を開始する。

平成８年   ５月 豊島区立特別養護老人ホーム風かおる里及び高齢者在宅サービスセンター風か

おる里の受託運営を開始する。

平成９年   ３月 法人事務所を東池袋１－３０－６から長崎４－２３－１に移転する。

平成１１年  ４月 豊島区アトリエ村在宅介護支援センターの受託運営を開始する。

       ５月 豊島区立特別養護老人ホーム菊かおる園及び高齢者在宅サービス

センター菊かおる園並びにケアハウス菊かおる園の受託運営を開始する。

       ７月 豊島区立高齢者在宅サービスセンター上池袋豊寿園の受託運営を開始する。

      １０月 豊島区アトリエ村居宅介護支援事業所を開設する。

平成１２年  ３月 豊島区風かおる里居宅介護支援事業所を開設する。

       ４月 介護保険の開始により、特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター等

の事業が介護保険制度に移行する。

豊島区菊かおる園在宅介護支援センターの受託運営を開始する。

豊島区菊かおる園居宅介護支援事業所を開設する。

平成１３年  １月 生きがい対応型デイサービス事業（巣鴨ほほえみクラブ）の受託運営を開始す

る。

平成１４年  ４月 法人事務所を長崎 4－23－1 から南長崎 6－15－6に移転する。

平成１５年  ４月 豊島区上池袋豊寿園居宅介護支援事業所を開設する。

平成１６年  ４月 豊島区立高齢者在宅サービスセンター巣鴨豊寿園の受託運営を開始する。

          豊島区立高齢者在宅サービスセンター長崎第二豊寿園の受託運営を開始する。

          豊島区巣鴨豊寿園居宅介護支援事業所を開設する。

          豊島区長崎第二豊寿園居宅介護支援事業所を開設する。

       ６月 法人事務所を南長崎 6－15－6から長崎 4－23－1に移転する。

平成１７年 ３月 法人事務所を長崎 4－23－1 から南池袋 2－46－13に移転する。

       ４月 豊島区から受託運営している特別養護老人ホーム（３施設）及び高齢者在宅サ

ービスセンター（６事業所）を自主経営に切り替える。

          豊島区社会福祉事業団訪問介護ステーションを開設する。

       ６月 ２級ヘルパー養成研修事業を開始する。

平成１８年  ２月 設立 12 周年並びに自主運営転換記念式典を挙行する。

       ４月 豊島区から受託運営しているケアハウス菊かおる園を自主運営に切り替える。

         豊島区アトリエ村地域包括支援センターの受託運営を開始する。

         豊島区菊かおる園地域包括支援センターの受託運営を開始する。

         豊島区立駒込第三保育園の受託運営を開始する。

平成２０年  ４月 法人事務所を南池袋 2－46－13から南大塚 2－36－2に移転する。

          東部地域包括支援センターの受託運営を開始する。
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平成２１年  ４月 豊島区立南大塚保育園の受託運営を開始する。

平成２２年  ４月 設立 15 周年記念式典を挙行する。

平成２３年  ６月 東部居宅介護支援事業所を開設する。

平成２４年 １２月 法人事務所を南大塚 2－36－2から西巣鴨 2－30－20 に移転する。

平成２５年  １月 東部居宅介護支援事業所を廃止する。

３月 グループホーム小菊の家を開設する。

   ４月 高齢者在宅サービスセンター巣鴨豊寿園を廃止する。

７月 介護職員初任者研修事業を開始する。

平成２６年  ４月 西巣鴨さくらそう保育園を開設する。

          特別養護老人ホームアトリエ村・風かおる里・菊かおる園 3棟の建物を区から

無償譲渡を受ける。

１２月 創立 20周年記念式典並びに風かおる里増築工事落成式を挙行する。

平成２７年  ２月 特別養護老人ホーム風かおる里の定員を 50 名から 62名に変更する。

４月 豊島区社会福祉事業団訪問介護ステーションで障害福祉サービス事業を開始す

る。

平成２９年  ７月 長崎第二豊寿園居宅介護支援事業所を廃止し、アトリエ村居宅介護 支援事業所

を休止する。

特別養護老人ホーム菊かおる園大規模改修工事が竣工となる。

      １０月 介護職員初任者研修を廃止する。

平成３０年  ４月 傾聴ボランティアステーションを開設する。

       ５月 上池袋豊寿園居宅介護支援事業所を廃止する。

７月 高齢者在宅サービスセンターアトリエ村の定員を 50 名から 45名に変更する。

  特別養護老人ホーム菊かおる園の定員を 45 名から 50名に変更する。

アトリエ村居宅介護支援事業所を廃止する。

平成３１年  ３月 特別養護老人ホーム風かおる里の定員を 62 名から 66名に、同ショートステイ

の定員を 10 名から 6名に変更する。

令和 ２年  ４月 高齢者在宅サービスセンター菊かおる園の定員を 50名から 45名に変更する。

          西巣鴨さくらそう保育園の定員を 142名から 137 名に変更する。

令和 ３年  １月 高齢者在宅サービスセンター菊かおる園の定員を 45名から 55名に変更する。

  ３月 高齢者在宅サービスセンター上池袋豊寿園を廃止する。

４月 千早さくらそう保育園の受託運営を開始する。

    第 2 層生活支援コーディネーター事業の受託運営を開始する。
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2021 年 4 月現在（100）


