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人びとが健やかに安心して暮らせるよう、公正かつ思いやりのある
サービスを提供することにより、地域における信頼を創造します。

三鷹市社会福祉事業団施設等一覧

  児童福祉部

●児童支援室
　〒181-0002 東京都三鷹市牟礼6-12-30
●三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮
●三鷹西野保育園／TEL：0422（39）7030
　〒181-0016 東京都三鷹市深大寺3-3-10
●三鷹ちどりこども園／TEL：0422（72）9220
　〒181-0012 東京都三鷹市上連雀4-12-26
●三鷹駅前保育園／TEL：0422（79）5441
　〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-30-12
●三鷹南浦西保育園／TEL：0422（40）7551
     〒181-0013 東京都三鷹市下連雀7-2-1
●三鷹赤とんぼ保育園／TEL：0422（40）0600
     〒181-0002 東京都三鷹市牟礼3-9-3

  本部事務局
     TEL：0422（44）5211　　info@mitaka.or.jp
　〒181-0002 東京都三鷹市牟礼6-12-30
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あたたかい
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ありがとう
ございます

昨年度、当事業団及び各事業宛てに多くの皆様よりご寄附をいただきました。

禅林寺龍華会基金 様　介護用ベッド　2,730,240円相当
他ご寄附　16件　151,000 円
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三鷹赤とんぼ保育園園舎

  高齢者福祉部　

●三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう
　TEL：0422（44）7700　　info-hanakaido@mitaka.or.jp
●三鷹市井の頭地域包括支援センター
　TEL：0422（44）7400　　info-houkatu@mitaka.or.jp
●在宅福祉サービス
　TEL：0422（43）8804　　info-zaifuku@mitaka.or.jp
●はなかいどう指定居宅介護支援事業所
　TEL：0422（76）8815　　info-kyotaku@mitaka.or.jp
●ヘルパーステーションはなかいどう
　TEL：0422（43）8810　　info-station@mitaka.or.jp
　〒181-0002 東京都三鷹市牟礼 6-12-30
●井の頭地域福祉支援センター
　TEL：0422（24）7335　　 info-inokashira@mitaka.or.jp
　〒181-0001 東京都三鷹市井の頭 2-32-30 
　　　　　　 （井の頭コミュニティ・センター新館１階内）

南浦西保育園が公私連携型民設民営園になりました

公設民営で運営してまいりました「三鷹市立南浦西保育園」は、平成
28年４月から公私連携型民設民営保育園となりました。これに伴い、
「三鷹南浦西保育園」と名称を改めました。今後も更なる教育・保育の
質の確保・向上に取り組み、地域における子育て支援を充実させてま
いります。
地域の皆様並びに関係各位の一層のご指導、ご鞭撻をよろしくお願
い申し上げます。
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子どもたちが大好きな「ごっこ遊
び」。子どもたちは、遊びの中で、レストランごっこや遠
足ごっこ、洗濯遊びなど、色々なごっこ遊びを楽しんでい
ます。先日は、4・5歳児クラスの子どもたちの遊びが盛
り上がり、それぞれで楽しんでいた遊びにお互いを招待し
て、一緒に楽しみました。「飴屋さんをやりたいな。」「お花
を作ってブーケにしたい。」「お客さんがいっぱい来るかも
しれないから、たくさん作ろう。」など、自分のやりたいこ
とを考え、友だちと相談をし、お店に必要なものの準備を
しました。店員さんやお客さんになってやり取りを楽し
んでいました。
これからも、異年齢の子どもたち
が、一緒に遊ぶ経験を大切にしていき
たいと思っています。

第三小学校との交流の一つとして年長児の「なりきり体
験」があります。一年生になることに期待が膨らむ一方、
どんなことをするのかな？と少し不安
な気持ちを持っている子もいます。
実際に小学校に行き、学校の中を案
内してもらったり、ランドセルを背負
わせてもらったり、絵本を読み聞かせてもらったり…一年
生になったらできる楽しいことをたくさん体験させても
らいます。一年生が作った紙コップのけん玉や朝顔の種
のお土産に笑顔満開！！
このように「なりきり体験」を通して、小学校入学がとて
も楽しみになります。第三小学校と隣接しているよさを
活かして交流を継続していきたいと思っています。

三鷹西野保育園／
ごっこ遊び楽しかったよ！
～異年齢交流を通して～

三鷹ちどりこども園／ なりきり体験

三鷹駅前保育園／一時保育・トワイライトステイ

三鷹駅前保育園では、0･1･2歳児クラスまでの『乳児保
育園』と『一時保育・トワイライトステイ事業』、『親子ひろ
ば事業』を行っています。
一時保育･トワイライトステイ事業は、市内の生後３か
月から小学生までのお子さんがお申し込みいただけます。
利用可能時間は8:00 ～ 22:00（日祝は19:00）、年末年始
の12/31 ～ 1/3を除くほぼ一年を通して利用理由にかか
わらずお預かりしています（定員あり）。
送迎時に体調を含めたご家庭や利用時の様子などを保
護者の方と共有することで、より安心して過ごせるように
配慮しています。また、年齢や興味などに合わせて部屋や
コーナーを分けて過ごしたり、同じビル内の保育園へ遊び
に行く時間をつくることで一人ひとりに合わせた遊びを
提供しています。利用年齢に幅があるため、異年齢の関わ
りを大切にした保育を行って
います。ゆったりとした環境
の中でお子さんと保護者の方
が安心してご利用いただける
保育を心掛けています。

保育園・こども園より

毎月１回、「わたげの会」の方々が来園
し、幼児クラス（3.4.5歳児）に童話や昔
話などいろいろなおはなしを聞かせて
くれます。「わたげの会」は子どもたちに
おはなしの楽しさを届ける活動をしている三鷹市のボラ
ンティアサークルです。
「♪ろうそくポン　ろうそくポン　これからはじまるお
はなしかい♪」の歌で「おはなし」の世界が始まります。
まずは素話です。耳から入る言葉だけを頼りに、想像の
世界を自由に広げられる素話には、絵本とは違った面白み
があります。昔話や創作話、楽しい話、悲しい話、奇想天
外な話に、子どもたちはシーンと息をひそめたり、笑った
り…。おはなしが終わると「あ～、よかった」とハッピーエ
ンドに安堵する姿も見られ、おはなしの世界にどっぷりと
入り込んでいます。手遊びなどをした後は絵本のおはな
し。慣れ親しんだ絵本でも子どもたちの目はキラキラと
輝いています。
おはなしの世界を楽しむことで子どもたちの想像力が
広がっているように感じます。今後も「わたげの会」の方々
の力をお借りしながら、日々の保育においても絵本に親し
み、読み聞かせや素話などおはなしの時間を大切にするな
かで、子どもたちの想像力を豊かに育んでいきたいと思い
ます。

三鷹南浦西保育園／わたげの会

平成28年度から三鷹赤とんぼ保育園の運営を開始
しました。三鷹赤とんぼ保育園は三鷹市立三鷹台・高
山保育園を統合し、新たに公私連携型民設民営保育園
として当事業団が設立した保育園です。これも皆さま
のお力添えがあってこそと、心より感謝しております。
また、公設民営で運営してまいりました三鷹市立南
浦西保育園も今年度から公私連携型民設民営保育園と
なり、名称を三鷹南浦西保育園として運営を始めまし
た。これにより事業団が運営する公私連携型民設民営
保育園は５園となりました。各園とも保育の質を確保
し、更なる向上に向けて三鷹市と連携し、保育事業を
充実してまいります。
母子生活支援施設三鷹寮については、引き続き利用
者の生活支援、自立支援、子どもへの支援を実施して
いきます。
一方、高齢者福祉事業では、三鷹市井の頭地域包括
支援センター及びヘルパーステーションはなかいどう
による三鷹市介護予防・日常生活支援総合事業の推進
をはじめ、指定居宅介護支援事業所による医師会・歯
科医師会・薬剤師会・介護事業所等との連携、在宅福

祉サービス事業では短時間サービスの本格事業化な
ど、より利用しやすいサービスの提供に努めてまいり
ます。老人保健施設はなかいどうにつきましても、利
用者一人ひとりへのリハビリテーションの充実などを
通じて、在宅復帰に向けた取り組みを引き続き進めて
まいります。
こうした取り組みを推進し、更なるサービスの向上
を図るため、当事業団の組織を本部事務局・高齢者福
祉部・児童福祉部の３部に改編しました。合わせて、
児童福祉部内に施設間の一層の連携と効率的な運営を
推進するため、児童支援室を新設いたしました。引き
続き、利用者の皆さま、地域
の皆さまからの信頼を得ら
れる事業展開を目指してま
いりますので、ご支援ご厚情
を賜りますよう宜しくお願
い申し上げます。

社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団
理事長　津端　修

理事長挨拶

三鷹赤とんぼ保育園の概要

①所 在 地　三鷹市牟礼３- ９- ３

②建　　物　鉄骨造地上２階建て
　　　　　　延床面積　1,103.97㎡
　　　　　　園庭面積　　530.02㎡

③保育理念　子どもの力を信じ、一人ひとりと
　　　　　　向き合い生きる力の基礎を育む

④園児定員　０歳児　　12人
　　　　　　１歳児　　20人
　　　　　　２歳児　　24人
　　　　　　３歳児　　25人
　　　　　　４歳児　　25人
　　　　　　５歳児　　25人
　　　　　　合　計　 131人

正　門

保育室

階　段
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平成28年度事業計画及び資金収支予算

■ 本部事務局 
【本部事務局】
１．中期経営計画の改定
２．社会福祉法改正への対応
３．情報システムの更新

■ 高齢者福祉部 
【三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう】
１．在宅復帰を推進するための施設入所サービス及び
　　短期入所療養介護におけるリハビリテーションの充実
２．災害対策の充実
３．サービスの質の向上と職員の研修体制の充実

【三鷹市井の頭地域包括支援センター】
１．地域包括ケアシステム構築に向けた地域支援事業の
　　体制整備
２．在宅医療・介護連携の推進
３．認知症になっても地域で暮らし続けられる支援体制
　　づくり
４．地域包括ケア会議の充実
５．地域に開かれた相談窓口をめざして

【在宅福祉サービス事業】
１．利用者への総合的な相談支援の実行
２．短時間サービスの本格事業化
３．食事サービスの配達員の質の向上と福祉的ケアの充実

【はなかいどう指定居宅介護支援事業所】
１．地域づくりの一員としての取り組み
２．I CTによる多職種連携の体制づくり
３．サービス提供体制の充実

【ヘルパーステーションはなかいどう】
１．介護予防・日常生活支援総合事業への体制整備
２．ヘルパー研修会や定例会議の充実
３．介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取り組み

■ 児童福祉部 
【児童支援室】
１．児童福祉施設の安定的な運営
２．業務効率化の検討
３．施設設備の計画的な維持管理

【三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮】
１．自立の促進
２．精神的安定に向けた支援
３．子どもの健やかな成長への支援
４．基礎学力の向上

【三鷹西野保育園】
１．保育内容の充実（「学びの芽生え」を育む保育）
２．地域に根ざした運営と世代を超えた交流
３．情報提供の充実

会　　　　計 平成28年度 平成27年度 比　較

本部事務局 65,317 58,178 7,139
児童支援室 24,000 0 24,000
母子生活支援施設三鷹寮 42,332 42,508 △ 176
三鷹西野保育園 182,311 155,019 27,292
三鷹ちどりこども園 126,750 117,643 9,107
三鷹駅前保育園 173,590 154,391 19,199
三鷹南浦西保育園 156,155 117,946 38,209
三鷹赤とんぼ保育園 200,795 418,000 △ 217,205
老人保健施設はなかいどう 394,892 391,395 3,497
ヘルパーステーションはなかいどう 47,060 47,228 △ 168
社会福祉事業　合　計 1,413,202 1,502,308 △ 89,106
在宅福祉サービス 108,990 111,048 △ 2,058
井の頭地域包括支援センター 45,820 36,165 9,655
居宅介護支援事業所 36,461 34,461 2,000
公 益 事 業 　合　計 191,271 181,674 9,597

総　　　　計 1,604,473 1,683,982 △ 79,509

支 出予算額

平成28年度事業計画及び資金収支予算については
事業団ホームページで詳細をご覧いただけます。

http://www.mitaka.or.jp/
⬇

【三鷹ちどりこども園】
１．保育内容の充実（1歳児から5歳児までの一貫した保育）
２．基礎となる能力の育成
３．公私連携保育所型認定こども園としての機能の充実
４．共に育ち合う子育ての実践

【三鷹駅前保育園】
１．保育内容の充実（感性を育む保育）
２．地域に根ざした運営
３．子育て支援活動の充実
４．近隣保育園との交流
５．一時保育事業・親子ひろば事業の円滑な自主運営

【三鷹南浦西保育園】
１．保育内容の充実（「生きる力」の基礎となる保育）
２．在宅支援の充実
３．地域防災力の構築
４．待機児解消に向けた取り組み
５．民設民営保育園への移行に伴う対応

【三鷹赤とんぼ保育園】
１．保育内容の充実（豊かな感性や学びの力につながる保育）
２．在宅支援の充実
３．危機管理の強化
４．組織力の向上に向けた取り組み

（単位：千円）
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子どもたちが大好きな「ごっこ遊
び」。子どもたちは、遊びの中で、レストランごっこや遠
足ごっこ、洗濯遊びなど、色々なごっこ遊びを楽しんでい
ます。先日は、4・5歳児クラスの子どもたちの遊びが盛
り上がり、それぞれで楽しんでいた遊びにお互いを招待し
て、一緒に楽しみました。「飴屋さんをやりたいな。」「お花
を作ってブーケにしたい。」「お客さんがいっぱい来るかも
しれないから、たくさん作ろう。」など、自分のやりたいこ
とを考え、友だちと相談をし、お店に必要なものの準備を
しました。店員さんやお客さんになってやり取りを楽し
んでいました。
これからも、異年齢の子どもたち
が、一緒に遊ぶ経験を大切にしていき
たいと思っています。

第三小学校との交流の一つとして年長児の「なりきり体
験」があります。一年生になることに期待が膨らむ一方、
どんなことをするのかな？と少し不安
な気持ちを持っている子もいます。
実際に小学校に行き、学校の中を案
内してもらったり、ランドセルを背負
わせてもらったり、絵本を読み聞かせてもらったり…一年
生になったらできる楽しいことをたくさん体験させても
らいます。一年生が作った紙コップのけん玉や朝顔の種
のお土産に笑顔満開！！
このように「なりきり体験」を通して、小学校入学がとて
も楽しみになります。第三小学校と隣接しているよさを
活かして交流を継続していきたいと思っています。

三鷹西野保育園／
ごっこ遊び楽しかったよ！
～異年齢交流を通して～

三鷹ちどりこども園／ なりきり体験

三鷹駅前保育園／一時保育・トワイライトステイ

三鷹駅前保育園では、0･1･2歳児クラスまでの『乳児保
育園』と『一時保育・トワイライトステイ事業』、『親子ひろ
ば事業』を行っています。
一時保育･トワイライトステイ事業は、市内の生後３か
月から小学生までのお子さんがお申し込みいただけます。
利用可能時間は8:00 ～ 22:00（日祝は19:00）、年末年始
の12/31 ～ 1/3を除くほぼ一年を通して利用理由にかか
わらずお預かりしています（定員あり）。
送迎時に体調を含めたご家庭や利用時の様子などを保
護者の方と共有することで、より安心して過ごせるように
配慮しています。また、年齢や興味などに合わせて部屋や
コーナーを分けて過ごしたり、同じビル内の保育園へ遊び
に行く時間をつくることで一人ひとりに合わせた遊びを
提供しています。利用年齢に幅があるため、異年齢の関わ
りを大切にした保育を行って
います。ゆったりとした環境
の中でお子さんと保護者の方
が安心してご利用いただける
保育を心掛けています。

保育園・こども園より

毎月１回、「わたげの会」の方々が来園
し、幼児クラス（3.4.5歳児）に童話や昔
話などいろいろなおはなしを聞かせて
くれます。「わたげの会」は子どもたちに
おはなしの楽しさを届ける活動をしている三鷹市のボラ
ンティアサークルです。
「♪ろうそくポン　ろうそくポン　これからはじまるお
はなしかい♪」の歌で「おはなし」の世界が始まります。
まずは素話です。耳から入る言葉だけを頼りに、想像の
世界を自由に広げられる素話には、絵本とは違った面白み
があります。昔話や創作話、楽しい話、悲しい話、奇想天
外な話に、子どもたちはシーンと息をひそめたり、笑った
り…。おはなしが終わると「あ～、よかった」とハッピーエ
ンドに安堵する姿も見られ、おはなしの世界にどっぷりと
入り込んでいます。手遊びなどをした後は絵本のおはな
し。慣れ親しんだ絵本でも子どもたちの目はキラキラと
輝いています。
おはなしの世界を楽しむことで子どもたちの想像力が
広がっているように感じます。今後も「わたげの会」の方々
の力をお借りしながら、日々の保育においても絵本に親し
み、読み聞かせや素話などおはなしの時間を大切にするな
かで、子どもたちの想像力を豊かに育んでいきたいと思い
ます。

三鷹南浦西保育園／わたげの会

平成28年度から三鷹赤とんぼ保育園の運営を開始
しました。三鷹赤とんぼ保育園は三鷹市立三鷹台・高
山保育園を統合し、新たに公私連携型民設民営保育園
として当事業団が設立した保育園です。これも皆さま
のお力添えがあってこそと、心より感謝しております。
また、公設民営で運営してまいりました三鷹市立南
浦西保育園も今年度から公私連携型民設民営保育園と
なり、名称を三鷹南浦西保育園として運営を始めまし
た。これにより事業団が運営する公私連携型民設民営
保育園は５園となりました。各園とも保育の質を確保
し、更なる向上に向けて三鷹市と連携し、保育事業を
充実してまいります。
母子生活支援施設三鷹寮については、引き続き利用
者の生活支援、自立支援、子どもへの支援を実施して
いきます。
一方、高齢者福祉事業では、三鷹市井の頭地域包括
支援センター及びヘルパーステーションはなかいどう
による三鷹市介護予防・日常生活支援総合事業の推進
をはじめ、指定居宅介護支援事業所による医師会・歯
科医師会・薬剤師会・介護事業所等との連携、在宅福

祉サービス事業では短時間サービスの本格事業化な
ど、より利用しやすいサービスの提供に努めてまいり
ます。老人保健施設はなかいどうにつきましても、利
用者一人ひとりへのリハビリテーションの充実などを
通じて、在宅復帰に向けた取り組みを引き続き進めて
まいります。
こうした取り組みを推進し、更なるサービスの向上
を図るため、当事業団の組織を本部事務局・高齢者福
祉部・児童福祉部の３部に改編しました。合わせて、
児童福祉部内に施設間の一層の連携と効率的な運営を
推進するため、児童支援室を新設いたしました。引き
続き、利用者の皆さま、地域
の皆さまからの信頼を得ら
れる事業展開を目指してま
いりますので、ご支援ご厚情
を賜りますよう宜しくお願
い申し上げます。

社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団
理事長　津端　修

理事長挨拶

三鷹赤とんぼ保育園の概要

①所 在 地　三鷹市牟礼３- ９- ３

②建　　物　鉄骨造地上２階建て
　　　　　　延床面積　1,103.97㎡
　　　　　　園庭面積　　530.02㎡

③保育理念　子どもの力を信じ、一人ひとりと
　　　　　　向き合い生きる力の基礎を育む

④園児定員　０歳児　　12人
　　　　　　１歳児　　20人
　　　　　　２歳児　　24人
　　　　　　３歳児　　25人
　　　　　　４歳児　　25人
　　　　　　５歳児　　25人
　　　　　　合　計　 131人

正　門

保育室

階　段

4

介護予防・日常生活支援総合事業について

～生活行為向上訓練の取り組み～
より充実した人生を送るためのリハビリテーション

●介護保険の要支援認定を受けた方に対する介護予防
訪問介護（ホームヘルプサービス）・介護予防通所介護
（デイサービス）は「総合事業」に移行し、市の事業（サー
ビス）として実施します。

三鷹市井の頭地域包括支援センター（井の頭地区担当）　 0422-44-7400連絡先

三鷹市では、平成28年度から介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。

●要支援認定を受けていない高齢者が介護予防訪問介
護・介護予防通所介護のみの利用を希望する場合は、
お住まいの担当地域包括支援センターの窓口で「み
たか日常生活チェックシート」に回答します。条件
に該当する場合は、要支援の認定を受けずにサービ
スを受けることができるようになりました。
●要介護認定（要介護１以上）を受けている方のサービ
スについては、変更はありません。介護予防訪問介
護・介護予防通所介護以外のサービス（福祉用具貸与
等）はこれまで通り要介護・要支援認定を受けて利
用します。

詳しくは各地域包括支援センター、または三鷹市役所高齢者支援課までお問い合わせください。

また、パンフレットも同窓口にて配布しています。

足が不自由な方でも洗濯物を扱えるようにする訓練です。

ペットボトルキャップを利用した地図ゲーム（左）と数字ゲーム
（右）は独自に作成した脳のトレーニングプログラムです。

利用者がよく行っていたアイロン掛け作業を取り入れた
リハビリテーションプログラムです。

老人保健施設はなかいどうでは、ご病気や障がいを持ちながらも、お一人お一人が人生を満喫し、その方らしい
人生が送れるよう、毎日の生活を充実させるためのリハビリテーションに力を入れています。
リハビリテーション専門スタッフによる訓練はもとより、施設での様々な日常生活場面で、それぞれの方の生活
に沿った独自のプログラムを考えて実践しています。
日々、お一人お一人の人生に寄り添いながら、全ての職員が専門性を活かして取り組んでいます。
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子どもたちが大好きな「ごっこ遊
び」。子どもたちは、遊びの中で、レストランごっこや遠
足ごっこ、洗濯遊びなど、色々なごっこ遊びを楽しんでい
ます。先日は、4・5歳児クラスの子どもたちの遊びが盛
り上がり、それぞれで楽しんでいた遊びにお互いを招待し
て、一緒に楽しみました。「飴屋さんをやりたいな。」「お花
を作ってブーケにしたい。」「お客さんがいっぱい来るかも
しれないから、たくさん作ろう。」など、自分のやりたいこ
とを考え、友だちと相談をし、お店に必要なものの準備を
しました。店員さんやお客さんになってやり取りを楽し
んでいました。
これからも、異年齢の子どもたち

が、一緒に遊ぶ経験を大切にしていき
たいと思っています。

第三小学校との交流の一つとして年長児の「なりきり体
験」があります。一年生になることに期待が膨らむ一方、
どんなことをするのかな？と少し不安
な気持ちを持っている子もいます。
実際に小学校に行き、学校の中を案
内してもらったり、ランドセルを背負
わせてもらったり、絵本を読み聞かせてもらったり…一年
生になったらできる楽しいことをたくさん体験させても
らいます。一年生が作った紙コップのけん玉や朝顔の種
のお土産に笑顔満開！！
このように「なりきり体験」を通して、小学校入学がとて
も楽しみになります。第三小学校と隣接しているよさを
活かして交流を継続していきたいと思っています。

三鷹西野保育園／
ごっこ遊び楽しかったよ！
～異年齢交流を通して～

三鷹ちどりこども園／ なりきり体験

三鷹駅前保育園／一時保育・トワイライトステイ

三鷹駅前保育園では、0･1･2歳児クラスまでの『乳児保
育園』と『一時保育・トワイライトステイ事業』、『親子ひろ
ば事業』を行っています。
一時保育･トワイライトステイ事業は、市内の生後３か

月から小学生までのお子さんがお申し込みいただけます。
利用可能時間は8:00 ～ 22:00（日祝は19:00）、年末年始
の12/31 ～ 1/3を除くほぼ一年を通して利用理由にかか
わらずお預かりしています（定員あり）。
送迎時に体調を含めたご家庭や利用時の様子などを保

護者の方と共有することで、より安心して過ごせるように
配慮しています。また、年齢や興味などに合わせて部屋や
コーナーを分けて過ごしたり、同じビル内の保育園へ遊び
に行く時間をつくることで一人ひとりに合わせた遊びを
提供しています。利用年齢に幅があるため、異年齢の関わ
りを大切にした保育を行って
います。ゆったりとした環境
の中でお子さんと保護者の方
が安心してご利用いただける
保育を心掛けています。

保育園・こども園より

毎月１回、「わたげの会」の方々が来園
し、幼児クラス（3.4.5歳児）に童話や昔
話などいろいろなおはなしを聞かせて
くれます。「わたげの会」は子どもたちに
おはなしの楽しさを届ける活動をしている三鷹市のボラ
ンティアサークルです。
「♪ろうそくポン　ろうそくポン　これからはじまるお
はなしかい♪」の歌で「おはなし」の世界が始まります。
まずは素話です。耳から入る言葉だけを頼りに、想像の
世界を自由に広げられる素話には、絵本とは違った面白み
があります。昔話や創作話、楽しい話、悲しい話、奇想天
外な話に、子どもたちはシーンと息をひそめたり、笑った
り…。おはなしが終わると「あ～、よかった」とハッピーエ
ンドに安堵する姿も見られ、おはなしの世界にどっぷりと
入り込んでいます。手遊びなどをした後は絵本のおはな
し。慣れ親しんだ絵本でも子どもたちの目はキラキラと
輝いています。
おはなしの世界を楽しむことで子どもたちの想像力が
広がっているように感じます。今後も「わたげの会」の方々
の力をお借りしながら、日々の保育においても絵本に親し
み、読み聞かせや素話などおはなしの時間を大切にするな
かで、子どもたちの想像力を豊かに育んでいきたいと思い
ます。

三鷹南浦西保育園／わたげの会

平成28年度から三鷹赤とんぼ保育園の運営を開始
しました。三鷹赤とんぼ保育園は三鷹市立三鷹台・高
山保育園を統合し、新たに公私連携型民設民営保育園
として当事業団が設立した保育園です。これも皆さま
のお力添えがあってこそと、心より感謝しております。
また、公設民営で運営してまいりました三鷹市立南

浦西保育園も今年度から公私連携型民設民営保育園と
なり、名称を三鷹南浦西保育園として運営を始めまし
た。これにより事業団が運営する公私連携型民設民営
保育園は５園となりました。各園とも保育の質を確保
し、更なる向上に向けて三鷹市と連携し、保育事業を
充実してまいります。
母子生活支援施設三鷹寮については、引き続き利用

者の生活支援、自立支援、子どもへの支援を実施して
いきます。
一方、高齢者福祉事業では、三鷹市井の頭地域包括

支援センター及びヘルパーステーションはなかいどう
による三鷹市介護予防・日常生活支援総合事業の推進
をはじめ、指定居宅介護支援事業所による医師会・歯
科医師会・薬剤師会・介護事業所等との連携、在宅福

祉サービス事業では短時間サービスの本格事業化な
ど、より利用しやすいサービスの提供に努めてまいり
ます。老人保健施設はなかいどうにつきましても、利
用者一人ひとりへのリハビリテーションの充実などを
通じて、在宅復帰に向けた取り組みを引き続き進めて
まいります。
こうした取り組みを推進し、更なるサービスの向上
を図るため、当事業団の組織を本部事務局・高齢者福
祉部・児童福祉部の３部に改編しました。合わせて、
児童福祉部内に施設間の一層の連携と効率的な運営を
推進するため、児童支援室を新設いたしました。引き
続き、利用者の皆さま、地域
の皆さまからの信頼を得ら
れる事業展開を目指してま
いりますので、ご支援ご厚情
を賜りますよう宜しくお願
い申し上げます。

社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団
理事長　津端　修

理事長挨拶

三鷹赤とんぼ保育園の概要

①所 在 地　三鷹市牟礼３- ９- ３

②建　　物　鉄骨造地上２階建て
　　　　　　延床面積　1,103.97㎡
　　　　　　園庭面積　　530.02㎡

③保育理念　子どもの力を信じ、一人ひとりと
　　　　　　向き合い生きる力の基礎を育む

④園児定員　０歳児　　12人
　　　　　　１歳児　　20人
　　　　　　２歳児　　24人
　　　　　　３歳児　　25人
　　　　　　４歳児　　25人
　　　　　　５歳児　　25人
　　　　　　合　計　 131人

正　門

保育室

階　段
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介護予防・日常生活支援総合事業について

～生活行為向上訓練の取り組み～
より充実した人生を送るためのリハビリテーション

●介護保険の要支援認定を受けた方に対する介護予防
訪問介護（ホームヘルプサービス）・介護予防通所介護
（デイサービス）は「総合事業」に移行し、市の事業（サー
ビス）として実施します。

三鷹市井の頭地域包括支援センター（井の頭地区担当）　 0422-44-7400連絡先

三鷹市では、平成28年度から介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。

●要支援認定を受けていない高齢者が介護予防訪問介
護・介護予防通所介護のみの利用を希望する場合は、
お住まいの担当地域包括支援センターの窓口で「み
たか日常生活チェックシート」に回答します。条件
に該当する場合は、要支援の認定を受けずにサービ
スを受けることができるようになりました。
●要介護認定（要介護１以上）を受けている方のサービ
スについては、変更はありません。介護予防訪問介
護・介護予防通所介護以外のサービス（福祉用具貸与
等）はこれまで通り要介護・要支援認定を受けて利
用します。

詳しくは各地域包括支援センター、または三鷹市役所高齢者支援課までお問い合わせください。

また、パンフレットも同窓口にて配布しています。

足が不自由な方でも洗濯物を扱えるようにする訓練です。

ペットボトルキャップを利用した地図ゲーム（左）と数字ゲーム
（右）は独自に作成した脳のトレーニングプログラムです。

利用者がよく行っていたアイロン掛け作業を取り入れた
リハビリテーションプログラムです。

老人保健施設はなかいどうでは、ご病気や障がいを持ちながらも、お一人お一人が人生を満喫し、その方らしい
人生が送れるよう、毎日の生活を充実させるためのリハビリテーションに力を入れています。
リハビリテーション専門スタッフによる訓練はもとより、施設での様々な日常生活場面で、それぞれの方の生活

に沿った独自のプログラムを考えて実践しています。
日々、お一人お一人の人生に寄り添いながら、全ての職員が専門性を活かして取り組んでいます。
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ホームページ http://www.mitaka.or.jp/

人びとが健やかに安心して暮らせるよう、公正かつ思いやりのある
サービスを提供することにより、地域における信頼を創造します。

三鷹市社会福祉事業団施設等一覧

  児童福祉部

●児童支援室
　〒181-0002 東京都三鷹市牟礼6-12-30
●三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮
●三鷹西野保育園／TEL：0422（39）7030
　〒181-0016 東京都三鷹市深大寺3-3-10
●三鷹ちどりこども園／TEL：0422（72）9220
　〒181-0012 東京都三鷹市上連雀4-12-26
●三鷹駅前保育園／TEL：0422（79）5441
　〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-30-12
●三鷹南浦西保育園／TEL：0422（40）7551
     〒181-0013 東京都三鷹市下連雀7-2-1
●三鷹赤とんぼ保育園／TEL：0422（40）0600
     〒181-0002 東京都三鷹市牟礼3-9-3

  本部事務局
     TEL：0422（44）5211　　info@mitaka.or.jp
　〒181-0002 東京都三鷹市牟礼6-12-30

社会福祉法人 三鷹市社会福祉事業団社会福祉法人 三鷹市社会福祉事業団

あたたかい
善意を
ありがとう
ございます

昨年度、当事業団及び各事業宛てに多くの皆様よりご寄附をいただきました。

禅林寺龍華会基金 様　介護用ベッド　2,730,240円相当
他ご寄附　16件　151,000 円

2 01 6
21 み

た
か

三鷹赤とんぼ保育園園舎

  高齢者福祉部　

●三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう
　TEL：0422（44）7700　　info-hanakaido@mitaka.or.jp
●三鷹市井の頭地域包括支援センター
　TEL：0422（44）7400　　info-houkatu@mitaka.or.jp
●在宅福祉サービス
　TEL：0422（43）8804　　info-zaifuku@mitaka.or.jp
●はなかいどう指定居宅介護支援事業所
　TEL：0422（76）8815　　info-kyotaku@mitaka.or.jp
●ヘルパーステーションはなかいどう
　TEL：0422（43）8810　　info-station@mitaka.or.jp
　〒181-0002 東京都三鷹市牟礼 6-12-30
●井の頭地域福祉支援センター
　TEL：0422（24）7335　　 info-inokashira@mitaka.or.jp
　〒181-0001 東京都三鷹市井の頭 2-32-30 
　　　　　　 （井の頭コミュニティ・センター新館１階内）

南浦西保育園が公私連携型民設民営園になりました

公設民営で運営してまいりました「三鷹市立南浦西保育園」は、平成
28年４月から公私連携型民設民営保育園となりました。これに伴い、
「三鷹南浦西保育園」と名称を改めました。今後も更なる教育・保育の
質の確保・向上に取り組み、地域における子育て支援を充実させてま
いります。
地域の皆様並びに関係各位の一層のご指導、ご鞭撻をよろしくお願
い申し上げます。


