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新年度はらからの家点描、そして市議会では….。

は法改正により新たな局面を生み

推移していましたが、今年度から

かもし、また問題を露呈しながら

害者自立支援法」は様々な物議を

２００６年に施行された「障

うところです。さらに居住支援で

を施し、ようやくこぎつけたとい

い、人事異動を含む体制整備等々

バーとの個別・集団による話し合

事業検討、市との協議、利用メン

となりました。ここに至るまでに、

と位置づける医療政策の転換を行

大疾病とし、精神疾患を重点疾患

病）に新たに精神疾患を加えて５

患（がん、脳卒中、心臓病、糖尿

『昨年７月厚生労働省は、４大疾

た。(以下全文)

を求める意見書」が採択されまし

理事 総合施設長 伊澤 雄一

出しています。

部屋を有するグルー

退院促進支援(地域移行支援と名

会としても取り組みを深めていた

自立生活の確立(獲得)へのお手伝

くの人々の脱病院、脱施設そして

プホームをフル活用しながら、多

超える人々が精神疾患を抱えてい

最悪の状況であり、３２０万人を

者が３万人を超えるなど先進国で

った。現在我が国では、年間自殺

は４か所

称変更)の法定化と給付事業化な

いを実施します。

の対応体制整備をはじめとした四

る地域生活支援センタープラッツ

変化に対し、相談支援事業所であ

すが、利用されている方々への生

喧噪も一段とという趣ではありま

例年になくあわただしく、現場の

このように、この年度替わりは

こころの健康の危機」と言える状

るとされている。まさに「国民の

景にも、こころの健康の問題があ

上生活などの社会問題の多くの背

力と発展の基盤をなすものであ

る。国民がこころの健康を保持し、

安心して生活ができる社会を実現

するためには、精神保健医療の改

革とこころの健康を守る総合的か

つ長期的な政策の実現が求められ

る。よって、国及び国会に対し、

こころの健康を守り、精神疾患対

策に関する基本理念や施策の基本

事項を定める「（仮称）こころの

健康を守り推進する基本法」の制

定を求めるものである。以上、地

方自治法第

日

東京都国

条の規定により、意

年３月

見書を提出する。

平成

本議会採択による影響が多方面

に及び、こころの健康保持、そし

てこころ病む方々の社会参加、地

域生活支援が大きく進展すること

を強く願う次第です。

―２―

相談支援事業の様変わりや、当

どがその主だったものです。この

苦八苦の日々があります。また今

活支援をより充実していく意気込

る。また、ひきこもり・虐待・路

回の法改正とは別にここ数年間で

みで取り組みを続けて行く所存で

精神疾患対策は、他の先進諸国に

９９

分寺市議会』

２７

況にある。しかしながら我が国の

計画していた事ですが、２か所の

す。

比べ著しく低く、社会の取り組み

の健康にふさわしい精神保健・医

※

地域のトピックスとして捉えて

療・福祉施策がとられていない。

※

練)事業」へと大きくシフトしてい

おくべき事柄として、先の国分寺

心身の健康は、一人ひとりの国民

※

作業所の活動を従来の東京都・国
分寺市の補助事業から、
「就労継続

くこととなりました。名称はさつ

市議会において「(仮称)こころの

の基本的な権利であり、社会の活

も大幅に遅れているなど、こころ

き共同作業所を踏襲しています

健康を守り推進する基本法の制定

支援Ｂ型事業」「自立訓練(生活訓

が、内容や実践のスタイルが変更

２４

２５
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～平成２３
～平成２３年度事業報告～

（相談支援事業、地域活動支援センター事業、退院促進コーディネート事業、指定相談支援事業）
○ 実利用者総数：２
２９０名
（昨年度 ２７７名）
９０
うち 登録メンバー数：１
１１１名
（昨年度 １０１名）
男性：５７
５７名
（昨年度 ５３名）
５７
女性：５４
５４名
（昨年度 ４８名）
５４
平均年齢：４９．１
４９．１歳
（昨年度 ４９．２歳）
４９．１
国分寺市民割合：７
７８％
（昨年度 ７９％）
○ 交流室利用者
延べ人数：５，
５，９
（昨年度 ５，７２９名）
５，９５１名
５１
○ 来所相談・電話相談
延べ人数：８，０５７
８，０５７名
（昨年度 ４，９４８名）
８，０５７
○ 生活支援
延べ人数：７９２
７９２名
（昨年度 ６０９名）
７９２
○ 訪問支援
延べ人数：４２７
４２７名
（昨年度 ４２８名）
４２７
○ 同行支援
延べ人数：１３７
１３７名
（昨年度 １０３名）
１３７
○ プログラム活動
開催回数：１５３
１５３回
（昨年度 １４４回）
１５３
参加メンバー総数：１，４
１，４７９
（昨年度 １，３７９名）
１，４７９名
７９
○ 宅配弁当手配件数
延べ人数：１，６７３
１，６７３名
（昨年度 １，４９７名）
１，６７３
※Ｈ２４年３月３１日時点

由としては、実利用者総数の増加、

談・電話相談がほぼ倍増になった理

度達成できたと言えます。来所相

談支援機能の充実は数字上ある程

談電話を再開したことによって、相

しました。年度当初から午前中の相

ての領域において利用者数が増加

続 的な プログ ラム 開催は 大切 です

を考えている最中です。定期的・継

動開始から数年経ち、今後の在り方

（詳細はプラッツ通信参照）も、活

当事者会「いろいろ話し合おう会」

ラッツが側面から活動支援してきた

ては終了することになりました。プ

割を終えたと考え、プログラムとし

馴染みを見届けた時点で、一定の役

退院促進コーディネート事業のア

が、その時々の優先的なニーズに応

年度、プラッツはほぼ全

フターフォロー支援の増加、指定相

えるという点において、個別支援と

平成

談支援事業に関する相談者の増加

同じく即応性・柔軟性も大切である

安心して利用できる雰囲気につい

と考えます。

等が挙げられます。

プログラム充実については、既存

プログラムの安定化、回数増等が図

ては、交流室の利用マナーの向上を、

みなさまの協力を頂きつつ進めてい

年度にはじま

ったゲームの時間は、参加者の遊具

年度は、毛利職員の異動、松崎職員の入職、サービス等利用計画

年度に向けて～
けて～
年度に

ます。

～平成

への慣れや、参加者同士の交流への

られました。平成

２２

実践していく所存です。

プラッツ 職員一同

ています。これまで以上に、地域の「センター」として必要なことを考え、

充（精神障害者地域移行促進事業）等々、新たな取り組みが多数予定され

地域定着支援の制度化（指定一般相談支援事業）、ピアサポート活動の拡

作成（指定特定相談支援事業）の大幅増数、精神科病院からの地域移行・

平成

24

―３―

２３
２４

1976 年 2 月 25 日第三種郵便物許可（毎週４回月・火・木・金曜日発行）2012 年 5 月 3 日 SSKO 通巻第 8010 号

年度

年度は全ＧＨ合計で

の方も「グループホーム活用

３名含まれて居ます。いずれ

松岡 伸吾

れに当たりました。職員増に

常勤１名と職員数を増強しこ

え、常勤４名、嘱託１名、非

は入退去予定者数増を踏ま

ピア国分寺

グリーンハイツ メビウス

グループホーム 事業報告

ピア国分寺 国分寺コーポ

平成

平成
名とな

型ショートステイ事業」
（以下

名、退去者

りました。３月末時点での利用

ショートステイ）を利用され

入居者

者実数は２０／２５となりま

また、処遇面ではＧＨ合同企画やバ

ス旅行等を通して各ＧＨ利用者間

の交流を図ると共に、グループミー

ティングに担当以外の世話人が参

加する等、全員の顔が見える支援を

―４―

加え、入居直前で入居を見送

思います。

ました。

築いていきたいと

す。前年度は入居者３名、退去

対応できる体制を

また、ショートステイ全体

心がけました。

メンバーにも過不足なく

った方が何名かいたため、結

底し、各世話人が担当 GH 以外の

果として収支は大きく落ち込
みました。

に引き続き、チーム体制をより徹

者６名ですので、総入退去支援

たため、利用者数が大きく伸
の体制で臨む予定です。２３年度

名（前年度８名）

の方がのべ１７２日（前年度

入居者４名、退去者３名。国分

びる結果となりました。地域

ショートステイは依然として

み、１名減の常勤４名非常勤１名

としては、

り近年稀にみる大変忙しい年

１１６日）利用されました。

寺コーポ（定員６名）入居者３

移行へは欠かせない事業です

入居者された方の中にはプ

ニードは高くはらからとして

ンパワーの集中が必要なことを鑑

数は前年度比３００％増とな

度となりました。各ＧＨ（ユニ

名、退去者４名。グリーンハイ

年

ラッツも都から受託している

は何かしらの形で継続してい

展開していくことなります。

度からは新たな枠組みの中で

年度で一旦終了し、

が

ット）の内訳は以下の通りとな 年度からの課題であった地域
ります。ピア国分寺（定員７名） からの短期利用等にも対応し

２２

ツ（定６名）入居者２名、退去
者４名。メビウス(定員６名)入

２４

退院促進コーディネート事業

況及び他部門が新事業に移行しマ

１４

ければと考えています。

居者４名退去者３名です。

２３

（以下タイソク事業）を利用

２３

年度

わりがないことと、法人の収支状

１４

運営体制としては、

２４年度は２３年度程の入れ替

２３

されてＧＨ入居に至った方が

平成 24 年度抱負

１３ ２３

1976 年 2 月 25 日第三種郵便物許可（毎週４回月・火・木・金曜日発行）2012 年 5 月 3 日 SSKO 通巻第 8010 号

さつき共同作業所･第２さつき共同作業所

さんと励んできた訓練事業で

年度を振り返って

まさに自立支援法
（廃案にな
した。しかし、収入が少ないた

平成

ったが続行中）
に振り回された

１年でした。
め、授産会計としては成り立た
「自立」という名のもとに、 ず、新法では運営できなくなり
ました。
東関東大震災の被災地を気

補助金で運営していた作業所
が、
個別給付という利用者負担

にしながらの移行前最後の年

平成

年度に向けて

悪戦苦闘しながら、ニーズに応

できる限りの現状維持ととも
まだまだ、円滑な運営ができ
に、新たな機能を加えて走り出 ておりませんので、日々、皆で
しました。

まず今まで利用されていた えて行けるよう根気よくやり続
方々へ今まで通りできるだけ利 けるのが 年度です。

用できるように、元２つの作業
社会はいろんな人で成り立っ
所を１つにして両方の作業所を ています。どんな状況下でも、

そんな中、何よりも支えてく

るよう、作業関係（就労継続Ｂ）

金発生の事業に変わるため、
結

ようになっていくことになり

れていたのは、色々な変化に戸

だけでなく生活訓練を加えまし

は、大事だった事業に（しばし

ます。
商い感覚が福祉をする者

惑いながらも、一緒にいつもと

た。通うだけでなく、通うこと

果的には自己負担のかかる人

使えるようになりました。働く 支えあい、暮らしやすい生活が
という観点と同時に、生活者と できるサポートをしたいと考え

にとって欠けているのは自覚

変わりなく共に仕事し、過ごし

が困難な方にも同じようなサー

の？）別れを告げることになり

しなければならないものの、
働

てくれた利用者です。そして、

ビスを、しかもできるだけ個々

は少ないものの、
運営側は個々

きたくても働けない状態や環

法律が変わってくれたらと願

に届けられるようにとスタッフ

ました。

境であり、
所得保障もない利用

いながら、数年もの間、何日も

の目的に添うつもりが、
商いの

２４

しての観点を大事にし、どんな ております。 年度もよろしく
ニーズの方でも幅広く利用でき お願い致します。

者の方へ商いはできません。
又

による訪問ができることになり

業は弁当喫茶アザレアの休止

所のあおりを受けた大きな事

れないものがあります。
当作業

個々の利用者の思いも計り知

っての一大事と一緒に悩んで

業所スタッフ達、はらからにと

らパソコンに向かい続けた作

ぎりに、いつもの業務をしなが

返上や終電等、個々の事情ぎり

動で、若くても実力者２名が加

頂きました。はらから内部の異

整備事業を利用して購入させて

年度東京都障害者自立支援基盤

そのため、新車２台、平成

ました。同時に、通所困難な方

利用者が１０６項目の調査を 何日も移行後の色々な方法の
受けなければならないという、 見立てを繰り返し模索し、休日

です。
少なくはありましたがお

くれた他事業スタッフ、理事・

に送迎機能を加えました。

得意様も付き、
多くの利用者と

わりました。

―５―

24

評議員でした。

訪問･送迎に活躍中！

２４

23

多くのスタッフ、
ボランティア

２３

中野 悟
橋本 佐知子
岡本 和子

理事長

収益事業
業
―６―

財 務 部
地域生活支援部

通 所 訓 練 部
部
援
支
住
居

理 事 会
評議員会

事
祉
福
会
社

監

会 計

放置自転車撤去等事業
（国分寺市受託事業）

多機能型
生活訓練

継続Ｂ

精神障害者地域移行体制整備支援事業
精神障害者地域移行体制整備支援事業

さつき共同作業所
さつき共同作業所

多機能型

地域生活支援センター
地域生活支援センター
プラッツ

メビウス
（グループホーム）

グリーンハイツ
（グループホーム）

（グループホーム）

ピア国分寺
ピア国分寺

ユニットピア国分寺
ユニットピア国分寺

ユニット国分寺コーポ
ユニット国分寺
国分寺コーポ

ショートステイ

事

総合施設長
事 務 局
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社会福祉法人はらからの家福祉会 組織図（平成２４年度）
組織図（平成２４年度）
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地域生活支援センター
プラッツ 松崎 里香
さつき共同作業所
大井 弘子

学や福祉など様々な授業そ
して実習を通して興味を持
ちＰＳＷの勉強をしまし
た。スタッフとして自分ら

の毎日で福祉に関するこ
と、特に精神保健福祉の分
野に関することは全然知り
ませんでした。大学で心理

ました松崎里香です。今は
ぷくぷくしていて運動をし
ていた面影はありません
が、中学高校と剣道ばかり

はじめまして４月から新
しくプラッツの職員になり

ますのでよろしくお願い致
します。

いいと思っています。まだ
まだ慣れないことも多く迷
惑を掛けることもあると思
いますが、一生懸命頑張り

に考え悩んだり、何気ない
ことで笑ったり喜んだりす
ることが出来る場所をみな
さんと共に造っていけたら

しく暮らすことが出来るよ
う日々の生活について一緒

４月から法人内のグループホームから作業所に移動にな
りました大井と申します。グループホームでは非常勤とし
て入社し嘱託職員として働いていました。出身は横浜で今
でも横浜が一番好きな場所です。趣味は読書やアロマで長
風呂をしたり映画鑑賞・編み物などまったりするのが好き
です。ものづくりが好きなので作業所での陶芸やビーズや
革細工ができるのを楽しみにしています。覚えなくてはな
らないことが沢山あり最初の内は至らない点が多くご迷惑
をおかけすると思いますが一日も早く仕事を覚えて頑張り
たいと思いますのでよろしくお願いします。

今年の精神保健福祉講座は、上映会

―７―
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＜平成２３年度１１
＜平成２３年度１１月から３月の間に賛助会費をご納入頂いた皆様（順不同
年度１１月から３月の間に賛助会費をご納入頂いた皆様（順不同 敬称略）＞
相澤 和美 赤石 弘子 石川 義博 伊東
片山 ヤエ 川崎 嘉代 加藤 初江 小林
新堀 浜江 鈴木 汎子 鈴木 政彦 高見
中村 典男 服部 洋三 本城 和夫 三浦
山崎 昌子 渡辺 澄子 丹野 章子 藤田
石原 みち子 伊藤 順一郎 伊澤 美枝子
加藤 元一郎 末盛 三枝子 高橋 千恵子
野の花メンタルクリニック 匿名 2 名

紘子
暁子
法孝
香織
英親
江口
中嶋

伊澤 雄一 上賀 祥智
佐藤 久夫 坂田 晴弘
竹内 幸子 塚田 弥生
宮内 禮子 森田 忠雄
山田 正則 窪田 恭
八重子 梶井 由紀子
てる子 野々瀬 悟子

粕谷 嘉子
清水 美子
中嶋 ゆき
山岸 琴美
分島 徹
粕谷 由紀子

敬称略

会員の皆様、本当にありがとうございました。今後ともなにとぞ宜しくお願い致します。

２３年度はらからの家福祉会賛助会決算報告
２３年度はらからの家福祉会賛助会決算報告
支

出

当期繰越金
計

入

賛助会費収入（140 名） 702,500

600,000

法人寄附

合

収
13,910

郵便手数料

単位：円

雑収入(利息)

105,726

前期繰越金

719.636

合

計

5

17.131
719,636

※郵便振替用紙を同封させていただきましたので、平成２４年度賛助会費、何口でも結構
ですのでお振込みいただけると幸いです。会費をご納入いただいた方のお名前を本紙に掲
載させていただいておりますので、匿名希望の場合はその旨通信欄にお書きください。

はらからのホームページ開設しました。

http://harakaranoie.com/
【編集人】社会福祉法人はらからの家福祉会
編集後記
〒185-0021

東京都国分寺市南町 3-4-4

今年度は、はらからの事業に大

ＴＥＬ 042-323-5637

きな変化があり、法改正の動向も
気になるところです。

【発行人】身体障害者団体定期刊行物協会
梅雨の晴れ間が心をホットさ
〒157-0073

東京都世田谷区砧 6-26-21

せてくれると思います

【定 価】¥120
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