
 

横浜市精神障害者生活支援センター 

指定管理者選定委員会（第２回） 

 

「神奈川区生活支援センター」・「磯子区生活支援センター」応募法人 

によるプレゼンテーション、ヒアリング 

 

 

 日時：平成２２年６月１６日（木）      

１４時００分から１７時００分（予定）    

場所：横浜市庁舎７階 ７Ａ会議室       

 

次  第 

  

１ 配布資料説明 

 

 

 

 ２ 神奈川区生活支援センター応募法人（財）横浜市総合保健医療財団による 

プレゼンテーション、ヒアリング 

 

 

 

 

    

 

 

 

 ３ 磯子区生活支援センター応募法人（財）横浜市総合保健医療財団による 

プレゼンテーション、ヒアリング 

 

 

 

 

 

     

    



財団法人横浜市総合保健医療財団

神奈川区精神障害者生活支援センター
指定管理者公募 面接審査 資料



1．私たちの目指す支援

2

地域の中で自分の生活のスタイルを
自分で決めていける暮らしができる

これを実現するためには、
地域保健福祉推進の中核施設となる生活支援センターによる支援が不可欠

様式2-2、2-3 p3について説明します。



3

2．ワンストップサービスの拠点

様式2-3 p4について説明します。



2．ワンストップサービスの拠点

4

受けとめること

そしてつなぐこと

様式2-3 p4について説明します。



3．アウトリーチ型支援

5

来館を待つだけのスタンスではなく、
積極的に訪問・同行を行える活動を

実践していきます

様式2-3 p4、様式2-4 p5について説明します。



6

4．ケアマネジメント手法にもとづく相談支援

様式2-3 p2-3、様式2-4 p3,4,6について説明します。



4．ケアマネジメント手法にもとづく相談支援

「今」と「将来」を結び付ける
ケアカンファレンス、個別支援計画

「今」と「将来」を結び付ける
ケアカンファレンス、個別支援計画

7

自分自身で自分の力を見つけること
エンパワーメント・リカバリーの実現

様式2-3 p2-3、様式2-4 p3,4,6について説明します。



5．地域交流・地域連携

8

地域ケアプラザでの講演地域ケアプラザでの講演
活動活動

様式2-3 p5、様式2-4 p8-9について説明します。

町内のお祭りに参加町内のお祭りに参加

クリスマス会クリスマス会



ボランティア活動ボランティア活動

6．自主事業

9

復職サポートプログラム復職サポートプログラム
修了者に対するフォロー修了者に対するフォロー

アップ事業アップ事業

スポーツ活動スポーツ活動

様式2-4 p10-12について説明します。



7．家族への支援

10

家族講座の様子家族講座の様子

●家族セルフヘルプグループ支援
●退院促進支援事業における家族支援

様式2-3 p8、様式2-4 p13-14について説明します。



8．普及啓発

11

生活支援センターでの生活支援センターでの
普及啓発普及啓発

1010周年記念講演会周年記念講演会

様式2-3 p5、様式2-4 p15-16について説明します。

センター便り・センター便り・
あしもとからあしもとから



９．ピア活動

12

職員の
教育育成

利用者へ
のピア活
動啓発

ピア活動
実践

利用者向
け研修

ピア活動
の普及

ピア活動における利用者の主体性を尊重します。

ピア活動から見えてくる「気づき」から
利用者と職員のパートナーシップを「築き」ます。

様式2-3 p7、様式2-4 p17-20について説明します。



13

退院促進の啓発退院促進の啓発 「病院巡業」「病院巡業」

1０.退院促進支援事業

様式2-3 p6、様式2-4 p21-23について説明します。



1０.退院促進支援事業

14

ケアマネジメント手法にもとづく支援

病院巡業等の普及啓発

入院患者向けプログラムの実践

神奈川区生活支援センター
退院促進支援普及イメージキャラクター
たいそくん

様式2-3 p6、様式2-4 p21-23について説明します。



1１.自立生活アシスタント

15

横浜市総合保健医療センターでの
ノウハウを活かして支援を実施します。

様式2-4 p24-25について説明します。



以上になります。

ご清聴ありがとうございました
16



財団法人横浜市総合保健医療財団

磯子区精神障害者生活支援センター
指定管理者公募 面接審査 資料



１．私たちの目指す支援

地域の中で自分の生活のスタイルを
自分で決めていける暮らしができる

これを実現するためには、
地域保健福祉推進の中核施設とな
る生活支援センターによる支援が
不可欠

2 様式2-2、2-3 p3について説明します。



2 ．ワンストップサービスの拠点

3

受けとめること

そしてつなぐこと

様式2-3 p4について説明します。



バーカウンターでの
生活場面面接の様子

4

ケアカンファレンスの
様子

様式2-3 p2-3 様式2-4 p2,3,5について説明します。



3．ケアマネジメント手法にもとづく相談支援

「今」と「将来」を結び付ける
ケアカンファレンス、個別支援計画

「今」と「将来」を結び付ける
ケアカンファレンス、個別支援計画

5

自分自身で自分の力を見つけること
エンパワメント・リカバリーの実現

様式2-3 p2-3 様式2-4 p2,3,5の内容について説明します。



6

一か月以上利用がない方への
電話等で様子確認

様式2-4 p1の内容について説明します。



4 ．アウトリーチ型支援

7

来館を待つだけではない、
積極的な訪問・同行活動の実践

様式2-3 p4、様式2-4 p5 について説明します。



5．自主事業

8

・生活体験の拡大
・生活力を高める

サークル活動

サークル活動の様子 プログラムの様子

様式2-4 p8-9 の内容について説明します。



6．就労相談

職場開拓職場開拓

就労のための訓練等就労のための訓練等

就
職

就
職

職場環境との調整職場環境との調整

職業生活の安定職業生活の安定

9

生活支援の一環として「職業生活」の
フォローアップ

様式2-3 p9、様式2-4 p4 の内容について説明します。



10

7．家族への支援

家族等との同居家族等との同居
399399 54.454.4％％

単身
239 32.6％

施設
79 10.8％

不明
12 1.6％ 入院中

4 0.5％居住実態
（Ｈ21年度）

居住実態
（Ｈ21年度）

様式2-3 p8、様式2-4 p10-11 の内容について説明します。



7．家族への支援

11

・家族相談
・家族教室
・家族会との連携

家族教室の様子

様式2-3 p8、様式2-4 p10-11 の内容について説明します。



15%

20%

25%

30%

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

気分（感情）障害等の方の利用が
増加傾向にあります。

気分（感情）障害等の方の利用が
増加傾向にあります。

12

磯子区生活支援センターの
気分（感情）障害等の方の

来館者に占める割合

8．「うつ」の方とその家族への支援

様式2-3 p9、様式2-4 p9,10 の内容について説明します。



8．「うつ」の方とその家族への支援

13

当事者同士の交流会も実施していきます

様式2-3 p9、様式2-4 p9,10 の内容について説明します。

うつ病家族教室 うつ病家族教室・家族交流会
チラシ



9．地域交流・地域連携

14

地域ケアプラザとの共催地域ケアプラザとの共催
による勉強会による勉強会

磯子区社会福祉協議会との磯子区社会福祉協議会との
共催による共催による

ボランティア講座ボランティア講座

様式2-3 p5、様式2-4 p7の内容について説明します。



10．普及啓発

15

感謝祭でのバザー感謝祭でのバザー

感謝祭の様子感謝祭の様子

作成しているチラシ作成しているチラシ

様式2-3 p5、様式2-4 p12-13の内容について説明します。



11．ピア活動

16

ピア活動から見えてくる「気づき」から
利用者と職員のパートナーシップを「築き」ます。

ピア活動における利用者の主体性を尊重します。

職員の
教育育成

利用者へ
のピア活
動啓発

ピア活動
実践

利用者向
け研修

ピア活動
の普及

様式2-3 p7、様式2-4 p14-17の内容について説明します。



12.退院促進支援事業

17

神奈川区生活支援センターの
ノウハウを活かした支援を実施します。

・入院患者プログラム
・病院巡業

様式2-3 p6、様式2-4 p18-20の内容について説明します。



13.自立生活アシスタント

18

横浜市総合保健医療センター 生活訓練の
ノウハウを活かした支援を実施します。

・ケアマネジメント手法にもとづく支援
・精神科医によるバックアップ

様式2-4 p21-22の内容について説明します。



以上になります。
ご清聴ありがとうございました19

感謝祭の写真感謝祭の写真



横浜市精神障害者生活支援センター指定管理者選定委員会（第２回） 議事要旨 

議    題 別添「次第」のとおり 

日    時 平成２２年６月１６日（水）１４時００分から１６時００分まで 

開 催 場 所 横浜市庁舎７階 ７Ａ会議室 

出 席 者 

【委員】   伊東委員、米倉委員、浅野委員、髙野委員、上甲委員 

【事務局】  齋藤障害支援課長、鈴木在宅支援係長、岸職員、市川職員 

【応募法人】 敬省略 

（神奈川区生活支援センター）（財）横浜市総合保健医療財団：竹本、鈴木、片柳 

 （磯子区生活支援センター ）（財）横浜市総合保健医療財団：久保、藤島、村上 

欠 席 者 な し 

開 催 形 態 一部非公開  

傍聴者（定員） ５名（５名） 

議   事 

１ 配布資料説明   

 事務局より、「採点表」および添付資料「第三者評価結果一覧」について、各委員に説明した。 

 

２ 神奈川区生活支援センター応募法人（財）横浜市総合保健医療財団によるプレゼンテーショ 

ン、ヒアリング  

 

（主なヒアリング内容） 

・後見的支援の充実とは具体的にどのようなことを想定しているか。 

・後見的支援の窓口として、生活支援センターはどのような役割があり、支援が必要であると考える

か。 

・利用者の高齢化への対応とは具体的には 

・地域ケアプラザを借りて行っている「居場所づくり支援」の今後の方向性について 

・利用者の高齢化（65歳以上）対応の一環としての地域ケアプラザとの連携は必須かと思うが、 

現状ではまだまだ十分とはいえないのではと思う。   

・利用者ミーティングの開催状況、あり方について 

・生活支援センターＢ型にないＡ型ならではの特徴というものはどういった部分であると考える 

 か。 

・財務状況について、毎年指定管理料を超過して執行しているが 

・精神保健ボランティア団体との連携状況はどうか 

・職員研修について 

 

３ 磯子区生活支援センター応募法人（財）横浜市総合保健医療財団によるプレゼンテーション 

ヒアリング 

（主なヒアリング内容） 

・磯子区という地域をどういう地域であると考えるか 

・生活支援センターを利用していない層への働きかけをどのように考えているか。 

・親御さんの高齢化への対応、ケアプラザとの連携方法について 

・家族支援を前面に打ち出しているが具体的な支援方針について 

・広報誌「うぇるかむ」の反響はどうか 

・経費執行の効率性ということで何か提案はあるか 



・後見的支援の充実とは具体的にどのようなことを想定しているか。 

・後見的支援の窓口として、生活支援センターはどのような役割があり、支援が必要であると考える

か。 

・利用者の高齢化への対応とは具体的には 

・地域ケアプラザを借りて行っている「居場所づくり支援」の今後の方向性について 

・利用者の高齢化（65歳以上）対応の一環としての地域ケアプラザとの連携は必須かと思うが、 

現状ではまだまだ十分とはいえないのではと思う。   

・利用者ミーティングの開催状況、あり方について 

・生活支援センターＢ型にないＡ型ならではの特徴というものはどういった部分であると考える 

 か。 
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