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               平成２６年度横浜市栄区生活支援センター事業報告 

 

           

平成２６年度事業計画に基づき次の通り事業を実施しました。 

デイサービス事業では、センターに通所する利用者に対し、面接、電話等による相談支援、夕

食、入浴等の有料サービス及び各種イベント等を実施しました。 

また、地域において単身で暮らす精神障害者の生活を支援する「自立生活アシスタント事業」、

精神科病院に入院している患者の方々の退院促進と退院後の生活を支援する「地域移行・地域

定着支援事業」、施設利用者や施設入所者を対象に、より充実した日常生活を営めるよう支援す

る「計画相談事業」を実施、精神障害者の方々の自立及び社会復帰並びに社会参加の促進を図

るための支援を実施しました。 

 

 

■ 事業内容                                             

１ 開所日数 ：   ３５３日 

２ 登録者数 ：    １，０４５人 （男性 ６３７人、女性 ４０８人） 

３ 来館者数 ：   １０，５８４人 

４ 事業実施状況 

（１） デイサービス事業   

ア．日常生活支援 

     電話相談 ３，４４９件、 面接 １，４１６件、 フリースペース対応 ５３７件 

訪問・同行 ９４件、 その他 ２１件 

             イ．有料サービス  

夕食サービス ４，７８８人、 入浴サービス ９７人、 洗濯サービス １４９人、 

インターネット ３人 

ウ．嘱託医相談 

   相談回数  ３３回   相談者  ９１人 

エ．カウンセラー相談 

   相談回数  １２回   相談者  ４１人 

オ．グループカウンセリング 

   実施回数  １２回   参加者  ８４人 

カ．自主事業 

   ＊定例事業 

誕生会（12 回：169 人）、昼食会（9 回：291 人）、ひだまり参加（12 回：2,400 人）、 

利用者ミーティング（11 回：95 人）、コミュニケーション講座（10 回：52 人）、 

昼カラオケ（19 回：150 人） 

   ＊その他 

いたちまつり（300 人）、納涼会（105 人）、クリスマス会（72 人）、区民まつり（8 人）、 

ソフトボール大会及び練習（5 回：44 人）、花見（8 人）、卓球大会（3 回：37 人）、 

水彩はがき絵教室（3 回 16 人）、初詣（7 人）、ようこそ出会い広場（11 人） 

ふれあい運動会（1 人）、作業所見学会（3 名） 
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  キ．普及啓発活動 

    生活支援センターに対する理解と協力を得るため、関係機関及び団体に対し説明会等

を開催しました。 

    栄区民生児童委員定例会、栄区保健推進委員定例会、小菅ヶ谷敬老会、 

    小菅ヶ谷地域ケアプラザ交流会、福祉の仕事懇談会、障害者週間説明会 

    ハートフルサポーター研修他 

ク．その他 

  ・小菅ケ谷連合自治会町内会、小菅ケ谷地区社会福祉協議会及び小菅ケ谷第１町内

会等のイベントに出席 

・家族会（さかえ会）行事参加及び協力（月例会、新年会、講演会、研修会等） 

・小菅ケ谷地域ケアプラザ及び地域事業所の運営連絡会・協議会及びイベントに参加 

 

（２） 自立生活アシスタント事業 

地域において単身で生活する精神障害者（自立生活アシスタント事業該当者）の方々の

安定した生活を維持出来るよう支援しました。 

支援に当たっては、専任職員だけでなく支援内容により他の職員及び関係機関との連

携、協力のもと事業の充実を図りました。 

 

○登録者数  ２２人 （相談中 ６人） 

○支援内容 

１ 金銭管理（計画性の指導と管理） 

２ 上手な対人関係について(家族関係、友人関係) 

３ 規則正しい生活の維持 

４ 通院同行 

５ 服薬指導及び管理 

６ 住環境整備（部屋の片づけ、引越しの援助、） 

７ 精神の安定 

８ 定期的訪問（生活状況の把握,精神的安定） 

９ 公共機関の各種申請及び相談 

10 借金返済の相談 

11 その他日常生活における問題の相談 

 

（３） 地域移行・地域定着支援事業 

生活支援センター間の連携を取りながら、病院および入院患者に対し退院に向けた不

安を取り除くための普及啓発活動（生活支援センターの事業内容及び各種社会資源の

紹介等）を積極的に進めました。 

また、舞岡病院や相原病院の地域移行・地域定着支援事業の周知活動プログラムに参

加すると共に病院職員及び入院患者との関係強化を図るため昼食会等を継続して行い

ました。 

○支援者数  ４名（相談中  ６名）   

○普及啓発活動実施病院 

    横浜相原病院、舞岡病院、 
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（４） 計画相談事業（指定特定相談支援事業及び指定一般相談支援事業） 

   区福祉保健センターと連携し施設利用者や施設入所者の方々を対象に適切な社会資

源の活用により一層充実し安心した日常生活を過ごせるよう支援しました。 

 

○総件数  ８ 件（特定相談件数 ５件、一般相談件数 ３件） 

 

５ 防災訓練 

＊第１回 自衛消防訓練 

平成２６年８月１８日（水）１３：３０～１４：３０ 

地域ケアプラザ 1 階厨房付近から出火 

 

＊第２回自衛消防訓練 

平成２７年３月１２日（木）１３：３０～１４：３０ 

生活支援センター調理室付近から出火 

 

訓練内容 

（１） 通報、連絡訓練（非常用放送設備・複合火災受信機の確認操作 

（２） 初期消火訓練（火災報知器・消火器・排煙装置設置場所確認及び作動確認 

初期消火訓練等） 

（３） 避難誘導訓練（非常口、避難経路の確認・２階非常口の開錠確認等） 

（４） 消火器の取り扱い実地訓練 

 

■法人及び関係機関等会議 及び 行事 等                             

（１）運営連絡会                                            

◎ 第１回運営連絡会  

日 時 平成２６年４月１１日（金）15：30～17：00  

場 所 小菅ヶ谷地域ケアプラザ 2 階多目的ホール 

議 題 ・平成 25 年度事業報告及び収支決算報告（仮）について 

・平成 26 年度事業計画及び収支決算予算について 

・その他 

    出席者  17 名 

◎ 第２回運営連絡会  

日 時 平成２６年１２月１２日（金）10：30～12：00  

場 所 栄区生活支援センター集会室 

議 題 ・平成２６年度上半期事業報告について 

・その他 

    出席者  12 名 

（２）横浜市、栄区関係 

  ・横浜市生活支援センター施設長会議、 ・各種部会、 ・総合福祉医療センター見学 

  ・自立支援協議会、 ・区福定例会、 ・ネットワーク連絡会、 ・災害特別避難場所連絡会 

・自殺対策分科会、 ・ふれあい交流事業、 ・自殺対策キャンペーン、 ・新年祝賀会 

・指定管理者選定第三者評価、 ・サービス支給決定事務説明会他 
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(３)区社会福祉協議会・地域自治会・事業所等 

・栄区社会福祉大会、 ・さかえ福祉フェスタ、 ・区社協専門機関分科会、  

・実務者連絡会、 ・小菅ケ谷つながるプラン全体会、分科会、 ・移動サービス連絡会、  

・サポートセンター径運営委員会、 ・後見的支援事業報告会、 ・みちくさみち理事会、 

・グリーンコーポ運営委員会、 ・スペースもも運営委員会、 ・精神部会、 ・さかえ会 

・自立生活アシスタント連絡会、 ・コミュニティカフェ会議、 ・とんぼ報告会、 

・小菅ヶ谷地域敬老会、運動会、・障害者週間キャンペーン他 

 

（４）市精連関係 

・市精連理事会、 ・市精連総会、 ・市精連センター連絡会、 ・市精連研修会 

・政党懇談会他 

 

（５）法人関係 

・法人理事会、評議員会、 ・研修委員会、広報委員会、 ・セキュリティ会議 

・ネットワーク統一会議、 ・自己点検・自己評価検討会、 ・個別支援計画検討会他 

 

■ 研修会参加                                                

（１）外部研修 

  ・支援、援助技術関係（１５回）、 ・医療、薬関係（４回）、 ・メンタル、リスク関係（１０回） 

  ・実習指導者関係（３回）、 ・その他、一般関係（１２回）他 

（２）法人関係 

  ・法人研修（１１回）、 ・法人発表会（１回）、 ・センター研修（６回）他 

 

 

■実習生受け入れ                                               

（１）精神保健福祉士関係実習 ： ４回 ４名 

（２）看護関係 ： ５回 １２名 

（３）その他 ： ５回 １３名 

 



（単位　円）

予算額 決算額 差　額 備　　　　考

Ⅰ　収入の部

65,163,000 65,163,000 0

Ａ 0

Ⅱ　支出の部

１　人件費 52,738,000 48,516,170 4,221,830

所長 5,230,000 5,169,210 60,790

常勤職員 24,511,000 23,978,319 532,681 ５名

非常勤職員 9,647,000 7,520,033 2,126,967 ４名

アルバイト 2,479,000 1,703,611 775,389 １名

調理アルバイト 3,000,000 3,250,162 △ 250,162 ５名

嘱託医賃金 802,000 796,288 5,712 ３名

法定福利費 6,120,000 5,192,262 927,738 健康保険、厚生年金他

退職金給与引当金 744,000 768,180 △ 24,180 中退金

福利厚生費 139,000 84,605 54,395 健康診断他

労務厚生費 66,000 53,500 12,500 ハマフレンド

２　施設管理費 5,385,000 6,142,131 △ 757,131

光熱水費 3,175,000 3,519,066 △ 344,066 電気、ガス、水道料金

庁舎管理費 2,000,000 2,372,331 △ 372,331 建物管理費、清掃他

修繕積立金 300,000 300,000 0 大規模修繕積立金

利用者負担金充当金 △ 90,000 △ 49,266 △ 40,734 入浴、洗濯、印刷等有料サービス

３　運営費 3,980,000 5,859,017 △ 1,879,017

旅費 450,000 396,450 53,550 出張旅費

消耗品費 400,000 753,472 △ 353,472 事務用品、日用品他

印刷製本費 250,000 228,956 21,044 コピー代、インク代

修繕費 500,000 748,428 △ 248,428 可動壁、エアコン他

通信運搬費 550,000 772,107 △ 222,107 電話、ネット回線、ＣＡＴＶ他

賃借料 830,000 921,448 △ 91,448 車両、コピー機、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫﾝ他リース代

備品等購入費 350,000 629,730 △ 279,730 パソコン、冷蔵庫、洗濯機他

保険料 100,000 97,880 2,120 施設賠償責任保険

雑費 550,000 1,310,546 △ 760,546 研修費、報償費他

４　本部繰入金 3,060,000 2,940,000 120,000

支出合計 65,163,000 63,457,318 1,705,682

　　　Ａ　利用料収入合計の15％ 0

　　　Ｂ　人件費戻入精算分 4221830

戻入合計 4221830

戻
入
精
算
Ｂ

Ⅲ　戻入精算

３　地域相談支援及び計画相
談支援に要した交通費収入

0

平成26年度　　栄区生活支援センター指定管理料収支決算書
（全体合計分）

自平成26年　4月　1日　　　　至平成27年　3月31日

科目

１　指定管理料　収入

２　利用料収入（給付費）
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               平成２７年度横浜市栄区生活支援センター事業報告 

 

           

平成２７年度事業計画に基づき次の通り事業を実施しました。 

デイサービス事業では、センターに通所する利用者に対し、面接、電話等による相談支援、夕

食、入浴等の有料サービス及び各種イベント等を実施しました。 

また、地域において単身で暮らす精神障害者の生活を支援する「自立生活アシスタント事業」、

精神科病院に入院している患者の方々の退院促進と退院後の生活を支援する「地域移行・地域

定着支援事業」、施設利用者や施設入所者を対象に、より充実した日常生活を営めるよう支援す

る「計画相談事業」を実施、精神障害者の方々の自立及び社会復帰並びに社会参加の促進を図

るための支援を実施しました。 

地域で抱えているひきこもりの問題に、行政・家族会・関係機関と連携し「みんなちがってつな

がる輪」の講演会を開催した。 

 

■ 事業内容                                             

１ 開所日数 ：     354 日 

２ 登録者数 ：    1,035 人 （男性 621 人、女性 414 人） 

３ 来館者数 ：   10,702 人 

４ 事業実施状況 

（１） デイサービス事業   

ア．日常生活支援 

     電話相談 3,169 件、 面接 1,170 件、 フリースペース対応 753 件 

訪問・同行  59 件、 その他  31 件 

             イ．有料サービス  

夕食サービス 4,741 人、 入浴サービス 168 人、 洗濯サービス 142 人、 

インターネット 33 人 

ウ．嘱託医相談 

   相談回数  24 回   相談者  83 人 

エ．カウンセラー相談 

   相談回数  22 回   相談者  58 人 

オ．グループカウンセリング 

   実施回数  12 回   参加者  73 人 

カ．自主事業 

   ＊定例事業 

誕生会（12 回：207 人）、昼食会（9 回：249 人）、ひだまり参加（12 回：2,400 人）、 

利用者ミーティング（12 回：91 人）、コミュニケーション講座（10 回：53 人）、 

昼カラオケ（23 回：162 人）、ピアミーティング（11 回：54 人）、 

   ＊その他 

いたちまつり（600 人）、納涼会（150 人）、クリスマス会（66 人）、区民まつり（18 人）、 

ソフトボール大会及び練習（5 回：44 人）、花見（8 人）、卓球大会（2 回：19 人）、 

水彩はがき絵教室（4 回 22 人）、初詣（7 人）、ようこそ出会い広場（9 人） 
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ふれあい運動会（3 人）、ゲーム大会（12 人）、姫の会（2 回：6 人） 

  キ．普及啓発活動 

    生活支援センターに対する理解と協力を得るため、関係機関及び団体に対し説明会等

を開催しました。 

    栄区民生児童委員定例会、栄区保健推進委員定例会、小菅ヶ谷敬老会、 

    小菅ヶ谷地域ケアプラザ交流会、福祉の仕事懇談会、障害者週間説明会 

    ハートフルサポーター研修、あーすぷらざ職員研修会、小中学校長会他 

ク．その他 

    ・ひきこもり講演会「みんなちがってつながる輪」の開催（120 人） 

・小菅ケ谷連合自治会町内会、小菅ケ谷地区社会福祉協議会及び小菅ケ谷第１町内 

会等のイベントに出席 

・家族会（さかえ会）行事参加及び協力（月例会、新年会、講演会、研修会等） 

・小菅ケ谷地域ケアプラザ及び地域事業所の運営連絡会・協議会及びイベントに参加 

    ・県西地域の精神保健を考える会にて講演を実施 

 

（２） 自立生活アシスタント事業 

地域において単身で生活する精神障害者（自立生活アシスタント事業該当者）の方々の

安定した生活を維持出来るよう支援しました。 

支援に当たっては、専任職員だけでなく支援内容により他の職員及び関係機関との連

携、協力のもと事業の充実を図りました。 

 

○登録者数  25 人 （相談中 3 人） 

○支援内容 

１ 金銭管理（計画性の指導と管理） 

２ 上手な対人関係について(家族関係、友人関係) 

３ 規則正しい生活の維持 

４ 通院同行 

５ 服薬指導及び管理 

６ 住環境整備（部屋の片づけ、引越しの援助、） 

７ 精神の安定 

８ 定期的訪問（生活状況の把握,精神的安定） 

９ 公共機関の各種申請及び相談 

10 借金返済の相談 

11 その他日常生活における問題の相談 

 

（３） 地域移行・地域定着支援事業 

生活支援センター間の連携を取りながら、病院および入院患者に対し退院に向けた不

安を取り除くための普及啓発活動（生活支援センターの事業内容及び各種社会資源の

紹介等）を積極的に進めました。 

また、舞岡病院や相原病院の地域移行・地域定着支援事業の周知活動プログラムに参

加すると共に病院職員及び入院患者との関係強化を図るため昼食会等を継続して行い

ました。 
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○支援者数  11 名（相談中  0 名）   

○普及啓発活動実施病院 

    横浜相原病院、舞岡病院、 

（４） 計画相談事業（指定特定相談支援事業及び指定一般相談支援事業） 

   区福祉保健センターと連携し施設利用者や施設入所者の方々を対象に適切な社会資

源の活用により一層充実し安心した日常生活を過ごせるよう支援しました。 

 

○総件数  10 件（特定相談件数 6 件、一般相談件数 4 件） 

 

５ 防災訓練 

＊第１回 自衛消防（防災）訓練 

平成 27 年 7 月 16 日（木）１３：３０～１４：３０ 

地域ケアプラザ 1 階厨房付近から出火 

 

＊第２回自衛消防訓練 

平成 28 年 2 月 8 日（月）１４：00～１５：３０ 

関東地方に震度 6 の地震発生 

 

訓練内容 

（１） 通報、連絡訓練（非常用放送設備・複合火災受信機の確認操作 

（２） 初期消火訓練（火災報知器・消火器・排煙装置設置場所確認及び作動確認 

初期消火訓練等） 

（３） 避難誘導訓練（非常口、避難経路の確認・２階非常口の開錠確認等） 

（４） 消火器の取り扱い実地訓練 

（５） 災害備蓄品の取扱い、炊き出し訓練 

 

■法人及び関係機関等会議 及び 行事 等                             

（１）運営連絡会                                            

◎ 第１回運営連絡会  

日 時 平成 27 年 4 月 10 日（金）10：30～12：00  

場 所 栄区生活支援センター集会室 

議 題 ・平成 26 年度事業報告、平成 27 年度事業計画について 

・その他 

    出席者  12 名 

（２）横浜市、栄区関係 

  ・横浜市生活支援センター施設長会議、 ・各種部会、 ・総合福祉医療センター見学 

  ・自立支援協議会、 ・区福定例会、 ・ネットワーク連絡会、 ・災害特別避難場所連絡会 

・自殺対策分科会、 ・ふれあい交流事業、 ・自殺対策キャンペーン、 ・新年祝賀会 

・指定管理者選定第三者評価、 ・防災講演会、こころの相談電話連絡会他 

(３)区社会福祉協議会・地域自治会・事業所等 

・栄区社会福祉大会、 ・さかえ福祉フェスタ、 ・区社協専門機関分科会、  

・小菅ケ谷つながるプラン全体会、分科会、 ・移動情報センター推進会議、  
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・サポートセンター径運営委員会、 ・後見的支援事業報告会、 ・みちくさみち理事会、 

・こだちの会運営委員会、 ・スペースもも運営委員会、 ・小菅ヶ谷ケアプラザ運営委員

会、 ・精神部会、 ・さかえ会、・自立生活アシスタント連絡会、・とんぼ報告会、 

・小菅ヶ谷地域敬老会、運動会、・障害者週間キャンペーン他 

 

（４）市精連関係 

・市精連理事会、 ・市精連総会、 ・市精連センター連絡会、 ・市精連研修会 

・政党懇談会、 ・センターあり方検討会他 

 

（５）法人関係 

・法人理事会、評議員会、 ・研修委員会、広報委員会、 ・セキュリティ会議 

・ネットワーク統一会議、 ・自己点検・自己評価検討会、 ・個別支援計画検討会他 

 

■ 研修会参加                                                

（１）外部研修 

  ・支援、援助技術関係（14 回）、 ・医療、薬関係（3 回）、 ・災害関係（7 回）、 

  ・メンタル、リスク関係（１０回）、 ・その他、一般関係（17 回）他 

（２）法人関係 

  ・法人研修（13 回）、 ・法人発表会（１回）、 ・センター研修（5 回）他 

 

■実習生受け入れ                                               

（１）精神保健福祉士関係実習 ： 2 回 3 名 

（２）看護関係 ： 4 回 9 名 

（３）その他 ： 2 回 6 名 
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