
平成 19 年度 事業計画書  

 横浜市栄区生活支援センター 

            

  

◎運営方針に関する計画 

  

目的  

地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、相談、地域における交流の促

進等を実施することにより、精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進

を図ります。 

 

施設機能・援助方針 

         関係機関との連携に基づき、相談業務、食事・入浴・洗濯サービス等を実施し、

地域で生活を営む精神障害者の不安や悩みの解消、日常生活に即した助言指

導等を実施します。 

また、利用者間・家族・ボランティア・地域住民との対人交流等を通し、再発を

予防し精神障害者の地域社会での生活が継続できるよう支援します。 

障害者自立支援法規定の「地域活動支援センター」として、医療・福祉及び地

域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に

対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施します。 

「指定相談支援事業者」として入所・入院から地域生活へ移行する人や単身生

活をしていて自ら適切なサービス調整ができない人の地域生活移行のための支

援を行います。 

  

◎ 職員配置等に関する計画 

 

 職員配置及び業務分担 

  次の職員で対応していきます。 

 

職種 資格 主な業務分担 

所長  業務総括 

運営連絡会 

本部、横浜市との連絡調整  

第三者評価、自己評価   

常勤職員Ａ 相談支援専門員 家族支援関係業務 

ボランティア関係業務 

精神保健福祉普及啓発 

実務者連絡会、ネットワーク会議、障害者地域

部会、支援センター連絡会幹事会 

常勤職員Ｂ 相談支援専門員 予算決算 

経理 



物品備品購入 

郵券管理 

各種有料サービスの管理 

家族関係業務 

常勤職員Ｃ 精神保健福祉士 

相談支援専門員 

 

利用者関係業務 

市精連関係 

実習生指導 

庶務事務 

写真同好会支援 

非常勤職員Ａ  地域交流事業 

家族会関係業務 

ボランティア関係業務 

市こころの相談連絡会 

市精連関係 

ソフトボール同好会支援 

非常勤職員Ｂ 精神保健福祉士 パソコン教室 

ホームぺージ管理 

就労関係業務 

利用者関係業務 

地域交流関係業務 

卓球同好会支援 

ソフトボール同好会支援 

非常勤職員Ｃ 精神保健福祉士 就労関係業務 

ボランティア関係業務 

テニス同好会支援 

園芸同好会支援 

統計業務 

アルバイト 精神保健福祉士 衛生管理 

団体利用 

文書関係業務 

利用者関係業務 

写真、園芸同好会支援 

 

調理パート…夕食の料理に従事します。4 名で、各日 1 人が勤務します。 

嘱託医…横浜舞岡病院や寿共同診療所等の精神科医師 4 名。精神科嘱託医相談に従事し

ます。相談は月 4 回（各 1 名）実施します。 

ボランティア…イベント開催時に適宜来ていただきます。 

 

 

 

 



◎ サービス提供計画 

 

つぎの援助・支援等を実施します。 

 

① 精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加のための施設の提供 

   次のとおり開館し、施設提供をします。 

利用時間：午前９時～午後９時 

休館日：毎月第２月曜日（祝祭日にあたる場合は翌日が休館日） 

    

② 精神障害者に対する入浴、食事、洗濯その他のサービスの提供 

◇食事サービス 

開館している毎日、夕食サービスを行います。料金は1食400円または特別メニュ

ー500 円。予約は当日 14：30 までに申し込みます。 

  ◇入浴サービス 

1 回 100 円で開館時間中入浴できます。タオル、ドライヤー、石鹸は用意してあり

ます。シャンプーも実費でお分けします。 

◇洗濯サービス 

       1 回 100 円で洗濯機、乾燥機の利用ができます。洗剤は各自で用意しますが、実

費でもお分けします。 

 ◇インターネットサービス 

10 分間 10 円でインターネットが利用できます。 

 

③ 精神障害者の日常生活に関する相談及び情報の提供 

◇相談 

開館時間中はいつでも相談に応じます。相談に応じるのは職員で、専門的な分野に

ついては関係機関を紹介します。 

また、精神科嘱託医の相談を月に 4 回、予約制にて実施します。 

◇ 情報提供 

支援センターで収集した日常生活に関するものや制度等の情報を掲示します。 

また、こういう情報がほしいという要望があれば調査して個別に提供します。インターネ

ット利用（有料）で情報収集もできます。 

  

④ 地域における精神障害者の自主的な活動に対する支援 

    支援センターを利用している人の自主的な同好会活動を支援します。卓球同好会 

テニス同好会、写真同好会、ソフトボールクラブ、園芸の会の活動支援を図る中で、 

ペアリングによるピアサポート育成をしていきたい。 

 

⑤ 地域における精神障害者との交流の機会の提供 

    同建物内の地域ケアプラザと協同し、月に 1 回世代間交流事業「ひだまり」を、年に 1

回「いたちまつり」を開催します。地域の人や子供たちが多勢来所して利用者との交流を

図ります。 

また、支援センター独自でも関係機関と連携し、納涼会やクリスマス会を開き、地域の



人にも参加してもらい利用者との交流をします。 

   区主催の「区民まつり」、区社協主催の「ようこそ出会いの広場」に、利用者とともに参加

し、物販・施設紹介・精神保健福祉啓発をしながら交流を図ります。 

   その他、ボランティアとの交流は各種イベントを通して行います。 

 

⑥ 精神障害者の家族の日常生活に関する相談及び家族間の交流に対する支援 

    当事者だけでなく職員や嘱託医による家族の相談を受けます。とくに年数回は精神科

医を囲んでの家族ミーティングを開催し、家族間交流や悩み・相談事の解消を図ります。

また、家族向けの講演会や勉強会を関係機関と連携し開催、知識の習得や交流を行い

ます。 

    区家族会「さかえ会」の毎月の役員会・定例会の会場として支援センターを利用しても

らい、常に顔の見える関係作りをします。 

 

⑦ 精神保健福祉ボランティアの養成と交流に対する支援 

    精神保健福祉ボランティア講座やフォローアップ講座を関係機関と共催で開催します。

フォローアップ講座ではボランティア間の交流も企画します。また、支援センターのイベン

トに参加してもらい利用者との交流も図ります。 

  

⑧  精神保健福祉市民グループへの活動支援 

    栄区にはボランティアグループや小規模通所授産所等の母体であるＮＰＯ法人がかな

りあります。支援センターの場所を会合等に利用してもらったり、運営委員として参加し

たりします。又、相互に活動等の協力をして行きます。 

 

⑨  精神障害者の就労支援 

    就労講座や就労相談を実施します。また、特例子会社の見学会や体験実習の世話も

していきます。就労援助機関の紹介や同行を行なったり、就労支援センターと連携をとり

様々な就労支援も行ないます。 

 

⑩  地域における精神障害者に対する訪問・同行事業の実施 

    本人や関係機関の要請により訪問・同行を実施します。部屋の整理整頓・引越しの仕

方、受診同行・買い物同行等を行ないますが、代行するのではなく本人には教えていき

ます。また、安否確認や現状確認等で必要な場合は本人や施設を定期にあるいは随時

に訪問します。 

 

⑪  障害に対する理解促進を図るための普及啓発等事業の実施 

    区役所等の関係機関と共催で、精神保健福祉の普及啓発講演会を実施します。「区民

祭り」参加や「ひだまり」等の地域交流事業の中でもパンフレット等で啓発を行なっていき

ます。 

 

⑫ 指定相談事業者としてのケアマネジメント 

「指定相談支援事業者」として、専門相談員 3 人を配置し、地域生活移行への支援を

します。 



⑬ その他、支援センターの設置目的を達成するために必要な事業 

 ・利用者ニーズの把握 

   利用者ミーティングを月１回開催し、利用者の意見を反映した快適的な生活支援センタ

ーの実現、サービスの向上を目指します。また、つぶやきＢＯＸ（意見箱）を設置し普段の

かかわりの中から意見を汲み取ります。 

 ・実習生受け入れ 

   精神保健福祉士や精神障害者ホームヘルパー養成の課程での実習を受け入れます。

実習をとおして精神障害の理解も深まり、利用者にとっても職員と違う人が入ることによ

って交流の幅が広がります。 

 ・ホームページの開設 

   ホームページを開設し施設紹介や精神保健福祉の普及啓発をしています。毎月の支援

センター便りも掲載し、取りに来られない人のために便宜を図っています。 

 ・グループカウンリングの実施 

   当初は月１回カンセラーを中心に皆が集まってのグループカンセリングを行ないます。必

要によっては個別のカンセリングも実施していきます。 

 

 ◆イベントとしては、毎月実施の 

「誕生会」＝月１回登録者の中からその月の誕生月の人に案内状を出し、他の利用者と

ともに誕生をお祝いします。歌や寸劇、会費の１００円でケーキを食べたり

します。 

「夕食会」＝月１回実施。３００円ぐらいの安価で、未登録の人も参加できます。 

「昼食会」＝区内関係施設と合同の昼食会と週末倶楽部の昼食会をそれぞれ月１回実

施します。合同では施設間相互の交流が図れます。 

「世代間交流ひだまり」＝毎月第４土曜日に１階の地域ケアプラザと共催で開きます。演

奏会や踊り等のイベント、キッズコーナー、安価な昼食提供、おやつ、お

楽しみ手作り等を子供からお年寄りまで、障害の区別なく 

      参加できます。 

「週末倶楽部」＝みんなで集まって昼食に何を食べるか、または何をするかを自分達で

決めて一致協力して実行します。 

  「利用者ミーティング」＝月１回みんなで集まって意見交換をします。支援センターに対す

る意見や利用者へのお願い事等話し合います。 

 

 ◆月々のイベントとしては、 

「お花見ウオーキング」＝４月にお花見をかねて鎌倉などを散策します。 

「いたちまつり」＝６月に１階の地域ケアプラザと共催で、フリーマーケット・演芸ステー

ジ・物販・キッズコーナー・喫茶交流サロン・福祉機器展示等を行ないま

す。 

「納涼会」＝７月に区内の関係施設と共催で花火大会やすいか割り等の納涼イベントを

実施します。また、豪華な夕食をみんなで楽しみます。 

「バーベキュウ大会」＝9 月に上郷森の家でバーベキュウを行ないます。区内の施設の

利用者やボランティアさんも参加し、交流を図ります。 

「バスハイク」＝秋に福祉バスで近郊の行楽地へ行きます。区の生活教室等も参加しま



す。 

「区民祭り参加」＝11 月に区主催の区民祭り行事に利用者とともに参加します。フリーマ

ーケットで物販をするとともに精神保健福祉の周知をし、地域交流を図り

ます。 

「合同クリスマス会」＝12 月に区内関係施設と共催で開催します。豪華な食事と演芸、抽

選会等を楽しみます。 

「正月イベント」＝初詣や百人一首、書初め、映画、紅白歌合戦、福笑い等を行ないま

す。 

「節分行事」＝2 月に支援センター内で豆まきをしたり、大船観音等近くの神社の豆まき

に参加します。 

「ひな祭り」＝３月にお茶、お菓子、歌等でお祝いします。 

「ようこそ出会いの広場参加」＝３月に区社協主催で開催します。利用者と一緒にフリー

マーケットで物販をするとともに施設の紹介、地域交流を図ります。 

 ◆講演会等は 

「家族向け講演会・勉強会」＝講師を招いての講演会や嘱託医を囲んでの家族ミー

ティングを実施します。 

「当事者向け講座」＝当事者の参考となる講座を開催します。 

「ボランティア講座」＝ボランティア育成のための講座を開催します。 

    「普及啓発講演会」＝一般向けの普及啓発のための講演会を開催します。 

「パソコン教室」＝利用者向けのパソコン習得のための勉強会を開催します。 

     講演会、講座は区福祉保健センターとの共催です。 

 

 

     



6,720,000

39,580,000人　件　費

27,628,000

4,669,000

7,283,000

4,108,000

施設管理費

3,443,000

総　計

役務費

借料損費

備品費

施設賠償保健

雑費

合計

入浴、洗濯、インターネッ
トサービス等施設管理費

一般物品

印刷製本費

修繕費

光熱水費

旅費 140,000

運　営　費

庁舎管理・委託料 2,612,000

1,370,000

50,000

100,000

300,000

133,000

600,000

600,000

150,000

事務用庁舎管理消耗品費：930,000
イベント等：250,000
新聞各種機関誌等：105,000　　その他：85,000

事業報告・決算書：
事業計画書・予算書：
パンフレット：50,000

小修理：100,000
蛍光灯：

切手代：200,000
インターネット：30,000
電話料：370,000

全精社協総合保障制度Ｃ１タイプ

各種会費：60,000　ケーブルＴＶ：60,000
研修参加費：50,000　その他：10,000
普及啓発事業等講師謝金：120,000

電気：1,552,000
ガス：1,106,000
水道：1,500,000 福祉割引削除等の増

公共建築物設備点検：500,000
定期清掃・日常清掃 ：1,097,000
各種保守点検　　　　 ：965,000

一般旅費：140,000

複写機ＰＣリース：500,000
タクシーその他：100,000

平成19年度　　　予算書

施設名：横浜市栄区生活支援センター
運営法人：社会福祉法人　恵友会

職員給与

賃　金

共　済　費

金　額科　目

【支出見込】

49,693,000

内　訳・説明等

所長
常勤職員3名
非常勤職員3名

アルバイト（調理）４名
臨時職員（無休化対応）１名
嘱託医３名

事務用、庁舎用：150,000

49,743,000

-50,000
入浴、洗濯＠100×400＝40,000　インターネット
10,000


