
平成１９年度横浜市栄区生活支援センター事業報告 

 

 

栄区生活支援センターは、前年度から横浜市の指定管理者として管理運営を行うことになった。

しかも１８年１０月からは、障害者自立支援法に基づく地域活動支援センター、指定相談事業者と

しての事業を行うことに移行した。さらに、１９年８月から退院促進支援事業を横浜市からの委託

により開始した。 

このような状況のもと今年度は、栄区の精神障害者の地域生活を支援する機関としての特徴を

模索し、構築するために力を注いだ。このための取り組みをいくつか列挙すると、次の通りであ

る。 

 

１． 栄区の関係機関との関係作りをさらに進めた。精神保健関連だけでなく、他障害、高齢者

関連との会議や学習会などに積極的に参加した。 

２． 民生委員、町内会長と関係作りに目を向けた。民生委員の会議や町内会の祭りに参加な

ど。このため下半期には、民生委員から引きこもりや急性期症状の事例の相談の依頼が

始まった。 

３． 家族会との連携。センター内で月 1回行われる家族会に職員が出席、連絡を密にした。 

４． 訪問による生活支援。栄区障害者支援担当と協力して困難事例に取り組み、また共催で

精神保健のセミナーを行った。 

５． 退院促進事業の開始。8月より 2名の自立支援員が精神病院の患者を地域生活に結びつ

けるための業務を開始した。病院との関係づくりにも力を注いだ。 

６． ピアサポート、ピア相談の基礎作り。担当の職員を決め、すでに実施している生活支援セン

ターが行う研修に参加させた。 

７． 就労相談、就労講座を実施。これも担当職員を決め、進めた。また、理事長も加わって行う

法人の月一回就労勉強会に出席させた。 

８． ホームページの充実、適正管理。利用者のパソコン操作能力向上のためのパソコン講座も

実施した。 

 

こうした取り組みは、次年度にいっそう進展するものとして、功を奏したと考える。 

以下、これらの業務内容、その成果について具体的に報告したい。 

 

 

 

 

 

 



 

Ａ．関係機関との連絡調整、施設管理等報告 

 

１．＜運営連絡会義＞ 

  第１回 平成１９年６月７日（木）午後３時３０分～ 出席数１７名 

   議題  （１）平成１８年度の運営状況について 

        （２）平成１９年度事業計画について 

        （３）その他 

 

 第２回 平成１９年１１月２６日（月）午後３時３０分～ 出席数１８名 

議題  （１）平成１９年度上半期の運営状況について 

（２） 退院促進支援事業の経過について 

（３） その他 

 

２．＜外部との会議＞ 

  ○運営委員会関係 

   ・グリーンコーポ運営委員会 年５回 

   ・みちくさみち理事会 年３回 

   ・サンライズ運営委員 年３回 

   ・かつら工房運営連絡会 年２回 

   ・サポート径運営委員会 年２回 

  ○栄区障害者等ネットワーク担当者会議 

   ・ネットワーク幹事会会議  年６回 

   ・実務者連絡会  年１１回 

   ・栄区障害者地域部会 年１１回 

   ・包括連絡会 年１回 

○横浜市生活支援センター連絡会 

   ・センター連絡会 研修委員会  年７回 

   ・センター連絡会 全体会  年５回 

   ・コラソン実行委員会 年１回 

  ○退院促進関係 

   ・退院促進協議会 年３回 

   ・退院促進連絡会 年３回 

  ○法人関係 

   ・施設長会議 年２回 

   ・就労検討会 年５回 



  ○市関係 

   ・施設長会議 年２回 

  ○市精連関係 

   ・市精連スタッフ会議  年５回 

  ○栄区部会関係 

  ・栄区社協専門機関部会  年３回 

   ・栄区社会福祉大会  年１回 

   ・ふれあい助成金 年２回 

  ○こころの電話相談関係 

   ・こころの電話相談関係機関連絡会 年１回 

  ○イベント実行委員会等 

   ・納涼会実行委員 月２回 

   ・クリスマス会実行委員 月３回 

   ・世代交流サロン ひだまり実行委員会  年１１回 

   ・いたちまつり実行委員会  月３回 

   ・ようこそであい広場実行委員会  年５回 

   ・区民まつり実行委員会  月１回 

   ・フレンドシップ杯実行委員会  年３回 

   ・再発予防の講座打ち合わせ 月１回 

   ・ヘルスケア講座打ち合わせ 月２回 

   ・ピアサポート実行委員会月１回 

３．＜研修＞ 

  ＊精神障害者地域生活支援センター 全国フォーラム     

                       参加職員 ３名 

  ＊地域精神保健フォーラム研修 

                       参加職員 １名 

  ＊就労従事者研修 

                       参加職員 ２名 

  ＊相談支援従事者研修 

                       参加職員 ２名 

  ＊市精連研修 

                       参加職員 １名 

  ＊発達障害者研修 

                       参加職員 １名 

  ＊職業リハビリテーション実践セミナー 

                               参加職員 １名 



＊就労支援研修 

                       参加職員 １名 

  ＊高次脳機能就労支援研修 

                               参加職員 １名 

  ＊市精連(新人研修) 

                               参加職員 １名 

  ＊こころの電話相談話し合い 

                       参加職員 ２名 

  ＊こころの電話相談研修 

                       参加職員 ２名 

  ＊こころの電話相談勉強会  

                       参加職員 １名 

 ＊ＪＨＣ板橋 ピア研修 

                       参加職員 ３名 

  ＊ボランティアフォローアップ講座研修 

                       参加職員 ３名 

  ＊市社協研修メンタルヘルス講座 

                       参加職員 ２名 

  ＊栄区社会資源ネットワーク見学ツアー 

                       参加職員 ３名 

  ＊センター連絡会スーパービジョン研修 

                       参加職員 ４名 

  ＊センター連絡会スーパービジョン中堅研修 

                       参加職員 １名 

  ＊実習指導研修 

                       参加職員 １名 

  ＊包括講演会 

                       参加職員 ７名 

４．＜防災訓練＞ 

  第１回 自衛消防訓練実施 

      平成１９年１０月１８日（木）午後３時００分～３時３０分 

          地域ケアプラザ１階厨房付近から出火を想定 

 

  第２回 自衛消防訓練実施 

平成２０年 ３月１９日（水）午後２時００分～２時５０分 

生活支援センター２階喫煙所から出火を想定 



 

   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・ 

                館内非常放送・１１９番通報など） 

  ２）初期消火訓練 （火災放機・消火器・排煙装置設置場所の確認・ 

                初期消化訓練等） 

  ３）避難・誘導訓練（非常口・避難経路の確認・２階非常口の開錠等） 

  ４）応急・救護訓練（負傷者への応急処置等） 

 



（単位：円）

予算額 決算額 差引増減 備考

39,580,000 38,171,853 1,408,147

27,628,000 28,736,526 △1,108,526

所長 4,498,000 4,615,000 △ 117,000 1名　（別紙参照）

ソーシャルワーカー 13,690,000 14,302,963 △ 612,963 3名　（別紙参照）

非常勤職員 9,440,000 9,818,563 △ 378,563 3名　（別紙参照）

4,733,000 4,101,689 631,311 社保事業主負担分、中退金　　（別紙参照）
労務管理費2,400,000

2,550,000 2,478,375 71,625 ﾊﾏﾌﾚﾝﾄﾞ40,500(@500)、健康診断24,435、検便13,440

800,000 844,436 △ 44,436 ３名　（別紙参照）

1,332,000 1,360,222 △ 28,222 ４名　（別紙参照）

2,537,000 650,605 1,886,395 １名　（別紙参照）

6,720,000 5,208,001 1,511,999

4,108,000 3,193,863 914,137 電気、ガス、水道料金　　（別紙参照）

建物管理、機械警備、廃棄物処理、エレベーター保守、冷温水保守
2,612,000 2,014,138 597,862 電気工作物清掃、空調保守、緑地整備、日常清掃　　（別紙参照）

3,443,000 3,275,686 167,314

140,000 157,930 △ 17,930 出張旅費
事務用品295,227、日用品154,916、新聞代76,320、イベント6,234

1,370,000 613,846 756,154 衛生管理7,728、書籍35,708、ｽﾎﾟｰﾂ用品14,830、その他22,883

50,000 19,574 30,426 センター便り印刷代19,574
錠前修理9,450、玄関庇補修工事361,500、電話回線工事30,345

（４）修繕費 100,000 778,324 △ 678,324 分煙工事274,654、ファンコイル熱電動弁交換87,675、蛇口修理14,700

600,000 252,916 347,084

400,000 244,621 155,379 電話料金214,551、　インターネット30,070

600,000 475,332 124,668

150,000 112,690 37,310 折りたたみ机2台49,800、調理器具等56,590、廊下誘導版6,300
　

133,000 137,000 △ 4,000 全精社協傷害保険137,000
講師謝金120,000、ケーブルＴＶ63,000、全精社協等会費50,000

300,000 483,453 △ 183,453 研修参加費56,000、会議用茶菓12,253、その他182,200

入浴：32，900（＠100×329名 ）     印刷:32,879（330名）
△５０，０００ △79,989 29,989 洗濯：9,700（＠100×97名）　　インターネット：4,510（131名）

49,693,000 46,575,551 3,117,449

郵送料111,975、　振込料23,691、　切手・はがき21,000、
その他96,250

コピー機・パソコンリース389,397、マットリース25,935
会議室使用料60,000

社会福祉法人　恵友会　　横浜市栄区生活支援センター

合　　計

（６）アルバイト賃金（常勤）

（４）嘱託医賃金

（２）法定福利費

（１）旅費

　３　事業運営費

　　　徴収額　光熱水費充当分
　４　入浴・洗濯サービス実費

　２　施設管理費

（８）備品等購入費

（７）借料損費

（２）庁舎管理その他委託費

（１）光熱水費

（２）一般物品費

（３）印刷製本費

（５）役務費

（６）電話料金

（１０）雑費

（５）アルバイト賃金（調理）

平成19年度　横浜市栄区生活支援センター指定管理料精算内訳

（自　平成１9年４月１日　～　至　平成20年３月３１日）

（３）労務厚生費

　１　人件費

区　　　分

（１）職員人件費

（９）施設賠償保険


