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グループホーム特集 

 

障害者自立支援法がいよいよ 4 月から施行となり
ました。 
巣立ち会は、当初から退院促進と地域生活支援を

理念として活動してきており、グループホーム等の

共同住居の拡充に力を入れてきました。3 月からは
福祉ホーム（巣立ちホーム調布第 5）の運営も開始
し、三鷹市の 2ヶ所とあわせて合計 7ヶ所の共同住
居を運営しております。 

4 月から新法の施行により、これまでのグループ
ホームの制度が変わりました。グループホームは、

「共同生活援助事業」と位置づけられて、訓練等給

付の対象事業となります。今までの補助金制度から、

各々の利用者へのサービス給付費の制度が加わり、

一部利用者には自己負担が発生しています。事業者

側としては、利用者への度重なる説明や、請求業務・

自己負担上限管理業務等の業務が発生しています。 

一方で、新しい制度に沿って、調布市で 1 ヶ所、
三鷹市で 2 ヶ所のグループホームの申請をおこなう
予定です。これが認められれば、当会の共同住居は

ついに 10ヶ所になります。 
 

（昨年移転した巣立ちホーム調布、新築です） 
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昨秋から今春まで 
昨秋に自立支援法が制定された後も、グループホ

ームについての細目等は、なかなか発表されず、4
月から新制度に移行するということだけが伝えられ

てきたため、不安を抱きながら当局の発表を待って

いました。（通所施設は、当初から 10 月以降の新法
移行、かつ 5 年間の猶予期間があるということが伝
えられていたため、グループホームに比べれば余裕

があったのです。）他団体のなかには、設置主体が法

人格を取得しておらず、あわててＮＰＯ法人格を取

得するなどの動きがあったようです。 

グループホームの「みなし申請」 
申請などの具体的な手続きが明らかになってきた

のは、ほとんど 3 月に入ってからでした。3 月 2 日
に東京都からの説明会があり、以後急ピッチで書類

等の整備をおこないました。 
利用者については、4 月から 9 月までの「みなし
申請」の手続きをおこないました。これは、すでに

入居しているメンバーが不利益を被らないための配

慮ですが、手続きは大変でした。 
特に生活保護以外の利用者は、減免を受けるため

に、自分の収入を証明しなくてはいけません。年金

や授産施設の工賃、家族からの仕送りの金額を明ら

かにし、預金通帳のコピーを提出したりしました。

急遽、国民健康保険の保険料の領収書が必要となっ

て、部屋中を探したあげくに見当たらず冷や汗をか

いたり、平成 16年の収入であったりしたために混乱
したりと、期限ぎりぎりまで世話人と相談しながら

なんとか申請できました。この書類に基づき、個別

減免の計算方式（これがまた非常にややこしい！）

にのっとって、利用者の上限月額が決まります。 
ただし、この手続きは、今後も定期的に申請が必

要です。利用者もため息をついています。 

（狭いながらも楽しいマイルーム） 

請求業務 
4 月以降はいよいよ利用者の自己負担が発生し、
それにともなう請求業務が始まりました。市町村に

よって対応や細かい点が異なっているため、それぞ

れの担当職員の方々に確認を取りながら、間違いの

ないように進めています。 

主な変更点 
グループホームの制度が、これまでと大きく異な

る点は、運営費が補助金として一括で行政から支払

われるのではなく、利用者一人当たりの単価（訓練

等給付費）が設定されて、それを月ごとにまとめて

市町村に請求することになった（法定代理受領）と

いう点です。ただし、場所によって収入が大幅に下

がる施設もあり、今年度については東京都から昨年

度並みの補助金が出ることになっています。 
同時に、生活保護以外の利用者については、利用

料の 1 割を負担しなくてはなりません。ただし、収
入に応じた負担上限額が、他サービスとあわせる形

で設定されており、これまで利用されていた方が、

能力を超えた負担をすることがないように配慮され

ています。（その上限の管理については、事業者側の

業務となります。） 
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新しいグループホームの申請 

一方で新法のうたい文句として、設置の条件さえ

満たせばサービスの数を増やすことができます。 
そこで当会では早速、新規に 3 つのグループホー
ムを東京都に申請する手続きをすすめています。 
すでにご説明しているように、当会では発足当初

から、長期入院者の退院促進に取り組んでいます。

その成果が認められて平成 17 年度には東京都から
「退院促進支援モデル事業」を受託し、さらに今年

度からは正規の「退院促進事業」を受託しました。 
事業の一環として制度に先行して自前で運営して

いた共同住居に対して、今回の認可を受けることが

できれば、職員を配置して相談援助やケアマネジメ

ントといった、さらにきめの細かいサービスを利用

者に対して実施していくことが可能になるのです。 

 

これまで「いただく」という意識があった補助

金ですが、実績に基づいて請求するという形にな

ると、些細な請求ミスがそのまま収入減になるこ

ともあり、こちらの意識改革が求められます。 

また 10月以降に、通所施設が新法に移行して、

利用料が発生し、上限管理業務が本格化したら、

事務が複雑になり、時間と手間がかかることは明

らかで、非常に不安です。 

また、来年度以降の施設借上費がどうなってし

まうのかなど、今後の行政の対応からも目が離せ

ません。   （巣立ちホーム世話人 那須） 

関係機関の皆様には、趣旨をご理解頂いて、ぜひ

ご支援をいただけますよう、お願い致します。 
 

高橋稔氏を悼んで 

会計責任者・評議員 髙橋稔さん（享年73歳）が6月7日逝去されました。 

 

髙橋さん、本当にありがとうございました。巣立ち会にとって髙橋さんは、

どんな時でも皆をいつも明るく輝けるように照らしてくれる太陽でした。 

巣立ち会が発足した当初、職員が配属できるようになっても給料計算がで

きなくて困っている時、間借りした狭い部屋の片隅で髙橋さんはそろばんを

はじき始めて下さいました。そして、10を超える事業に発展した今日に至るま

で、髙橋さんのそろばんからは寸分たがわぬ会計処理がなされてきました。

そのそろばんをはじく音で私たち職員は安心して、作業所やグループホーム

のメンバーとの活動に力を注ぐことができたのです。 

法人化の時、新事業を始める時、わからないことだらけで不安一杯の私たちを「困ったときこそ、アイデアがわいて

くる。困難こそ大きな楽しみに変わるよ。」と笑って、頭の中の色々な引き出しをあけて助けてくれました。髙橋さんの

そろばんからはじきだされるのは帳簿だけではありません。いつも私たちに楽しみや勇気を与えてくれたのです。髙橋

さんの言葉は、どんな偉い先生の言葉よりも私たちの心に響きました。 

「めぐり合いという言葉があるけれど、私が作った言葉は恵み合いだよ。人と人の出会いは恵み合いなんだ。」 

髙橋さんと恵み合えて本当に良かった。髙橋さんから恵み教えられたことを巣立ち会は大切に守っていきます。 

いつまでも私たちを照らしていてください。 

（巣立ち風施設長 大野通子）   
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巣立ち会理事会評議員会報告 

発展していく巣立ち会の事業 

平成 17 年度の事業報告と決算の理事会評議員会を、

5 月 29 日に開きました。13 もの小さな事業の集合体で

ある巣立ち会の各事業運営報告と決算は、事業報告書

が 63 ページ、決算書が 22 ページという立派なもので、

一年間の職員の奮闘と苦闘の結果を表していました。 

この一年間だけでピアサポートと退院促進の二つの

モデル事業を受託し、グループホームは 3 ヶ所新しく開

設し 25 部屋の住居提供が始まり、3 ヶ所の通所施設は

利用を断らない運営と退院促進の取り組みにより定員

を大きく超えて利用者が増大している状況にあります。 

巣立ち会の事業の発展は、日本の精神障害者が置

かれている入院中心政策によって長年問題となりなが

ら遅れていた社会的入院解消について、各医療機関の

連携と協力もあり画期的で先進的な実績を挙げつつあ

ります。今回の理事会評議員会でもあらたにグループ

ホーム 2 ヶ所を立ち上げることにしました。 

変わっていく巣立ち会の事業 

年々充実し拡大してきた巣立ち会の精神障害者地域

ケアは、今年 4 月から施行の障害者自立支援法により

変わりはじめています。この法律によって、障害が統合

され全国同一の施策となることで当事者にはメリットが

大きいものとなるはずです。 

グループホームが 4 月から法的事業名が「精神障害

者居宅生活支援事業、精神障害者地域生活援助事業」

から「障害福祉サービス事業、共同生活援助」に変わり、

事業費運営は収入と支出のロジックが変更されました。

通所施設も数年で変ります。具体的にどう日々の運営

が変わっていくのかは不透明で流動的ですが、地域ケ

アをつくり維持し成長していく巣立ち会の理念と実践は

変わりません。制度は変わっても、支援が必要な人に

実りあるサービスを提供していく、「生きているケア提供

組織」が私たちの事業運営の根幹です。 

（巣立ち工房施設長 松岡）   

 

平成 17 年度 社会福祉法人巣立ち会 決算報告 

賃借対照表（単位：千円） 
資産の部 負債の部 

勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 

流動資産              35,464 29,361 7,103 流動負債                  5,217 3,460 1,757

現金預金            31,544 26,104 5,440 未払金                    212 △212

前払金              4,920 3,257 1,663 預り金                   5,217 3,248 1,968

固定資産              29,372 19,268 10,104 負債の部合計 5,217 3,460 1,757

基本財産             10,000 10,000 純資産の部 

基本財産特定預金    10,000 10,000 基本金                    25,300 21,300 4,000

その他の固定資産     19,372 9,268 10,104 基本金                   25,300 21,300 4,000

車輌運搬具          4,780 198 4,583 国庫補助金等特別積立金    5,815 2,725 3,089

器具及び備品        4,131 3,858 273 国庫補助金等特別積立金   5,815 2,725 3,089

権利                10,222 4,875 5,347 次期繰越活動収支差額      29,505 21,144 8,361

ソフトウェア        239 337 △99 次期繰越活動収支差額     29,505 21,144 8,361

    当期活動収支差額        8,361 11,445 △3,085

    純資産の部合計            60,619 45,169 15,450

資産の部合計 65,836 48,629 17,207 負債及び純資産の部合計 65,836 48,629 17,207

脚注１．減価償却累計額  5,765,053 円 
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資金収支計算書 

（単位：千円）    
勘定科目  予算  決算  差異 

授産事業収入 1,852 1,819 33

    収
入 

授産事業収入計          1,852 1,819 33

授産事業  1,852 1,819 33

    支
出 

授産事業支出計          1,852 1,819 33

授
産
事
業
活
動
に
よ
る
収
支 

 
授産事業活動資金収支 

差額     
  

私的契約利用料収入 1,440 1,440 

利用料収入 15,406 15,063 344

事業収入 12,299 13,299 △1,000

経常経費補助金収入 117,541 112,046 5495

寄附金収入 2,000 10,558 △8,558

雑収入 2,600 6,252 △3,652

受取利息配当金収入  3 △3

会計単位間繰入金収入 4,427 15,237 △10,810

経理区分間繰入金収入   

収
入 

福祉事業収入計 155,713 173,898 △18,184

人件費支出 81,951 73,301 8,650

事務費支出 56,014 61,932 △5,919

事業費支出 12,440 11,290 1,150

会計単位間繰入金支出 2,000 15,237 △13,237

経理区分間繰入金支出   

支
出 

福祉事業支出計 152,405 161,761 △9,356

福
祉
事
業
活
動
に
よ
る
収
支 

 
福祉事業活動資金収支 

差額 
3,308 12,137 △8,829

施設整備等補助金収入  4,066 △4,066

施設整備等寄附金収入  1,088 △1,088

固定資産売却収入  432 △432

収
入 

施設整備等収入計  5,506 △5,506

固定資産取得支出 3,051 12,296 △9,245

   支
出 

施設整備等支出計 3,051 12,296 △9,245

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支 

 施設整備等資金収支差額  △3,051 △6,790 3,739

   

   
収
入 

財務収入計   

   

   支
出 

財務支出計   

財
務
活
動
に
よ
る
収
支 

 財務活動資金収支差額   

  予備費   

  当期資金収支差額合計 257 5,346 △5,089

     

  前期末支払資金残高 25,901 25,901 

  当期末支払資金残高 26,158 31,247 △5,089

 

事業活動収支計算書 

 （単位：千円） 
勘定科目 本年度 前年度 増減 

授産事業収入 1,819 1,814 5

  
収
入 

授産事業収入計  1,819 1,814 5

授産事業 1,819 1,814 5

  
支
出 

授産事業支出計  1,819 1,814 5

授
産
事
業
活
動
収
支
の
部 授産事業活動収支差額   

私的契約利用料収入 1,440 1,440

利用料収入 15,063 10,992 4,070

事業収入 13,299 13,299

経常経費補助金収入 112,046 109,336 2,710

寄附金収入 10,558 2,934 7,624

雑収入 6,252 12,821 △6,569

国庫補助金等特別積立金 

取崩額 
976 523 453

収
入 

福祉事業収入計 159,634 138,047 21,587

人件費支出 73,301 67,406 5,895

事務費支出 61,932 46,764 15,168

事業費支出 11,290 9,533 1,757

減価償却費 1,377 902 475

支
出 

福祉事業活動支出計 147,901 124,605 23,296

福
祉
事
業
活
動
収
支
の
部 

福祉事業活動収支差額 11,733 13,442 △1,709

受取利息配当金収入 3 3

会計単位間繰入金収入 15,237 2,308 12,929

経理区分間繰入金収入  950 △950

収
入 

事業活動外収入計 15,240 3,261 11,979

会計単位間繰入金支出 15,237 2,308 12,929

経理区分間繰入金支出  950 △950
支
出 

事業活動外支出計 15,237 3,258 11,979

事
業
活
動
外
収
支
の
部 

事業活動外収支差額 3 3

経常収支差額 11,736 13,445 △1,709

施設整備等補助金収入 4,066 1,631 2,435

施設整備等寄附金収入 1,008 1,008

その他の特別収入  

収
入 

特別収入計 5,074 1,631 3,443

基本金組入額 4,000 2,000 2,000

固定資産売却損及び処分損 383 383

国庫補助金等特別積立金 

積立額 
4,066 1,631 2,435

その他の特別損失  

支
出 

特別支出計 8,449 3,631 4,818

特
別
収
支
の
部 

特別収支差額 △3,375 △2,000 △1,375

当期活動収支差額 8,361 11,445 △3,085

前期繰越活動収支差額 21,144 9,699 11,445

当期末繰越活動収支差額 29,505 21,144 8,361

基本金取崩額  

基本金繰入額  

その他の積立金取崩額  

その他の積立金積立額  

繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部 次期繰越活動収支差額 29,505 21,144 8,361
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巣立ち風清掃プロジェクト始動 

巣立ち風では現在、障害者自立支援法施行に伴う新しい施設体系への

移行を想定し、授産事業の拡張・収益アップに力を注いでいます。授産拡

張の柱として、今春から進行しているのが『清掃プロジェクト』です。 

 

清掃プロジェクトでは、主にハウスクリーニングの技術習得に励んでい

ます。ハウスクリーニングではエアコンやトイレ、お風呂、キッチンなど清掃

箇所が多いため、知識や経験が求められます。そのため、ハウスクリーニ

ングのプロの方にご協力をいただき、指導を受けながらの実習を開始しま

した。 

実習開始当初は、洗剤の使用法に始まり、汚れの種類、エアコンカバー

の取り外し方など覚えることも多く、前途多難の道が予想されました。 

しかしながら、知識や技術は頭で覚えるのではなく、体で身に付けるもので

あることを、実習中の指導やメンバーの姿から知りました。            （エアコン内清掃の実習。慎重に進めます） 

 

また、好きこそ物の上手なれと言いますが、汚れが落とせるようになることで清掃自体に愛着がわき、今よりもっと

汚れが落とせるようになろうという気持ちが生まれることを知りました。 

最近ではフロア清掃にも取り組んでおり、ポリッシャー等の練習に励んでいます。 

 

先日、指導の中で、以下のような言葉を頂きました。「清掃の仕事を行うにあたって、どこまできれいにするのかは

自分たちで決めていいんです。」つまり、私たちが提供する清掃のサービスは、私たちがどのような企業理念で仕事

をしていくのか、それによって決められるものであるということを教えてくださいました。 

私たちプロジェクトチームは、真心のサービスを提供

したいと考えています。お客様のご要望に耳を傾け、

丁寧にきれいに仕上げていく、そんなサービスをお届

けします。 

（巣立ち風 渡部） 

 

＜参加メンバーのコメント＞ 

真心の清掃を目指して頑張ります！（餘沢）

しばらく忘れていた「仕事」をやったという

気がします（Ｋ） 
つかれるけど楽しい仕事です（古谷） 
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←作業中 

 

 

 
作業後→ 

トイレ・風呂清掃

カビや汚れを取り除き、

隅々まできれいにしま

す！！ 

一般家庭用 

エアコン分解洗浄 
（一部機種除く） 
 

お部屋片付け 
整理整頓等ご要望に

応じます！！ 

 

こんな仕事はありませんか？ 

フロア清掃 
ポリッシャーを使い、

床面洗浄・ワックス塗

布を行います。現在、

ビルの定期清掃等を請

け負っています。 

荷物

退院

う引

等引

す！

網戸張替え 
古い網戸、穴の開

いた網戸等、スピ

ーディに張り替

えます！！ 

除草作業 
アパート裏や駐車

場、一戸建て等、

ご要望に応じて除

草を行います。 
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運搬 
や転居に伴

越・荷運び

き受けま

！ 
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平成 17 年度 巣立ち賛助会 決算報告 

    
項  目 収  入 項  目 支  出 

会費収入 5,032,179 寄附金 3,050,000

雑収入 175 支払手数料 6,700

前期繰越金 6,739,886 事務費 6,200

 次期繰越金 8,709,340

合  計 11,772,240 合  計 11,772,240

 
たくさんの方々から、会費やご寄付をいただいております。ありがとうございます。 
（平成 1８年度分として） 

村田真男様、村田真様、小野巌様、特定非営利活動法人 自立支援ネット我孫子様、関水恒彦様、杉田清江様 
宇都宮和子様、宮地秀樹様、飯野敏様、近藤伸介様、おいしい会 永田俊二様、吉田大三郎様、尾向陽子様 
沼田峰子様、ほのぼのふらっと Café 丹羽岩夫様、阿部昭二様、饗場哲夫様、平岩一江様、三浦和子様 
高山克巳様、三井幸子様、梨木信彦様、豊田康郎様、青木鉄次様、千葉啓子様、森田昭宏様、平塚登喜子様 
吉原恭蔵様、仙川ムラタクリニック様、福島彪一郎様、川上和枝様、白井重太郎様、人見由美様、卜部啓子様 
柏木彰様、松村弘子様、村田和様、大村秀子様、長門栄治様、中村ゆりか様、西雲ユキ子様、吉野玲子様 
かささぎ会様、渡辺洋文様、小山幸雄様、会田孝太郎様、山田三郎様、西村清隆様、熊谷直樹様、吉田政治様 
野路耕一郎様、陣野平八郎様、山田昭徳様、箕輪美智子様、角正巳様、松本喜一様、近藤紀子様、岡本昌三様 
中島幾久子様 

（4月 7日から 6月 1日到着分） 
 
賛助会費 

    年間   一口 ３,０００円 
   郵便振替  口座番号  00140-4-542860 

加入者名  巣立ち会 賛助会 

巣立ち賛助会  会長 國井良彦 

 
 

発行所 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-26-21
特定非営利活動法人 障害者団体定期刊行物協会

定価 50円 
編集；社会福祉法人巣立ち会 

〒181－0014 東京都三鷹市野崎 2－6－6 
   ℡ 0422-34-2761 

http://sudachikai.eco.to/ 
sudachi-kaze@sudachikai.eco.to 
広報委員会（長門・鈴木） 

 

編集後記 
編集後記 

 仕事で失敗した。しかも失敗に失敗を重ねた形と

なって、あまりの情けなさに涙が出た。欠点を矯め

るというのは本当に難しい。しかし下を向いていて

も仕方ないので、切り替えていこうと思う。34歳に

なった。しょっぱい誕生日だ。    （長門） 
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