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退院促進支援事業の広がり 

 前号でお知らせしましたが、去る 5 月 14 日と

15 日の 2 日間にわたり、当会の退院促進支援活

動がＮＨＫテレビ「福祉ネットワーク」にて放映

されました。 

特に 2日目の放送では、当会の実践の具体的な

部分がわかりやすく説明されていただけでなく、

当会の事業を通じて退院したメンバーが実名で

登場し、その経過をレポートされるなどの内容で、

大きな反響がありました。 

その後、6月には中日新聞（東京新聞）の取材

も受けて、6 月 15 日の朝刊「健康・生活」面に

「退院促進支援・社会復帰への橋渡し」という 

タイトルで、こちらもメンバーの実名・写真入り

で大きく取り上げられました。 

また、あちこちのシンポジウムや講演会に呼ば

れて話をすることも増えており、特に 7 月 26 日

に厚生労働省主催で都内で開催された「精神障害

者の地域生活支援を考えるシンポジウム」では、

400 名の参加者の前で、昨年度に当会が実施した

「精神障害者退院促進支援並びに地域生活移行

推進モデル事業」の説明をおこないました。 

現在、全国から講演や施設見学の依頼が入って

います。「今年度初めて退院促進事業を開始した

が、具体的にどんな活動をすればいいのかがはっ

きりしないので、ぜひ話を聞きたい」というご要

望が大半です。 

当会の活動紹介を通じて、7万 2千人と言われ

る社会的入院者の解消につながればという思い

で、依頼は断らないように対応しています。まず

は何でもお気軽にご相談下さい。  （長門） 
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施設外授産を始めました（こひつじ舎） 

こひつじ舎では今年５月より、国立市の多摩青

果市場内にある｢丸仙青果株式会社｣で施設外授産

を行っています。 
週３日、1 回約４時間の仕事を、10 名のメンバ

ーの中から４～６人ずつが交替で働いています。

曜日毎にチームを組み、リーダーも決めて、時折

“市場ミーティング”を作業所で行うなど確認し

ながら、皆で慣れない立ち仕事に励んでいます。 
約２ヶ月の研修期間を経て、７月中旬から時間

と人を増やすことになり、仕事量も前より増えま

した。また、それまでは駅から 15 分の道のりを徒

歩で通っていましたが、会社のご厚意により、市

場まで送迎バスを利用させて頂けることになりま

した。 
仕事の内容は、主に様々な種類の野菜の重さを

計って袋に入れ、口をテープで止めるというもの

です。野菜を扱う仕事なので現場の気温は１０℃

に保たれており、冷たい風が直接身体にあたりま

す。その為、皆防寒具を持っていき、軍手をはめ

て仕事に取り組んでいます。 

現場は常に人が忙しく動いており、その中でス

ペースを空けてもらって作業をしています。野菜

の箱が積まれている中、限られたスペースで一列

になり仕事をします。 

市場では社長のご理解のもと、先方のスタッフ

の皆さんには、顔を覚えてもらったり、忙しい中

でも話しかけて下さるなど積極的にサポートして

頂いており、大変有難い環境にあります。 

丸仙青果株式会社では、細かくカットした野菜

やフルーツも出荷しています。現段階ではまだ、

今の現場での仕事をしっかりと覚えて数をこなす

ことで精一杯ですが、いずれは中の加工部門にも

チャレンジさせて頂ければと考えております。 
現場の忙しい雰囲気にも飲まれない心強いチー

ムですので、もっと慣れていってバリバリ活躍で

きるようになりたいと思っています。（渡邉） 

 
 

じゃがいも、たまねぎ、いんげん、えんどう、

赤ピーマン、レモン等、様々な野菜があります。

週３日来ていますが、計りが一番楽しいです！

＜水田＞ 

寒いし、忙しいし、泥だらけ…でも大変だから

こそ仕事が終わった後の充実感はたまらない

です。＜坂口＞ 

市場にいると、より社会に貢献しているような、

触れ合っているような、そんな風に感じられて

良い。＜奈良＞ 
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武蔵野中央病院 作業療法フリースペースに出張しています 

昨年 11 月、武蔵野中央病院の作業療法（OT）
フリースペースでの「巣立ちの部屋」がスタート

しました。 
この「巣立ちの部屋」とは、地域の病院に巣立

ち会メンバーが出向いて、自分自身の体験を語る

「出張講演」を発展させて 、さらに“患者さん密

着型”にしたものです。 
形としては、作業療法室でもともと実施されて

いたフリースペース（各テーブルでそれぞれ絵画

や手工芸、音楽鑑賞やゲームなどをやっていて、

入院患者さんが自由に活動を選べるようになって

いるプログラム）にメンバーと職員が出向いて、

巣立ち会の DVD を上映するなどの活動紹介や、

実際に施設でやっている内職作業を持ち込んで、

その場で入院患者さんに体験してもらうといった

ことを続けています。 
現在は月に 2 回定期的に開催しており、病院内

の患者さんや職員の方々に、地域の情報を発信し

ています。 

部屋には常時 20 名程度の患者さんがおり、その

中の 4～5 名程が毎回「巣立ちの部屋」に参加して

います。初めは病院職員に声を掛けられて渋々参

加される方も少なくありませんでしたが、次第に

活動が認知されてきて顔馴染みの方も増え、 近

では楽しみにして下さる方もいます。 
仕事をすることの楽しさを共有し、世間話を重

ねる中で、徐々に患者さんとメンバーの交流も深

まってきました。今では患者さんの入院中の悩み

や困ったことの相談、退院後の生活についての質

問等にメンバーが答える場面も増えています。 
ある患者さんが「退院したいけどやっていける

か不安…」と心配する声を漏らすと、「薬をしっか

り飲んで、作業所で仲間を作れば楽しいよ。初め

は不安でも退院して良かったと思えるから！」と 

メンバーが力強く励まし、エールを送る場面もあ

りました。 
このように、「巣立ちの部屋」が出張講演の枠を

越え、メンバーが自然な形でピアサポートの実践

を行える場となっているのを感じます。 

（作業をやりながら話が弾みます） 

「巣立ちの部屋」を開始して 10 ヶ月、今までに

2 名の方が退院を目標に巣立ち風の見学に訪れま

した。メンバーの積極的な広報活動と、病院と地

域との連携・協力によるプログラム継続が実を結

んできていると実感しています。 
今後もより一層メンバーのピアの力を活用し、

入院患者さんが社会とのつながりを取り戻して、

地域へ一歩を踏み出す機会を作っていきたいと思

います。      （巣立ち風・栗原） 
 

 

とても新鮮な感じで、患者さんへの良い刺激

にもなっていて助かっています。 
今後とも継続してお願いしたいと思っていま

す。よろしくお願いします。 
（武蔵野中央病院作業療法室 中村 OT） 
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研修会を実施します 

昨年度に続き、当会では今年度も厚生労働省の

「障害者保健福祉推進事業（障害者自立支援調査

研究プロジェクト）」による「精神障害者地域移行

に関するモデル事業」を受託し、実施しています。 
 その事業では、当会の退院促進事業の内容をま

とめたテキストや事例集の作成、調査研究、ネッ

トワーク作り、他団体へのコンサルテーションな

ど、様々な取り組みを展開しています。 
その中で、昨年度も開催したシンポジウムと研

修会についても、企画を進めています。 
シンポジウムについては、来年２月に開催する

ことが決定しております。 

研修会は、９月から年度末にかけて「スタッフ

の資質向上」を目的に、テーマ別に数回開催する

予定で、講師との調整を続けています。 
その第一弾としまして、「新体系の会計につい

て」という研修会を、９月２９日（土）午後開催

します（詳細はチラシをご覧下さい）。 
その後の研修会についても、詳細が決まり次第

皆様にお伝えする予定です。どうぞご期待下さい。 

＊なお、昨年度の事業については、その一部を

当会のホームページからダウンロードできます。

興味がある方は、どうぞご覧下さい。 

 

平成 18 年度 巣立ち会決算報告 

貸借対照表 
（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              63,012 36,464 99,476 流動負債                 14,288 5,217 19,505

現金預金            49,411 31,544 80,955 未払金                   2,274 2,274

未収金 7,202  7,202 預り金 7,452 5,217 12,669

立替金 700  700 前受金 2,270 2,270

前払金              5,698 4,920 10,618 給料預り金               2,291 2,291

固定資産              30,012 29,372 59,384 負債の部合計 14,288 5,217 19,505

基本財産             10,000 10,000 20,000 純資産の部 

基本財産特定預金    10,000 10,000 20,000 基本金                    29,300 25,300 54,600

その他の固定資産     20,012 19,372 39,384 基本金                   29,300 25,300 54,600

車輌運搬具          4,059 4,780 8,839 国庫補助金等特別積立金    4,321 5,815 10,136

器具及び備品        4,659 4,131 8,790 国庫補助金等特別積立金   4,321 5,815 10,136

権利                11,153 10,222 21,375 次期繰越活動収支差額      45,114 29,505 74,619

ソフトウェア        139 239 378 次期繰越活動収支差額     45,114 29,505 74,619

    当期活動収支差額        15,609 8,361 23,970

    純資産の部合計            78,736 60,619 139,355

資産の部合計 93,025 65,836 158,861 負債及び純資産の部合計 93,025 65,836 158,861

脚注１．減価償却累計額       7,189
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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 3,420 3,905 △485

    
収
入 

授産事業収入計              3,420 3,905 △485

授産事業  3,209 3,611 △402

    
支
出 

授産事業支出計              3,209 3,611 △402

授
産
事
業
活
動
に
よ
る
収
支  授産事業活動資金収支差額    210 293 △82

私的契約利用料収入 1,440 1,550 △110

利用料収入 28,595 28,580 15

事業収入 24,373 24,373 △5

経常経費補助金収入 113,736 119,361 △5,625

寄附金収入 11,123 11,142 △18

雑収入 5,221 6,027 △806

受取利息配当金収入 3 3 

会計単位間繰入金収入 5,666 15,713 △10,047

経理区分間繰入金収入 315  315

訓練等給付費収入 24,537 26,057 △1,519

収
入 

福祉事業収入計 215,012 232,809 △17,796

人件費支出 95,908 96,079 △171

事務費支出 86,455 90,897 △4,441

事業費支出 10,966 10,823 142

会計単位間繰入金支出 9,374 15,713 △6,339

支
出 

福祉事業支出計 202,704 213,514 △10,809

福
祉
事
業
活
動
に
よ
る
収
支 

 福祉事業活動資金収支差額 12,308 19,295 △6,986

施設整備等補助金収入 874  874

施設整備等寄附金収入  733 △733
収
入 

施設整備等収入計 874 733 141

固定資産取得支出 1,183 2,844 △1,661

   
支
出 

施設整備等支出計 1,183 2,844 △1,661

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支 

 施設整備等資金収支差額  △309 △2,111 1,802

   

   
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 12,209 17,476 △5,267

     

  前期末支払資金残高 31,247 31,247 

  当期末支払資金残高 43,456 48,723 △5,267

 

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 3,905 1,819 2,085

  
収
入 

授産事業収入計  3,905 1,819 2,085

授産事業 3,611 1,819 1,792

  
支
出 

授産事業支出計  3,611 1,819 1,792

授
産
事
業
活
動
収
支
の
部 

授産事業活動収支差額  293 293

私的契約利用料収入 1,550 1,440 110

利用料収入 28,580 15,062 13,517

事業収入 24,373 13,299 11,074

経常経費補助金収入 119,361 112,046 7,315

寄附金収入 11,142 10,558 584

雑収入 6,027 6,251 △223

国庫補助金等特別積立金取崩額 1,492 976 516

訓練等給付費収入 26,057 26,057

収
入 

福祉事業収入計 218,585 159,633 58,951

人件費支出 96,079 73,301 22,778

事務費支出 90,897 61,932 28,964

事業費支出 10,823 11,290 △466

減価償却費 2,070 1,377 692

支
出 

福祉事業活動支出計 199,870 147,901 51,969

福
祉
事
業
活
動
収
支
の
部 

福祉事業活動収支差額 18,714 11,732 6,981

受取利息配当金収入 3 3

会計単位間繰入金収入 15,713 15,237 476

  

収
入 

事業活動外収入計 15,716 15,240 476

会計単位間繰入金支出 15,713 15,237 476

  
支
出 

事業活動外支出計 15,713 15,237 476

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 19,010 11,735 7,275

施設整備等補助金収入  4,065 △4,065

施設整備等寄附金収入 733 1,008 △275

基本金取崩額 2,000 2,000

その他の特別収入 3,292 △3,292

収
入 

特別収入計 6,025 5,073 952

基本金組入額 60,000 4,000 2,000

固定資産売却損及び処分損 134 383 △249

国庫補助金等特別積立金積立額  4,065 △4,065

その他の特別損失 3,292 3,292

支
出 

特別支出計 9,427 8,448 978

特
別
収
支
の
部 

特別収支差額 △3,401 △3,375 △25

当期活動収支差額 15,609 8,360 7,249

前期繰越活動収支差額 29,504 21,144 8,360

当期末繰越活動収支差額 45,114 29,504 15,609

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 45,114 29,504 15,609
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セルフヘルプグループ育成講座を始めました 

8 月 1 日から 3 日間、三鷹市協働センター会議

室にて「第 6 回三鷹市ピアカウンセリング講座（基

礎編）」を開催しました。30 人を超える参加者が

あり、講座を通じて熱心に分かち合いの輪が広が

りました。 
これまで「三鷹市精神障がい者地域自立支援事

業（ピアサポート事業）」では、このピアカウンセ

リング講座（基礎編）を 3 年間で 6 回開催して、

延べ 110 名の修了者が生まれています。同時に、

初はＪＨＣ板橋会の協力を得て運営した講座の

進行も、現在は講座の修了生の有志によるリーダ

ーチームによって、完全に実施できるようになっ

てきました。 
そこで、リーダーチームを中心に、誰でも参加

できるような形の「セルフヘルプグループ育成講

座」を、8 月から実施しています。これは 5 人か

ら 10 人の、安心してお互いが自分の経験を話すこ

とができるグループをつくるための講座です。 
講座は 1回がテキスト 1章分、約 1時間半です。

テキストは全 12 章、 後まで終わるとまた 1 章か

ら始めるので、どこから始めても、どこで止めて

も構いません。 
各回、前半でお互いに助け合うためのコミュニ

ケーション技術をカセットテープの講座で学び、

後半にそれを生かして実際に自分の意見や経験、

悩み事などを話せる時間（オープンディスカッシ

ョン）を持つという形で進みます。 

 

（ピアカウンセリング講座の様子） 

第 1 回は 8 月 7 日に巣立ち風で行なわれ、8 名

が参加しました。皆「何をするのかな？」と、不

安と興味が混ざったような表情で、講座が終わっ

てもそれはさほど変わらなかったようですが、感

想では「今後も続けてみたい」と力強く話してい

ました。 
今後は、第一・第三火曜日の午後 2 時から、「福

祉コアかみれん会議室」で行なう予定です。興味

がある方は誰でも（当事者以外でも）参加できま

す。お気軽に下記までご連絡下さい。 
（日時等を変更することがありますので、参加の

前には必ずご確認下さい。） 

巣立ち風（長門）０４２２－３４－２７６１ 

 

障がい者チャリティー みたか寄席 お問い合わせ・お申し込みは巣立ち風まで 

日時； 9 月 29 日（土） 午後 1 時開演   場所； 三鷹市公会堂 大ホール 

出演； 桂米丸、古今亭志ん橋、古今亭菊寿  他 

主催； 三鷹市障害者福祉懇談会   入場； 前売り 2,000 円、当日 2500 円 



２００２年４月２３日 第三種郵便物認可（毎月３回５の日発行） 
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♪第 4 回「愛のふれあいコンサート」を終えて♪ 

 去る 6 月 22 日、第 4 回目となる「巣立ち会 愛のふれ

あいコンサート」を開催いたしました。会場となった調布

市文化会館たづくりの「くすのきホール」には過去 3 回

のコンサートを上回る約 380 名のお客様にご来場いただ

きました。 
 今回も、調布市、調布市社会福祉協議会、そして玉の肌

石鹸・ミヨシ石鹸株式会社からご後援をいただき、開催す

ることができました。お越しくださったお客様、ご後援く

ださった皆様へこの場をお借りして心より感謝申し上げ

ます。 

今回も玉の肌石鹸・ミヨシ石鹸株式会社の三木社長から

のご紹介で、当会の活動にご賛同いただき出演を引き受け

てくださった音楽家の方々をお迎えしました。 
ご出演いただいたのは、ソプラノ歌手の高橋薫子氏、バ

リトン歌手の寺田功治氏、そして前回もご出演くださった

ピアニストの御邊典一氏でした。これまでとは少し趣向を

変え、3 人の音楽家の方それぞれのソロだけでなく、御邊

氏の伴奏で高橋氏と寺田氏の合唱があったりと、聴衆を飽

きさせない変化に富んだ内容でした。 
（高橋氏への花束贈呈）        

高橋氏のみずみずしく可憐な歌声と、寺田氏の今後をさらに期待させる深みのある歌声に、御邊氏の

繊細ながら安定感のあるピアノの音色と、合間の楽しく軽快なトークがうまくとけ合い、心地よい素敵

な時間となりました。改めてご出演くださった皆様へ、心から感謝を申し上げたいと思います。 
また、コンサート終了後に出演者の方々を囲んでレセプションを行いました。コンサート当日には、

ご後援くださった玉の肌石鹸･ミヨシ石鹸株式会社の三木社長は、残念ながらご出席いただけなかったの

ですが、同社の松本様に乾杯の音頭をとっていただき、短い時間ながらコンサートの余韻を楽しみまし

た。 
後に、本コンサートでは当会が運営しているグループホームの活動資金とさせていただくために、

チャリティーを募らせていただきました。そして皆様からのご好意によって 450,783 円のご寄付を賜り

ました。当会の活動にご理解いただき、ご協力くださった皆様へ心より感謝申し上げます。 

次回、本コンサートは早くも第 5 回目を迎えることとなりました。これまでのコンサートで出会えた

皆様とのつながりを大切にしながら、さらに新たな出会いの場となるよう、より良いものを企画してま

いりたいと思います。ご期待ください！                   （濱井） 



２００２年４月２３日 第三種郵便物認可（毎月３回５の日発行） 
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賛助会から 

平成 18 年度 賛助会決算報告 

項  目 収  入 項  目 支  出 

会費収入 3,876,173 寄附金 6,900,000

雑収入 201 支払手数料 11,380

前期繰越金 8,709,340 事務費 6,100

 次期繰越金 5,668,234

合  計 12,585,714 合  計 12,585,714

 
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 19 年度分として、順不同） 
村上建一様、中山トメ様、一ノ瀬恵子様、小野巖様、卜部啓子様、近藤僚三様、箕輪安儀様、箕輪美智子様 
熊井鉄朗様、高山克巳様、山田三郎様、尾向陽子様、成田宏毅様、平塚登喜子様、宮地秀樹様、高橋睦子様 
桧山文男様、野路耕一郎様、会田孝太郎様、白井重太郎様、瀬戸口和久様、佐々木よう子様、梨木信彦様 
福島彪一郎様、藤本貞様、大田司様、吉原恭蔵様、山田昭徳様、西村清隆様、佐藤あや子様、平川淳一様 
長門栄治様、仙川ムラタクリニック様、高須啓邦様、大村秀子様、中島八重子様、近藤伸介様、飯野敏様 
吉祥寺病院様、熊谷直樹様、関也映子様、人見秀一様、佐々木いづみ様、森田昭宏様、越智あゆみ様 
村田真男様、村田真様、林繁子様、黒岩あい様、中島幾久子様、平岩一江様、小川大策様、白井文枝様 
西雲ユキ子様、永田俊二様、宮本禮子様、白井初枝様、日吉淳治様、四辻直美様、青木鉄次様、高津光子様 
磯見明子様、武田力様、土屋秀雄様、吉野玲子様、熊木絹代様、西尾隆様、小林典子様 

（4 月 17 日から 8 月 2 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 

 
 

編集後記 

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） 

編集後記 

「３０年後の精神保健福祉施設の職員は、半分が障害

当事者である」という「長門理論」を、共に信じてく

れる人を探しています。少々事態を単純化しすぎてい

るかなとも思うが、リカバリーを促進するためのスロ

ーガンが必要なのではと思って。いいと思うけどな、

これ。ご意見は右記までお願いします。（長門） 
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