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平成 19年度 巣立ち会事業計画 
田尾有樹子 

 

 平成 18 年度は私たちにとって激動の年だった。

障害者自立支援法により数々の課題が与えられ、

それに追いついていくだけで精一杯だったよう

に感じている。 

 平成 19 年度は、3 ヶ所の日中活動の場が障害

者自立支援法の事業所に移行する。利用者の反応

や経営面での問題、職員の増員など、数々の問題

を抱えてのスタートとなる。 

しかし、障害者自立支援法をどのように活用し、

障害者支援に有効に機能させていくかは、我々に

与えられた大きな課題である。 

 この制度の変わり目を、大きなチャンスとして

捉えて、利用者のニーズに従ったより良い活動を

目指して、より一層の努力をしていくことが今後

の我々の責務であると考える。 

≪今年度の目標≫ 

１．4月から巣立ち風、巣立ち工房、こひつじ舎は

障害者自立支援法の日中活動の場、就労継続支

援 B 型に移行する。それに伴い、作業内容の見

直しやプログラムの変更などを各所で検討する。 

 また各々の支援計画についても、本人と話し

合いながら順次見直していく。 

２．利用定員は巣立ち風が 30 名、巣立ち工房が 20

名、こひつじ舎で 40 名とする。 

 それに伴い、職員も増員する必要がある。現在

4名の常勤職員の増員が決まっており、それ以外

にも適切な人材を募集し、随時採用を検討して

いく。 
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３．移行に伴い、施設整備費を申請できる可能性

がある。昨年度に改造の終わった巣立ち工房を

除いて、巣立ち風・こひつじ舎の施設整備費を

申請し、より良い作業環境で利用者が仕事をす

ることができるように整備していく。 

４．昨年度申請したグループホームのうち、国基

準の 4 ヶ所については、三鷹と調布に 1 ヶ所ず

つ、計 2ヶ所にまとめて、1ヶ所の定員数を増や

した形に整理をする。 

５．再度、指定相談支援事業所の申請を検討する。 

６．東京都から受けている退院促進支援事業、三

鷹市から受けている三鷹市精神障がい者自立支

援事業の両方が、さらに充実するように努力を

続けていくと共に、継続して事業が実施できる

ように行政に働きかけていく。 

７．三鷹市、調布市の両市に、生活保護の自立支

援プログラムの実施を求めて働きかけていく。 

８．退院促進支援事業について、各地から報告や

講演を頼まれる機会が増えている。 

 とにかく依頼は断らないことを前提に、退院促

進支援事業を全国に普及啓発させていく。 

９．「愛のふれあいコンサート」やシンポジウム等、

広く市民の理解を得られるようなイベントや啓

発活動を、積極的に行っていく 

９．こひつじ舎では、企業内授産を新しく検討中

である。人件費の予算を確保することも含め、

特徴のある事業としての基礎ができるよう努力

していく。 

10．現在の利用者に、各々のニーズに沿った質の

高いサービスを提供できるよう最大限の努力を

していく。 

 加えて、より多くの方々にそれらのサービスを

利用してもらうため、積極的なＰＲ活動を行い、

巣立ち会を知ってもらうようにする。 

11．職員がやりがいを持ち、かつ働きやすい職場

環境を作るために、各々の職員の関心や意識等

を把握し、より適切な職場配置と意欲の亢進を

図れるように配慮していく。 

以上、皆様のご支援を頂きながら、実現できる

ように力を合わせていきたい。 

通所施設が新法に移行しました 

4月から、当会の通所施設3ヶ所（巣立ち風・巣立

ち工房・こひつじ舎）が、障害者自立支援法による

「就労継続支援Ｂ型」の事業所に移行しました。 

それに伴い、新しい法律にのっとった事業にする

ための、いくつかの大きな変更がありました。 

しかし、要綱や規約の細目・減免措置等が伝えら

れたのも、時期としてはぎりぎりで、現場では今で

も悪戦苦闘が続いています。 

事前の準備 

具体的な準備は、年明けから始めました。 

利用者に向けて何回か説明会を行ない、三鷹市の

担当職員をお呼びしての説明会も開きました。 

同時に、利用者のご家族を対象にした説明会も実

施し、サービス利用に伴う自己負担金の発生につい

てなどのご理解を頂きました。 
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また、サービスを行うための「指定障害福祉サー

ビス事業者申請」を、東京都に対して行いました。 

この申請では、施設や事業計画についての細部に

ついても記入が必要で、作成はかなりの労力が必要

な作業となりました。 

2月には「障害福祉サービス受給者証」の申請を各

利用者にお願いしました。グループホームの入居者

は、昨年10月にすでに取得していましたが、それ以

外の人は今回が初めての申請です。 

三鷹市と調布市の分は、各施設で一括して行いま

したが、そのほかの市区町村の利用者は、申請書に

収入等を証明する書類を添付して、住んでいる市区

町村の窓口へ提出し、認定調査を受けることになり

ました。 

さらに3月に入ると、市町村の独自減免制度の細目

が決まり、利用者への周知と対応に追われました。 

巣立ち会の利用者の多くは三鷹市と調布市の住民

ですが、その両方の市が非常に手厚い減免制度を設

けて下さり、大勢の利用者が安心してサービスを利

用できるようになりました。 

実際に受給者証が利用者の手元に届き、都からの

指定事業者の決定が下りた時には3月も末で、ようや

く4月からの移行への準備が整いました。 

請求業務 

実際に移行をして、最も重要な業務として発生し

ているのが「訓練等給付費請求業務」です。 

これまでの一括の補助金制度に変わり、サービス

利用実績に基づいた利用者ごとの訓練等給付費を、

月ごとに各市町村に請求して受け取ることで、施設

運営費等を賄うことになります。 

実際の事務については、三鷹市から担当職員をお

呼びして、職員向けの説明会をして頂きました。国

が指定した書類について、順を追ってご説明頂き、

考え方や記入上の注意など、これまで具体的に見え

てこなかった業務を明確にすることができました。 

その後に利用者にも説明をして、4月の利用者全員

の計算・書類記入は滞りなく行なうことができまし

た。それに基づいて市町村に請求書を発送し、利用

者から自己負担分を徴収することになります。 

今後について 

このように、運営管理や利用手続きなど、いわば

ハード面では大きな変化がありましたが、ソフト面、

つまりプログラムの内容については、大きな変化は

ありません。各所とも、これまでのプログラムを継

続しつつ、さらに「就労継続支援Ｂ型」の要求する

ところである「授産収入のアップ」に向けて、利用

者と共に活動していきます。 

その一方で、これまで大事にしてきたピアカウン

セリング、ＳＳＴ、健康づくりなどの作業外プログ

ラムも、就労の基盤となるセルフケアを高めるプロ

グラムとして継続していきます。 

レクリエーションについては現在検討中ですが、

全廃ではなく、頻度の調整や休日開催などで、利用

者同士のつながりや生活の質を上げる機会を提供で

きるようにと考えています。    （長門） 
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シンポジウム「退院促進事業の実践と未来」を開催しました 

 

（左から田尾、佐藤氏、門屋氏、柳沼氏、藤木氏、佐々木氏） 

 

平成 19 年 2 月 3日（土）10 時から 17 時に、三鷹

産業プラザ 7階会議室にて、シンポジウム「退院促進

事業の実践と未来」を開催しました。 

これは、当会が厚生労働省から委託を受けて実施

した「平成 18 年度精神障害者地域生活移行推進モデ

ル事業」の一環として、三鷹市精神障がい者地域生活

支援連絡会の主催で開催したものです。 

お忙しい時期にもかか

わらず、全国から 200 名を

越えるお申し込みがあり、

そのうちの実に 3 分の 1 以

上が東京都外からの参加で

した。 

地域を越えて、このテー

マへの関心が深まっている

ことが感じられました。 

 

シンポジストとしてご協力いただいた方々は、次の

通りです。 

藤木則夫氏（厚生労働省社会・援護局 

       障害保健福祉部企画課長） 

佐々木忠信氏（厚生労働省社会・援護局 

   障害保健福祉部障害福祉課通所サービス係長） 

柳沼恵美氏（東京都福祉保健局障害者施策推進部 

   精神保健福祉課生活支援係係長） 

門屋充郎氏（社会福祉法人慧誠会 

       帯広ケアセンター所長） 

佐藤省子氏（医療法人興生会 

     精神障害者通所授産施設グリーン施設長） 

＊肩書きは開催当時のものです 

これに当会の田尾が加わった 6 名で進行しました。 

会の途中には、シンポジウムに後援を頂いた三鷹市

から、市長の清原慶子様のご挨拶も頂きました。 

（写真左） 
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シンポジウムでは、午前中の基調講演として藤木氏

から障害者自立支援法の理念や行政の取り組みにつ

いて、また柳沼氏からは東京都地方精神保健審議会

（地精審）の答申を踏まえた都の退院促進への独自支

援についてなどのお話を頂きました。 

午後の実践報告では、「社会復帰は単純に退院促進

だけ、あるのは社会参加で、そのあり方は様々である」

と、本人の力を第一に考えたケアマネジメントの必要

性を訴えた門屋氏、「医・職・住」の整備を地域で実

践してきた佐藤氏、「社会的入院にまさる人権侵害は

ない」と考えて退院促進に関わり続けてきた田尾の、

それぞれの具体的な報告に、会場の皆様も熱心に耳を

傾けておりました。 

パネルディスカッションでは、質問に充分にお答え

する時間がなかったなど、不慣れな運営による不手際

もあり、改めてお詫び致します。とはいえ、主催者を

代表して当会の松岡が最後に申し上げた「新しい法律

がきっかけで、このような議論ができた。この熱気を

持ち続けていきたい」との言葉は、会場の皆様方と共

有できたようでした。 

シンポジウム終了後、同会場で実施した懇親会には、

57 名の参加を頂きました。にぎやかな中で、シンポ

ジストの方々も含めて貴重な時間を持つことができ

ました。 

ご参加下さった皆様、ご協力頂いたシンポジストの

方々、また後援や支援を下さった関係機関の皆様、本

当にありがとうございました。     （長門） 

 

巣立ち工房：２階改修工事で広々としたスペースに 

  
巣立ち工房では、東京都から援助を頂いて、広々とした

空間で効率よく作業ができるよう 2階の改修工事を行いま
した。個室の壁を取って、仕事場 2部屋と交流室 1部屋の
ゆったり、広々したスペースに生まれ変わりました。 
光と風があふれる心地よさいっぱいの空間で、日々快適

に内職作業に皆で取り組んでいます。 
（巣立ち工房 小引） 

 

 

とってもいいです。

広々として充実して

る。綺麗になった。 
明るくなって、

広くなって 
仕事がやりや

すくなったよ。

今までとはまた

違った味があっ

て、工房の雰囲気

が変わったねえ。 
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第 1回三鷹市ふれあいトークを開催しました

 

（左から末續氏、成田氏、奈良氏、須川氏、玉川氏） 

3 月 2 日（金）14 時から 16 時に、三鷹市市民協

働センターにて、ピアサポート事業の一環として

「第 1回三鷹市ふれあいトーク」を開催しました。 

三鷹市ピアカウンセリング講座を修了した人の

中から、呼びかけに応じて 11 名が実行委員となり、

3 ヶ月前から話し合いを進めてきました。「ふれあ

いトーク」という名称も、「幸せのネットワーク～

ひとりじゃないんだ みんないっしょに歩こうよ」

というテーマも、実行委員で決めたものです。実行

委員会は、昨年の 12 月から始めて計 8 回開かれま

したが、講座でなじみのある顔ぶれだったこともあ

り、和気あいあいとした楽しい雰囲気で話し合いが

進みました。 

当日は 100 名を越える参加があり、お忙しい中に

もかかわらず市長もご挨拶を下さいました。そんな

中でも、実行委員はそれぞれが自分の役割をしっか

りと果たしていました。 

会では、三鷹市内の社会資源紹介スライドの上映

の後、5名の実行委員による体験発表となりました。 

トップバッターの末續氏（巣立ち会）「私とピア

カウンセリング」では、緊張感の中でやや早口でし

たが「ピアカウンセリングで勇気が出て、以前の友

達に障害を告知した」と、今後もピアカウンセリン

グを続けていきたいと話しました。 

続いての成田氏（むうぷ舎）は「いまを生きる」

という題で「自分の障害を認めるのに 10 年かかっ

た」と力強い声で話されました。 

奈良氏（こひつじ舎）「回復の過程と社会参加」

では、服薬と規則正しい生活を心掛けたことに加え

て、社会参加への取り組みが、自身の回復に大きな

影響を与えたと語りました。 

須川氏（ひまわり会）「ひまわり第 2 作業所に来

て」では、「作業所を利用することで回復すること

ができた」と素直な実感を話しました。 

最後の玉川氏（巣立ち会）「18 年間の入院と巣立

ち会」では、こひつじ舎に通い始めて、安心して働

ける場を得られたこと、助け合える仲間に出会った

ことなどを、落ち着いた語り口で振り返っていまし

た。 

それぞれの生きてきた道や考え方、これからの夢

などが正直に語られ、質問にも大変丁寧に答えて、

会場全体が「ひびきあい」に包まれました。 

アンケートには「ぜひ第 2回を開催してほしい」

との声も多数ありました。次回の実行委員はあなた

です。どうぞ積極的なご参加をお待ちしています。 

（長門） 

  

私も何度か薬を止めて、その都度入院する

ことになってしまいました。 
なぜ、成田さんが薬を止めたのかは分かり

ませんが、今は充分に薬の必要性は感じてい

らっしゃると思います。気の合う医者が担当

だと良いと思います。頑張って下さい。 
最初のスライドが素晴らしかったです。 
司会進行の方々、良かったです。 

（ひまわり第 3作業所 大木） 
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ＮＨＫテレビの取材を受けました 

 

4 月 13 日（金）に、吉祥寺病院の品川先生を囲んでの、

利用者座談会を開きました。NHK テレビの取材も入って、

緊張した雰囲気の中で進められました。 

神戸氏（工房）「退院して良かったのは自由があること

です」、加藤氏（こひつじ舎）「もう入院はしたくありませ

ん」、鳥谷氏（こひつじ舎）「退院するのが一番いい！」と

いった、利用者が自らの言葉で積極的に発する力強いメッ

セージは、品川先生、NHK の取材クルー、そして何よりも

現在入院中で退院を目指している方にとって、大きな励みとなった様子でした。 

品川先生より「長期入院の方が退院し、のびのびと自由に生活をおくっていることを知った。入院中の方

が退院を目標にして行くことが大切であることを改めて感じる一方で、退院させる時期など、サポートのタイ

ミングの難しさについても考えさせられた」との感想を頂きました。 

この時の様子を含めた当会の日常が、ご存知「福祉ネットワーク」にて放映されるようです。具体的なこ

とは未定ですが、どうぞご注目下さい。                    （巣立ち風 栗原） 

 

♪第 4回「愛のふれあいコンサート」を開催します♪ 

今年も、巣立ち会主催「愛のふれあいコンサート」を、来る 6月 22日に開催することとなりました。 
今回も素晴らしいゲストをお迎えし、皆様へ心あたたまるひと時をお届けできるよう準備を進めております。 
 皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。 

日時 2007年 6月 22日(金) 18:30開演 
場所 調布市文化会館たづくり くすのきホール 
出演者と予定曲目  

高橋薫子（ソプラノ）：岩河智子編曲：七つの子 
岩河智子編曲：揺籠の歌 
プッチーニ：「ジャンニ・スキッキ」より  

いとしい私のお父さん 
寺田功治（バリトン）：W.A.モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より  

もう飛ぶまいぞこの蝶々 
山田耕筰：まちぼうけ 
S.ガスタルドン：禁じられた音楽 

御邊典一（ピアノ）：  曲目は未定      ※その他詳細は同封のチラシをご覧ください。 
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２００２年４月２３日 第三種郵便物認可（毎月３回５の日発行） 

２００７年４月１８日発行 ＳＳＫＷ 増刊通巻第９７７号 

 

プロの技術で、無理なくきれいに汚れを落とします！引っ越しや年末のお掃除、日常清掃も 

風清掃にお任せ下さい！ 

家庭用エアコン分解洗浄 1 台 5.000 円～ 

トイレ洗浄          1 台 5.000 円～ 

浴室洗浄           1 室 8.000 円～ 

窓・サッシ洗浄        1 枚 500 円～ 

その他の箇所も承っております！ 

（エアコン内部のカビや汚れをすっきり落とします）      お気軽にお問い合わせ下さい！ 

               社会福祉法人巣立ち会 巣立ち風 0422－34－2761 

賛助会から 

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、順不同） 

吉原恭蔵様、田尾光子様、近藤僚三様、寺本光男様、岡和田ハル子様、近藤紀子様、田村章様、村田和様 
高橋敬三様、高津光子様、磯見明子様、馬部裕之様、山田昭徳様、田尾勢津子様、江藤佑二様、太田司様 
宇都宮和子様、越川恒雄様、中島八重子様、渡部悦子様、佐藤香苗様、藁谷みち子様、糠信涌子様 
岩瀬三千朗様、森田昭宏様、武田力様、河田イセ様、佐々木よう子様、女鹿美穂子様、今野紀子様 
かささぎ会様、あおき会 土屋秀雄様          （1月 12日から 3月 22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 

編集後記 

 もういい大人なので、仕事と家庭と自分自身、この

３つのバランスが肝心である。仕事と家庭が若干落ち

着いてきた矢先に、痛風という大病（？）が発覚して

しまった私としては、やはりもっと自分を大事にしな

いといけないな。することにしよう。でも、いったい

どうすれば？と考えている時点で、すでに頭が痛く、

それ以上先に進まない。手遅れか？ （長門） 

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・横田） 
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