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11．横浜市港南区生活支援センター

（１）はじめに
　横浜市港南区生活支援センターは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づく「精
神障害者地域生活支援センター」として、横浜市からの運営委託により、平成14年4月に開所し
ました。センターでは地域で生活する精神障害者の社会復帰、自立および社会参加を促進するた
めの日常生活支援や利用者の憩いの場として、食事（夕食）サービス、入浴サービス、生活情報
の提供などを行っています。
　平成18年4月から運営について指定管理者制度導入されましたが、港南区生活支援センターは、
平成22年度までの5年間に引き続いて、平成23年度から10年間についても、当法人が指定管理者
となりました。
　平成18年10月1日から、障害者自立支援法の完全施行に伴い、生活支援センターは「相談支援
事業」及び「地域活動支援センター事業」に位置づけられました。その後、平成24年4月施行の
改正障害者自立支援法、翌25年4月に施行された障害者総合支援法では、これまで以上に相談支
援事業についての充実と強化があげられています。当センターは、指定一般・指定特定相談支援
事業者として横浜市の指定を受け、身近な相談から専門相談まで多様化、複雑化する福祉相談の
窓口として、適切な対応に努めています。

（２）相談支援事業
　相談支援事業においては、利用者の中から支援が必要な人を見極め、内在化するニーズにどう
アプローチしていくかを検討し、支援の枠組みづくりへと繋げていきます。利用者の同意を得て

「個別支援計画書」を作成し、短期・長期目標を見据えて支援を行うなど、支援計画に基づいた
個別支援の充実を進めています。また、利用者の生活環境を的確に把握するため、地域へ出向い
ていくことにも力を入れ、より質の高い支援ができるよう訪問相談に取り組んでいます。

①職員による相談（面接、電話、訪問）
・ 生活、医療、対人関係、心理情緒、経済、就労、制度申請・手続きなど生活全般に関する相

談に応じています。
・個別ニーズを掘り起こし、利用者の同意による「個別支援計画」に沿った援助を行います。

②精神科嘱託医による相談（面接）
・医療に関する相談に応じています。（週1回）

（３）地域活動支援センター事業
　センターでは、地域活動支援センター事業において、さまざまなプログラム・イベントを企画
実施しています。こうした事業を通じて、社会参加や、対人コミュニケーション技術を獲得し、
他者と交流する楽しさや協力することの大切さを知る機会となるよう、必要に応じて内容の工夫
と改善を行っています。プログラムや講座の企画については、センター利用者だけでなく、地域
でひきこもりがちな障害者や家族なども対象としています。
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　また、「講演会」、「お菓子づくり」、「パソコン教室」、「うつミーティング」、「コラージュ体験」、
「ハンドマッサージ」、「ソフトボール」、「フットサル」、「ハッピーヨガ」等自主事業を133回実施
し、延べ1,256人の利用者が参加しました。娯楽は卓球、オセロ、トランプ、将棋、囲碁、野球
用具の貸し出しを行っています。
　利用にあたっては、オープンスペースを開放し、利用者が安心して過ごすことができる居場所
の提供に努めるために、未登録者を含めた全ての利用者に「施設利用に関する同意書」を記入し
ていただきます。
　オープンスペースはＡ型生活支援センターの特徴である広さを生かし、静かに過ごしたい利用
者と、談話や娯楽を楽しみたい利用者の棲み分けを行い、地域関係機関、家族、ボランティアな
ど地域の方の利用もあり、利用者との交流の場としています。最近は利用者層の拡がりにより、
相互の支えあい意識が高まるなど館内は家族的な空間となっています。

（４）運営管理
◎開館時間及び休館日
　・開館時間：午前9時から午後9時まで
　・ 開館日：月1回の設備等保守点検の休館日以外、年末年始も開館（平成25年度は353日の開館）。
　　※休館日：第3月曜日（第3月曜日が祝日の場合は、翌日が休館日）
◎職員体制
　・職員　12人（所長１人、常勤職員5人、非常勤職員4人、アルバイト2人）
　・他に夕食調理アルバイト5人（ローテーション）、嘱託医5人が従事しています。

（５）平成25年度の利用状況
①利用者数
　平成25年度の年間の利用者数は、11,182人でした。本人の来館利用は1日平均31.7人、日常生
活支援（電話・面接・訪問・同行）のうち電話相談は1日平均延べ39.1人でした。相談内容は生活、
医療、就労、経済、制度、対人関係など多様で、中には心理・情緒的不安から生じる自殺企図
の相談もあり、1件で1時間以上も要するケースもあります。面接は1日平均4.5人でした。
　なお、センター利用と下記４つのサービスを受けるために登録した利用者は平成26年3月31
日現在1,498人（男性918人、女性580人）となり、この5年間で約1.3倍に増えました。

表－1　利用者人数

合計人数
（人）

内訳

本人
家族 ボランティア等 見学 電話 訪問・同行

男性 女性 小計

25,930 7,571 3,611 11,182 323 338 129 13,813 145

日平均 73.5 21.5 10.2 31.7 0.9 1.0 0.4 39.1 0.4
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表－2　日常生活支援

合計
電話 面接 訪問・同行 面接・その他

男性 女性 小計 男性 女性 小計 男性 女性 男性 女性

16,961 7,094 6,719 13,813 901 674 1,575 56 89 947 481

日平均48.0 20.1 19.0 39.1 2.6 1.9 4.5 0.1 0.2 2.7 1.4

表－3　利用者数（本人）・登録者数の5カ年の推移

年  度 利用者数 登録者数 ︵男︶ ︵女︶

平成₂₁年度 ₁₂，₆₄₀人 ₁，₁₂₆人 ₇₀₈人 ₄₁₈人

平成₂₂年度 ₁₁，₄₁₆人 ₁，₂₁₉人 ₇₆₃人 ₄₅₆人

平成₂₃年度 ₁₁，₉₉₈人 ₁，₃₂₇人 ₈₂₄人 ₅₀₃人

平成₂₄年度 ₁₁，₄₉₇人 ₁，₄₁₁人 ₈₇₄人 ₅₃₇人

平成₂₅年度 ₁₁，₁₈₂人 ₁，₄₉₈人 ₉₁₈人 ₅₈₀人

②登録者の状況
　地域別に見ると、港南区475人（31.7％）、南区256人（17.1％）、戸塚区136人（9.1％）、磯子
区118人（7.9％）、他の14区469人（31.3％）、横浜市外44人（2.9％）でした。港南区のほか隣
接区の利用者が多い状況です。
　登録者を年齢構成別で見ると30代、40代が中心で約54％を占めています。

表－4　地域別登録者数

鶴 見 区 12 保土ケ谷区 33 青 葉 区 6
横浜市計 1,454

神 奈 川 区 21 旭 区 17 都 筑 区 9

西 区 14 磯 子 区 118 戸 塚 区 136
横浜市外 44

中 区 111 金 沢 区 83 栄 区 44

南 区 256 港 北 区 22 泉 区 71
合計 1,498

港 南 区 475 緑 区 14 瀬 谷 区 12

図－1　登録者の地域別割合

市外
2.9％ 港南区

31.7％他14区
31.3％

戸塚区
9.1％

磯子区
7.9％

南区
17.1％



－ 85 －

表－5　登録者年齢構成

年齢 男性 女性 合計 ％
15～19歳 ₁ ₁ ₂ 0.1%
20～29歳 ₃₁ ₃₈ ₇₉ 4.6%
30～39歳 ₁₃₆ ₁₂₄ ₂₆₀ 17.4%
40～49歳 ₃₅₂ ₂₀₀ ₅₅₂ 36.9%
50～59歳 ₂₁₉ ₁₀₈ ₃₂₇ 21.8%
60～69歳 ₁₃₆ ₈₀ ₂₁₆ 14.4%
70歳以上 ₄₃ ₂₈ ₇₁ 4.7%
不　明 ₀ ₁ ₁ 0.1%
合　計 ₉₁₈ ₅₈₀ ₁，₄₉₈ 100.0%

③サービス内容
　地域で生活する利用者にとって生活の基本である食事・入浴・洗濯サービス等を提供してい
ます。利用は単身生活者が多く、よりよい日常生活を送るための社会資源のひとつとして、活
用されています。
　食事サービス（1日平均16.4人）、入浴サービス（1日平均4.3人）、洗濯サービス（1日平均0.7人）、
インターネットサービス（1日平均0.1人）の利用がありました。

 表－6　各種サービス実施状況 （単位　人）

食事サービス 入浴サービス 洗濯サービス インターネットサーピス
5,793 1,529 233 50

日平均16.4 日平均4.3 日平均0.7 日平均0.1

（６）地域交流・地域連携
　港南区における精神保健福祉及び他の障害関係機関とのネットワークを生かし、障害者支援に
活用するとともに、開かれた施設として地域と積極的に交流し、普及啓発に取り組んでいます。

図－2　港南区精神保健福祉ネットワーク
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（７）精神障害者支援の課題と今後の取り組み
　平成11年に法定施設となった生活支援センターは、横浜市において平成24年度末に18館の全区
整備が完了しました。初期の事業内容は、居場所提供を中心に食・住の補完、交流等が主体でし
たが、法制度の改正や障害者を取り巻く状況の変化に伴い、事業の中心は自立生活アシスタント
事業や退院サポート事業などの訪問・同行へと移行しており、支援態勢があれば精神障害者が地
域で自立して生活できるよう、個別支援に重点を置いた在宅支援が進められています。
　平成22年4月より開始した「自立生活アシスタント事業」では、単身生活等する精神障害者20
人と契約し、地域生活を継続していくための個別支援に取り組み、平成23年4月より開始した「地
域移行・地域定着支援事業（横浜退院サポ－ト事業）」では、病院や関係機関と連携しながら、
退院に向けて対象者9人の個別支援を行い、各ケースを担当する自立支援員が病院を訪問し、面
接や外出同行などを行っています。
　地域に向けての啓発では、横浜市より委託を受け、6年目となる地域支援事業において「家族
講座」（3回、28人参加）及び「青少年の心の病の講座」（3回、54人参加）を実施。地域の支援力
強化を目的とした港南区委託事業である「精神保健福祉・出前講座」（6回、226人参加）では、4
年目となった25年度も地域の支援者向けに施設機能、障害への理解について普及啓発を進めまし
た。また、「就労講座」（9回、145人参加）を実施しながら、法人の運営する「横浜東部就労支援
センター」や「川崎南部就労援助センター」と連携し、利用者を雇用につなげる就労啓発等の支
援機能の充実を図っています。
　これらの事業に加えて、平成25年4月から横浜市の生活支援センターに「計画相談支援」が導
入されました。港南区生活支援センターは、法による指定相談事業所として取り組みが始まった
ばかりですが、区役所等と連携、調整を取りながら件数の確保に努め、精神障害者の生活支援に
引き続き取り組んでいきたいと思います。
　今後も「住み慣れた地域での暮らしを支援する」ことを基本にした相談支援の取り組み、偏見
や差別の払拭に向けて障害理解の普及・啓発を果たすべく、精神障害者が地域で自立した生活が
できるよう「横浜市障害者プラン（第2期）」に掲げる「将来にわたる安心施策」をはじめとする
諸課題への取り組みや、障害者総合支援法に基づく生活支援サービスの充実に努めていきたいと
考えます。
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表－7　就労講座参加者数

開催月 内　容 人数

4 「仕事をするのに必要な力」について 15

5 精神科の病気や障害について 13

6 精神治療薬の効果と副作用について 12

7 ストレスについて考えよう 11

8 就労に関する疑問や聞きたいことについて 7

9 自分に合った仕事は何か考えよう 11

11 求人票の読み方について 20

2 当事者として働く先輩の話を聞いてみよう 11

3 企業の人の話 45

合計 9 回 145




