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Ⅰ . 横浜市精神保健福祉史年表
　

横浜市・市精連等の動き 政府等の動き

1945(昭和20)年　8月15日　敗　戦　　連合国日本を管理下に置く。

　この時期精神病院4000床(それまで2万4千床あったが、
患者数からすると精神病院は無いに等しい状態であり、多
くの精神疾患を持つ人は私宅監置か、放置された状態に
あった。駐在署には、私宅監置名簿、非監置者名簿が常備
されていた。

1947（昭和22）年　＊日本国憲法公布　＊食料よこせデモ、血のメーデー

1948（昭和23）年　東京裁判　東條英機他戦犯25被告に死刑等の判決　

＊保健所に医療社会事業員を配置する。 ＊世界人権宣言採択（国連）WHO設立
＊世界精神保健連盟結成
＊国立国府台病院、精神衛生センター設立
　精神科ソーシャルワーカー配置
＊優生保護法成立
　○障害を理由に不妊手術、2万6千人。
　　強制施術者数1万6千5百人。

1949（昭和24）年　シャープ勧告　下山事件・三鷹事件・松川事件

＊日本精神病院協会設立
　●終戦当時、「殺人、傷害、放火などの凶悪犯罪が頻出し

た主因の一つに、精神障害者に対する公衆衛生施設に不
備不完があることが指摘された。」（中略）それで終戦当
時から同士相諮って「世相の安定は、精神病院の復興か
ら」「社会の平和は精神病院から」・・、という主旨で、
精神病院協会は設立された。

　（滝沢武久著「検証、日本の精神科社会的入院と家族」）か
ら引用。

＊日本精神病院協会　会長金子准二（元警視庁技師）カルフォ
ルニア州法をモデルにした「精神衛生法制」私案を提唱

＊身体障害者福祉法公布
　○傷痍軍人等への対応が急がれていた。

1950（昭和25）年　北朝鮮軍、韓国に侵入（朝鮮戦争勃発）　

＊精神衛生法公布
　精神衛生相談所、鑑定医制度、保護義務者制度、措置入院、

同意入院、保護拘束制度
　施設外（私宅監置）収容禁止等
　（この法律の本質は強制入院手続き法である。）
＊精神病者監護法と精神病院法廃止される。)
　○これにより座敷牢から知事名で精神病院へ強制入院。

精神病院の待合には、毎朝布団に簀巻きにされた患者が
何組か転がされ受付を待っている状態が続いた。こう
した状況がその後の精神病院設立ブームの背景として
あった。

＊生活保護法公布

1951（昭和26）年　対日平和条約49カ国調印、日米安保条約　NHK第一回紅白歌合戦

＊日本精神衛生会発足
＊社会福祉事業法公布（社会事業法廃止）
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1952（昭和27）年　血のメーデー事件、皇居前広場で2名射殺、日米安保条約発効

＊国立精神衛生研究所（市川）開設
＊全国精神薄弱児育成会結成
＊仏で抗精神薬クロルプロマジン処方始まる。日本は54年、

試用導入。

1953（昭和28）年　NHK、東京でテレビ放送開始　テレビ人気（14インチ17万円）

＊WHO顧問レムカウ、ブレイン来日。精神衛生課及び精神
衛生研究所に対する勧告

　①保健所を中心とする地域精神衛生活動
　②デイケア活動、作業治療活動
　③総合病院、外来治療の重要性
　④精神科医師へのトレーニングの重要性

1954（昭和29）年　米ビキニで水爆実験　第五福竜丸被爆　精神病院ブーム始まる　

＊神奈川保健所に精神衛生相談所を併設(精神衛生法による
指定)

＊第1回全国精神衛生相談所長会議
＊第1回精神衛生実態調査
　①全国精神障害者推計130万人
＊精神衛生法改正「非営利法人精神科病院の設置および運営

に要する費用に関する国庫補助規程」が盛り込まれる。

1955（昭和30）年　神武景気はじまる。　トランジスターラジオ販売開始
＊クロルプロマジン薬価基準に採用
＊東教授事件　元日本女子大教授パラノイアの診断で措置

入院となる。東氏告訴。衆議員法務委員会、衛生法見直し
要望決議。

1956（昭和31）年　日本、正式に国連に加盟、太陽族ブーム　

＊厚生省公衆衛生局に精神衛生課設置
＊厚生省、在宅精神障害者実態調査を実施
＊小林八郎、生活療法理論を発表

1957（昭和32）年　なべ底不況　ソ連人工衛星打ち上げ成功　

＊精神病床数64,723床　精神病院371カ所
＊精神病の治療指針(公衆衛生局長通知)
　○我が国においては、電気ショック療法、持続睡眠療法、

温熱療法、ロボトミー手術等から、薬物療法、精神療法、
生活療法の流れが始まる。

＊新潟精神病院でツツガムシ接種問題、法務省人権擁護局長
は人体実験だと非難

＊病院精神医学懇話会発足
＊生活保護基準をめぐる「朝日訴訟」岡山結核療養所の結核

患者、生活保護基準は憲法25条違反と提訴。
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1958（昭和33）年　小松川女子校生殺人事件　　国民健康保険法(国民皆保険)　

＊南区保健所に精神衛生相談所を併設(精神衛生法による指定) ＊国民健康保険法公布(59年施行)
＊厚生省事務次官通知、精神病院は特殊病院と規定、結核、

精神について医師の配置を一般病院（16名）の3/1(48名）
とする内容。看護師の配置も一般病院の3/1。

＊緊急救護施設の運営について(社会局長通知、病状が固定
化した精神障害者の受皿)

＊生活保護法による入院患者の日用品費、一般病院と精神病
院とで格差をつける。

＊国府台病院でデイケアの試み開始
＊全日本看護人協会、名称を日本精神看護協会と改める。

1959（昭和34）年　皇太子結婚パレード　テレビ爆発的に普及　　キューバ革命

＊デンマーク「知的障害者福祉法」制定。これはノーマライ
ゼーションの理念を立法化したものである。

＊国民年金法公布(精神薄弱者は対象除外)
＊公衆衛生局長通知
　精神衛生相談所運営要領について
＊国立精神衛生研究所でPSWを対象に社会福祉課程研修を開始

1960（昭和35）年　日米安保締結　60年安保反対闘争・樺美智子さん死亡

＊精神障害者家族会、青森・弘前精神病院、茨木県・友部病院、
国府台、烏山病院、京都府舞鶴保健所で産声を上げる。

＊精神病床数　95,000床
＊精神薄弱者福祉法、身体障害者雇用促進法
＊医療金融公庫法施行
　○精神病院に長期低利融資はじまる。
＊国立療養所再編,結核から精神病床へ
＊日本ソーシャルワーカー会設立

1961（昭和36）年　ベルリンの壁ができる　冷戦激化　

＊精神衛生法一部改正、措置入院国庫負担
　5/10から8/10に引き上げ
＊生活保護法患者、措置入院へ移し替え
＊精神科治療指針を改正（保険局長通知）
＊公衆衛生局長通知、精神病床の数及び予算措置の制約について
＊改正刑法準備草案公表される

1962（昭和37）年　キューバ危機回避　マリリン・モンロー謎の死　国産原子炉点火

＊日本精神神経学会･:刑法改正問題研究委員会を設置
＊第1回日本犯罪学会総会

1963（昭和38）年　米大統領ケネディ教書、ケネディ暗殺される。老人福祉法制定

＊「日比谷公園の誓い」
　朝日新聞記者石川正雄氏、京都で家族会に参加していた小

西六次、厚生省衛生課の大谷藤郎技官が日比谷公園で落ち
合い、「日本結核患者同盟」のような組織を作り、政府や社
会に物申す運動をしよう」と話し合い、これが、「全家連」
設立準備への第一歩となった。(大谷藤郎著「ひかりの足跡」
から)

＊厚生省第2回精神衛生実態調査を実施
　○調査目的、1精神障害者対策は貧困対策であることを明

らかにすること。二つ目の狙いは、治療薬の発達により精
神病が治る病気であることを明確にすることにあった。

　○推定障害者数124万人、要入院28万人
　○この調査により分裂病罹患と貧困との関係が明らかに。

だが、注目されなかった。
＊ケネディ｢精神病及び精神薄弱に関する教書｣議会に提出

　→　脱施設化運動始まる
＊国立久里浜療養所にアルコール中毒特別病棟を開設
＊国立精神衛生研究所でデイケア研究開始
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1964（昭和39）年　東京オリンピック、パラリンピック開催される。

＊ライシャワー駐日米国大使刺傷事件3/24
　○マスコミ各社「精神障害者は野放し」と一斉報道。
　○池田首相｢野放しの患者を見つけ次第、すべて精神病院

に入れるように｣と指示。
　○国家公安委員会、厚生省に以下の内容の「精神衛生法改

正」を申し入れる。
　　①精神障害者の早期発見のために警察官による家庭訪問の

実施、②精神障害者リストの整備、③保安処分の早期実施、
④医師に他害の恐れのある精神障害者の通報義務化など

　○厚生省若松局長、「審議会で検討するので1年間、時間
を下さいと、国家公安委員会案に抵抗。警察権の介入を
一部、骨抜きにした。」

＊精神衛生法改正に関する精神衛生審議会の中間答申(内村
裕之会長)、

＊東京都精神障害者家族会連合が設立。精神衛生法改正反
対陳情。

＊日本精神神経学会、松沢病院など、精神衛生法改正案に猛
烈な反対運動展開

　○朝日新聞「学会、あげて反対」の記事
＊日本精神医学ソーシャルワーカー協会結成
＊全国精神衛生センター長会発足

1965（昭和40）年　米軍機、北ベトナム軍事施設を爆撃　　日韓基本条約

＊全国精神障害者家族会連合会設立
（全家連）

＊精神病床数　172、950床
＊「精神衛生法」一部改正案国会で可決
　○日本精神神経学会は、地域中心の医療体制を訴えたが結

果は酷いものだった。
　①精神衛生センターの設置（任意）
　②保健所の業務に精神衛生が加わる。
　③通院医療費公費負担制度始まる
　④措置入院制度強化=警察官通報制度等
　⑤緊急救護施設の整備運営について
　⑥精神衛生審査会
＊理学療法士法、作業療法士法制定
＊日本精神神経学会「刑法改正に関する意見書案」発表、学

会反対意見多数派に。

1966（昭和41）年　いざなぎ景気　　ビートルズ武道館で公演

＊神奈川県精神障害者家族会連合会発足。 ＊保健所における精神衛生業務要領
　保健所が地域における第一線の機関として位置づけられる。
＊茨城県の大みか病院「共同住居」、「友部病院」ホステルを

開設
＊全家連の最初の事務局は「友部病院」内に置かれた。その後、

烏山、松沢、晴和病院、上野川村ビル、全家連ビルと続く。
＊国際人権規約採択　A規約、B規約　
　〇社会権、自由権
　○人の自由を拘束するには、厳格な法手続きが必要という

内容。同意入院は「国際人権規約違反」。政府は長く放
置していた。
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1967（昭和42）年　ベトナム反戦運動高まる、　美濃部革新都知事誕生

＊福井記念病院患者会「あすなろ会」発足 ＊東大医学部、インターン廃止無期限スト
＊群馬大学生活臨床グループが中心となり地域精神医学会

設立　72年第6回箱根学会で事実上の解散となる。
＊日本精神病院協会精神衛生法改正委員会、
　社会復帰施設について委員会答申
＊WHO顧問クラーク来日　地域精神衛生状況を調査。

1968（昭和43）年　学生運動、全国に拡大　三億円事件　国民総生産世界3位　

＊神奈川県精神衛生センター発足
＊川崎市保健所デイケア開始
＊障害者地域作業所スタート

＊WHO顧問　クラーク報告書
　①多くの病院閉鎖的慢性患者無為の生活
　②病院規模巨大化、社会復帰活動は困難
　③地域に小規模な社会復帰施設を整備し、社会復帰活動の

促進を勧告
＊医療審議会　地域ごとの必要精神病床数
　を万対25床と答申。
＊大阪・栗岡精神病院事件、患者に対する集団リンチ事件
＊法制審議会刑法特別部会総会で、保安処分、治療矯正処分

案、要綱案まとまる。
＊東大精神神経科医局解散決定、東大精神科医師連合結成
＊東大精神科講師、助手「赤レンガ闘争」
　青医連「国家試験ボイコット」闘争

1969（昭和44）年　東大安田講堂陥落240名逮捕　人類初めて月面に立つ（アポロ11号）

＊精神衛生センター運営要領について(公衆衛生局長通知)
＊精神障害回復者社会復帰センター設置要領案公衆衛生審

議会に諮問、川崎、世田谷、岡山に設置
＊日本精神神経学会「金沢大会」大混乱
　○認定医制度をめぐって、関西精神科共闘会議、台弘理事

長を糾弾、理事長交代
　○精神病院は、「収容監禁施設である」と主張、精神疾患

そのものを否定する「反精神医学」論を展開。研究発表
は1979年まで行われなかった。

＊この年、大阪・安田病院事件(看護師による集団リンチで
患者死亡)、埼玉・南埼病院事件、高知・近藤病院事件、神
奈川・相模台病院事件、東京・北野台病院事件等精神病院
事件続発する。

＊日本精神神経学会｢精神病院に多発する不祥事件に関連し
全会員に訴える｣理事会声明を発出

＊「Y問題」事件起きる(川崎)ソーシャルワーカーによる権利
侵害事件

＊精神病院実態調査
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1970（昭和45）年　大阪万国博覧会　日米安保自動延長　光化学スモッグ酷くなる

＊戸塚保健所で家族教室始まる
＊やどかりの里（埼玉）中間宿舎開設
＊全家連、「精神障害者福祉法」単独立法化を決議するも、

行政をはじめ精神の関係団体からも全く無視される。

＊精神病床数　247,265床　この年の精神衛生費の中の措
置費が、97%を占める。

＊精神病院の運営管理に関する指導監督の徹底について（公
衆衛生局・医務局長通知）

＊精神障害者回復者社会復帰施設整備費予算化が実現する
＊日本精神神経学会（67回、4月徳島）
　○厚生省「中間施設」案に反対決議採択
　○保安処分反対声明（7月）など精神神経学会は政府に対

する対決姿勢を鮮明に打ち出した。
＊朝日新聞「ルポ精神病棟」連載、大熊一夫
＊精神病院で閉鎖病棟の開放化の動き
　群馬三枚橋病院,同和会千葉病院、他
＊身体障害者対策基本法

1971（昭和46）年　我国初男女同一賃金公判闘争　環境庁設置　国立コロニー開所　

＊法制審議会刑事法部会　保安処分案決定
＊日本精神神経学会総会にて保安処分制度反対決議
＊石川清｢台人体実験｣を告発
＊川崎市社会復帰医療センター開所（所長岡上和雄）共同宿

舎もみのき寮
＊川崎Y問題事件の当事者であるYさん、多摩川保養院を相

手に訴訟を起こす。

1972（昭和47）年　沖縄本土復帰、日中国交正常化、連合赤軍・浅間山荘事件

＊旭区保健所で生活教室始まる。 ＊法務省刑法改正草案を発表
＊日本公衆衛生学会保安処分反対声明
＊A級精神衛生センターでの、デイケア事業費予算化、精神

科カウンセリング料新設
＊精神病院技術職員等研修費
＊東京都・世田谷リハビリセンター開所
＊精神障害者授産施設第1号「創造印刷」設立、東京都調布市
＊アメリカでIL運動始まる

1973（昭和48）年　第一次石油ショック　福祉元年幻に　ウォーターゲート事件

＊神奈川県「精神障害者職場復帰促進助成金交付要領
　（10月1日施行）
＊神奈川県「精神障害者入院医療援護金交付要領
　（4月1日施行）
＊横浜市在宅障害者援護協会設立、初代理事長酒井喜和氏　

財団化は78年

＊精神病床数　278,079床
＊行政管理庁「精神衛生に関する行政監察に基づく勧告」を

行う
＊第21回全国精神衛生大会中止（金沢）
＊第3回全国精神衛生実態調査
　○反対運動が多く、実態調査骨抜き
＊精神神経学会「台人体実験」批判決議
＊白木人体実験(脳手術)集団闘争
　○精神障害者推定数　全国132万人
　○入院患者数26万人通院患者数40万人
　要外来患者推定数70万人
　○反対運動が強く、調査37都道府県のみ
　○この調査の時点でも「座敷牢」が数多く残っていて、「そ

れらの患者の生活は本当に悲惨だった」
　　（大谷藤郎著書から引用）
＊日本PSW第9回全国大会で「Y問題」事件に関し、Y氏から

問題提起される
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1974（昭和49）年　経済マイナス成長へ　福祉見直し論

＊精神科作業療法、精神科デイケアが社会保険診療報酬で点
数化

＊日本精神科診療所医会設立
＊デイケア施設整備費予算化
＊精神神経学会、作業療法点数化反対、精神外科反対等の声明
＊日弁連、診療所医会、日精看、刑法改正、保安処分新設に

反対声明
＊全国「精神病」者集団結成。

1975（昭和50）年　ベトナム和平成立　仏で第一回先進国首脳サミット

＊保健所における社会復帰相談指導事業の実施
　（デイケア等）
＊京都府内で精神障害者小規模作業所設立される。

＊第30回国連総会「障害者権利宣言」採択
＊厚生省、デイケア施設運営要綱
＊保健所における社会復帰相談事業について(通知)
＊日本精神神経学会総会
　○{精神科外科}を否定する決議、採択
　○作業療法反対決議を採択
＊千葉・伊藤病院事件、秋田・横手興生病院のロボトミー手

術糾弾闘争

1976（昭和51）年　ロッキード疑惑で田中首相逮捕　周恩来、毛沢東死去　

＊精神障害者措置入院制度の適正な運用に関する通知（公衆医
政局長）

＊精神神経学会理事会「岩倉病院問題」をめぐって紛糾。
＊都立松沢病院「緊急鑑定集中化」をめぐって反対運動。
＊日本てんかん協会設立される。
＊日本精神科ソーシャルワーカー協会、Y問題の継承をめぐっ

て混乱,12回大会中止。
＊第二あさやけ作業所(小平市)

1977(昭和52)年　
○舞鶴作業所 ＊精神神経学会、松沢病院の緊急鑑定集中化に抗議声明

＊全国共同作業所連絡会（きょうされん）　結成大会
＊大阪地域精神医療を考える会発足。
＊知的障害者小規模作業所国庫補助開始。
＊京都府、全国で初めて精神障害者対象の補助金制度を作る。

1978（昭和53）年　
＊あやめ作業所開所（川崎市・精神障害者を対象）神奈川県

第1号
＊バザーリア法(イタリア)　精神病院閉鎖
＊中央精神衛生審議会「精神障害者の社会復帰施設」に関し

て中間報告書を提出
　①医療施設での社会復帰活動の充実
　②医療施設外での社会復帰施設の整備
＊国立精神衛生研究所が主体となり看護職を対象に精神科

デイケア研修を開始
＊産経新聞「東大赤レンガ病棟」攻撃キャンペーン開始(約一年)
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1979（昭和54）年　日本型福祉社会構想発表　米スリーマイル島放射能漏れ事故

＊横浜市精神障害者家族会連合会設立
　(初代会長菊池正氏)

＊精神衛生社会生活適応施設整備費
＊精神衛生センターにおける酒害相談事業費予算化
＊第27回全国精神衛生大会再開（大阪）
＊知的障害者福祉ホーム制度化
＊反精神医学の跳梁に愛想をつかした身体論の立場に立つ
「生物学的精神医学研究会」スタート。2年後学会となる。
＊川崎「Y」問題裁判、和解成立。

1980（昭和55）年　新宿バス放火事件

＊横浜市健康福祉総合センター設立 ＊精神病床数　310,000床
＊公衆衛生審議会精神衛生部会「老人精神病等に関する意

見」具申
＊精神医療従事者協議会発足、保安処分反対
＊職親制度検討委員会設置
＊法務大臣、バス放火事件を受け保安処分新設推進を表明
＊総理府に国際障害者年推進本部設置
＊中央心身障害者対策協議会、国際障碍者年事業の在り方に

関する意見具申
＊WHO「国際障害機能分類試案」を発表
＊全家連「精神障害者の社会復帰と福祉に関する基本的見

会」を発表。全国大会における国会議員の公開討論ではあ
る程度賛同を得られる。しかし、日本精神神経学会、日本
精神医学SW協会、日本精神科看護協会、日本臨床心理士
会、日本精神病院協会、東京地域精神医療業務研究会など
の団体は最後まで反対。その反対理由は、「精神の疾患は、
身体の障害と違い、疾患が常態として欠陥・固定しないの
で、障害ではない」とする立場。しかし、試案は必ずしも
十分なものではなかったこともあり、さらなる調査、検討
が重ねられた。

1981（昭和56）年　第二次臨時行政調査会審議開始　　国際障害者年

＊東京都精神障害者共同事業所補助金制度スタート
＊神奈川県精神障害者職親制度開始
＊金沢保健所　お仕事会
＊青い麦の家開所　(鎌倉)

＊国連で「国際障害者年」決議を採択
　○国連の障害者「完全参加と平等」の理念は、その後の障

害者運動に大きな影響
＊厚生省　国際障害者年推進本部を設置
＊厚生省生活保護の適正実施の推進について、123号通知。
＊蜂矢英彦「精神障害試論」を発表。WHO障害モデル、上

田理論を精神障害者への適用可能性を探ったもの。
＊国際障害者年精神衛生国際セミナー開催
＊「保安処分」法務省刑事局案発表
＊琵琶湖国体に際し、滋賀県警、保健所に精神障害者のリス

ト提出を求める。
＊精神衛生社会生活適応施設運営要綱
＊精神衛生社会生活適応施設・あかね荘、開設（熊本県）
＊日本社会精神医学会設立
＊JHC板橋設立
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1982（昭和57）年　科学技術万国博覧会開催される　　老人保健法制定

＊横浜市精神障害者地域作業所運営基本費助成開始(県/市
協調事業)

＊運営費
　○Aランク　20名以上　600万円、
　○Bランク10 〜 19名　500万円
＊むくどりの家開所(浜家連)
＊浦島共同作業所開所(患者会)
＊横浜市障害者作業所運営連絡会発足(市作連)

＊老人保健法成立
＊通院患者リハビリテーション事業実施
＊総理府・国際障害者年推進本部、今後の10年間の障害者

対策長期計画策定
＊優生保護法改正案、反対運動で廃案
＊全国精神保健相談員会結成
＊日本PSW協会「札幌宣言」
　○「札幌宣言」で、「Y問題」事件以来10年余に及ぶ低迷の

時代に終止符を打つ。対象者の社会的復権と専門的社
会的活動の推進などが主な内容。

＊神奈川県在宅精神障害者地域作業所指導事業実施要領（4
月1日施行）

＊神奈川県精神保健ボランティア育成プログラム検討委員
会を設置　（神奈川県ボランティアセンター）

＊精神神経学会、刑事施設法案・留置施設法案反対声明。

1983（昭和58）年　国連障害者の10年スタート

＊青い鳥作業所(浜家連)開所
＊神奈川県精神障害者地域作業所連絡協議会準備会（第１回、

7月21日）
　○この時点での県内精神障害者地域作業所数は9カ所。

＊国連・障害者の10年（〜 1992年）
＊全家連の働きかけで自民党内に、精神障害者社会復帰促進

議員連盟設立する。
　○全家連100万人署名運動スタート
＊全家連「精神障害者の社会復帰、福祉形成基盤に関する研

究」
＊第4回全国精神衛生実態調査
　①精神障害者入院患者数33万4千人
　②内、22%、7万4千人は、訪問指導、社会復帰施設、職親制度、

共同作業所等の条件があれば退院可能との見会を示す。
＊日本病院・地域精神医学会発足
　○地域精神医学会の再生バージョン
＊精神神経学会「精神医療改革に関する宣言」をまとめる。

1984(昭和59)年　社会福祉・医療事業団法成立

＊横浜市精神障害者生活教室運営要領
＊4回の準備会を開催後、名称を準備会から神奈川県精神障

害者作業所連絡協議会に改め、3月31日同会を設立。（略称
　「精作連」、初代代表　篠田重孝（ときわメンタルクリニッ

ク院長）
　○第一回やすらぎ合同キャンプ9/2,3日、山梨県三富村

130名参加する。
　○クリスマス会開催　12月22日　県ボランティアセン

ターと共催250名参加
　○朝日厚生文化事業団から啓発用ビデオ助成金105万円

おりる。
＊第1回100人運動会開催
　施設、病院、作業所、福祉事務所、保健所職員で実行委員

会を構成。事務局わかば工芸、事務局長吉村貢
＊ひかり作業所開所

＊精神病床数　333,000床
＊宇都宮精神病院「患者殺傷」事件発生
　①3月14日朝日、毎日、読売、一斉報道
　②看護師集団リンチ傷害致死事件
　③5名の看護師、石川院長逮捕、起訴
＊精神障害小規模保護作業所調査
＊神奈川県社協・ボランティアセンター、精神保健ボラン

ティア講座を開講（この前後から「ボラセン」は、さながら
神奈川県下精神保健関係者の「梁山泊」的な様相を呈して
いた。「ボラセン」職員梅田和彦はコーディネーターとし
て大きな役割を果たし、ボランティア講座の中から多くの
精神保健福祉地域リーダーを輩出した。）

＊全国精神障害者社会復帰活動連絡協議会
　発足（事務局、埼玉県・やどかりの里）
＊ベてるの家開設
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1985(昭和60)年　プラザ（円高、ドル安政策）合意、　日航機・御巣鷹山に墜落

＊横浜市内のすべての保健所にMSWを複数配置した。
＊「県精連」第1回通常総会開催
　○神奈川県より「精作連」に運営費助成金30万決定
　○山田洋次監督を迎え、精神障害者社会復帰支援チャリ

ティーショウを開催　茅ヶ崎文化会館、1500名参加
　○85やすらぎ合同キャンプ9/1・2　山北町大滝キャン

プ場　309名参加
　○10/1啓発用ビデオ「君は空の青さを知ってるか」完成、

販売開始
＊100人運動会開催　11/3開催場所栗田谷中学　450名参

加
＊はだしの邑、やまぶき工房、わかば工芸、開設

＊日本自由人権協会、国連人権連盟宛「日本における精神障
害者の医療上の処遇と人権侵害レポート」を提出、受理さ
れる。

＊国際法律委員会(ICJ)、国際医療従事者委員会(ICGP)合同
調査団来日、調査。

＊国連経済社会理事会、国連人権委員会等において小林秀資
精神衛生課長、国際人権規約を踏まえた精神衛生法改正を
表明。

＊精神病院入院患者の面会・通信に関するガイドライン（保
健医療局長通知）

　①通信・面会原則自由
　②弁護士・人権団体の通信面会、非制限
　○この通知は、精神病院の現場では「革命的」通知として、

受け止められたという。
＊生物学的精神医学会1985年岐阜学会、岐阜大学人体実験

問題(妊娠中患者を妊娠中絶、胎児脳の抽出研究)で総会混
乱中止。

＊日精協「精神衛生法改正検討委員会」設置
　社会復帰施設分科会（仙波恒雄）
＊精神障害者共同住居調査
＊神奈川県福祉部「生活ホーム」制度開始
＊東京都精神医療人権センター設立

1986(昭和61)年　チェルノブイリ原子力発電所爆発　　長寿社会対策要綱制定

＊横浜市における精神衛生対策の現状と課題について」の報
告書（衛生局）

＊市内作業所が連携し生活保護「収入認定」と「作業所工賃」
問題について取り組みを開始する。

＊横浜市内4団体10作業所で横浜市にはじめて要望書を提
出（8月）する。

　①指導員3名配置、
　②通所交通費助成
　③土地、建物の保障、
　④事故発生時の死の責任の明確化、
　⑤指導員の研修保障
　⑥職親制度の充実
＊「精作連」の事業
　○黒柳徹子、竜童組を迎え、精神障害者社会復帰支援チャ

リティー・ショー開催　4/5鶴見女子記念講堂　2100
名参加

　○ブリティシュコロンビア大学教授林宗義先生講演会を開
催、県ボランティアセンターと共催4/19技能文化会館

　○精作連代議員総会6/5県社協
　○やすらぎ合同キャンプ9/6,7山北大滝キャンプ場254名参加
　○12/20やすらぎクリスマス会　県ボランティアセン

ターと共催
＊100人運動会開催11/3
＊あかね工芸、かるがもの家、コスモスの家が、設立される。

＊公衆衛生審議会政審衛生部会「精神障害者の社会復帰に関
する意見」

＊精神科集団精神療法、精神科ナイトケア、
　精神科訪問看護指導料などが社会保険診療報酬に点数化
＊精神障害者回復者社会復帰施設の運営について(デイケア

施設の名称変更)
＊保健所における精神科通院医療中断者保健サービス事業

の実施について(通知)
＊国立精神･神経センター設立
　国立武蔵療養所、同神経センターを統合
＊第1回精神障害者の社会参加と社会復帰を促進する全国

会議（通称、全国リハビリテーション会議）企画委員長大
谷藤郎（元厚生省公衆衛生局長・医務局長）事務局全家連、
11/1・2　目的①作業所経験の共有拡大②精神障害者リハ
ビリテーションの促進、又、第一回会議で「精神衛生法」改正
要望を確認。

　○作業所、職親、共同住居、保健所活動、精神衛生センター
等の分科会を実施。

　○「リハ会議」は全家連とともに作業所運動の推進母体と
なり、地域生活支援の大きな流れを作る役割を果たした。

＊精神衛生法改正に向けて〰精神科医療改革のための提言
○1986年12月編集・発行　精神医療史研究会

＊精神保健従事者団体懇談会（精従懇）発足
＊全国精神保健職親会連合会設立
＊障害者インターナショナル(DPI)設立
＊全精連「ブルーライト横浜大会」開催
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1987（昭和62）年　精神保健法国会で可決、　「横浜市精連」発足　

＊横浜市総合リハビリテーションセンター開設(新横浜・鳥浜)
＊横浜市精神衛生総合センター構想に関する基本方針策定
＊「精作連」の事業
　○「やすらぎフェスティバル」なだいなだ氏講演会&バ

ザー。県社会福祉会館と沢渡公園で開催、63団体参加。
　○8/7やすらぎ合同キャンプ開催　　山北キャンプ場　

39団体、558名参加
　○県精連、5/24、第3回代議員総会
　○作業所、職親等充実に係る要望書を神奈川県に提出。
　○12/12クリスマスパーティー開催
＊横浜市精神障害者地域作業所連絡協議会発足、浜家連、あ

すなろ会、コスモスの会、野草の会で設立。（6/8）
　①例会の開催、②研修会の開催、③研究事業（法人化）
　④ニュースの発行。
　○この時期市精連は、精作連としての活動と市精連活動の

二本立て。
　○この年も「収入認定」問題に精力的に取り組んだ。
　○第一回法人化勉強会、講師、全家連事務局長、滝沢武久氏
＊100人運動会開催される11/1
＊かるがもの家、れんげの家 開所。
＊横浜市グループホーム連絡会発足(対象知的障害者・会長

室津茂樹)

＊日精協技術者研修会(医師部会)花巻大会
　精神衛生法改正の天王山、反対運動峠越え
＊国立精神・神経センター設立(国立精神衛生研究所廃止)
＊厚生省、精神障害者に係る資格制限、欠格条項見直しを各

省庁に要請。
＊保健所における精神衛生業務中のデイケア事業について

(健康医療局長通知)
＊精神保健法成立。(精神衛生法改正)
　①この法律は人権と社会復帰促進の二本柱、国は、国際人

権規約に沿う方向で精神障害者の人権を明記。
　②社会復帰施設四類型制度化。社会復帰事業、国、地方公

共団体に義務規定
　③精神保健指定医5年事の研修義務
　④任意入院、医療保護入院、応急入院
　⑤定期病状報告、報告聴取、立ち入り検査
　⑥入院時の権利告知、
　⑦5年後の見直し規定（これは大きな意義あった。その後、

数次にわたり法改正があり、地域生活支援の方向が具体
化していった。）

＊厚労省、精神障害者小規模作業所運営費国庫補助開始　
70万円　全国48カ所

＊神奈川県精神障害者連絡会（やまゆり会）設立される。

1988（昭和63）年　イラン・イラク停戦　　精神保健法施行

＊横浜市衛生局（市単独事業）補助金
　○作業所設置費（150万円）スタート
　○精神障害者施設等通所者交通費助（月額7000円）スタート
＊よこはま地域作業所研究会「作業所作り報告書」勝沢昭、

MSWが作業所作りの記録をまとめた実践報告&座談会）
　(全国保健所職員研修会で依頼があり、作成)
＊下村(コロンビア・トップ)議員、市精連の働きかけにより、

参議院予算委員会で「作業所と収入認定問題」を質問する。
＊「収入認定」問題に関する「3者連絡会」
　(福祉事務所、保健所、作業所)、神奈川区、港北区、中区、

保土ヶ谷区等で開催(3月)金沢区、戸塚区、旭区は5月に実
施された。

＊第二回市精連法人化勉強会、小児医療財団理事長　飯田進
氏に話を聞く。3/9

＊横浜市に要望書を提出(8月)
＊8月、仏画チャリティー展開催
　主催、横浜市精連、横浜ケンタウロス
　場所、神奈川県地域労働文化会館
＊あしたば工芸、ろばの家、シャロームの家 開所。

＊精神保健法施行（7月1日）
＊日本PSW協会、SW倫理綱領制定
＊神奈川県精神衛生ボランティア連絡会の発足(略称・精ボ

連、初代代表　前田絢子)
＊「精作連」の活動
　○要望陳情活動
　○指導員部会「精神障害者地域作業所の現状と課題」と題

する報告書（3月31日）
　○レクリェーション部会「レクリェーション研究1」報告

書をまとめる。
　○やすらぎキャンプを実施
　○やすらぎクリスマスパーティー　県社協ホール、ボラセ

ンと共催
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1989（平成元）年　昭和天皇崩御、美空ひばり死去、米ソ首脳ヤルタ体制終結宣言

＊横浜市衛生局（市単独事業）
　○作業所「移転費」補助金助成スタート　（150万円）
＊「鶴見ワークトレーニングハウス」開所（社福）横浜社会福

祉事業協会
＊かつら工房、ベンチ 開所。
　○89年4月時点で市内作業所数も16カ所となる。

＊知的障害者グループホーム制度化
＊精神障害者証明書事業開始
＊国際障害者年日本推進協議会「精神障害者の福祉制度の確

立のために(素案)発表
＊第25回神奈川県精神保健大会11/8テーマ共同住居問題

を考える、話題提供、青柳桃子、大友勝、西条節子 他、表
彰式、三部杉山孝博先生の講演会。

＊第1回神奈川県精神保健関連懇談会開催。
＊「精作連」主な活動
　○神奈川県に要望書提出。①作業所家賃補助、
　②職親通所交通費助成
　○講演と映画の集い、講師きたやまおさむ氏、鶴見区公会

堂　600名参加
　○やすらぎ合同キャンプ　秦野192名山北247名参加
　○読売愛と光の事業団より「福祉活動奨励賞」を受賞
　○小冊子「ともに生きる」発行

1990（平成2）年　東西ドイツ統一　・　日本バブル経済崩壊　

＊横浜市精神衛生業務実施要領を廃止し、新たに横浜市保健
所精神保健業務実施要領を定める。

＊衛生局に精神保健係を設置(係長以下5名、内ワーカー 3名
配置される。)

＊横浜市地域作業所等補助金内訳
　○家賃補助　月額の1/2　10万円限度
　○研修費　2万円×12か月×2　48万
　○交通費　7000円　⇒　8000円
　○販路拡大事業費　250万円
　○事務職員経費他　200万円
＊横浜市小規模福祉ホーム運営費補助金制度開始。
　○GH第一号「すずらん荘」オープン
＊市精連の活動
　○新人、中堅職員の研修の必要性を実感し、今年度から独

自の研修会を開催。
＊就労援助事業開始（夏・冬）
　就労研究会、ジョブコーチマニュアル
　○西川きよし・コロンビアトップ両氏を招き福祉寄席を

開催。2/27関内ホール600名、収益146万
＊「工房四季」「田園工芸」開所
＊精神衛生ボランティア講座　地域開催
　横浜市、藤沢市、相模原市
＊「横浜市精神保健ボランティア講座運営委員会」に委員を

派遣する。

＊アメリカADA法（障害を持つ米市民法）
　○雇用における差別の禁止
　○公共サービスに於ける障害者差別禁止
＊社会福祉8法改正
＊知的障害者ホームヘルプ事業スタート
＊精神障害者証明書事業スタート
＊精神障害者の相続税控除、自動車税、自動車取得税等の免除
＊全国精神障害者社会復帰施設協会（略称「全精社協」設立、

初代理事長谷中輝雄）
＊神奈川県精神障害者生活ホーム補助事業開始。（県市協調

事業）
＊精作連の活動
　○神奈川県知事及び県議会議長宛に、①研修費補助金、②

就労援助事業費、神家連と共同で、①作業所の見直し、
②精神科救急の早期整備、③生活ホーム基準額の増額の
要望書を提出。

　○ジョイントトーク、写真家中村征夫、精神科医中澤正夫
先生、秦野市　350名

　○やすらぎクリスマスパーティー開催
＊神奈川精神保健関連懇談会との共催
　○「ジャズオンステージ」を県社協ホールにて開催。600

名参加。
　○ルー・ウィリアムソン講演会
　○マーク・グリックマン講演会
＊初代精作連代表、篠田重孝先生死去11月
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1991（平成3）年　ソ連邦崩壊　湾岸戦争　ジュリアナ東京　長崎普賢岳噴火

＊横浜ラポールオープン（新横浜）
＊精神科デイケア補助(市単独事業)開始
＊「県精連」代議員総会で、支部化が承認され、川崎、横浜、

横須賀、湘南県央支部の4支部となる。
＊90年「市精連」要望への横浜市回答
　○作業所運営基本費(年額)
　A20名以上780万円、B15 〜 19名710万円、C10 〜 14

名650万円
　○作業所設置費150万円⇒250万円に。
　○作業所移転費150万円⇒250万円に。
　○通所交通費7,000円⇒8,000円に。
　○研修費助成開始(作業所のみ)　月額2万円×2人、年額

48万円上限
　○市精連団体補助金開始　団体運営費30万円、事務費70万円
　○自主製品販路拡大費助成　事業費100万円、事務費70万円、

雇用費100万円
　○ロゴマーク、キャッチコピー特許申請
＊市精連・販路拡大事業部設置
＊収益事業｢船村徹・演歌巡礼」を開催
＊市精連・浜家連と「鶴見ふれあいセンター 3階」に事務所

を移転。それまで事務局は保土ヶ谷の「あかね工房」。
＊横浜マック（アルコール依存症）、セサミ工房、ハート工房、

工房タッチ、WAIWAIコーポ 開所。

＊入院患数349,000人（ピーク）
＊公衆衛生審議会意見具申｢地域精神保健対策に関する中間

意見｣及び「処遇困難患者に対する中間意見」
＊精神障害者社会復帰施設運営要領の改正について(保健医

療局長通知)
＊精神障害者社会復帰促進事業(社会復帰相談窓口の実施)保

健医療局長通知
＊全国精神保健福祉センタービル、全家連本部ビル完成（東

京・鶯谷駅）NHK生中継
　○全家連ビル内に、全国精神保健福祉研究所設立（所長　

岡上和雄）
＊第25回神奈川県精神保健大会（11/8）
＊「神奈川県精神障害者地域作業所調査報告書」まとまる。
＊精作連の活動
　○神奈川県精神障害者地域作業所職員処遇問題検討委員

会設置（座長岡上和雄（中央大学教授）
　○「県精連」運営費補助金80万円になる。
　○野田知佑（カヌーイスト）講演会を開催
　○やすらぎクリスマス・パーティ開催

1992（平成4）年　PKO協力案法、可決される

＊横浜市障害者人権調査委員会最終答申
　○障害者人権擁護事業始まる。
＊財団法人横浜市総合保健医療財団「横浜市総合保健医療セ

ンター」開設
　○授産施設、援護寮、デイケア施設等
＊シンポジウム「ノーマライゼーションとこれからの地域作

業所」をパシフィコ横浜で開催
＊横浜市「精神保健対策調査検討委員会」を設置する。
＊横浜市精神作業所運営費補助金、
　○平成4年には1,170万円に増額なる。
＊市精連の活動
　○「ニュース発行」「研修事業」「地域交流事業」「啓発事業」

「就労援助試行事業」「販路拡大事業」「関係団体に委員
の派遣」等を実施。

　○相川書房より｢共に生きる社会を求めて｣（監修岡上和
雄）を発刊する。

＊コスモス南太田、アトリエ四季、SCHときわ、スペース海、
ピネル工房、ぬくもりの家 開所。

＊「国連障害者の10年」終了。「アジア太平洋障害者の10年」スタート。
＊国、精神障害者対象グループホーム予算化
＊第40回精神保健福祉大会神奈川県横浜市で開催される。
「浦島共同作業所」大会会長賞を受賞。県内57作業所がフェ
スティバルに参加した。

＊日本精神障害者リハビリテーション学会発足する。
＊精神保健国際セミナー　主催日本精神保健福祉連盟

11/24ホテル浦島　企画委員長　浅井邦彦
＊日本精神保健政策研究会設立
　会長秋元波留夫　運営委員長原田憲一
＊第1回神奈川県精神障害者地域作業所検討委員会開催され

る。（神奈川県）
＊「精作連」の活動
　○神奈川県知事及び県議会議長宛、①「地域作業所検討会」

「中間報告」完全実施
　②「精作連」団体補助金の増額③休日夜間の精神科救急体

制整備要望書を提出。
　○やすらぎクリスマスパーティー開催
　○「いのくら」副知事交渉で初めて県精連の要望が取り上げられた。

市精連4章.indd   172 2018/05/02   15:51



173

横浜市・市精連等の動き 政府等の動き

1993（平成5）年　障害者基本法改定(精神、福祉の対象となる)　地域保健所法制定

＊横浜市、病院や作業所を利用している障害者基礎調査を実施。
＊横浜市精神保健対策検討委員会に参画
　○「横浜市精神保健対策報告書」衛生局
＊横浜市、「精神障害者家賃住み替え住宅家賃助成制度スタート。
＊横浜市作業所運営費補助金
　○Aランク1430万円に増額が実現
　○借地・借家費補助5万円+1/2になる
　○上下水道料金40%減免制度開始
　○販路事務職員雇用費160万円になる。
＊市精連の事業
　○8/19横浜市に要望書提出する。
　○第1回作業所・GH嘱託医意見交換会開催。これ以降年

1回、2001年まで開催される。
　○研修プログラム検討委員会設置。外部委員も交え研修

の在り方について検討した。外部委員、加瀬昭彦、藤井達
也、助川征雄、本吉究、新人研修8回、コース別研修3回、
基礎研修5回、施設見学1回、宿泊研修1回（75名参加）

　○運営委員会代表者会議を設置し、運営体制の在り方、会
計実務について検討を行った。（4回）

　○法人化検討委員会、座長　石川到覚
　○就労援助試行事業　
　横浜就労援助研究会の自主事業
　○販路拡大事業
　自主製品販売、啓発パンフ作成、販売に係る研修会の開催等
　○地域交流事業
　第3回、みなと発、ときめきシンフォニー開催　旭区民文化センター
　○啓発事業、
　　「今の時代に求められるしなやかな心」
　　1994年1月　小児精神科医渡辺久子
　○仏、DR・バーグ講演会「こころの旅への援助を語る」主

催市精連、菅原道哉(東邦大学)

＊世界精神保健連盟世界会議、日本で初めて開催（千葉県幕
張メッセ）

＊障害者基本法改正
　○全家連の要請等で、与野党国会議員による議員立法で
「改正」法成立。
　○精神障害者が始めて福祉の対象として位置づけられる。
　○12月9日障害者の日と制定
　○国、障害者計画策定義務、市町村障害者計画策定任意規定
＊精神障害者患者調査
　○精神障害者数157万人、入院患者数33万人と発表される。
＊精神保健法の一部改正（骨子）この法律で施設から地域へ

の方向を明確に示し、グループホーム等を制度化した。
　①精神障害者の定義の見直し
　②保護義務者を保護者と変更
　③グループホームを法定化
　④精神障害者社会復帰促進センター
　（全国一カ所）
　⑤県の事務政令市に移管、大都市特例
　⑥施設外収容禁止規定の廃止
＊全国精神障害者団体連合会結成
＊「精作連」の活動
　○神奈川県精神障害者地域作業所検討委員会最終報告書

の完全実施要望書を神奈川県、県議会議長に提出する。
　○「県精連」に380万円の事務局人件費助成開始。≪注、

これは、作業所運営費増額ならず、その代替えとしての
側面が・・≫

　○事務局、精神保健センター内に移転
　○一泊研修交流会を湯河原で開催　89名

1994（平成6）年　高齢化率14%超え　年金制度改革(支給年齢引き下げ)　

＊横浜市新総合計画「ゆめはま2010プラン」策定。
＊衛生局、「横浜市生活支援センター基本構想報告書」をま

とめる。
＊横浜市小規模福祉ホーム補助金
　○基本運営費　780千円から810千円
　○緊急時支援費（職員雇用費）6730円×20日（常勤職員

代替職員）　
＊「寿アルク」「横浜ダルク」「ステーション」「ワークショッ

プメンバーズ」「青桐茶房」「都筑ピネル」開所
＊第6回代議員総会で役員選挙のための選挙管理規定を定める。
＊越川記念病院に関する共同要望書を神奈川県に提出
＊神奈川精神医療人権センター設立
　5月2日　県労働総合センター

＊改正精神保健法施行（4月1日）
＊地域保健法成立(保健所法の改正)
　○保健所の業務として、1)精神障害者に対する相談業務、

医療施設、社会復帰施設の利用紹介、通院医療費公費負
担の申請受付、措置入院及び医療保護入院の都道府県へ
の入院届け出業務。

＊精神障害者社会復帰促進センター、(財)全国精神障害者家
族会連合会に指定される。

＊「全精社協」社会福祉法人認可される。
＊神奈川県「精神保健地域ケアシステム検討委員会」が設置

される。
＊神奈川県精神保健福祉センター、中区から
　港南区芹が谷に仏プロバンス風建物を新築・移転する。（や

まゆり会、神家連、精作連、の事務局も移転）
＊神奈川県内作業所補助金の概要（94年）
　神奈川県　A940万円、B830万円　C760万円
　横浜市A1460万円　B1220万円　C980万円
＊越川記念病院事件(診療報酬不正請求)
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1995（平成7）年　阪神・淡路大震災　地下鉄サリン事件　

＊「横浜市精神障害者生活支援センター基本構想検討委員会
報告書」まとまる。

＊横浜市福祉調整委員会設置
＊市精連要望に対する横浜市の回答
　○グループホーム運営基本費
　81,000円から87,800円となる。
　○研修費補助金500万円（含、GH）
　これに伴い研修費48万円半分に減額(24万円に)
　○販路職員雇用費117万円から181万円に
＊市精連の事業
　○横浜市精神保健福祉研究所設立、
　　猪瀬正先生の推薦で、斉藤淳精神科医師横浜精神保健福

祉研究所長に就任
　○久保山斎場事業所受託運営開始。
　○会員にグループホームを加える。
　○作業所ガイドマップの作製
＊精神障害者援護寮｢ゆかり荘｣開設
＊木楽舎、アトリエ窓、スペース杉田 開所。

＊厚労省、精神障害者数をそれまでの157万人から、300万
人と発表

＊英国ダイアナ妃、全家連ビル視察
＊市町村障害者計画策定に関する指針
(市町村障害者計画ガイドラインの策定)
＊精神保健法の一部改正（骨子）
　○名称の変更
　○精神保健法から精神保健福祉法へ
　○法の中に「福祉」の位置づけ明確化
　○精神保健福祉手帳の制度化
　○4社会復帰事業、法律に明記、通院患者リハビリ事業の

法定化
　○よりよい医療の確保、病院に指定医の配置、指定医5年

毎に研修受講等
＊「障害者週間」を決定
＊精神障害者保健福祉手帳制度の施行
＊精神科救急医療システム整備事業の実施について(保健医

療局長通知)
＊障害者プラン「ノーマライゼーション7 ヵ年戦略」策定　

(障害者対策推進本部)
　○地域生活支援体制の実現を目指す。
　①地域生活。②社会的自立、③QOLの充実、④バリアフ

リー、⑤心のバリアフリー、⑥安全な暮らしの実現、⑦
国際協力

　○また,各社会復帰施設の数値目標明記

1996（平成8）年　ライ予防法廃止

＊横浜市精神保健福祉審議会条例の規定に基づき、横浜市精
神保健福祉審議会が設置される。

＊市精連要望への横浜市回答内容
　○作業所運営費補助金
Aランクで1,500万円に増額される。
　○販路パンフ製作費
　　81万円から100万円に増額される。
　○GH基本運営費
　　81,000円から87,800円に増額される。
　○販路職員雇用費
　　1,174,000円から、1,813,000円に増額。
＊市精連の事業
　○久保山事業所一周年記念事業
＊社会福祉法人恵友会設立認可がおりる。
＊芹が谷コーポ、スペースモモ、エプロン横浜、四季菜館　

等が開所。

＊熊本地裁判決を受け、ライ予防法廃止
＊優生保護法一部改正し、母体保護法成立
＊厚労省「障害者プラン=ノーマライゼーション7か年戦略」

を策定
　○7万2千人の入院患者の地域生活支援に向けた退院促進

プラン。
＊精神保健福祉センター運営指針
　○センターは精神保健福祉に関する総合技術センターで、

地域の中核施設。
＊大都市特例の施行、○精神保健福祉施策、神奈川県から横

浜市へ移管。
＊厚生省、生活支援センターを予算化
＊全家連、ハートピア喜連川　竣工
　○全国初、精神障害者が働く温泉保養施設
　総工費20億円、これがもとで全家連多額の負債を抱え、

07年全家連、破産申請。
＊神奈川県、やまゆり会に「ピアサポートリーダー育成事業」

を委託。
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1997（平成9）年　老年人口が年少人口を上回る　消費税5%

＊横浜市福祉まちづくり条例制定
＊福祉研修交流センター (ウィリング横浜)
　が設立される。(上大岡)
＊横浜市「障害者特別乗車券」交付開始
＊横浜市,第1回、精神障害者地域作業所在り方検討会(6/25)

開催　座長岡上和雄
　○地域作業所アンケート調査
　○作業所の今後の在り方についての検討、「報告書」
＊市精連の活動
　○要望書提出(横浜市、市議会各党)
　○作業所連絡会から、横浜市精神障害者地域生活支援連合

会に名称変更　
　○第9回総会において、大友勝代表の後任に第2代目市精

連代表に吉塚晴夫氏が就任。
　○市精連「かながわピネル賞」を受賞
　○コスモスの会石井春子代表,前市精連代表、横浜保健文

化賞受賞12月
＊ネバーランド青葉 開所

＊今後の障害保健福祉施策の在り方につい　て（中間報告、
障害三審議会合同企画分科会）

＊地域保健法の施行（4月）
　福祉事務所業務と保健所業務、統合される
＊精神保健福祉士法国会で可決
　○1998年施行、「この資格制度は、精神衛生法一部改正

（1965年）時、保健所に精神衛生相談員を配置したが、
その相談員の営々とした努力の積み重ねの上にこの資
格制度が出来た」（大谷藤郎）

＊精神科看護領域、初めて専門職として認定される。
＊全国精神障害者地域生活支援協議会設立
　○全家連「自立支援ネットワーク研修会」の流れの中から、

この会が設立された。
　○地域生活支援体制の促進する観点から①地域作業所の

法定化、②作業所、グループホーム等の全国格差是正の
2点を目的に設立された。初代代表大友勝。

＊神奈川県医療会館（中区）1階に精神障害者が働く福祉的
就労援助事業所「喫茶吐夢」開設　神奈川県、横浜市、川崎
市の連携事業、受託、神奈川県「精作連」

　運営、有限会社自立生活デザイン研究所

1998（平成10）年　長野オリンピック開催

＊1/24市精連10周年記念シンポジウム
＊戸塚斎場売店受託の準備作業開始等、磯子区脳血管医療セ

ンター、北部斎場の受託に向けた取り組みを行った。
＊久保山斎場の運営については、就労援助事業部では荷が重

いと判断し執行部直轄とした。
＊NPO法人の理解促進のため、3回の連続講座を開催した。
＊精神保健福祉士受験のための研修会を5回開催した。
＊中区吉田町に常設の売店を開設準備。
＊精神障害者地域作業所在り方検討会最終報告書まとまる。（衛生局）
＊横浜生活あんしんセンター開設
＊「ほっとスペース関内」「りんごの木」 開所

＊公衆衛生審議会精神保健福祉部会精神保健福祉法に関す
る専門委員会を設置

＊厚労省　第1回「精神障害者ケアマネジメント指導者研修
事業」を実施

＊国立療養所犀潟病院事件(新潟)
＊性同一障害による初の性転換手術
＊健康日本21検討委員会発足
＊初めて国立精神病院・療養所に対し立ち入り検査
＊特定非営利活動法人法施行

1999（平成11）年　国際高齢者年

＊横浜市衛生局より精神障害者地域作業所改正案が提示される。
　①運営費積算方式登録者（3ランク）方式から平均利用者数に変更
　②付加運営費の新設
　　就労援助事業費、一人月額1万円
　　時間外生活援助費　年額24万円
　　技術指導員謝金　1回1万円
　　365日開所援助費　年間66万円
　③借地・借家費の増額変更
　④不定期利用者5名分を上限とする
　●市精連内部は、「やむなし派」と「断固反対派」に二分し、

その時の混乱は組織に大きな痛手となった。
＊神奈川区生活支援センター（第1号）開設
＊市精連の事業
　○横浜市戸塚斎場売店業務を受託
　○横浜市脳血管医療センター清掃業務受託
　○中区吉野町に作業所自主製品常設販売店「とちの木」を開設(6月)
　○啓発事業部を廃止する

＊第一回精神保健福祉士試験実施
＊社会福祉基礎構造改革（中間まとめ）発表
＊「今後の精神保健福祉施策について」意見書（公衆衛生審

議会）
＊精神保健指定医の指定取り消し処分
　○国立犀潟病院事件関係
＊精神障害者ホームヘルプ試行事業実施
＊精神保健福祉法一部改正
＊長期在院患者の療養体制整備事業の実施
＊精作連の活動
　○喫茶「吐夢」の運営（有）自立生活デザイン研究所から「精

作連」に移管
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横浜市・市精連等の動き 政府等の動き

2000（平成12）年　沖縄サミット　措置制度から支援費制度へ歴史的転換

＊今年度より、水道局から年2 〜 3回、水道に関する印刷物
封入作業を受注。

＊7月神奈川県にNPO法人認可申請
　12月12日NPO法人の認可おりる。
＊ケアマネジメント、ホームヘルプサービスに関する作業所調査を実施
＊ホームヘルプ事業実施に関する提言書を衛生局長に提出　9/11
＊グループホームアンケート調査を実施
　○報告書衛生局長へ提出10/3
　○福祉局GHが4人を基本にした見直し。それに合せた見直し

の動きが市にあり、夜間体制、バックアップ体制がある福祉局
GHとは同一にできない、現状の継続を要望。継続で落着する。

＊NPO法人設立記念祝賀会2/9
　谷中輝雄氏記念講演　健康福祉センター、143名参加
＊嘱託医懇談会「精神の障害特性について」3/9
＊栄区生活支援センター開設
＊横浜市精連NPO法人認可される。3/9
＊市精連　ホームページ開設する。3/9

＊介護保険法施行
＊成年後見制度制定
＊精神障害者ホームヘルプ試行事業開始
＊社会福祉基礎構造改革
　①基本理念、個人の自己実現と社会的公正の確保
　②サービス利用者と事業者の対等な関係
　③信頼と納得が得られるサービスの質と効率性の確保
　④幅広いニーズに対応できる多様な主体参入の促進
　⑤住民の参加による多様な福祉文化の土壌の形成
　⑥情報公開に事業の透明性の確保
＊小規模作業所（小規模授産施設）制度化

2001（平成13）年　小泉内閣成立　9・11テロ事件　オウム真理教事件

＊横浜市後見的支援を要する障害者支援条例を制定
＊神奈川県精神障害者地域生活支援3団体代表者懇談会運営

要綱制定
　○県精連、横浜、川崎の3団体が、サラの運営、要望活動、

研修回答を合同で実施することを確認した。
　○市精連職員5名、就労支援スタッフ22名、当事者スタッ

フ64名雇用
　①住まい、グループホームの在り方検討
　②活動すること、多様な社会参加支援
　　1援護寮の増設、2障害者の店の推進、
　　3就労援助の強化、4作業所GHの設置促進、生活支援セ

ンターの整備促進
　　5横浜市における社会復帰ニーズ調査
　③働くこと、就労支援
　　1久保山、戸塚、脳血管センター清掃事業を実施、2北部

斎場受託事前準備
　④よりよい医療
　　100名近い看護学生実習生受け入れ
　⑤市精連組織強化、事務局専従化への取り組み、小規模授

産、生活支援センター受託の取り組みに進展はなかった。
　⑥販路拡大事業、研修事業の実施
　　○第三回有隣堂ランドマーク店自主製品販売会の実施。
　⑦ブロック会議の開催
＊保土ヶ谷支援ネットワークの会設立

＊厚生省と労働省が統合し厚生労働省に
＊精神障害者ケアガイドライの見直しに関する中間報告が

発表される。
＊精神障害者ホームヘルプ試行事業
＊第1回全国「全国こころの美術展」開催
　主催、日本精神科病院協会、全国精神障害者家族会連合会、

他精神関係7団体　後援　厚生労働省
＊第1回全国精神障害者バレーボール大会
　○宮城県仙台市で開催
　○主催　日本精神保健福祉連盟
＊メキシコのフォックス大統領、障害者権利条約の採択を国

連総会に提唱
＊WHO国際生活機能分類(ICF)
＊大阪池田小児童殺傷事件
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2002（平成14）年　サッカーワールドカップ　日本で開催

＊横浜市中長期政策プラン策定
＊横浜市、福祉事務所と保健所を統合した区福祉保健セン

ター業務開始4/1
＊横浜市こころの相談センター開設4/1
　○24時間ハード救急、休日夜間ソフト救急スタート。
＊市内18保健所にMSWの3名配置
＊横浜市ホームヘルプ事業開始
＊市精連の主な活動
　①「会員・会費・市精連組織見直し検討委員会」、ブロッ

ク会議有効に機能していない。会員の意見を反映する仕
組み等の検討が大きな課題。

　②13年1月より市精連専従事務局長　菊地綾子氏就任。
税理士に給与計算事務を委託する。

　③ブロックごとのニュース編集員選出
　④GH聞き取り調査、報告書まとめる。
　⑤北部斎場清掃業務の受託/運営開始
　社会福祉医療事業団、鉄道弘済会より計160万円助成金、

就労援助マニュアル作成、研修等を実施。
　⑥ヘルパー養成研修を実施。
　⑦販路拡大事業関係
　⑧「とちの木」外壁の崩落により閉鎖。恵友会理事長内田

さんの仲介で、無償で借りていた。
　○第四回、有隣堂ランドマーク店にて自主製品展示販売、

15作業所出店売り上げ428,600円。過去最高。
　○高校、専門学校のバザー、関内コンコースバザー等、計8回参加。
＊「サザン・ワーク」開所

＊世界保健機関【WHO】サテラーノ精神保健・薬物依存部
長、「病院収容から地域医療へ転換を早急に図るよう」政
府に勧告。

＊ニューヨーク国連本部で、第一回国連障害者権利条約特別
委員会を開催(この後、2006年までに8回開催)

＊精神分裂病を統合失調症に病名変更
＊精神保健福祉法改正
　①精神保健福祉センター必置

　精神保健福祉手帳、医療費公費負担判定、精神医療審査
会事務など移管される

　②市町村への移管事務、手帳交付、通院医療費交付窓口、
事業所認可事務等

＊あっせん型障害者雇用センターを障害者就業・生活支援
センターに改組

＊全家連「補助金目的外使用」報道、11月
　読売新聞全国版に掲載
＊第2回全国こころの美術展開催
　(全家連の補助金不正流用問題で、第5回をもって終了)

2003（平成15）年　三位一体改革と社会保障　　支援費制度スタート、財政破綻

＊NPO市精連第3回総会で吉塚代表の後任に大江代表（第3代）
が就任。

＊NPO法人に設立に伴う、理事及び役員の大幅な交代が行
われた。

＊横浜市障害者プラン策定
＊各区社協あんしんセンター開設
＊市精連の主な活動
　①作業所運営費補助金減額撤回運動
　○市作連、地域活動ホーム連絡会、グループホーム連絡会

と共同行動をとり、各会派へ請願書を提出。横浜市厳し
い財政事情、復活ならず。

　②市精連要望書、市長、議会に提出。
　1、作業所運営費減額の撤回及びGH運営費の増額、2、GH

の介護加算手続きの簡素化、3、GH入退所時の補助金減
額への配慮、4、公的保証人制度の創設、5、作業所付加
運営費の改善、6、障害者プランへの予算措置と着実な
実施。

　③横浜市障害者プラン検討委員会への参加を申し入れた
が、委員としての参加は認められなかった。常任理事オ
ブザーバとして参加した。

　④販路拡大事業　水道局水道メモセットと封入作業
8/29,3/17、契約金2,095、695円、参加事業所数延56カ
所。

　○水道局より固形石鹸大量受注。受注額159万円。受注
個数、14,500個。

　⑤運営費復活署名活動、市庁舎前、市作連と共同署名活動、
9月1日から30日

＊社会復帰施設整備費大幅削減される。
　○小規模作業所国庫補助金も削減提案
＊全家連再生を支える会発足（1/23）
　○共同代表、大谷藤郎、保崎秀夫、京極高宣、大熊由紀子、
＊全家連、厚労省始め助成団体から、5億3千8百万円の返還

を求められる。（4月）
　○元金3億8千万+延滞金+加算金）
＊4/22「小規模作業所の明日を開く全国集会」日比谷公会堂。
＊障害者支援費制度スタート
　○障害福祉サービスを利用者が選択可。
　○実施窓口が都道府県から市町村に変更
　○福祉サービス提供主体の多様化
　（デメリット)
　○財源が不安定、サービス利用の格差拡大、市町村格差の拡大
　○介護保険との関係が複雑
　○精神障害者は対象とはなっていない等
＊池田小事件を契機に医療観察法成立する
＊司法精神医療専門病棟整備事業の実施
＊新障害者プラン発表
＊厚労省　身体、知的の生活支援センター補助金打ち切り、

ホームヘルプサービスの利用制限を打ち出す。
＊7/22緊急集会　精神障害者社会復帰施設整備費大量不採

択問題、砂防会館　主催作業所関係5団体(市精連も参加)
＊12/16の集い。精神障害者の社会復帰施設の拡充を求め

る全国集会　九段会館　主催作業所全国5団体+全精社協
　市精連も参加する。

＊1/16 1000人規模、厚生労働省前で抗議集会（障害者全国5団体）
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2004（平成16）年　イラク戦争　新潟中越地震　精神保健改革グランドデザイン案

＊横浜市
　①精神障害者生活支援センターに関する検討会、②精神障

害者就労援助に関する検討会、③坂障害者ケアマネジメン
ト検討会の3検討会を開催。

＊市精連の主な活動
　○要望書(11項目)
　①就労援助センターの早期実現、、市委託事業の拡充、②GH

運営費の増額、サテライト型の新設、GHでのホームヘルプサー
ビスの利用、援護寮の増設、③地域作業所運営費の増額、④ケ
アマネジメント体制の整備、⑤生活支援センターの設置促進、
⑥精神医療受診体制等の充実に関し,横浜市、市会各党に提出。

　○研修費補助金事業、販路拡大事業実施
　○久保山斎場等就労支援事業実施
　○「ジョブアシスト横浜」開設準備小規模授産施設の設立を目指す（6回）
　○ピアサポート支援事業
＊市精連の新たな事務所となる保土ヶ谷区岩井町ビルの設計に参画。
＊緊急ブロック会議の開催
　○改革ビジョンブロック合同学習会
＊12/10「精神保健福祉改革ビジョン」に関する緊急横浜会議　戸塚公会堂
＊横浜市補助金説明会で3団体に補助金不正使用があることを公表(3月)
＊臨時総会(3月31日)　会員団体の補助金不正流用問題で臨時総会を開催。
　ワークショップメンバーズ市精連に移管
＊旭区生活支援センターほっとポット開所(最初のB型生活支援センター )
＊第一回、ご近所フォーラム
　南区公会堂、代表広田和子、2014年まで毎年7月、南区公会堂で実施。

＊厚生労働省障害保健福祉部の提案で、「支援費制度の理念
の実現・発展のための介護保険を活用すること」に関する
同部と障害8団体との話し合い始まる。

＊「こころのバリアフリー宣言」
＊支援費制度の財政破綻を受けて、この年の最大の課題は、

障害者支援費制度と介護保険制度との「統合」問題。しか
し、12月の介護保険部会で了承が得られず、05 〜 06年に
持ち越しとなった。この流れで障害者自立支援法が06年
に成立するが、支援費制度の財政破綻が、激動時代の幕開
けとなった。

＊精神保健福祉の改革ビジョン（9月）
　「精神障害者地域生活支援の在り方に関する検討会」等3検

討会の最終報告
＊社会保障審議会は、10月に「今後の障害保健福祉について

改革グランドデザイン案」を発表。
　①3障害共通の福祉サービスの枠組み
　②市町村を実施主体とする
＊日本障害者フォーラム(JDF)設立
＊障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会

(第一回)開催される。
　(横浜市開港記念会館)
＊社会福祉法人横浜市社会福祉協議会・障害者支援センター

4月1日発足(旧財団法人横浜市障害児者援護協会が障害者
支援センターとして再編された。)

2005（平成17）年　小泉内閣　〜　郵政民営化解散　自民党圧勝296議席

＊福祉局と衛生局組織統合され健康福祉局スタート。これ
により、精神保健福祉施策の充実が期待されたが、精神保
健課は廃止され、他障害との格差の是正は進まなかった。

＊就労支援センターパートナー (横浜市総合保健医療財団)開所
＊市精連の主な活動
　①要望活動
　1)横浜市において精神障害者を雇用すること、2、就労支援

センターの早期複数設置、3、社会的入院者の退院促進事
業の制度化、4、地域作業所、GHの設置促進、5、生活支
援センター未設置地区の整備促進、6、精神科24時間ソ
フト救急体制の整備、7、精神科医療費負担軽減措置等

　②5/31「ジョブアシスト横浜」「ワークショップメンバー
ズ」移管。事務局移転、「とちの木」再開、祝賀会

　於　神奈川県民活動サポートセンター
　③市精連・財団法人横浜緑の協会より常盤公園清掃業務

を受託
　④実習生受け入れ事業
　○神奈川看護専門学校70名、社会保険看護専門学校87名、

茅ケ崎看護専門学校39名、横浜市立看護短大144名、関
東職業能力開発センター 24名、ホームヘルパー養成校
36名、計400名、受け入れ事業所35事業所。

　④水道メモセット、受注額1,008,210円
　　受注作業所数29作業所。
＊精神障害者バレーボール大会11/11
＊緑区生活支援センター開所

＊2/10介護保険法、障害者自立支援法、障害者雇用促進法、
閣議決定、国会上程

＊厚生労働省「障害者虐待防止についての勉強会」発足。福
岡県入所施設「カリタスの家」の虐待事件、障害者権利条
約の議論を受けてスタート。

＊発達障害者支援法が施行される。
＊個人情報保護法全面施行4/1
＊精神分裂病を統合失調症と呼称を改称
　○日本精神神経学会
＊衆院厚生労働委員会で障害者自立支援法案・障害者雇用

促進法案審議開始（5月）
＊障害者雇用促進法改正案可決。
＊厚労省作業所国庫補助金110万円の打ち切りを全国団体

に打診。経過期間2年。
　○上記の動きを受け6/21自民党「小規模作業所を支援する

議員連盟」を設立、会長　八代英太　所属議員153名
　○作業所関係5団体「小規模作業所拡充に向けた要望書」を提出。
＊医療観察法施行7/15施行。
＊8月衆議院解散、障害者自立支援法廃案に
＊障害者8団体「自立支援法に関する緊急声明」記者会見
＊10/31障害者自立支援法衆議院本会議で可決、平成18年

4月施行が確定　　　
＊作業所関係5団体で日比谷公会堂・日比谷野外音楽堂で、
「出直してよ!障害者自立支援法!10・31大フォーラム。」
15,000人結集。集会後、日本橋までデモ行進。

＊障害者自立支援法公布　06年4月実施
　○精神保健法一部改正、条文中の「精神分裂病」が「統合失調症」に改める。
＊厚労省　障害者自立支援推進本部を設置
＊総務省、長崎県大村市の火災事故を受け認知症GHにスプ

リンクラー設置義務化
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2006（平成18）年　障害者自立支援法スタート　〜　混乱の中の船出

＊この年も前年に引き続き自立支援法に明け暮れた一年
だった。

＊市精連の主な活動
　①2/21自立支援法を考える横浜集会、横浜公園　参加者300名
　②4/10ワークショップメンバーズ天王町から岩井町へ移

転。同時にジョブアシスト、横浜ワークショップメン
バーズを多機能型事業所へ移行する。

　③ブロック会「自立支援法学習会」実施
　④久保山斎場等市委託事業7事業で雇用人員約100名、総

額2億弱の予算。運動と事業運営の在り方をどうするか
検討会を設置する。（11月）

　⑤臨時総会
　○組織見直し検討会、07年から会費値下げを決定。
　○NPO法人を立ち上げ久保山斎場等7事業を市精連から

分離することを総会で承認された。（H7年、3月）
＊磯子区生活支援センター開設
＊金沢区生活支援センター開設

＊自殺対策基本法成立
＊障害者自立支援法施行4月1日一部開始、10月から完全実

施（移行期間5年）
　①利用者がサービスを選択できる仕組み
　②市町村が実施主体、3障害一元化
　③利用者負担、障害者程度区分の導入
　④施設体系の簡素化、自立支援給付（介護給付、訓練等給

付、自立支援医療、補装具）と地域生活支援事業
　⑤障害者福祉計画の策定義務
※自立支援給付が義務的経費となった意義は大きいが、払っ

た犠牲も大きい。
＊障害者自立支援法完全施行に伴い、障害者負担軽減で激変緩和措置
＊厚労省、市町村職員向けに障害者自立支援法セミナーを開催（5月）
＊特別対策の策定（12月）
　○利用者負担の軽減　○激変緩和措置
＊病棟転換型退院支援施設を制度化（8月）
＊第61回国連総会で障害者権利条約と選択的議定書採択

(12月13日)

2007（平成19）年

＊横浜市
　○障害福祉サービス事業所支援自供説明会、事業所別に11回開催。
＊市精連の主な活動
　①大江代表から桜庭代表へ代表交代。
　○事務局長菊地綾子氏⇒吉味徳子氏
　　退任9月30日(在任期間4年9か月)
　○理事大幅交代、新規理事7割近く
　○会費の改訂を行った。作業所等3万円、GH2万据え置き
　②精神障害者生活実態調査を実施（4月）
　③横浜市、議会議長、宛要望書
　1、横浜市で「差別禁止条例制定」2、地域活動センターの役

割の評価、3、就労系事業所と地域活動支援センターの並行
利用、4、定率負担の1割補助を全員に実施して下さい、5、就
労移行支援事業、就労継続支援事業への借地・借家費補助金
の継続、6、通所交通費、6か月定期ではなく、以前の方式に
戻してください。7、グループホーム職員体制の充実とホー
ムでのショートステイの利用を可としてください。8、精神障
害者にも在宅手当の支給を、9、横浜市が率先して精神障害
者を雇用してください。10、精神障害者の就労先として、障
害者の店の設置、北部、久保山の委託費の増額、久保山駐車
場の目外使用料の減額、生活支援センターの設置促進、自立
支援医療費の自己負担全額補助、入院費の助成、医師意見書
の無料化、重度障害者医療費を精神障害者にも適用など。

　厚生労働大臣あて宛要望書
　④障害者福祉サービス支援事業
＊NPO法人横浜精神障がい者就労支援事業会を設立【10月】

理事長菊地綾子
　○久保山斎場等、就労部門7事業所を市精連から新法人に移管する。
＊横浜市障害者施策推進協議会等各種委員会に参加,計39回
＊神奈川県精神障害者バレーボール大会実行委員会に参加。
＊10,30全国大フォーラム、日比谷野音
＊12/7障害者の未来を考える集い
　○市作連、GH連絡会との共催
＊12/14神奈川大フォーラム　横浜公園
　決議文採択　舛添大臣に提出　300名
＊泉区生活支援センター開設
＊南区生活支援センター開設

＊障害者白書2007年版　精神障害者数303万人。
＊9月、日本政府障害者権利条約に署名
＊緊急措置を策定（12月）
　○低所得者を対象に利用者負担の軽減
　○事業者の経営基盤の強化
＊「全精社協」ハートピア喜連川の運営を「全家連」から引き

継ぐ。
＊「全家連」東京地方裁判所へ破産申告
＊NPO法人全国精神保健福祉会連合会「みんなネット」設立

(旧全家連)
＊NPO「コンボ」設立（旧全家連・精神保健福祉研究系関係

者が設立）
＊8/24岡上和雄先生亡くなる。(精神科医、国立精神衛生研

究所社会復帰部長、川崎精神医療センター所長、労働省審
議会委員、社会事業大学教授、全家連研究所長、横浜市精
神保健福祉研究所顧問など、その他多数歴任)我が国の家
族会運動の支援、精神障害者の地域生活支援に大きな足跡
を残した。

＊ソーシャルファームジャパン設立される。
　代表(炭谷茂、元厚生労働省社会援護局長)
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横浜市・市精連等の動き 政府等の動き

2008（平成20）年　リーマンショック（世界的金融恐慌）

＊第2期横浜市障害者プラン、3年目の見直しの年。
＊横浜市「障害者在宅手当」の見直し。
　○市精連、横浜市障害者施策協議会及び施策検討部会、横

浜市精神保健福祉審議会等に委員を派遣。
＊この年の市精連の重点課題
　①市精連の組織強化の在り方検討
　②精神障害者への在宅手当の実現
　③障害者自立支援法の抜本的改正実現
　④啓発活動
＊市精連要望書、横浜市、市議会に提出
　○要望事項、1、重度高齢化GH、2、自主製品販売拠点の

新設、3、職業能力開発施設事業主負担の軽減等
＊第10回有隣堂ランドマーク店、第3回有隣堂西口店バ

ザー、第一回有隣堂戸塚店フェアーに参加。総売上170万
円

＊実習生受け入れ事業
＊「ふるさとをください」映上映会9/16
＊「もうやめよう!自立支援法」全国大フォーラム、日比谷野

外音楽堂10/30
＊神奈川県精神障害者バレーボール大会実行委員会に参加。

11/25大和スポーツセンター
＊精ボ連20周年記念式典
＊都筑区生活支援センター、青葉区生活支援センター、西区

生活支援センター開設
＊GH見晴、オリーブハイツ開所

＊厚労省･退院促進事業(03年〜 )を見直し「精神障害者地域
移行支援特別対策事業」を通知

＊自殺者10年連続で3万人突破、うつ病が最多数。
＊障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団結成（全国の弁護士

75名参加）9月
＊日本全国で第1陣が一斉に訴訟提起10月
　○応能負担から応益負担の変更が争点
＊国連「障害者権利条約」発効
＊「ハートピア喜連川」全精社協が正式に取得

2009(平成21)年　民主党鳩山政権成立　マニフェスト「コンクリートから人へ」

＊横浜市、開国150周年記念式典、パシフィコ横浜で開催する。5/31
＊今年度は、横浜市第2期障害者プラン(1期6年)の策定の年

である。在宅手当を廃止し、その財源を親亡き後の安心施
策に充てるとしている。

＊横浜市、「精神障害者自立アシスタント事業」を開始する。
＊地域移行、地域定着支援事業開始。
＊市精連の主な活動。
　①障害者プランに関する意見書
　　1)重度・高齢化対応型グループホームの制度化、2)精

神障害者の地域生活支援を所得の面から保証する仕組
み、3)販路拡大のための常設売店の整備

　②9月、市精連臨時総会(定款の改正)
　○理事の任期、1期2年2期4年で交代する規約を一部改訂

し、総会で承認を得れば継続できることに改定。
　○事業部会に関する規定を定める。ブロック会を廃止し

事業部会をスタート。
　　1)作業所・地域活動センター部会、2)就労支援事業所部会、

3)居宅支援事業所部会、4)生活支援センター部会、5)団体
役員部会、この他、補助金事業の研修事業部、販路拡大事
業部は継続。また新たに制度政策委員会を設置した。

＊横浜SSJ本牧市民公園、岡村公園の清掃業務を受託
＊日比谷野外音楽堂で開催された全国大フオーラムに参加10/30
＊09年障害者の未来を考える集い12/9
　山下公園、他の障害者団体との共同行動
＊港北区生活支援センター 開所
＊戸塚区生活支援センター 開所

＊障害者自立支援法改正法案が国会に提出される。衆議院
解散により廃案。

＊長妻厚労大臣、日比谷野外音楽堂で開かれた障害者全国
フォーラムの場で障害者自立支援法の廃止を明言

＊平成21年12月、障害者権利条約の締結に必要な国内法の
整備をはじめとする障害者制度に係る制度の集中的な改
革を目的として「障がい者制度改革推進本部」が設置され;、
この下で障害者施策の推進に関する意見をまとめる「障が
い者制度改革推進会議」が発足した。

＊全精社協・「補助金不正流用」発覚。
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2010(平成22)年　民主党菅内閣成立

＊横浜市精神保健福祉審議会、横浜市障害者施策推進協議
会、検討部会等に参加、

＊市精連の主な活動
　①9月市精連事務所SSJ入居ビル(保土ヶ谷区岩井町)に移転
　②組織改革　ブロック会,全体会を事業部会制に組織改革を実施
　③理事がなかなか決まらない中「市精連」は必要かアン

ケート調査。これを受け「全体会」で市精連は必要である
ことを再確認する。(2月)

　④横浜SSJ・日野中央公園、鶴ヶ峰駅周辺清掃業務を受託
＊県精作連が運営する「カフェガーデンサラ」を横浜SSJに

移管する。
＊6/8自立支援法廃止を求める緊急国会要請行動に参加。
＊浜家連NPO法人設立記念式典
＊こころと福祉の相談会&講演会に参加
　○主催神奈川県精神科診療所協会他
＊10/29全国大フォーラムに参加
＊神奈川県精神障害者バレーボール大会
＊第一アルクデイケアセンター翁 開所
＊ギッフェリ 開所

＊障害者自立支援法違憲訴訟団・弁護団と厚生労働省の間
で和解が成立。(1月)

　○基本合意、国は速やかに応益負担を廃止
　　遅くとも2013年までに自立支援法を廃止し新たな総合

福祉法制を実現する。その内容は憲法に基づく基本的
人権の行使を支援する内容とする。

＊昨年12月設置された「推進会議」のもとに「障がい者制度改革
推進会議総合福祉部会」(以下、総合福祉部会)が設置された。

　○「総合福祉部会」は、障害者総合福祉法の制定に向けた
検討という使命を帯びて、4/22第1回の会議から8/30
の18回の会合を重ね「骨格提言」をまとめる。

　○しかし、その後政権交代もあり、この「骨格提言」は法律
名と理念を除いてほとんど生かされなかった。

＊「全精社協」高野会長ら4人逮捕
＊4/3第一回「心の健康政策構想会議」座長岡崎祐士
　5/23長妻厚生大臣に提言書を提出する。
＊大谷藤郎先生亡くなる。12月、(元厚生省医務局長1983

年退官、退官後ライ予防法廃止運動、全国リハビリテー
ション会議企画委員長等、数多くの公職を歴任。全家連運
動や精神障害者等の社会参加の推進運動にまい進し、「正
義に基づいた共に生きる社会の実現」に生涯を捧げた。

2011(平成23)年　3/11　東日本大震災　福島原発メルトダウン

＊横浜市第2期障害者プランの見直し作業は開始。(障害者
プランは1期6年で、3年の中間年に見直し作業を行うこと
になっている。)

＊市精連の主な動き
　①新任理事が7割を占め、各部会の部会長を常任理事が兼

務することとした。
　②事務所を横浜SSJが入る関内伊藤ビルに移転した。そし

て、常勤職員2名体制とした。
　③2011要望書(10項目)横浜市等に提出
　1、生活支援センターの職員増員、
　2、高齢者が地域で暮らせるケアホームの実現、
　3、地域活動支援センター及びGH、ケアホームの運営管理

者を選任配置できる予算措置、
　4、ショートステイ事業の拡大、
　5、工賃向上に向けた横浜市の支援の強化、
　6、横浜市の知的障害者雇用を精神にも適用して下さい。
　7、自主製品販売の売店を横浜市西口等地下鉄駅に設置して下さい。
　8,就労系事業所への借地、借家費補助金の継続と移転費補

助金を新設してください。
　9、就労系事業所利用者の応益負担撤廃を国に働き掛けて

下さい。10、設備整備費及び移転費を建築基準法等各
種法令に対応できるよう増額してください。

　④ホームページをリニューアルした。
　⑤3/11被災地支援プロジェクト発足
　○現地視察、復興Tシャツの販売
＊浜家連・市精連合同シンポジウム
　「こころの健康推進を日本の基本政策に!」1/28南区公会堂
＊10/28全国大フオーラム(日比谷野外音楽堂)に参加。
＊瀬谷区生活支援センター開設

＊厚労省　医療計画に盛り込むべき疾患として、癌、脳卒中、
急性心筋梗塞、糖尿病の他、新たに精神疾患を5大疾患に
認定。

＊7月、障害者基本法の抜本改正
＊障がい者制度改革推進本部「総合福祉部会」8/30障害者

総合福祉法に関する骨格提言をまとめ発表
＊障害者虐待防止法成立（6/17）
＊全精社協の解散を受け以下の2団体設立
　○一般社団法人日本精神保健福祉事業連合設立される。
　○全国精神保健福祉事業者ネットワーク設立される。
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横浜市・市精連等の動き 政府等の動き

2012(平成24)年　野田内閣発足（1月）　東京スカイツリー開業

＊健康福祉局障害企画課、障害福祉課、障害支援課、横浜市
こころの相談センター KRCビルに移転

＊市精連の主な活動
　①1）市精連の組織強化策の検討
　2）神奈川県緊急財政対策反対運動、②要望書を横浜市,市

会各党に提出
　1、横浜市福祉パス手続き費用有料化を撤回してください、
　2、すべての事業所に家賃補助を、
　3、精神障害者の雇用拡大、
　4、一般就労と個別給付事業の並行利用、5、重度高齢化対

応GHに付加給付の助成、等
＊10/30全国フォーラムに参加
＊「骨格提言」の学習会を実施
＊鶴見区生活支援センター 開設
＊横浜SSJ「すきっぷ」 開所

＊障害者自立支援法・児童福祉法等の一部改正の施行（4/1）
　①利用者負担の見直し、相談支援の充実
　障害児の支援の強化等
＊厚労省、精神科医療の機能分化と質の向上等に関するとり

まとめ」一部公表
＊内閣府に障害者政策委員会設置（5月）
＊障害者総合支援法成立（6/20）
　①障害者自立支援法を障害者総合支援法へ名称を変更
　②障害者の範囲に難病を追加
　③障害程度区分を障害支援区分に改める
　④重度訪問介護の対象を拡大
　④ケアホーム・グループホームの一元化
　⑤普及研修等地域生活支援事業の拡充他
＊障害者優先調達推進法成立（6/20）
＊障害者虐待防止法施行（10/1）

2013(平成25)年　第23回参議院選挙（7月21）民主大敗、第2次安倍内閣成立

＊第3期横浜市障害者プラン策定ワーキンググループに委員
を派遣。（6月から全10回）

＊横浜市、地域活動支援センター運営指針改定案を提案。
　○常勤職員が欠員になった場合の補助金戻入（代替え職員

の雇用費支出は認めない等、）知的関係「地活」はそのまま
でなぜ精神関係だけなのか、と反対運動。「食費の補助金
支出は認めない」以外は撤回された。この問題はこの年の
最大の運動課題として取り組んだ。

＊市精連の要望書を提出
＊市精連の主な動き
　①桜庭代表から大友代表へ交代。
　②7月、常勤職員1名を採用し常勤2名、
　　会計入力担当1名（週1）体制となる。
　③8月、ホームページをリニューアル。
　④8月横浜市、市議会各党に要望書呈出
　⑤平成26年「第三期横浜市障害者策定に係る意見書を提

出2/24
　⑥就労支援事業共同体グリーンジョブ設立。代表、渡部専

枝郎3/1
　⑦市精連事務所間仕切り3/27完了、資料室、研究所事務

室を作る。

＊精神保健福祉法一部改正法成立（6月）
　①精神障害者の地域移行を促進するための医療に関する

指針（大臣告示）
　②保護者制度の廃止、医療審査会見直し等
＊障害者雇用促進法の一部改正（6月）
　①精神障害者の雇用義務化、5年後の平成30年4月から実

施を明記
＊障害者差別解消法が成立（6月）
　○施行は、16年4月)
■13年8月基本合意で確認された、総合福祉法制度制定の期限
＊全国在宅障害児・者等実態調査結果公表
　①障害者総数787・9万　人口の6.2%
　②精神障害者は320万人　知的74万人
＊生活保護基準見直し（生活扶助―8月）
＊精神保健福祉事業団体連絡会設立　4/19
　略称、精事連　代表　伊沢雄一
　①構成団体、全国精神障害者地域施活支援協議会、日本精

神保健福祉事業連合、全国精神障害者社会福祉事業ネッ
トワーク、の3団体で構成。オブザーバーとして、日本
精神保健福祉士会等が参加。

＊12月障害者権利条約締結の承認案国会で成立する。
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横浜市・市精連等の動き 政府等の動き

2014(平成26)年　あゆみ始めた地域生活総合支援

＊保土ヶ谷区で重度・高齢化対応GHモデル事業スタート。（3月）
＊就労支援事業共同体事業開始（4月）
＊この年の最大の課題
　○第3期横浜市障害者プランに対する意見書のとりまとめ
　○横浜福まち条例への取組み
＊市精連要望活動　要望項目
　①障害者就労支援施設への物品優先調達体制の整備について
　②共同店舗の設置費及び運営費の助成
　③就労支援体制の充実
　○横浜市の委託事業の拡大と、目外事業(障害者の店)設置
　④地域活動支援センター運営費と多機能型運営費の6か月

間の並行助成
　⑤GHがこれまでのように街の中に整備できるよう福まち

条例24条の適用
　⑥GHの消防設備整備費工事地の設置費の助成
　⑦サービス付き賃貸住宅の制度化、
　⑧多機能型地域生活拠点の整備、
　⑨個別給付事業立ち上げ時の設置費補助金をNPO法人にも適用
＊「福まち」には障害者5団体が連携し取組み、この会議は都

合21回開催した。
　○福まち条例に関する記者会見,横浜市会へ陳情、署名活動を行う。（9月）
　○市会決算委員会で、林市長「24条の適用除外」適用表明

で、一件落着する。
＊今季より2年間限定で、市精連が「神奈川県精神障害者バ

レーボール大会」事務局を引き受ける。理由は、神奈川県
の緊急緊縮財政の影響で「精作連」の事務局人件費が大幅
に削減されたため。

＊30周年記念誌企画委員会発足。

＊安倍内閣、消費税5%から8%へ（4月）
＊1/20障害者権利条約批准
　○障害者権利条約効力発生2/19
　○批准国　2015年時点で157 ヵ国
＊厚労省「精神病院に対する指導監督の徹底について」の一

部改正通について(3/11付通知)
＊「認知症の人の精神科入院医療と在宅支援の在り方に関す

る研究会」とりまとめ発表
＊3/12第一回「障害者福祉サービス等報酬改定チーム」を開

催
＊第1回「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方

策に係る検討会作業チーム開催4/28
＊生活保護法改正4/1
＊「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係

る検討会」が最終とりまとめを公表7/14
＊第1回「障害者福祉サービスの在り方に関する論点整理の

ためのワーキンググループ」開催。12/15
＊2015年2月28日　NPO就労継続支援A型事業所全国協議

会が設立される。

2015(平成27)年　第2次安倍内閣スタート　10月7日

＊第3期横浜障害者プラン、スタート。
＊横浜市生活支援センターの食事提供の見直しに関するモ

デル事業を行う。
＊よこはま共同受注総合センター設置
　○市社協・障害者支援センター受託
＊生活支援センターあり方検討会開始
　市精連、浜家連、センター連で構成
＊精神保健福祉審議会専門委員会居住支援在り方検討会7

月、8月の2回開催。
＊市精連「要望事項」
　①補助金説明会の在り方、
　②地域活動支援センター運営の手引きの差別的対応の取りやめ、
　③家賃補助は従来通りとして下さい。
　④常勤職員が欠員の取り扱い、
　⑤施設職員生涯研修制度の充実、⑥物品調達法に基づく運

営委員会の参加について等
＊地域活動支援センター運営の手引きにつて障害5団体で、

署名活動を行い要望書とともに市に提出した。
＊被災地支援プロジェクト　相馬市の施設職員を招き講演

会を実施し,同市3法人に50万円を寄付。
＊10/18戦争法案に反対する横浜障害福祉の会、集会を開

催する。

＊安全保障(戦争)法案成立
＊生活困窮者自立支援法施行4/1
＊聖マリアンナ医科大学病院の「精神保健指定医」20名資

格停止処分4/17
＊障害者福祉サービスの在り方に関する論点整理ワーキン

ググループとりまとめ案公表4/20
＊公認心理士法成立9/9
＊厚労省「福祉人材確保対策検討会における議論のとりまと

め」公表10/22
＊2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた障害

者の文化芸術活動を推進する全国ネットワーク設立され
る。7/28

　呼びかけ人代表、全国手をつなぐ育成会
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横浜市・市精連等の動き 政府等の動き

2016（平成28）年　ニッポン一億総活躍プラン　閣議決定

＊横浜市より生活支援センター施設長会で生活支援セン
ターの在り方に関する検討スケジュール提示される。(6月)

＊市精連、上記提示を踏まえ生活支援センター検討会を設置
　○生活支援センターアンケート調査実施。
　○検討会意見書をまとめ横浜市に提出。
＊横浜市、地域活動支援センター運営指針改定問題終結段階

で、地域活動支援センター移行支援費、10年経過したので
廃止したい旨の提案がなされる。（9月）

＊市精連要望活動(項目)
　①精神保健福祉施策推進体制の整備
　　心の相談センターの機能強化と、精神保健福祉課の復

活、再整備
　②地域生活拠点整備にあたって生活支援センターの格差是正
　③居住支援体制の充実
　　保証人付き民間賃貸住宅制度の実現及び重度高齢化対

応GHの整備促進
　④計画相談支援事業に対し横浜市独自の予算措置をして下さい。
　⑤地域活動支援センターから個別給付事業への移行する

場合の、移行支援費の取り扱いについて
　⑥福祉人材の確保及び「地域活動支援事業」の市精連への

適用について
　⑦販路拡大事業の補助金の増額
　⑧当事者団体の育成支援について、依存症対策について
　⑨精神障害者に係る芸術及びスポーツの充実について
＊11/15　障害者支援施設、津久井「やまゆり園」殺傷事件

を考える集い開催
　於、神奈川県地域労働文化会館
＊12/19横浜市と5連絡会との懇談会
　○基幹相談支援センター、○津久井やまゆり園、○GHス

プリンクラー、○地活移行支援費打ち切り問題。
＊H29.1/13　障害者5連絡会
　地域活動支援センター移行支援費打ち切り反対緊急要望

書を提出。
　○署名活動を実施
　○3/6日　署名を添え、斎藤部長に要望書を提出。（話し

合い継続等）
＊生活支援センターの在り方に関するシンポジウムを開催
（3月）

＊市精連、この年から障害者支援センター感謝の集い表彰者
選考委員会の委員になる。

＊精神障害者バレーボール実行委員会
　○H28年4月〜事務局は市精連から財団法人神奈川身体障

害者連合会に移管。

＊日本精神医学会に、フィンランド発「オープンダイヤロー
グ」の風、吹き始める。

＊障害者差別解消法施行4/1
＊障害者総合支援法改正案が可決5/25
＊発達障害者支援法可決5/25
＊津久井やまゆり園で、7/26、元施設職員、障害者19人刺

殺事件
＊厚労省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部設置
＊7/29、県再発防止対策本部設置
＊9/14、厚労省、相模原障害者支援施設殺傷事件に関する

検証チーム「中間報告」を公表する。
＊精神指定医89人資格取消
＊神奈川県議会、「共生社会実現」憲章を全会一致で採択

10/15
＊厚労省「中間報告」を受け精神保健福祉法改正に着手、以

下概要
　○措置入院時に精神医療審査会で審査
　○入院の必要性を都道府県が文書で説明
　○保健所設置自治、精神障害者地域支援協議会の設置
　○措置入院中患者診療ガイドライン作成
　○都道府県にすべての措置患者「退院支援計画」作成義務化
　○措置解除後の医療費の継続的支援を地方自治体の義務

とする。退院後の支援内容、支援機関の役割の明確化、
通院中断した場合の対処方法を定める。

　○退院後支援計画の調整、必要な支援確保
　○精神病院は生活環境相談員を配置し、退院後「ニーズア

セスメント」を作成し、市町村に伝達する仕組みを創設
　○転出先保健所へ必要な情報提供制度化
　○精神保健指定医の研修内容の大幅強化
　●この法律案は、国会の事情で、廃案。

※この年表の作成にあたって、以下の資料及び文献を参考に作成した。各年度横浜市精連総会議案書、市精連10周年記念誌、
「横浜市精神保健福祉対策報告書」横浜市衛生局、「共に生きる社会を求めて」相川書房、岡上和雄監修、「すずらん荘」1周
年記念誌、県精作連総会議案書、「検証、日本の精神科社会的入院と家族」滝沢武久著、「ひかりの足跡」「大谷藤郎」著作集、

「人間性回復への道」亜紀書房、戸塚悦郎・広田伊蘇夫、「霞が関の犯罪」本澤次郎、「立法百年史」批評者・広田伊蘇夫著、「日
本精神科医療史」医学書院岡田靖男著、「精神保健福祉行政のあゆみ」厚生省、「人権歴史年表」財団法人世界人権センター、
山川出版社、「精神保健白書」2014年版・中央法規
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