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Ⅸ. 団体経営部会
特アートショッ

社会福祉法人恵友会顧問
横浜市精神障害者地域生活支援連合会代表

大友　勝
はじめに

　団体経営部会の前身である運営委員会代表者懇
談会は、1993年 6月17日、鶴見ふれあいセンター
3階会議室で第一回の会議が行われたのが始まり
だ。この会議の呼びかけは、市精連代表の大友勝と
運営委員会代表者懇談会責任者の小野巌氏の連名
で、開催の呼びかけをしている。
　当日は、22団体の運営委員会代表者、会計担当
者等で 33名の出席があった。来賓として、衛生
局中村部長、神山精神保健係長、本吉疾病対策係、
松井ワーカーの 4人が参加して頂いた。第一回会
合のテーマは、「作業所の運営について」であるが、
会議の冒頭、やまぶき工房の藤崎氏から、「参加メ
ンバーを代表者及び会計担当者とした意図は何かと
質問があり、それに対し大友代表は、「市精連の規
約では、理事会は作業所職員及び作業所運営委員
半々で構成することになっているが、実態は職員が
中心になっている。運営委員や会計担当者としたの
は、職員とは別に施設経営上の悩みがあり、話し合
い場を持つことで団体や作業所運営を円滑にできれ
ば」という説明がなされた。その後、自己紹介と作
業所運営に関する意見交換が行われた。
　出された意見は、経理事務、作業所の場所が狭い
こと、研修費の取り扱い、非常勤職員の位置づけ、
作業所という名称、機能について、などが主なもの
となっている。この会議の結論として、要望のあっ
た会計事務説明会は運営委員会代表者懇談会とは
分けて開催することや、作業所会計マニュアル作
成は衛生局と相談することが、まとめとして発言が
あった。
　これに対し、衛生局の本吉氏から、「会計マニュ

アルの作成要望があるならそれを受けてやりたい。
また、今後作業所の指導員、保健所ケースワーカー、
メンバーなどの意見交換の場を何らかの形で設定し
たい。」旨の表明があった。
　
１　運営委員会代表者懇談会が必要とされた背景
と開催状況

　
　前述した内容で第一回運営委員会代表者懇談会
が開催されたが、これが必要とされた背景として、
1982年作業所補助制度化以来、作業所補助金が年
を経るごとに増額され、それと並行して横浜市の監
査も厳しくなり、団体によって支出科目が異なるこ
となどが直接的な要因であった。同時に、会計処理
は作業所運営の在り方に関する考え方に連動するこ
とでもあったことから、直接援助に係る職員とは別
に、作業所運営委員、団体役員としての悩みを話し
合う場が望まれていたことが、運営委員会代表者懇
談会の設置につながった。
　会計処理や作業所の在り方に関する運営上の悩
みは、当初から想定されていたことでもあり、市精
連としてこのような悩みに対応すべく、1992年に、
「共に生きる社会を求めて〰地域生活支援の方法論
としての作業所～」のタイトルで、作業所論ととも
に運営体制の在り方や会計処理についてもマニュア
ル的なものを含む内容の本を、岡上和雄先生の監修
で、相川書房から出版した。
　しかし、作業所補助金の増額や横浜市から会計処
理を含む運営指針も示されていない中で、特に会計
の支出項目の仕分けについては、この会計マニュア
ルでは充分ではなかった。そして、時の経過ととも
に様々な課題に運営委員としても取り組みを迫られ



30th Anniversary112

ていた。以下、第一回以降の、運営委員会代表者懇
談会の開催状況は、以下の様になっている。

表１
開催　年月日 活　動　内　容

1993  ３ 月 14日 統一運営要綱の整備について
 ６ 月 17日 作業所の運営に関する意見交換会
 ９ 月 20日 １）上半期会計処理、会計記載要領の講習

２）下半期収支計画の作成について
３）会計に関する意見交換

1994  ７ 月 7 日 １）作業所会計実務について
２）来年度作業所・グループホーム補助金の申請の件

10月  7  日 １）運営委員会規約について
２）経理規定について
３）事務局規約について

1995  ２ 月 15日 １）就業規則・運営委員会規約等の整備状況について
２）グループホームの市精連加入について
３）平成7年度作業所。グループホーム予算（案）及び運営

要綱の改正について　本吉係長　片山事務担当
1996 この年は、一回も開催されていない。
1997  7 月 26日 １）通所交通費要綱改正について

２）98年度要望書の要望項目について
３）アンケート調査について

精神保健審議会。精神障害者作業所在り方検討会
４）障害者後見問題について

10月25日 １）98年度要望陳情結果の報告
２）あり方検討会のその後の推移について
３）アンケート調査結果について
４）作業所に関する国レベルの動きについて
５）福利厚生規定について

1998  7  月 26日 代表者懇談会
 9  月 24日 代表者懇談会・作業所部会合同開催　
 3 月  8 日 代表者懇談会
 3 月10日 代表者懇談会・作業所部会合同開催
 3 月 17日 代表者懇談会・作業所部会合同開催

1999  4  月 12日 １）作業所新要綱改定問題について
衛生局大森課長、山村係長　経過説明後退席

 4 月 13日 作業所新要綱改定問題について
　衛生局大森課長、山村係長　経過説明後退席

 4 月 19日 作業所新要綱改定問題について
　衛生局大森課長、山村係長　経過説明できず退席

 5 月 22日 第11回市精連総会で、作業所新要綱をめぐる混乱で、3ブロッ
ク化の実施に伴い、運営委員会代表者懇談会は廃止された。

中断 組織改革により、3ブロック制を廃止し、事業部会復活とともに、団体役員部会として、
この年から10年ぶりに復活する。

2009  6 月 30日 1）障害者プラン説明会　健康福祉局齊藤課長他
2）団体役員部会の運営方法について

 7 月 21日 今後の進め方、年間計画について検討
 9 月 4  日 1）団体の役割と職員処遇について

2）理事の推薦について
11月25日 アンケート調査の実施について
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2009  1 月 25日 1）2010年度の要望内容について
2）団体が抱える問題点の共有について
3）施設運営研修の持ち方について

2010 12月13日 役員部会研修会打ち合わせ
 1 月 13日 役員改選に向けて、役員の推薦について
 1 月 21日 浜家連・市精連合同研修会の打ち合わせ

2011  7 月 団体事務局の在り方に関するアンケート調査
2012  6 月 29日 要望活動及び今年度の活動方針打ち合わせ

 7月13日 団体アンケート質問項目の検討

 9月 25日 団体役員部会アンケート、ヒヤリング実施結果の検討

10月17日 団体事務局体制についての検討

2013 役員交代により、団体役員部会の部会員は、実質２名となり、
この年度は開店休業状態で、何も行われなかった。

2014 7月  23日 主催　横浜市精連　後援　横浜市福祉局
演題　ＮＰＯ法人の運営の在り方について
講師　横浜市市民局谷　川みちる氏
演題　適正な会計処理と内部牽制体制について
講師　上甲会計事務所長　上甲雅敬　氏

2015 ①　名称を団体経営部会と改める。
②　法人の経営管理とリスクマネジメント研修を実施
　　神奈川県立保健福祉大学教授　河　　幹夫　先生
　　上甲会計事務所長・税理士　　上甲　雅敬　先生
　　大沢社会保険労務士事務所長　大沢　知子　先生

２　団体役員部会の再開

　表１で見るように、1993 年に設置された運営
員会代表者懇談会は 1999 年 5月の第 11 回総会
で廃止が決定された。この廃止理由は、1998 年
度末に横浜市から提示された「作業所新要綱」に
おいて、作業所補助金算定方式をそれまでランク
（Ａ、Ｂ、Ｃ）別補助金から、平均出席者数による
補助金算定方式への変更提案等がなされ、この算
定方式への対応をめぐって、市精連が大混乱した
ことに端を発する。
　当時の執行部は、この混乱の収拾策としてこれ
までの組織体制では情報伝達と、理事の選出区分
に不備があるとの認識から、会員からのきめ細か
なコミュニケーションができる組織整備、責任あ
る役員の選出体制の整備と、会員相互の連携強化
を図る目的で３ブロック化を提案し、総会で承認
され、運営委員会代表者懇談会は廃止になった。
　しかし、西部、北部、南部の３ブロック化によ

る組織体制も、地域作業所、小規模授産施設、グルー
プホーム等事業所によって抱える課題も異なるこ
とから参加者も年々縮小し、事業所ごとの共通課
題を議論できる部会編成への声も高まり、その再
編過程の中で、一度廃止された運営員会代表者懇
談会は、団体役員部会として再スタートすること
になった。
　再スタートの理由として、表２（社会福祉事業
の事業展開図）にみるように、精神保健福祉事業は、
制度政策と、運営管理、直接援助（福祉サービス）
の 3つの分野で成り立っている。しかも、それぞ
れ独立した専門領域でありながら、この 3つの専
門領域が密接不可分な関係にあり、この三つの条
件が、社会福祉事業の円滑な運営の最低条件であ
ることは論をまたない。
　また、社会福祉事業のあるべき姿として、団体
の設立の目的・理念を、団体役員及びそこで働く
職員が共有し、理事会執行部と事業所職員が車の
両輪のような形で組織運営がなされることが期待
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され、また、団体役員及び本部事務局体制の整備と、
団体の財政基盤の安定が大きな課題であると認識
していたからである。
　しかし、団体役員の大半は高齢のボランティア
役員であり、何もなかった時代から長年にわたっ
て団体運営に携わってきた苦労と、団体強化など
は百も承知で、どうすればいいのか簡単に答えが
出ない中で、団体運営に携わってきた。それま
で、保健所のＭＳＷが運営委員会を強力にバック
アップしていた時期もあったが、事業所数が多く
なるにつれ保健所の支援体制もフェードアウトし
ていった。衛生部局には、作業所やグループホー
ムを強力にバックアップする支援体制もなかった。
その部分は市精連が担ってきたとはいえ、市精連
の役員の大半は各事業所員が占めていたことや、
市精連傘下の団体役員に対する団体運営や施設運
営の独自の役割に関するアピール不足や魅力ある
企画ができなかったこともあり、団体役員部会は
再開したものの、部会を組織することすら困難な
状況が続いている。

おわりに

　2000 年の社会福祉基礎構造改革により社会福
祉事業は、措置制度から契約制度へと大幅な制度
改革が行われ、1996 年に始まる障害者自立支援
法の施行により障害者福祉事業は、補助金制度の
世界から報酬単価の世界に変化し、社会福祉事業
は「経営」の世界へ様変わりしてきている。しかし、
障害者福祉をめぐる政策環境の激変にもかかわら
ず、長年、補助金の世界で無償のボランティア役
員を当然の前提として団体運営に携わってきた人
たちがこの変化に対応することは、簡単ではない。
　団体経営部会はこの課題にどう立ち向かうのか、
が問われている。障害者福祉サービスをめぐる政
策環境が好転する兆しが見えない中、持続可能な
団体運営の在り方を模索することが、急務の課題
となっている。団体役員が、ボランティア役員か

ら社会事業家へ、あるいは、長く直接援助に携わっ
てきた職員が、ソーシャルワーカーから社会福祉
経営者へ転身し、福祉事業者団体の経営体制を強
化し、財政基盤や人材確保、福祉事業者団体とし
てのブランド力を高め、職員が安心した働ける職
場環境を整え、質の高いサービスを持続的安定的
に提供する体制を整備することが強く期待されて
いるのではあるまいか。
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参考資料（表2）




