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1． はじめに
精神障害者地域作業所の歴史を振り返ってみる

と、横浜市の精神保健福祉活動の歴史と重なり、そ
れは保健所を中心とした精神保健福祉活動の歴史と
も重なっている（年表1参照）
ここでは市精連の活動の30年間の歴史を振り返

るとともに、地域作業所のあゆみと現状及び今後の
課題について考えてみたい。

2． 地域作業所ができるまで
1964年に起こった「ライシャワー事件」が契機と

なり、1965年「精神衛生法」の改正がなされた。こ
れは保健所が地域での精神保健活動の第1線機関と
して位置づけられるとともに、「精神衛生に従事す
る職員（精神衛生相談員～精神保健相談員）を置く
ことができる」とされ、都道府県には相談・訪問活
動の充実を図り保健所への技術指導・調はじめ査研
究活動等を行う「精神衛生センター」を置くことと
なった。
神奈川県では1965年に「県立精神衛生センター」

が設置され、1967年に「精神分裂病」のデイケアを
パイロット事業として開始した。川崎市においては、
1970年に「社会復帰医療センター」を開設し地域の
中で精神障害者を支える活動を、全国に先駆けてス
タートさせた。
この活動をとおして、鎌倉市では「デイケア」終了

後の「行き場・活動の場」を考え1981年に「青い麦
の家」を、川崎市においては、「就労を見据えた」活
動の場の重要性が考えられ1978年に「あやめ作業
所」が開設された。これらの活動と時を同時として、
1982年国連決議「国際障害者年」（障害者の完全参
加と平等）がスタートする。これを受けて神奈川県

は、同年「在宅精神障害者地域作業所指導事業」を県・
市協調（運営費補助金は県・市折半）としてスター
トすることになった。

3． 横浜市における地域作業所作りまでの背景
1965年の「精神衛生法」改正後の横浜市の活動

は、保健所での訪問・相談活動は、個別相談や社会
資源の活用をとおしての個別支援の活動から、「家
族教室」・「患者会活動」という集団援助活動の展開
がなされた。
1970年に戸塚保健所で、孤立しがちな精神障害

者の家族が集まり、学習や互いの気持ちを伝えあい
支えあう場として、「家族会」がスタートした。精神
障害者の家族会支援活動の充実から、各区で「家族
会」活動が1979年に全市的な「横浜市精神障害者家
族連合会（通称＝浜家連）が発足した。「浜家連」は、
「精神保健の普及啓発に努め、社会復帰の促進と医
療・福祉制度の改善・充実を期するとともに家族会
の団結と会員相互の親睦を図ること」を目的として
いる。それにとどまらず「精神保健福祉大会」や要
望・陳情活動を行い「作業所」設立を担っていった。
1987年に「精神障害者をかかえる家族のニーズ調
査」を行い、精神障害者及び家族の置かれている実
情やニーズの把握をするとともに、行政施策の充実
を訴えていった。この調査は1988年の精神障害者
社会復帰援助活動調査研究会による「社会復帰援助
活動調査研究」の背景となった。
1972年に旭保健所で「生活教室」が始まり、

1975年に「保健所における社会復帰相談指導事業」
として位置づけられ、1984年「精神障害者生活教室
運営要領」を整備し、社会生活への適応を目的とし
て全保健所（当時16区）で行われるようになった。

Ⅱ. 精神障害地域作業所のあゆみと
今後の活動について
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このような活動から、「毎日通える場、気軽に交
流できる場」の必要性が生活教室参加者や家族から
語られ、「生活教室」の参加者増にともない保健所
内だけでの対応の“限界性”もみられる時期であっ
たといえる。
1972年神奈川区内の精神科診療所では「よりよ

い精神医療をめざすあすなろ会」を発足させ、その
活動の中から「自分たちで働く場を作ろう」と1982
年4月に「浦島共同作業所」を開設した。
また、1982年6月に金沢保健所での「お仕事会」

（精神障害者のグループワーク）の利用者・家族か
ら「毎日通える場所が欲しい」との声から、物件を借
りて「むくどりの家」をスタートさせることになった
（1983年に旭区に移転）。

これらの活動と「国際障害者年」を受けて、県・市
協調事業としての「在宅精神障害者地域作業所指導
事業」が結びついて、横浜市における精神障害者地
域作業所がスタートした。

4． 地域作業所のあゆみ
「毎日通える」、「居場所」、「働く場」等として
1982年の2か所の開設から1984年まで1か所づつ
設置され（83年金沢区、84年港北区）たが、そのほ
とんどは家族会設立の作業所で、保健所ワーカーが
中心となり家族及び関係機関の職員を巻き込みなが
ら、設置・運営に当たっていた。
1983年の精神衛生実態調査によると、入院患者

の約3割が家族の受け入れや社会復帰施設等の整備
がなされれば、退院が可能であるとの結果が出、地
域で精神障害者を支えるための「場」作りに影響を
与え、1985年には3か所の設置があり、市内に初め
ての市民団体（家族、保健所ワーカー、関係機関の
職員、一般市民）の作業所が中区において設置され
た。これは地域で生活する精神障害者を支えるため
の支援活動を啓発的に行う過程で、関係者や「専門
家」に一般市民を巻き込みながらの成果であった。
これ以降、市民団体（家族会も参加）による作業所が
支流となってきた。

1980年頃から少しづつボランティア活動が始
まっていたが、精神障害に対する知識やどのような
ことに困りどのような対応が必要なのか等わからず
手探りの状態で活動がなされていた。1984年に神
奈川県ボランティアセンターで、「精神保健ボラン
ティア講座がスタートした。これは全国的にみても
先駆的な活動であった。受講終了後作業所での活
動・市民向けの講演会及び作業所連絡会との共催
での行事（クリスマス会・キャンプ）等の活動を行
い、1987年に「神奈川県精神保健ボランティア連絡
協議会」を結成した。作業所利用者への関りや、講
演会や行事を通して地域に自然な形で啓発活動を進
め、作業所運営にも参画している。「神奈川県精神
保健ボランティア連絡協議会」は、現在磯子区で作
業所運営を行っている。
作業プログラムにおいては、制度発足当時利用者

は軽作業中心のものであったが、1987年中区にお
いて設置された作業所は、クッキー・石鹸・花たわ
しを主とした自主製品づくりをメインとしたプログ
ラムを開始した。利用者自身が製品を作り販売する
ことで、より地域に密着した活動となり普及啓発的
な活動でもあり、これ以降多くの作業所でも取り組
まれるようになりその後、市精連の販路拡大事業へ
とつながる一歩であったといよう。
利用者の「働きたい」という希望に対しては、各作

業所において作業プログラムの中で行われていたが、
1990年から南区の作業所で運送関係の企業との連
携により「集団アルバイト」（夏・冬の繁忙期）を開始
した。企業との条件は、次のようなことであった。
①だれでも取り組めるもの
②期間が限定されているもの
③収入が得られる
④作業所利用者であることを予めしってもらうこと
⑤グループで働けること
この取組から就労へつながっていった利用者も多

く、集団で働き・援助を受けることによって就労が
継続できることが明確になってきた。そのためにも
専門のジョブコーチの確保・養成が必要であった。
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その後この取組は市精連の「就労支援試行事業」に
受け継がれ、久保山斎条を始めとする援助付き雇用
を受託することにつながっていった。
作業所の運営費補助金は、精神保健福祉係の設置

や保健所ワーカーの支援や市精連及び浜家連等の要
望活動の成果もあり毎年増額していったが、現行の
補助体制は1991年度までに整備されたといえる。
発足当時から1982年度の運営費補助金は、通所

者20名以上＝600万円、10人以上～19＝500万円
であった。1982年度から1992年度までの運営費
補助金の推移は別表2参照して下さい。
1988年度には、設置費補助金（150万円）と通所

交通費助成（月額7千円）
1989年度には、移転費助成（150万円）
1990年度には、家賃助成は月額家賃の1/2（上

限10万円）
となり、1991年度には設置費及び移転費250万

円・通所交通費（月額8千円）・家賃補助5＋月額家
賃の1/2）＝上限なしに改善されている。また、職
員の定着促進の改善を図ること目的とした研修費助
成も開始された。1人月額2万円　48万円を上限で
あった。これは、1995年に市精連の研修事業費と
して変わっていった。
横浜市内の作業所は、かなり早い時期から職員へ

の身分保障にも力を注ぎ社会保険加入率が高かっ
た。職員が安心して働くことができそのことで定着
率を高め、より良い支援が継続できるとの考え方が
発足当時からあったことがうかがえる。制度発足時
の補助金の中から、家賃・光熱水費・活動費等を支
払い人件費（20名以上では常勤2名配置）を捻出し、
且社会保険料事業主負担を抱えての運営は厳しい
状況であった。これが市精連発足以前の要望・陳情
活動へと広がりに繋がっていった。
利用者との共同作業として通所交通費の助成と生

活保護の収入認定問題が挙げられる。
通所交通費の問題は、当時作業所の設置数も少な

く毎日の交通費は月の工賃を上回り、通いたくても
通いにくい厳しい現実があった。各作業所に通う利

用者から通所に伴う交通費の額を調査し実態を明ら
かにし、市精連の要望事項に入れ、1988年度から助
成を見ることができた。
生活保護収入認定問題は、1986年4月の生活保護

施行規則42次改訂に伴い、収入認定における基礎控
除額の改訂が行われ、作業所の工賃も認定の対象と
なり、次のような問題が発生した。
①4,001円以上は収入認定の対象となり、わずか

な収入が減額になる
②通所意欲、作業意欲の減退につながり、利用者

の動揺やその取扱いの混乱が広がった。
この問題に対しては作業所利用者の生活実態を明

らかにしながら、当時の民生局と利用者の参加を含
めて話し合いを繰り返し、作業所の工賃から就労の
ための諸経費を差し引いて収入申告ができるという
結論＝「作業所活動報告書」を提出することで、最悪
の状態にはならないで済むことができた。この問題
は、作業所職員・運営委員を含めて生活保護法を含
めた関連領域の問題も考えていくことの重要さにつ
ながり、市精連の研修事業で重要なテーマとなって
いる。
生活全般を支える必要性が高まり当時国では10

人を定員とした生活ホームを考えていた。横浜市内
では10人を対象とする場の確保は難しく、中区にあ
る作業所利用者への夜間対応が必要となり作業所内
でケアを始めていた。この実践も踏まえ1990年に
「小規模福祉ホーム助成制度」が県・市協調事業と
して開始され、これがグループホームの始めであっ
た。作業所の実践から地域生活を支える「住まう場」
の必要性を横浜市に提起していった結果でもある。
1984年に起こった「宇都宮病院事件」を契機とし

て、国際的に日本の精神医療に対しの批判がたかま
り、1987年に人権擁護と社会復帰の促進を図る「精
神保健法」が制定された。これ以降横浜市は1991
年に「「精神障害者社会復帰援助活動調査報告書」、
1993年に「横浜市精神保健対策検討報告書」、1995
年に「「横浜市精神障害者生活支援センター基本構
想検討報告書」をまとめ、地域で精神障害者を支え
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8 職員の専門性

5． 現在の活動と課題
2006年に障害者自立支援法が施行された。こ

れは、
①「有する能力・適性に応じ自立した日常生活・

社会生活を営めるような必要なサービスにか
かる給付と支援」

②知的・身体・精神の3障害を一元化したサー
ビス提供・障害福祉計画の策定」

③障害者の地域生活への移行や就労支援事業の
創設を柱としたものであった。

作業所（現地域活動支援センター精神障害者地
域作業所型）の補助金は、全国的に見ても高い水準
にある横浜市においても、2007年に「移行支援準
備補助金」制度が創設され、地域作業所を運営する
団体で作業所のあり方や運営面・活動面で多くの
議論がなされた。「障害者自立支援法」「障害者総
合支援法」は、就労を基礎とした制度設計であり（働
きたいという希望を実現できることは重要なこと
ではある）、作業所の基本的機能である「仲間づく
り」や「居場所」が生かしきれないのではないかと
いう問題を抱え込むことになった。地域生活継続
の制度や施策やサービスは整備されつつあるもの
の、親の高齢や単身生活をする精神障害者にとっ
て地域の中で孤立化しないための「居場所」機能
は、ますます必要となる。関連機関との連携を深
めて取り組んで行くことは重要である。しかしな
がら運営が不安定な作業所のまま活動を継続して
いけるのか・継続的にかかわれる職員を定着させ
ていけるのか等の財源的課題を抱えていることも
事実である。
精神障害者の地域移行が図られ、就労を主軸と

した制度設計で行われる就労系の事業所では、「生
活リズムを作る場」・「仲間づくりの場」・地域の中
での「居場所」・「就労体験を深める場」としての機
能をどのようにしていけるのか等の議論がありま
たそのための実践もある。

る対策の制度化を図っていった。　これらの「報告
書」に至るまでの過程で、作業所実践の報告やイン
タビューを受けるなどして、精神障害者が地域の中
で生活を過ごすために必要なものを訴えていった。
一方制度・政策面で見ると、2000年に市精連が

法人化される数年前から、「作業所・グループホー
ム運営マニュアル」と「作業所補助要綱」の改正が
あった。「作業所補助要綱」の改正は、従来は年度当
初に提出する利用者名簿の登録者により補助金が交
付されていたが、10人を基本ベースに、半年ごとの
1月当たりの平均利用者により補助額が変動し、不
定期利用者（障害特性を考慮）という考え方を導入
して平均利用者に加算するという形に変更がなさ
れた（家賃補助は、5万＋3/4に変更になった）。こ
れは「横浜市精神障害者地域作業所あり方検討会報
告書」による、作業所の基本的機能と地域との連携、
利用者への援助方法の検討、適切なマネージメント
の実施、職員の専門性、作業所運営団体の基盤強化
と行政の支援の在り方などが記されている。これは
精神保健福祉法の改正や精神保健福祉士法の制定
とも関連したものといえる。
・2000年の「社会福祉基礎構造改革や2004年9

月の「精神医療福祉の改革ビジョン（入院生活から
地域生活へ）
・「10月の改革のグランドデザイン（案）」（障害保

健福祉の総合化・自立支援型システムへの転換・制
度の維持可能性の確保）と矢継ぎ早に制度変革につ
ながる方向性が出され、作業所運営に組織整備も強
く求められるようになってきたといえる。組織整備
に関する課題としては、次のように考えた（市精連
記念誌による）。
1 非営利活動としての作業所とは
2 運営の権限と責任分担の明確化
3 運営・情報の公開性
4 活動の効果と評価
5 地域との関係の在り方
6 経営基盤や組織体制づくり
7 サービスの質的向上
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横浜市の地域活動支援センターへの補助金は全
国的に高水準にあるが、地域活動支援センターの見
直しが健康福祉局から提案された。補助金だけでは
運営が難しくなり且職員の応募者減と定着率の悪さ
から、地域の中で精神障害者を支える地域活動支援
センターの活動が十分に発揮できない状況に置かれ
ている。また、事業及び運営の安定化を求めさらな
る活動の充実を図るため就労系事業所へ移行した事
業所でも、利用者の多様なニーズにこたえるだけの
活動が充分になされにくい状況にもある。より広範
囲な資源との連携や人材確保と育成が必要な時期
ともいえよう。
また2000年の社会福祉制度改革の運営原則の一

部緩和により異業種企業からの参入が増え就労施
策を活用し、就労継続支援Ａ型や就労移行支援事業
所が多くなる状況にもある。作業所補助金が始まっ
たころから運営を行ってきた団体としては、どのよ
うな運営・実践を目指していくのかが問われている
といえる。一つの考え方として次の点を整備してい
くなかで、精神障害者を支え多様なニーズに対応し
ていくための専門機関としての事業所の在り方も見
えてくると考えられる。
①事業の公益性（運営基準）
②自主的な運営基盤の強化
③支援・援助の質的向上（支援の専門性の担保）

及びその評価
④事業の透明性

６．終わりに
地域作業所は地域の中で暮らす精神障害者の多

様なニーズを実現できるよう、横浜市の精神保健施
策の展開とともに取り組んできたといえる。施策
や制度の拡大にともないそのあり方も変化していっ
た。作業所の基本的機能＝「仲間づくり「居場所」機
能をどのように制度の中に位置付けられるようにす
ることと同時に、公益性の高い事業展開を進め・よ
り安定的な財政基盤を作り・事業として人材確保と
育成・支援の専門性及び支援への評価やその基準、
第三者機関からの評価や透明性のある
事業形態を形作っていくことが改めて求められて

いる。言い換えるならば作業の福祉サービス実践活
動の組織化と団体経営管理の統一化の過程で、責任
体制の明確さと福祉実践を組織化するための専門性
が求められることでもある。また多様なニーズに対
応できる支援プログラムを生み出し、地域生活支援
体制の実践の組織化を進めていくことも専門性とい
えるだろう。
このような取り組みは横浜市の精神保健福祉の今

後の在り方とも関係し、精神障害者が地域で安心し
て生活が送れるようなより良い福祉サービスの提供
ができる制度や政策実現にもつながっていくものと
考えられる。

（表１）地域作業所及び地域活動支援センター運営費補助金の推移

運営費補助金額 市精連補助金等の推移
1982 A 600万円　　B 500万円 地域作業所指導事業開始（県市協事業）
1983 A 620万円　　B 510万円
1984 A 650万円　　B 540万円 神奈川県精連設立
1985 A 660万円　　B 550万円
1986 A 670万円　　B 560万円

1987 A 680万円　　B 570万円 国小規模作業国庫補助70万開始
横浜市精連設立

1988 A 700万円　　B 640万円
C 590万円　　　　　　　

設置費150万
通所交通費７千円／月
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1989 A 720万円　　B 660万円
C 610万円　　　　　　　

移転費補助金150万

1990 A 740万円　　B 680万円
C 630万円　　　　　　　

家賃補助金　２／１

1991

A 780万円　　B 710万円
C 650万円　　　　　　　

団体運営費30万
職員研修費24万×２交通費８千／月
設置・移転費250万
販路事業、420万　在援協と共同事業開始
販路のキャッチコピー、マーク公募
商標登録、技術向上研修会の開催等

1992 A 1,175万円　　B 1,005万円
C    836万円　　　　　　　　

市精連「共に生きる社会を求めて」出版
販路拡大事業費270万（ブランド製作費170万減）

1993 A 1,430万円　　B 1,190万円
C    970万円　　　　　　　　

家賃補助金５万円＋２／１
上下水道料金40％減免

1994 A 1,460万円　　B 1,220万円
C    980万円　　　　　　　　

1995 研修費補助金　500万円
久保山斎場清掃事業開始

1996

1997 全国精神障害者地域生活支援協議会設立
喫茶兎夢開設（神奈川県医療会館１階）

1998
1999 戸塚斎場売店／脳血管センター事業開始
2000 小規模授産施設制度化（作業所の法定化）
2001
2002 北部事業開始
2003
2004
2005
2006 10人まで、13,444,200円

10人以上、一人505,260円
20人で総額18,496,800円

地域活動支援センター
運営基本費　10人 1,344,200円
11人以降、一人505,260円増額
家賃補助　５万＋残り３／４助成、
限度額　425千円／月
設置費、移転費300万円
365日開所（依存症対象）135万／年
水道光熱費一人1,800円×補助対象者

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 地域作業所補助事業廃止 福祉まちづくり条例施行１月１日
2015
2016




