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１ 精神保健法と
精神障害者社会復帰援助活動調査

それぞれの機関の専門職が担っていることが確認さ
れた。その上で、社会資源・サービス・マンパワー

精神障害者の社会復帰対策は、昭和63年の「精神

不足、地域作業所など受皿の不足、住宅確保の困難、

保健法」施行により、入院中心の治療体制から、地

機関間の連携不足、家族の理解と協力、地域の偏見・

域社会生活を中心に据えた社会復帰対策重視への

理解不足、その他保健所の業務体制、高齢化、情報

一歩を踏み出した。横浜市においても、保健所にお

把握の不足等、問題点と改善策があげられた。また、

ける精神保健相談・訪問相談、生活教室の実施、地

新たなサービス課題として、医・職・住の環境整備

域作業所への支援や、授産施設の整備など、当時実

とその実現のための医療・専門職の充実、就労促進

施されていた社会復帰施策を、より充実・発展させ

策、住宅の確保などがまとめられた。

るため、新たなニーズを把握する必要があった。

また、アンケート調査においても、普及啓発や地域

そこで横浜市は、昭和62年に実施された、
「精神

作業所・デイケア等の生活環境の充実、
援護寮、
グルー

障害者をかかえる家族の生活ニード調査」を踏まえ

プホーム等の住環境の整備、就労訓練等の就労環境

て、専門職等からみたニーズ把握調査をするべく、

等の整備、所得保障への配慮と関係各局の連携、救急

平成元年に「精神障害者社会復帰援助活動調査」を

医療体制の確立、社会復帰施設等の運営団体、家族

実施した。この調査にあたり、精神障害者社会復帰

会等当事者団体育成強化、社会資源の地域ネットワー

援助活動調査研究会（座長・松下正明横浜市立大学

ク化などが今後の施策の方向としてまとめられた。

医学部精神神経科教授・当時）を設置され、その作

この調査後、平成２年、小規模福祉ホーム（以下、

業検討班には、保健所ソーシャルワーカーや家族会

グループホーム）の設置、平成４年、授産施設、援

とともに地域作業所職員も加わり、当時の衛生局保

護寮、精神科デイケア施設等の社会復帰専門施設機

健部成人保健課の事務局のもと作業が進められた。

能を持つ横浜市総合保健医療センターの設置、神奈

調査は、専門職等を対象としたグループインタ

川県精神科救急医療体制等が実施され、平成５年に

ビュー及び保健所ＭＳＷ、福祉事務所生活保護担当

は、16保健所、１出張所で相談・訪問活動・生活教

ＣＷ、地域作業所指導員等を対象としたアンケート

室、普及啓発及び団体・地域作業所等への援助事業

調査により行われた。この調査は、在宅精神障害者

等保健所精神保健事業の実施、地域作業所30か所・

やその家族に対する社会復帰援助活動の問題点、課

グループホーム６か所の運営等、地域の通う場の整

題、今後必要なサービス課題等を明らかにする目的

備、住居の確保が一定程度進むことになる。

で実施された。
グループインタビューでは、個々のニーズに合わ

２ 大都市特例と横浜精神保健対策報告

せた援助、健常者と同じように日常生活ができるよ

精神保健法の５年後の見直しを控えた平成４年

う援助することが目標であり、そのために経済、医

度、精神保健対策に関する道府県の権限及び事務を

療、就労、仲間・居場所づくりなどに対する援助を

政令指定都市に委譲する「大都市特例」の導入が検
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討された。同時に横浜市でも平成22年を目指した

た。二次支援圏は、市内三方面に設定し、生活訓練、

市の基本計画である新総合計画の策定作業が開始

社会復帰訓練、評価・判定等専門的な機能を通し、

された。このような中で、今後の横浜市の精神保健

一次支援圏の生活支援体制への支援を行うという位

対策のあり方を検討するため、平成４年７月、
「横

置づけをした。

浜市精神保健対策調査検討委員会（会長・小阪憲司

これらの支援策を実現するため、福祉及び医療関

横浜市立大学医学部教授・当時）が設置され、谷中

係者の人材確保・育成、全市規模の関係団体等の育

輝雄氏や吉川武彦氏など全国の有識者や浜家連が

成が必要とされ、大都市特例の導入を踏まえ、これ

参加する中、横浜市精連代表も検討委員、社会復帰

らの機能を担う精神保健センターの整備の必要性が

部会委員として参加した。委員会は、特に早急な対

報告された。

策が必要と考えられる精神障害者の社会復帰・社会
参加を中心的な課題として、精神科医療、社会復帰

３ 神奈川生活支援センター設立とその後の動き

援助事業、地域精神保健事業等のあり方を検討し、

横浜市精神保健対策検討報告書において、在宅の

「横浜市精神保健対策検討報告書」を作成した。
その中で、障害者の自立的な生活の実現のため、

センター」構想が打ち出された。また、
「ゆめはま

地域で生活を支援していくことが求められ、住宅施

2010プラン基本構想」の中で、生活支援、医療支援、

策の充実、生活施設の整備、夕刻から夜間の支援体

社会復帰支援を３つの柱とする精神障害者支援体系

制等の整備の必要性、精神科医療と社会復帰施設の

で、生活支援センターが位置づけられている。

連携の必要性などが指摘された。夜間の相談窓口、

平成７年、各区１ヶ所整備が計画された生活支援

ワンナイトステイ、単身者への食事、入浴サービス

センターの具体的な内容、機能等について検討し、生

を行うイブニングケア、地域住民との交流スペース

活支援センター基本構想を策定するための調査（平

整備など、障害者が地域で安定した生活を送るため

成６年）が実施され、
「横浜市精神障害者生活支援

の支援機能が求められた。

センター基本構想検討報告書」が作成された。市精

それらは、既存の施設での対応は困難で、新たな

連も専門委員、ワーキンググループに参加している。

機能を担う「生活支援センター」を整備する必要性が

この調査は、既存アンケート調査（前述の２調査、神

あり、日常的な生活支援を行うとともに、
「生活支援

奈川県精神障害者社会復帰調査）をまとめ、ニーズに

センター」を、障害者と地域社会の交流の拠点とする

きめ細かく対応できる施設の実現のため、新たに生

ことが求められた。さらに、地域作業所やグループ

活支援センター整備に向けたヒアリング調査を、在

ホーム等を併設し、多様な支援を行うことで幅広い

宅及び施設居住の精神障害者等に実施されている。

ニーズに対応することの必要性を指摘している。
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精神障害者支援の生活支援対策として、
「生活支援

この調査により、精神障害者の生活実態の傾向が

また、生活支援ネットワーク体制の整備について、

整理され、障害の性質と生活支援の重要性、地域に

一次支援圏、二次支援圏のあり方を検討していて、

おける支援の重要性、生活支援策の課題が明らかに

一次支援圏では生活支援センターを中心施設とし、

され、生活支援センターの基本的役割と機能がまと

24時間生活を支援する体制の整備、保健所を中心

められた。基本的機能は、相談（面接・電話・訪問

とした生活支援センター、地域作業所、グループホー

による日常生活相談、土日及び深夜時間帯の電話相

ム、医療機関、地域団体等のネットワーク化、また、

談、生活情報の提供）
、イブニングケア・ショートス

医療機関と生活支援センター、社会復帰施設等の連

テイ、交流等（障害者活動の援助・場の提供、市民と

携による往診、訪問看護、精神科デイケア施設での

の交流）とし、
「成長、発展する施設」としての展開

リハビリテーション等の実施エリアとして位置づけ

が期待されている。

30th Anniversary

市内一館目の生活支援センターは、平成11年に神
奈川区に設立された。他の福祉施設との新設合築に
よる複合施設として整備され、運営を委託する公設

進していく「横浜市障害者プラン」を平成16年に策
定しました。
第１期横浜市障害者プラン（平成16年度〜 20年

民営方式により運営される。施設規模、職員配置数、

度）重点施策の一つとして、相談支援システムの体

運営時間。日数など国基準型と比べ充実した運営内

制整備をあげ、
「身近な相談者」
、
「１次相談支援機

容となる一方、基本構想にあったショートステイ機

関」
、
「2次相談支援機関」という重層的な支援を掲

能は実現されず、夜間帯における相談も限定的なも

げるとともに、障害特性を踏まえた施策の展開を障

のになった。また、未整備区（当時14区、設置区は神

害者プランの基本的考えにおき、特に精神障害者に

奈川、保土ヶ谷、港南、栄）の早期整備を要望する声

対する施策については、一層のサービス充実を目指

が上がっている中、全区整備に向けた取り組みが求

し、積極的な施策推進を掲げています。相談システ

められるが、厳しい市の財政事情の中、未整備区の

ムにおいては、精神障害の特性を踏まえ、①日常生

早期整備が厳しい状況にあること、国基準型の生活

活での身近な相談や情報提供、②福祉、生活相談、

支援センターが旭区で設置予定されている現状など

③保健・医療相談に体系化し、その体制を充実させ

を踏まえ、平成16年、
「精神障害者生活支援センター

ることを掲げ、そのための機関として区域において、

に関する検討会」が設置され、その後の生活支援セ

福祉保健センターや生活支援センターが中心に位置

ンターの整備についてのあり方が検討された。

づけられています。

検討会報告書では、市基準をＡ型、国基準をＢ型

第2期障害者プラン（平成21年度〜 26年度）では、

と、生活支援センターを二つにタイプ分けし、柔軟

第1期プランで構築された相談システムの円滑化を図

で多様な整備運営手法を取り入れることをまとめ

るようシステムの強化を目標としています。生活支援

た。整備の考え方として、Ａ型は、それまでの公設

センターに委託された自立生活アシスタント派遣事

民営型で、多様な地域生活支援を実施する中心的施

業や精神障害者退院促進支援事業と相談支援事業の

設として、市内の配置バランスに基づく整備を進め、

連携の強化の他、地域課題解決のための地域自立支

地域間におけるサービス提供の格差を少なくし、Ｂ

援協議会の活用など、３障害共通の相談支援体制が構

型は、地域ニーズに合った柔軟な運営を確保し、整

築される中、法人型地域活動ホームとともに、一次相

備・運営を民間の設置運営団体が主体となり実施し

談支援機関、地域生活を支援する拠点施設として生活

ていく民説民営方式をとることなどが示された。

支援センターが位置づけられ、機関の支援方法の一つ

平成17年、生活支援センターＢ型として旭区生活

としてケアマネージメントの充実を目指しています。

支援拠点ほっとぽっとが設置され、その後年々、未

第３期障害者プラン（平成27年度〜平成32年度）で

設置地区にＡ・Ｂ型が開設され、平成25年、中区生

は、相談支援体制の再構築と充実が掲げられ、それま

活支援センターが設置されたことで、全区整備（Ａ

での相談システムに、平成27年に始動した指定特定相

型、Ｂ型同数）が達成される。

談支援事業所が加わり、平成26年度から基幹的役割
を担う機関として、福祉保健センター、法人型地域活

４ 基幹相談支援センターと生活支援センター

動ホームが、そして生活支援センターは、それらと連

平成16年、横浜市は、それまで「中期政策プラン」

携を組みながら、計画相談支援を利用しない支援の中

においてに障害者施策に関する計画を、障害者基本

心を担う一次相談支援機関として位置づけられた。

法に基づく市町村障害者計画と位置付けていたもの

障害者プランが実施されていく中、生活支援セン

を、平成15年の国の新障害者プランが開始されたこ

ターでは、創設時の機能に加え、前述のように自立

とを受け、
「中期世政策プラン」を更に具体的に推

支援アシスタント派遣事業、精神障害者退院促進支
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援事業（現在、障害者総合支援法の地域移行に至ら

支援は、区役所におけるＭＳＷによる相談や生活教

ない方を対象とし、市事業の精神障害者地域移行・

室の実施から始まり、地域の日中活動の場として地

定着支援を実施）などの委託事業や計画相談が実施

域作業所を展開し、身近な相談者を配置することで、

（一部）され、精神障害者が自己選択、自己決定のも

日常場面での生活相談の中から、その障害特性を理

と、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、地

解し、地域生活におけるニーズ把握をした結果、グ

域の相談・生活支援の中心的機能を担っている。

ループホームのような新たな社会資源を生み出して

このような施策が進む中、平成27年、相談支援体

きた。それら一連の活動は、家族や障害者本人、地

制の再構築と充実に向け、法人型地域活動ホームに

域住民、行政が協働してきたことも大きな特徴であ

「基幹相談支援センター」を設置すべく、
「横浜市基

り、それらの活動が前述の調査にも反映され、生活

幹相談支援センター業務検討プロジェクト」が開催

支援センターという横浜版の生活支援拠点が生まれ

され、平成28年４月設置、運用に向け、横浜市基幹

た要因の一つといえる。

相談支援センター業務連携指針策定が検討された。

そこに期待される機能は、それまでの実践の充実

「基幹相談支援センター」は、地域の相談窓口の明

であり、身近な相談機関による相談、生活支援の実

確化、相談機関との地域ネットワークの構築等に力

践である。そういう意味では、
「横浜市精神障害者

を注ぐ機能を重視し、法人型地域活動ホームが委託

生活支援センター基本構想検討報告書」にある機能

されていた相談事業から基幹相談支援センターへの

が一部縮小されてしまったことは残念だが、現在実

名称変更することで基幹的役割を明確にし、さらに

施されている日常生活支援や、フリースペースと呼

障害児者に関する地域の総合相談窓口としての機

ばれる交流の場を生かす相談やピアサポート活動、

能を強化することが設置目的とされた。そして、区

来所に至らない在宅或いは入院者へのアウトリーチ

福祉保健センターと生活支援センター等との役割分

による訪問相談、その他電話、面接による相談等、

担、業務内容を確認する作業が行われた。

地域生活の支援拠点として役割を果たしている。

これら一連の検討会に参加はできなかったが、市

しかし、現在のところ、市内1区に1館整備で、か

精連においても、基幹相談支援センターの設置を見

つA型、B型の設置により規模には差異があり、届く

据え、浜家連、横浜市生活支援センター連絡会と生活

サービスの範囲の違いが存在することは事実であ

支援センターあり方検討委員会を開催し、論点整理

る。それに加え、地域の多様化するニーズとサービ

を行うとともに、生活支援センターの基本機能につ

スの拡大により、その担うべき役割・機能も拡大し

いての意見交換、健康福祉局との意見交換等行った。

ており、特に訪問による相談支援はその充実を各方

横浜市基幹相談支援センター業務連携指針にお

面から期待されている。

いて、３障害一体の総合相談窓口である基幹相談支

これまでの実践からみえる、いくつかの相談支援の

援センターと区福祉保健センターと、生活支援セン

特徴をあげると、①あらゆるライフステージ、障害程

ターを加えた３機関が両輪の関係となり、個別の相

度に必要とされており、精神障がいの多様化、障害枠

談支援、地域づくりの実践を通し、障害児者の相談

を越えた支援が求められる、②住宅、生活、日中活動

支援体制を牽引していく体制を構築するとされた。

等、あらゆる生活場面に関わるため、有機的な社会資

また、指定特定相談支援事業所と連携・協働し、効

源と結びつける、或いは資源そのものを生み出してい

果的かつ効率的な支援をしていくことが示された。

く機能、③入退院等を含めた障がい者の地域生活に
おける権利擁護機能を果たすため、危機介入的な支
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５ 生活支援センターが当面する今後の展望

援、早期発見・早期支援が地域資源の連携のもと行

横浜市において、精神障害者の地域における相談

われる拠点的役割、④ライフステージをまたぐ継続し

30th Anniversary

た、安心感を提供できる関係性の中で支援を実現する
ため、ピアサポート等インフォーマルサービスの活用と
そのような地域づくりを目指した精神保健福祉活動等
である。
このような支援の多彩さ、実践の広がりを持つこと
は、先に記述した「成長、発展する施設」としての展開
ともいえる。
しかし、その変化を享受し1施設でその役割を地域
で担うことは困難で、マンパワーの充実やその機能を
地域活動支援センターのような憩いの場であり、活動
の場で、交流の場で身近な相談者のいる資源等に、担
い手となってもらうと同時に、それぞれの特長を生か
した生活、相談の拠点を増やしていくことも考えてい
く必要がある。
今後、基幹相談支援センターや福祉保健センターと
の有機的な連携、協働作業だけでなく、また、地域自
立支援協議会等による専門機関の連携だけにとどま
らず、インフォーマルなサポートの参入を意識した、
相談支援システムを更に推し進め、その中で実践を積
み重ねた生活支援センターが新たな拠点として機能・
役割を果たしていく具体的な展開が求められるので
はないだろうか。
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横浜市における生活支援センターの設立経過
年

代

内

容

説

明

1965（昭和 40）年

精神衛生法改正、全家連発足

1968（昭和 43）年

クラーク勧告（日本政府無視）

1969（昭和 44）年

日本精神神経学会（金沢大会）大混乱

1970（昭和 45）年

この前後、精神病院不祥事事件続発
川崎リハビリテーション医療センター開所（岡上所長）
やどかりの里グループホーム開所（埼玉）

1972（昭和 47）年

保健所・生活教室開始

1979（昭和 56）年

横浜市精神障害者家族会連合会結成

1981（昭和 58）年

国際障害者年

1982（昭和 57）年

精神障害者地域作業所補助事業開始

1984（昭和 59）年

宇都宮精神病院事件

1987（昭和 62）年

精神保健法改正
・精神障害者の人権擁護と社会復帰の促進
・援護寮、福祉ホーム、福祉工場、授産施設が規定される。
・社会復帰事業、国、地方公共団体に義務規定
横浜市精神障害者地域作業所連絡協議会発足

1990（平成 ２）年

横浜市精神障害者グループホーム補助事業開始

1991（平成 ４）年

横浜市総合保健医療センター開設
・授産施設、援護寮、デイケア等を併設

1993（平成 ５）年

障害者基本法改正
・精神障害者が始めて福祉の対象として位置づけられる。
公衆衛生審議会意見書
・精神病院から社会復帰施設へ、社会復帰施設から地域社会への方向へ。
横浜市精神保健対策検討報告書（９月）
・生活支援センター構想を打ち出す。

1994（平成 ６）年

横浜市精神障害者生活支援センター基本構想策定
「ゆめはま 2010 プラン」策定（12 月）
・2010 年まで 18 区に生活支援センター設置を明記。

1995（平成 ７）年

精神保健法一部改正
精神障害者福祉手帳制度化
大都市特例、等

1996（平成 ８）年

厚生省、精神障害者地域生活支援センター予算化
・基本は社会復帰施設に「付置」するものとする。

1999（平成 11）年

精神保健福祉法改正
・地域生活支援センターを加え社会復帰施設 5 類型に
神奈川区生活支援センター（第 1 号）スタート（建物着工 97 年）

2001（平成 13）年

栄区生活支援センター（第 2 号）開設

2002（平成 14）年

横浜市こころの相談センター開設

2005（平成 17）年

障害者自立支援法公布、心身喪失者医療観察法施行

2013（平成 25）年

中区生活支援センター（18 番）開設予定
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地域生活支援センターの機能と内容
事業の目的; 地域で生活する精神障害者の日常生活支援、日常的な相談への対応や地域交流活動などを行う
ことにより、精神障害者の社会復帰と自立と社会参加を促進を図ることを見区的とする。
厚生省案

横浜市案
①障害者の自主的クラブ活動の・レク

①日常生活の支援

係に関する指導・訓練を行う。

自主・交流活動

対して、個別具体的な援助を行
うとともに、生活機能や対人関

1 生活支援機能

レーション活動の支援

生活の基本である、住居、就労、
食事等日常生活に即した課題に

谷中案

②障害者とボランティア

2 開発機能

市民との交流活動の支援
③ボランティアの育成

3 ; 連絡・調整機能
4 相談機能
（窓口、電話相談）

②相談等
電話、面接及び 訪問により、

5 情報提供機能

服薬、金銭管理、対人関係、公
的手続き等日常的な問題、薬缶、

①日常生活相談

休日における個々人の悩み、不
助言、必要に応じて関係機関と
の調整連絡等を行う。
③地域交流等
ア、場の提供、当事者活動支援、

生活基盤の支援

安、孤独感の解消を図るための

②給食サービス
入浴サービス
③イブニングサービス
④生活情報の提供

地域住民との交流

6 就労支援
7 サービス提供
（デイ、イブニング）
8 仲間作り、セルフヘルプ
9 危機対応（訪問など）

イ、生活情報の提供
10 ボランティアの導入育成
④その他
に基づく事業を行う。

①不安・危機の相談
不安の支援・危機介入

地域の実情に応じた創意工夫

面接及び電話相談・訪問、24 時間
対応

12 総合的サービスプラン

②ショートステイ

家族の一時入居

● 単独施設

●

● 設置主体

医療法人をはじめとする非

とその実施

在宅一人暮らしの障害者の一時入居

● 原則は付置
営利法人

11 地域との交流

医療法人をのぞく非営利法人
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