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平成 29年 5月 16日(火)   １４：００～ 
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総会資料 

1． 平成 28年度活動報告 

・例会・役員会・研修活動 

・広報・書記 

・渉外 

2． 平成 29年度活動計画（案） 

               ・例会・研修活動 

  ・広報・書記 

               ・渉外 

3． 平成 28年度決算報告・監査報告 

4． 平成 29年度予算（案） 

5． 対東京都要望書（案） 

6． 平成 29年度役員体制（案） 

7． その他 
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１１１１. . . . 平成平成平成平成 28282828 年度活動報告年度活動報告年度活動報告年度活動報告    

  

【定例会・役員会】【定例会・役員会】【定例会・役員会】【定例会・役員会】                                                                担当：鶴丸，山本担当：鶴丸，山本担当：鶴丸，山本担当：鶴丸，山本((((弓弓弓弓))))，石川，山本，石川，山本，石川，山本，石川，山本((((紀紀紀紀))))，鈴木，鈴木，鈴木，鈴木    

 

平成 28年 05月 17日 総会（就労センター「街」） 

平成 28年 07月 08日 居住支援系サービス事業所職員研修・前期研修 

（多摩総合精神保健福祉センター）   

平成 28年 06月 21日 定例会：Q&A，近況報告，各役員報告（諏訪ハウス）  

平成 28年 07月 19日 定例会：Q&A，近況報告，各役員報告（諏訪ハウス） 

平成 28年 08月 16日 定例会：Q&A，近況報告，各役員報告（諏訪ハウス）  

平成 28年 09月 20日 定例会：Q&A，近況報告，各役員報告（諏訪ハウス） 

平成 28年 10月 18日 定例会：Q&A，近況報告，各役員報告（諏訪ハウス） 

平成 28年 11月 15日 定例会：Q&A，近況報告，各役員報告（新宿ＮＰＯ協働推進センター） 

平成 28年 12月 01日 3 所系精神保健福祉研修・後期研修（東京都社会福祉保健医療研修センター）  

     12日 20日 定例会：Q&A，近況報告，各役員報告（新宿ＮＰＯ協働推進センター） 

平成 29年 01月 17日 定例会：Q&A，近況報告，各役員報告（新宿ＮＰＯ協働推進センター） 

平成 29年 02月 15日 障害福祉サービス事業者研修（多摩総合精神保健福祉センター） 

平成 29年 02月 21日 定例会：Q&A，近況報告，各役員報告（新宿ＮＰＯ協働推進センター） 

平成 29年 03月 21日 定例会：Q&A，近況報告，各役員報告（新宿ＮＰＯ協働推進センター） 

平成 29年 04月 18日 定例会：Q&A，近況報告，各役員報告（新宿ＮＰＯ協働推進センター） 

 

 

【研修活動報告】【研修活動報告】【研修活動報告】【研修活動報告】        

 

≪平成 28年度 多摩総合精神保健福祉センター・居住支援系サービス事業所職員研修≫  

日時： 平成 28 年 7 月 8 日（金） 13 時 00 分～16 時 30 分  

会場： 多摩総合精神保健福祉センター研修室  

内容：  

『グループホームにおける交流室の効果的な利用法に関する一考察』 

茨城県立医療大学 水野高昌 氏 

 

『交流室の利用法 －実践報告－」 

美山ヒルズ 成重博仁氏 

いちご Living 山口さとる氏 

レヂデンス虹 田口明美氏  
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≪平成 28年度 3 所系精神保健福祉研修≫   

日 時： 平成 28 年 12 月 1 日（木） 13時 30分～16時 30分 

会 場： 東京都社会福祉保健医療研修センター 

参加数：136名／270名／164名（参加者／応募者／定員） 

内 容：  

【講義】 

「障害者福祉における合理的配慮」 

東京アドヴォカシー法律事務所 弁護士 池原毅和 氏 

【演習】 

グループシェアリング 

 

 

≪平成 28 年度 多摩総合精神保健福祉センター・障害福祉サービス事業者研修≫  

日 時： 平成 29 年 2 月 15 日（水） 13時 30分～16時 30分まで 

会 場： 多摩総合精神保健福祉センター研修室  

参加数：59名／158名／60名（参加者／応募者／定員） 

内 容： 

「障害福祉サービス事業所の災害対策～震災発生から現在、明日へ～ 」 

ハートケアセンターひたちなか 施設長 有阪 加奈子 氏 

 

「大震災等の災害時における障害者・要援護者への支援と対策」 

跡見学園女子大学 鍵屋 一 氏 

 

 

広報書記広報書記広報書記広報書記 

【平成２８年度【平成２８年度【平成２８年度【平成２８年度    活動報告】活動報告】活動報告】活動報告】                

担当：小暮（フレンドハウス）、中川（メゾンユトリロ）、担当：小暮（フレンドハウス）、中川（メゾンユトリロ）、担当：小暮（フレンドハウス）、中川（メゾンユトリロ）、担当：小暮（フレンドハウス）、中川（メゾンユトリロ）、    

中野（ピア国分寺）、畑（遊牧舎）、森（藍工房ハウス中野（ピア国分寺）、畑（遊牧舎）、森（藍工房ハウス中野（ピア国分寺）、畑（遊牧舎）、森（藍工房ハウス中野（ピア国分寺）、畑（遊牧舎）、森（藍工房ハウス/Garden/Garden/Garden/Garden 藍藍藍藍

Ⅲ）Ⅲ）Ⅲ）Ⅲ）    

 

■例会の記録及びニュースレターの作成 月１回 

■ホーム見学会のコーディネート 

美山ヒルズ（八王子市） 

    平成２８年８月２５日 (木) 

  いちご Living（世田谷区） 

      平成２９年２月３日(金) 

■メーリングリストの管理・運用・調整 
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■ホーム連ホームページの作成・管理・運用・調整 
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渉外　渉外　渉外　渉外　

平成28年度報告

担当者 渡辺、田口、和賀、成重、小松、松原（都精民協担当）

日付 内容 場所 参加者

4月27日 都精民協・運営委員会 東社協 渡辺

5月19日 都精民協・役員会 東社協 渡辺

6月2日 東社協・地域福祉推進委員会 東社協 渡辺

6月29日 都精民協・運営委員会 東社協 渡辺、松原

7月28日 ホーム連・都居住支援課へ要望書提出 都庁
渡辺、田口、小松、成重、木
暮（広報書記）

8月24日 都精民協・運営委員会 東社協 渡辺、松原

9月9日 ホーム連・都議会政党ヒアリング　民主党、共産党 都庁
渡辺、和賀、田口、小松、成
重

9月14日 都精民協・役員会 東社協 渡辺

9月23日 東社協・地域福祉推進委員会 東社協 渡辺

10月26日 都精民協・運営委員会 東社協 渡辺、松原

11月17日 都精民協・役員会 東社協 渡辺

11月22日 東社協・障害者福祉連絡会 東社協 渡辺

12月19日 とうきょう会議・とうきょうキャラバン プラザ 渡辺

12月21日 都精民協・運営委員会 東社協 松原

1月19日 都精民協・役員会 東社協 渡辺

2月22日 都精民協・運営委員会 東社協 渡辺、松原

3月16日 都精民協・役員会 東社協 渡辺

3月22日 東社協・地域福祉推進委員会 東社協 渡辺
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２．平成２．平成２．平成２．平成 29292929 年度年度年度年度活動計画（案）活動計画（案）活動計画（案）活動計画（案）    

【定例会・【定例会・【定例会・【定例会・研修活動計画（案）研修活動計画（案）研修活動計画（案）研修活動計画（案）】】】】    

 

予定日 内容 場所 備考 

平成 29年 

5月 16日 
総会 就労センター「街」 

 

6月 9日 
居住支援系サービス事業所 

職員研修・前期研修 
多摩総合精神保健福祉センター 

 

 

6月 20日 定例会 新宿ＮＰＯ協働推進センター 
 

 

7月 18日 定例会 新宿ＮＰＯ協働推進センター 
 

 

8月 15日 定例会 新宿ＮＰＯ協働推進センター 
 

 

9月 19日 定例会 新宿ＮＰＯ協働推進センター 
 

 

10月 17日 定例会 新宿ＮＰＯ協働推進センター 
 

 

11月 21日 定例会 新宿ＮＰＯ協働推進センター 
 

 

11月下旬～12

月 

3 所系精神保健福祉研修 

・後期研修 
調整中 

 

 

11月 or 

3月 
障害福祉サービス事業者研修 

多摩総合精神保健福祉センター（予

定） 

 

 

12月 19日 定例会 新宿ＮＰＯ協働推進センター 
 

 

平成 30年 

1月 16日 
定例会 新宿ＮＰＯ協働推進センター 

 

 

2月 20日 定例会 新宿ＮＰＯ協働推進センター 
 

 

3月 20日 定例会 新宿ＮＰＯ協働推進センター 
 

 

4月 17日 定例会 新宿ＮＰＯ協働推進センター 
 

 

※今年度はこのうち 1 回程度，定例会の時間の中で学習会を行う予定です．日程，内容に関しましては

詳細決定次第，定例会，ニュースレター，メーリングリスト等でご報告いたします．
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広報書記広報書記広報書記広報書記    

【平成２９年度【平成２９年度【平成２９年度【平成２９年度    活動計画（案）】活動計画（案）】活動計画（案）】活動計画（案）】    

□例会の記録・ニュースレター発行 

  （広報書記が当日欠席の場合、出席者の中から決定する。） 

□施設見学会開催（年１～２回程度） 

  見学先は会員から希望の見学先を聞き取り、見学先の調整にあたる。 

 

    

渉外渉外渉外渉外    

 

 

平成２９年度　活動計画（案）

１．東京都との協議、要望活動

２．都精民協（東京都精神障保健福祉民間団体協議会）への参加

３．その他、必要に応じた関係機関との協議、交渉、要望活動
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3333．平成．平成．平成．平成 28282828 年度決算報告・監査報告年度決算報告・監査報告年度決算報告・監査報告年度決算報告・監査報告    
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8 
 

4444．平成．平成．平成．平成 29292929 年度予算（案）年度予算（案）年度予算（案）年度予算（案）    

    

平成２９年度 　　　　　　　　　　自　平成２９年　４月　１日

　　　　　　　　　　至　平成３０年　３月３１日

（収入）

費目 予算 備 考

前年度繰越金 462,745

会　費 114,000 　@1,000x114ヵ所　(118ヵ所－前払い4ヵ所）

都精民協相談業務受託収入 20,000

受取利息 5

計 596,750

(支出）

費目 予算 備 考

会場費 40,000 協働センター、街

ホームページ維持管理費 0
サーバーのレンタルが３年契約のため、
29年度の支払い予定はありません。

通信費 5,000 切手代他

諸会費 20,000 東京都社会福祉協議会

交通費 60,000 対都交渉他

慶弔費 50,000

雑費 30,000 総会飲料費他

研修費 50,000

予備費 50,000

次年度繰越金 291,750

計 596,750

東京都精神障害者共同ホーム連絡会

　　　　収支予算　（案）
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5555．．．．対東京都要望書（案）対東京都要望書（案）対東京都要望書（案）対東京都要望書（案）    

平成２９年  月  日 

 

東京都知事 殿 

 

東京都精神障害者共同ホーム連絡会 

                           代表  渡辺 智生 

 

要 望 書 

 

（要望趣旨） 

 平素より、精神障害者の自立と社会参加の促進並びに地域生活援助に対して、ご尽力を賜り深謝申し上げます。 

今年度は、障害者総合支援法の改正及び報酬改定の検討が具体化し、さらに、昨年７月に発生した相模原市の

障害者殺傷事件をきっかけに、精神保健福祉法の改正も検討されています。また、職員の確保・定着・育成など

人材の問題も顕在化してきています。 

精神障害者の住まいや暮らしをよりよいものにすべく、各事業所及び当会としても、事業の推進に努めていき

ますが、都としても、関連する施策をさらに拡充させていただきたく、以下の項目について要望致します。 

 

（要望項目）  

１．グループホームの事業費等について 

平成30年度のグループホーム及びそれに関連する事業（※）の事業費並びに施設借上費は現行水準を下回

ることがないようにしてください。 

※グループホーム、宿泊型自立訓練、ショートステイ、単身生活サポート事業、地域ネットワーク事業 

 

２．要領や制度の制定、解釈の変更等について 

新たな制度の作成、変更等に際しては事前に当会と協議するようにしてください。特に障害者総合支援法

の改正に伴う都制度の変更や昨年度の回答で退居者支援として活用できるのではないか、とされた「自立生

活援助」については、当会と情報交換等を行い、実態に即した、より充実したものとなるようにしてくださ

い。 

 

３．通過型の空室保障について 

通過型の空室保障は３ヶ月ということになっていますが、利用開始時に障害支援区分の認定とサービス等

利用計画の作成を行うことになったため、支給決定に要する期間が以前よりも長くなっています。３ヶ月を

超えて手続き中の場合には、空室保障を延長するなど配慮をお願いいたします。 

昨年度の同じ要望の回答として「退去した利用者が、状況の変化等により再び同じグループホームの利用

を希望する場合を想定して３ヶ月としております」とありましたが、３ヶ月の理由の説明をお願いします。   
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４．グループホーム活用型ショートステイについて 実実実実施している事業所の意見を元に作成施している事業所の意見を元に作成施している事業所の意見を元に作成施している事業所の意見を元に作成 

  《昨年度要望》 

国の退院促進事業として始まった本事業を、平成24年度より都事業として継続していただきありがとうご

ざいます。コーディネーター事業者と連携し、精神科病院との関係も構築され、退院支援地域移行支援のノ

ウハウも蓄積されてきています。国の事業の地域移行・地域定着事業との連携も取りやすく、今後も重要な

役割を担っていくことになると思われます。今後も本事業を長く継続して実施していただけますよう、よろ

しくお願いいたします。合わせて、事業実施箇所数の増加、事業費の増加、また、ケア会議参加の費用につ

いてご配慮いただきますよう要望いたします。 

 

５．グループホーム地域ネットワーク事業について 

昨年度からグループホーム地域ネットワーク事業が始まりましたが、まだ実施されているところはわずか

しかありません。引き続き各区市町村に実施を働きかけてください。 
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6666．．．．平成平成平成平成 29292929 年度役員年度役員年度役員年度役員体制体制体制体制（案）（案）（案）（案）    

 

 

代表    渡辺（やまびこ三原荘） 

    

副代表   田口（レヂデンス虹）     山本（ミモザハウス） 

                      

事務局   小澤（諏訪ハウス）      鈴木（ミューのいえ） 

      成重（美山ヒルズ） 

 

監事    金林（ホーム陽だまり）    田子（川口ハイツ） 

 

会計    小澤（諏訪ハウス）      佐藤（グループホームみずほ） 

 

広報書記  中川（メゾンユトリロ）    畑（遊牧舎） 

      小暮（フレンドフレンドフレンドフレンドハウス）    飯田（Garden藍Ⅲ）       

《ホームページ・メーリングリスト担当》  久保井（どんぐりハイツ）  

 

研修    鶴丸（リトルポケット）    鈴木（グループホームなんがい） 

      石川（ハウス梨里）      市村（ホームとらむ） 

      石橋（ゆい）         山本（ミモザハウス） 

 

渉外    渡辺 田口 山本 松原（みのり荘） 

《都精民協運営委員》渡辺 松原、石川、市村、畑 

 

顧問    北川（美山ヒルズ） 

 

 

 



 

12 
 

東京都精神障害者共同ホーム連絡会規約 
第1章 総則 

第1条（名称） 

 本会は、東京都精神障害者共同ホーム連絡会と称する。 

第2条（事務局） 

 本会の事務局を諏訪ハウス内（新宿区高田馬場1-15-6）におく。 

第3条（目的） 

 本会は精神障害者の社会参加の促進をめざし、地域サポートシステムとしての住居提供プログラムの、より有

効な実践の推進を目的とする。 

第4条（事業） 

 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 1 定例会議の開催（各月開催） 

   ・日常の実践についての情報交換・利用者への支援の仕方などについての検討 

   ・運営上の課題についての協議 

 2 東京都精神保健福祉民間団体協議会（都精民協）への参加 

 3 地域生活のサポートシステムの充実のための要望、提言 

 4 ニュースレターの発行 

 5 調査研究活動 

 6 研修事業 

 7 東京都社会福祉協議会精神保健部会活動への参加 

 8 その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

第2章 会員及び会費 

第5条（会員） 

 1 本会は、東京都内において精神障害者の住居提供および支援を実施している事業所を正会員とする。 

 2 会員は、入会申し込み手続きを経て会費を納める。各ホームの担当者は、共同ホーム連絡会活動に参加す

ることができる。 

 3 精神障害者の住居提供および支援を準備中の団体・個人、及び、本会の目的に賛同し、会員の了承を得た

団体・個人は準会員になることができる。尚、公的施設についてはオブザーバー参加とする。 

第6条（会費） 

 本会の会費は、1事業所につき年会費１，０００円とする。 

 準会員は年会費１，０００円とする。 

第７条（退会） 

 会員は手続きを経て退会することができる。 

 

第3章 役員及び役員会 

第8条（役員） 

 本会は次の役員をおく。 

  代表 1名    副代表 2名    渉外 若干名    事務局 若干名 

  広報・書記 若干名  例会・研修 若干名 会計 2名 会計監査 2名 

第9条（役員の選出） 

1 役員は、総会において、正会員の派遣した担当職員の中から互選によって選出する。 

2 役員が任期途中で何らかの事情により辞任した場合、新しい役員は例会において、正会員の派遣した担当

職員の中から互選によって選出する。ただし、代表が辞任した場合は、副代表が任期中代行する。 

第10条（役員の職務） 

 1 代表は、本会の活動を統括する。 
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 2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時は代表を代行する。 

 3 広報・書記は、活動の記録、ニュースレターの制作等を行う。 

 4 例会・研修担当は、例会及び研修会の企画・運営を行う。 

 5 渉外担当は、都精民協、東社協等の活動、東京都や都議会との協議などについての調整を担当する。 

 6 事務局は、本会運営に関する事務及び連絡調整を担当する。 

 7 会計は、会費徴収、経費支出の管理を行う。 

 8 会計監査は、会計の処理状況を監査する。 

第11条（役員の任期） 

 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 

第12条（役員会） 

 1 役員会は、会の全般的な運営執行と定例会議及び会の事業遂行のための準備等を行う。 

 2 役員会は原則として公開制とし、会員・オブザーバーも参加することができる。 

 3 役員会は年6回程度の開催とし、必要に応じて臨時役員会を開催する。 

第13条（顧問） 

 会員の承認により顧問をおくことができる。 

 

第4章 総会 

第14条（総会） 

 1 総会は会の最高決定機関であり、年 1 回開催する。総会は、正会員の１／２（委任状を含む）以上の出席

をもって成立し、出席者の２／３以上の賛成により議決する。 

 2 会員は総会に参加し、発言・提案できる。議決は1正会員1票とする。 

 3 総会での議事内容は次の事項とする。 

  1）会の活動計画・活動報告 

  2）会の予算・決算 

  3）役員の選出 

  4）その他、規約の改正など重要事項 

 4 必要に応じて臨時総会を開催することができる。 

  1）正会員の１／３以上から総会の開催について申し出がある場合 

  2）役員会が特に必要を認めた場合 

 

第5章 会計 

第15条（経費） 

 本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもってあてる。 

第16条（会計年度） 

 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。 

 

附則 この規約は1990年4月1日から実施する。 

改正 1992年8月1日、1994年4月1日、1996年11月26日、2001年5月16日 

   2014年5月20日 
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NoNoNoNo ホーム名ホーム名ホーム名ホーム名 地域地域地域地域
1 太陽と風 昭島市 61 アートリング Part1 立川市
2 クララハイツ 足立区 62 スミカたちかわ 立川市
3 グループホーム   仲 足立区 63 グループホーム瓜生 多摩市
4 ハートパル花畑 足立区 64 多摩草むらの会 多摩市
5 ふるさとホーム荒川第2 荒川区 65 ホーム つつじ 中央区
6 ふるさとホーム荒川第5 荒川区 66 粋交舎 調布市
7 ホーム とらむ 荒川区 67 巣立ちホーム調布第２ 調布市
8 ゆい 荒川区 68 巣立ちホーム調布第５ 調布市
9 スノードロップ 荒川区 69 グループホームあおぞら 豊島区

10 グリーンハウス ノーマ 板橋区 70 ｸﾞﾙｰﾌﾟホームふくふく 豊島区
11 ドリームＳ 板橋区 71 つくしんぼう 豊島区
12 レヂデンス虹 板橋区 72 オレンジホーム 豊島区
13 バディ 板橋区 73 リトルポケット 中野区
14 ハウス梨里 稲城市 74 オリーバ 中野区
15 サクレ江戸川 江戸川区 75 もやい 西東京市 
16 東京ソテリアハウス 江戸川区 76 ミモザハウス 西東京市 
17 遊牧舎 江戸川区 77 わんど 西東京市 
18 ベルツリー 青梅市 78 サンワーク 西東京市 
19 ワンステップ 青梅市 79 あっとほーむ 練馬区
20 Ｋハウス 大田区 80 アップルホーム 練馬区
21 ホーム プシケ 大田区 81 サンホーム 練馬区
22 アルプスホーム 葛飾区 82 ねくすと西大泉 練馬区
23 グループまどか 葛飾区 83 やまびこ三原荘 練馬区
24 グループまどかⅡ 葛飾区 84 まいとりい 練馬区
25 まつぼっくり 北区 85 グループホーム宿り木 練馬区
26 フレンドハウス 北区 86 メゾンコム 八王子市 
27 わくわくかん 北区 87 川口ハイツ 八王子市 
28 キキ 清瀬市 88 ルーエ（旧さくらハイツ） 八王子市 
29 どんぐりハイツ 清瀬市 89 多摩ハイツ 1,2 八王子市 
30 櫻の杜ハウス 国立市 90 くぬぎの杜 八王子市 
31 丸山ハイツ 江東区 91 美山ヒルズ 八王子市 
32 リアンソリードゥ 南砂 江東区 92 ラ・ファミ・ド八王子 八王子市 
33 サンフラワーハウス 江東区 93 あいでみ 八王子市 
34 こがねい 小金井市 94 フェニックス 八丈島
35 あんホーム 小金井市 95 どんぐり中央荘 東久留米市
36 ピア国分寺 国分寺市 96 むさし野 東久留米市
37 和（なごみ） 小平市 97 コイノニア 東久留米市
38 共同ホームサンライズ 小平市 98 はぎやまはうす 東村山市 
39 朋（とも） 狛江市 99 みのり荘 東村山市 
40    東梅ホーム 渋谷区 100 むさしのはうす 東村山市 
41 ふくふくホーム 渋谷区 101 なんがい 東大和市 
42 つる 新宿区 102 らん 東大和市 
43 落合ハウス 新宿区 103 リアン 日野市
44 諏訪ハウス 新宿区 104 もみの木 日の出町 
45 こごみハウス 新宿区 105     みち 府中市
46 新宿区立障害者生活支援センター 新宿区 106 エリジア 府中市
47 ねっこや 新宿区 107  けやき 福生市
48 あおばケアセンター 杉並区 108 いちょう 文京区
49 メゾンユトリロ 杉並区 109 第２ホーム いちょう 文京区
50 ネスト 杉並区 110 さるびあ・のぞみ 町田市
51 ふるさとホーム 墨田区 111 ふじ居住支援 町田市
52 がじゅまる 墨田区 112 あいむ（コメット） 町田市
53 Garden 藍 Ⅲ 世田谷区 113  みずほ 瑞穂町
54 いちご Living 世田谷区 114 ホーム陽だまり 三鷹市
55 ちぐさホーム 世田谷区 115 巣立ち会  （巣立ちホーム） 三鷹市
56 はるの邑 世田谷区 116 ミューのいえ 武蔵野市 
57 めぐ 世田谷区 117 べてる村山 武蔵村山市
58 グレープバイン 世田谷区 118 たまこヒルズ 武蔵村山市
59 チェリーハウス 台東区 119 サンハウスめぐろ 目黒区
60 MeTHoD（ﾒｿｯﾄﾞ） 立川市 120 柿の木坂グリーンハウス 目黒区

ホーム連名簿ホーム連名簿ホーム連名簿ホーム連名簿


