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PCSA アクションレポート(依存問題対策プロジェクトチーム)
令和 2 年 1 月版

第 34 回依存問題対策プロジェクトチーム・第 4 回依存問題勉強会
開催日時

令和 2 年 1 月 24 日（金） 午前 10 時 30 分～正午 12 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数

代表理事 1 名、メンバー8 名､賛助メンバー1 名､正会員オブザーバー7 名、
賛助会員オブザーバー4 名、合計 21 名

出席者

＜代表理事＞
加藤 英則

夢コーポレーション株式会社 代表取締役社長

＜リーダー＞
辻 良樹

株式会社ダイナムジャパンホールディングス 法務グループ グループ長

＜サブリーダー＞
荒田 政雄 夢コーポレーション株式会社 顧問
＜メンバー＞
阿部
玄
須藤

到
昌起
暁

株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 部長
株式会社ダイナム 営業推進部 業務担当
株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 リスク管理担当

佐久間 仁

株式会社ニラク 法務部 部長

武田 裕明

株式会社ニラク 法務部

武内 好努

アメニティーズグループ （株式会社パンドラ） 営業支援部 兼 監査室 課長

＜賛助メンバー＞
田野倉 司

合同会社 DMM.com 営業戦略部 マネージャー

＜正会員オブザーバー＞
太田黒 寛太

株式会社ダイナムジャパンホールディングス 法務グループ

赤川 勇二

株式会社ダイナム 営業推進部 業務担当

森

株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 法務・リスク管理担当

華子

山口 真

株式会社ダイナム 情報管理部 広報担当

戸田 有希乃

株式会社ニラク 法務部

吉田 一雄

株式会社 TRY&TRUST 監査

小林 正俊

アメニティーズグループ （株式会社パンドラ） 営業支援部 係長

＜賛助会員オブザーバー＞
長久保 明

J-NET 株式会社 部長

中田 修一

J-NET 株式会社 次長

森田 建一

株式会社ビジョンサーチ社 編集部

小見山 太介

株式会社 DMM.com ぱちたうん編集長

PCSA アクションレポート（依存問題対策プロジェクトチーム）2 / 5

スケジュール
AM10:30 開会挨拶
講演

加藤 英則 PCSA 代表理事、夢コーポレーション株式会社 代表取締役社長
テーマ

「認定 NPO 法人ワンデーポートの活動について」

講師

中村 努 様

認定 NPO 法人ワンデーポート 施設長

サブテーマ ・最近の依存問題について思うこと
・地域連携のありかたについて
・ホールに求める事
・最近のワンデーポートの利用者と対面相談の傾向について
PM12:00

終了

PM12:00

昼食会

PM１:00

会場：

中華料理 龍城

住所：

東京都台東区東上野 3-39−5 2 階

TEL：

03-3834-7988

終了 解散 ※JR 上野駅が目視できる場所(店舗前)で解散。

第 4 回依存問題勉強会
テーマ

「認定 NPO 法人ワンデーポートの活動について」

講師

中村 努 様

サブテーマ

・最近の依存問題について思うこと

認定 NPO 法人ワンデーポート 施設長

・地域連携のありかたについて
・ホールに求める事
・最近のワンデーポートの利用者と対面相談の傾向について
概要：2019 年 11 月 30 日～2020 年 1 月 3 日までのほぼ 1 ヶ月、ワンデーポートでの中村努様の活動内
容や入所者の一週間、様々な活動を語りながら、障害がある人にとっての就労、またそれを支援する「就労
支援」の在り方を延べた。また、広汎性発達障害の実際のケースを説明しながら、自閉症の特性、AD/HD
（注意欠陥多動性障害）と ASD（自閉スペクトラム症、広汎性発達障害、アスペルガー）の違いなどを
説明した。更に生活保護や地域による支援活動の詳細を述べた。最後に「ワンデーポートは、こういったかか
わる人を支援したい。なるべくなら決まりの外で柔軟に対応して、ワンデーポートができることをやっていきたい」
と締め括った。
内容：ワンデーポート 2019 年 11 月 30 日～2020 年 1 月 3 日まで
11 月 30 日(土)
•AM 上野 TKC の高橋氏と長野セミナーの振り返り
•PM 戸塚 明治学院大学 (トム・ギル先生の依頼)
•国際文化人類学者の先生 「ギャンブル依存は名前をつけてはいけない社会問題なのではない
でしょうか」
12 月 1 日(日)
•AM ワンデーポート
•PM 市ヶ谷 勉強会
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12 月 2 日(月)
•PM 茅ヶ崎 I 氏 新泉こころのクリニック 付き添い
•PM(夜) RSN 相談会
12 月 4 日(水)
•AM PM ワンデーポート
12 月 5 日(木)
•PM 新浦安 保護観察官の研修
12 月 6 日(金)
•AM PM ワンデーポート サンタラン 歌の練習
12 月 7 日(土)
•ランチ、 瀬谷～羽沢横浜国大まで乗り鉄
12 月 10 日(火)
•AM PM ワンデーポート 助成金申請書作り、給与明細作り
12 月 11 日(水)
•AM ワンデーポート
•PM 日本自閉症協会(パンフレット作成)
12 月 12 日(木)
•AM ワンデーポート
•PM 横浜市地域活動支援センター (いわゆる作業所)
12 月 13 日(金)
•AM ワンデーポート会計監査
•PM カトリック二俣川教会 就労移行事業所
12 月 14 日(土)
•AM ワンデーポート テープ起こし
12 月 15 日(日)
•AM ボウリング部活動日
•PM サンタラン 歌の練習 運営委員会(20 周年行事)
12 月 17 日(火)
•AM PM 更生相談所 愛の手帳(療育手帳)取得 S さん判定付き添い
12 月 18 日(水)
•AM 千葉県精神保健福祉センター講演
•PM 組合まつり
12 月 19 日(木)
•AM NPO 法人ワーカーズわくわく訪問
•PM 組合まつり
12 月 20 日(金)
•AM PM ワンデーポート 利用者の方をアパート案内
12 月 22 日(日)
•ニラクさんからお菓子届く
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12 月 23 日(月)
•AM ワンデーポート
•PM ダイナムさん意見交換会
12 月 24 日(火)
•サンタラン (初日) 活動ホーム太陽さん ワーカーズわくわくさん他
12 月 25 日(水)
•サンタラン (2 日目)

ニラクさん参加

12 月 27 日(金)
•AM PM ワンデーポート
12 月 30 日(月)
•AM PM ワンデーポート大掃除
12 月 31 日(火)
•AM PM ワンデーポート
1 月 2 日(木)～1 月 3 日(金)
•高尾山ナイトウォーク
内容：トピックス
•ワンデーポート 入所者の一週間
•ワンデーポート ボウリング部
•ワンデーポート 入所者 20 代の保護費
•横浜市地域活動支援センター
•障害がある人の就労
•様々な就労
•就労支援
•就労に関して思うこと
•佐藤健太（仮名）の場合
•AD/HD と ASD
•自閉的特性
•生活保護について
•愛の手帳取得までとその後 S 氏の場合
•地域のネットワーク

自己申告・家族申告プログラム導入店 状況アンケート 報告 令和 1 年 11 月 30 日時点
掲題のアンケートの内容を別紙にて報告する。概要としては、PCSA 正会員 20 社全てより回答があり、全
681 店舗中、自己申告・家族申告プログラムの導入店舗は、共に 651 店舗、95.6％が導入済みという結
果でなった。※別紙、「自己申告・家族申告プログラム導入店-アンケート-まとめ 2019.11」をご覧ください。

次回開催
開催日：令和 2 年 2 月 21 日（金）
時間：午前 10 時～正午 12 時
会場：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A（6 階）
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以上

