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立川通勤寮＋地域未来塾
たちかわ つうきんりょう ちいきみらいじゅく

仕事をして、お金を稼ぎ、自律した生活を送る。
その夢をかなえるトレーニングの場が立川通勤寮＋地域未来塾です。

通勤寮での２年間（最長3年）をステップに「規律ある自由」を手に入れよう！
たくさんの仲間があなたをサポートします。

仕事お金 一般常識

仲間食事 身なり

15歳以上の知的障害者で、療育手帳・愛の手帳および障
害福祉サービス受給者証を発行されており、就労をして
いるか就労が可能な方を対象とした24時間型の施設。高
校生の体験入寮もできます。立川通勤寮は社会福祉法人
東京都手をつなぐ育成会が運営し、利用期間は２年（最長
３年）、定員は男性 20名、女性10 名。生活支援と就労支
援を行い、新しい生活の場への移行を目指します。通勤
寮は都内に６ヶ所あり、うち４ヶ所が育成会の運営です。

ここでの２年（最長３年）を終えた卒寮生の約９割がグ
ループホームまたは単身でのアパート生活を始めていま
す。自宅に戻る方もいますが、寮生活の経験を将来につ
なげ、自立の夢に向かっています。寮生活では自分にで
きること（強み）と自分が苦手なこと（弱み）に気づくこ
とができます。弱みを克服したり、弱いところを助けて
くれる人を見つけるのはとても大切なこと。将来必ず
やって来る「生活の大きな変化」に備えてください。

立川通勤寮  Q & A 働きながら学ぶ場　立川通勤寮＋地域未来塾

通勤寮ってどんなところですか？Q
通勤寮の利用には以下の費用がかかります。

◆サービス利用負担金額：利用者の年収により決定
◆寮食費：朝食 400 円（250円）夕食 650 円（400円）
◆水光熱費：300 円／ 1日あたり
◆居室使用費：無料
◆自己負担：日用品、衣類、通院費など
 ※金額は2018年度実績 ※寮食費のカッコ内は食事提供加算の対象者

利用料はいくらかかりますか？Q

まずは見学にいらしてください。本人、保
護者、先生など、関係する方々が実際の生
活環境を見てご確認ください。次に本人、
保護者らと面接を行い、本人の意思、心身
の状況、就労面の確認をいたします。その後
入寮の調整会議を経て利用登録となります
が、満室の場合は待機者名簿に載り、順番
までお待ちいただくことになります。

どうすれば入寮できますか？Q
通勤寮スタッフは、みなさんの「自立した生活を送る」
という夢のために働いています。寮内には様々なルール
がありますし、時には厳しく注意もします。ですがスタッ
フが暴力を振るったり、感情的な叱責をするようなこと
は決してありません。ここでの２年（最長３年）を有効
に活用し、人生の充実に役立ててください。厳しいだけ
でなくクラブ活動や旅行、料理教室もありますので立川
通勤寮の生活をぜひ楽しみ、活用してください。

寮生活は厳しいですか？楽しみは？Q
見学

面接

調整会議

利用登録

入寮

卒寮後の暮らしはどうなりますか？Q
通勤寮ではいろいろなサポートをしています。例えば
① 障害者年金の申請
② 市区町村関係書類の代行手続き
③ 銀行からの生活費の入出金手続き
④ 通院の付き添い
⑤ 買い物付き添い
⑥ 嘱託医の健康相談
⑦ 卒寮後のアフターフォロー　⑧ クッキング などです。

親から離れると手続きや通院など
いろいろ心配なのですが....。Q

JR中央線「立川」駅南口下車徒歩約１５分
多摩モノレール「柴崎体育館」駅下車徒歩約５分
立川駅南口バスターミナルより新道福島または
富士見町操車場行き「琴帯橋」下車徒歩3分

〒190-0023  
東京都立川市柴崎町4 -11-15
TEL：042- 528-3572
FAX：042-528-3526
E-mail：tachikawa@ikuseikai-tky.or.jp
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健康悩み相談

www.ikuseikai-tky.or.jp/~iku-tachikawa/index.html

※この記事はインタビューをもとにスタッフがまとめました。

　「親元を離れて自由になりたい」という思いが強かった僕は、
寮生活の頃「根拠のない自信」にあふれ、すっかり一人前のつも
りでした。寮では食事の心配はないし、貯金もできる。何かあれ
ば注意してくれるし、失敗もフォローしてもらえ、「見守っても
らってる」感じです。無意識に人を傷つけていた時「君はまだ子
どもだよ」と指摘してくれたことが、今でも心に残っています。
　最初は大嫌いだった同室の人とも、今では飲み友達です。嫌で
も大変でも、分からなくても、寮での生活を乗り切れば、人との
つきあい方も変わるし、貯金もできる。これは将来の自分にとっ
て、本当に大きな支えになります。いまはアパートでひとり暮ら
しですが、家での王子様のような生活から、いきなりアパート生
活は無理だったと思います。社会に出て数年たった今、ようやく
寮生活の経験が「大人の自分」への大切な中間ステップだったと
思えるようになりました。

　立川通勤寮に入ることで私の生活はガラッと変わりました。い
ろんな性格のたくさんの寮生がいて、聞き役・世話役の私は、振
り回されてばかり...。どうしたら良いのか分からない時には、寮
の人に相談し、気の合う友達もできました。
　寮ではいきなり大勢の知らない人と出会います。毎日が賑やか
で楽しいけれど、大変なことも沢山あったので、寮生活のお陰で
私はとても忍耐強くなったと思います。
　仕事は「とにかく長く続けたい」という思いで頑張り、今年で
勤続10年目。永年勤続賞ももらいました。いま住んでいるグルー
プホームでは趣味の料理を楽しんでいます。自分で何でもやろう
なんて、ずっと家にいたら思わなかったですね。親がしてくれて
当たり前で、気づくこともなかったと思います。私はコツコツ続
けるのが好きでなので、これからも「変わらない心持ち」でいた
いと思います。

　立川通勤寮は「学ぶ」ことを一番大事に考えています。
仕事を続けてお金をかせぐ方法を学べば「自立」が手に
入ります。そして自分をコントロールする方法を学べば
「自律」も手に入れることができ、社会に飛び立てるの
です。仕事をして、お金をかせぎ、自立・自律した生活
を送るという夢。その夢をかなえるトレーニングの場が
立川通勤寮とグループホーム地域未来塾です。
　みなさんに目指してほしいのは「規律ある自由」です。
規律ある自由とは、社会人として、周囲に迷惑をかけな
いというルールを守りながら、自分で考えて行動できる
ということです。通勤寮での２年間（最長 3年）をステッ
プにして規律ある自由を手に入れましょう！
　そのためには自分の大人になりたい気持ちが大事で
す。私たち通勤寮スタッフは、みなさんの夢を大切にし
ます。ですから、みなさんの夢を実現させるために時に
はきびしく注意や声がけをします。また、寮には様々な

ルールがあるためすべてが自由というわけにもいきませ
ん。しかし、通勤寮には期限があります。自分が成長で
きる寮生活を過ごすか、そうでないかは、心がまえとや
る気で決まります。また、入寮の順番をお待ちの方は、
今のうちから日常生活のスキルを少しでも身につけてお
いてください。心の準備（覚悟）が大切です。
　2018 年９月にグループホーム「地域未来塾」がオー
プンしました。全部屋が独立したアパート型で、生活力
をみがき、夢のひとり暮らしに向けた最終ステージとな
ります。未来塾での生活をステップにして、学ぶ姿勢を
忘れず人生のステージをクリアしましょう。みなさんが
そのトップランナーになれるよう応援します。
　スタッフは、みなさんの生き方に干渉はしません。し
かし、会社、寮、学校など、どんな環境にもある「規律」
を守っていない時には厳しくコーチします。私たち通勤
寮＋未来塾スタッフは、みなさんの覚悟を応援します。

「自分のことは自分でやる」そして
「仕事をしてお金を貯める」
寮での生活が、自立への支えになりました。

卒寮生からみなさんへ

「たくさんの仲間がいたから、
 大変なことも乗り越えられた。」
始めること、続けることが、自立への第一歩。

立川 通子 さん（仮名）
2014年３月卒寮。現在グループホーム
にて生活中。清掃会社に10年以上勤務。

立川 勤 さん（仮名）
2013年３月卒寮。現在民間アパートで
単身生活。新宿区の会社に事務職で勤務。

トップランナーになろう
─ 将来のしあわせな生活を学びによって手に入れる ─

かく　ご

●通勤に便利な立地です
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〒190-0023  
東京都立川市柴崎町2-26-20
グループホーム地域未来塾
（知的障害者通過型）

自立と自由を手に入れよう

たくさんの
先輩たちが活躍中

寮生を支える５つの支援

立川通勤寮＋地域未来塾は、みなさんが長く、安定して仕事ができることを願っています。そのために、しっかりとした
生活習慣を身につけ、お金の使い方を学び、身だしなみを整えたり、掃除・洗濯ができるようになるお手伝いをします。
また友達づくりやレジャーを楽しむチャンスもあります。ここには子供から大人になるチャンスがそろってます。

勤務状況の確認や定期的
な職場訪問を行います。職
場での様子を確認し、会社
と連携しながら仕事を続
けるためのお手伝いをし
ます。

こづかい帳で金銭使用
状況をチェック、給料を
計画的に使えるよう予
算を立てます。将来の
生活に備える貯金もで
きるよう支援します。

社会生活に必要な生活
習慣をコーチします。
身だしなみや掃除洗濯
など日常生活に困らな
いスキルを身につけま
しょう。

２年後（最長3年）に巣立ち、ひとり暮らし、グループホームなどでの生活が
始まるみなさんのため、自律した地域生活を実現する支援を行います。

地域で暮らして行く上で必要な「常識」
や「自分を守る」ことなど、講師を招
いて学ぶ機会を設けています。

「楽しい時間」に友人や余暇ははずせ
ません。旅行を通して人や社会とのつ
ながりを学べます。

クッキング講座：仕事
を続けながら、手軽に
バランスの良い朝食や
夕食を作れるようにな
るため、年間10回ほど
開催しています。みん
なでワイワイ楽しいひ
と時です。デザート作
りにも挑戦しますよ。

 4 月 生活講座（寮生活）
 6 月 性講座（良い恋愛をするには）
 7 月 ビジネス講座（働くとは）
 10 月 生活講座（犯罪に巻き込まれない方法）
 12 月 生活講座（卒寮後の生活）
 2 月 スマートフォンの使い方講座
 3 月 生活講座（寮内ルール）　　　　※予定

春にはお花見もできる根川
緑道まで徒歩0分！

全室東側に大きな窓があるので明るさ抜群。エアコン、ベッドは備え付け。壁紙は各部屋違う北欧調です。

収納豊富で姿見（大型のミラー）も装備 ▶

安心のインターフォン、追い炊き機能付きのユニットバス。トイレは独立しており洗浄機能付き。 もちろん新築。ケーブルテレビ完備。外周には防犯カメラ。

I Hコンロ、冷蔵庫、洗濯機などの家電も備え付け。

プールなどが充実し、ジムもある立川
市柴崎市民体育館まで徒歩７分

大きなスーパーやコンビニが近くにあ
るので買い物も便利

近くにはファミレス、中華料理店、
牛丼店などもあります

❶ 就労支援 ❷ 金銭使用支援

❹ 各種講座の開講

❸ 日常生活支援

❺ 友人・余暇の充実

立川通勤寮
の 1日

寮生がどう生活しているか
ある 1日をご紹介します。
規則正しい生活は
自立への第１歩！

さあ一日の始まりです！起きる時間はそれ
ぞれですが、身支度をして仕事へ行く準備
をします。お部屋は冷暖房完備で快適。ド
アを開けると左右に分かれた居室です。

06：30
おはよう！

朝ごはんは各自それぞれ食堂で食べますが
だいたいみんなと一緒なので仕事へ行く
ファイトが湧きます。さあ行ってきま～す！

07：00
朝ごはん

モノレールの柴崎体育館駅まで歩いて５分、
立川南駅まではたった１駅です。一番前の
席に座ると 眺めが良くて気分サイコー！

07：30
モノレールで通勤

さあ仕事の始まり。今日は大きなマンショ
ンの清掃です。仕事は大変だけど、職場の
みなさんはていねいに教えてくれます。

大好きなリラックスタイム・お風呂の時間
です。一度に３人も入れる大きな浴槽でゆっ
たり....。お風呂掃除は当番制です。

20：00
お風呂

今日もたくさん働いた！ おなかすいた～！
緑に囲まれた寮に帰って仲間の顔を見ると
ホッとします。※帰寮時間は職場により違います。

18：00※
ただいま～！

夕ごはんも各自それぞれ食堂で食べます。
栄養士さんが献立を考えてくれるので栄養
面も安心。手作りだからおいしいです！

19：00
夕ごはん

立川通勤寮周辺ミニガイド

たくさんのことを
乗り越えたから、
落ち込みません。

寮の仲間は今も友達！
社会に出ても心強いよ。

仕事を続けながら、
趣味の時間も
楽しんでいます。

寮にいれば
貯金ができるよ。

安心して自立できる！

09：00
仕事を始める

グループホーム「地域未来塾」の目
標は、みなさんの夢である「自立して
暮らす」をひとりでも多くの方に実
現してもらうことです。みなさんが
地域社会で安定した生活ができるよ
う全力で支援します。通勤寮・未来
塾のスタッフはもちろん、医療機関
「立川クリニック」や自治体も連携し
てサポートします。
未来塾には誰でも入れるわけではあ
りません。目的意識が高く、親の支
援から離れ、さまざまなサポートか
ら脱したいと願う強い自律心があり、
そのために学び、行動できることが
求められます。また、就労が安定し
ていることも入居の条件となります。

地域未来塾とは
金銭管理：スタッフとともに毎月予算
書を作成、給料の額に応じた「身の丈
に合った」支出と貯蓄を目指します。
各部屋には電気・水道・ガスのメーター
があり、光熱費は自己負担です。倹約
意識、管理する力を身につけます。

掃除洗濯身の回り：清潔な空間、毎日
の衣類交換など、清潔な感覚を養いま
す。月１回のクリーンデイではスタッ
フと一緒に掃除方法や整理整頓、ちら
からない片付け方法を学びます。

余暇支援・地域交流：通勤寮とも連携
し、フットサル大会やお花見会を催し
ます。また地域に貢献する防犯パト
ロールにも参加します。

地域未来塾での支援

連携型グループホーム地域未来塾
ち　　いき　　 み　　 らい　 じゅく

れんけいがた

2018（平成30）年９月１日、グループホーム「地域未来塾」がオープンしました。全部屋が独立した
アパート型で、全８部屋のうち７部屋を利用者さんが使い、残り１部屋は共有の交流室です。
通勤寮で身につけた生活力を活かし、ひとり暮らしへの最終ステージに進みましょう。

そして自立への
最終ステージ

通勤寮は緑に囲まれた、静かで落
ち着ける環境にあります

居室：1 K × 7 部屋
各戸面積：21.21m2
定員：7名

クロー
ゼット

玄関



〒190-0023  
東京都立川市柴崎町2-26-20
グループホーム地域未来塾
（知的障害者通過型）

自立と自由を手に入れよう

たくさんの
先輩たちが活躍中

寮生を支える５つの支援

立川通勤寮＋地域未来塾は、みなさんが長く、安定して仕事ができることを願っています。そのために、しっかりとした
生活習慣を身につけ、お金の使い方を学び、身だしなみを整えたり、掃除・洗濯ができるようになるお手伝いをします。
また友達づくりやレジャーを楽しむチャンスもあります。ここには子供から大人になるチャンスがそろってます。

勤務状況の確認や定期的
な職場訪問を行います。職
場での様子を確認し、会社
と連携しながら仕事を続
けるためのお手伝いをし
ます。

こづかい帳で金銭使用
状況をチェック、給料を
計画的に使えるよう予
算を立てます。将来の
生活に備える貯金もで
きるよう支援します。

社会生活に必要な生活
習慣をコーチします。
身だしなみや掃除洗濯
など日常生活に困らな
いスキルを身につけま
しょう。

２年後（最長3年）に巣立ち、ひとり暮らし、グループホームなどでの生活が
始まるみなさんのため、自律した地域生活を実現する支援を行います。

地域で暮らして行く上で必要な「常識」
や「自分を守る」ことなど、講師を招
いて学ぶ機会を設けています。

「楽しい時間」に友人や余暇ははずせ
ません。旅行を通して人や社会とのつ
ながりを学べます。

クッキング講座：仕事
を続けながら、手軽に
バランスの良い朝食や
夕食を作れるようにな
るため、年間10回ほど
開催しています。みん
なでワイワイ楽しいひ
と時です。デザート作
りにも挑戦しますよ。

 4 月 生活講座（寮生活）
 6 月 性講座（良い恋愛をするには）
 7 月 ビジネス講座（働くとは）
 10 月 生活講座（犯罪に巻き込まれない方法）
 12 月 生活講座（卒寮後の生活）
 2 月 スマートフォンの使い方講座
 3 月 生活講座（寮内ルール）　　　　※予定

春にはお花見もできる根川
緑道まで徒歩0分！

全室東側に大きな窓があるので明るさ抜群。エアコン、ベッドは備え付け。壁紙は各部屋違う北欧調です。

収納豊富で姿見（大型のミラー）も装備 ▶

安心のインターフォン、追い炊き機能付きのユニットバス。トイレは独立しており洗浄機能付き。 もちろん新築。ケーブルテレビ完備。外周には防犯カメラ。

I Hコンロ、冷蔵庫、洗濯機などの家電も備え付け。

プールなどが充実し、ジムもある立川
市柴崎市民体育館まで徒歩７分

大きなスーパーやコンビニが近くにあ
るので買い物も便利

近くにはファミレス、中華料理店、
牛丼店などもあります

❶ 就労支援 ❷ 金銭使用支援

❹ 各種講座の開講

❸ 日常生活支援

❺ 友人・余暇の充実

立川通勤寮
の 1日

寮生がどう生活しているか
ある 1日をご紹介します。
規則正しい生活は
自立への第１歩！

さあ一日の始まりです！起きる時間はそれ
ぞれですが、身支度をして仕事へ行く準備
をします。お部屋は冷暖房完備で快適。ド
アを開けると左右に分かれた居室です。

06：30
おはよう！

朝ごはんは各自それぞれ食堂で食べますが
だいたいみんなと一緒なので仕事へ行く
ファイトが湧きます。さあ行ってきま～す！

07：00
朝ごはん

モノレールの柴崎体育館駅まで歩いて５分、
立川南駅まではたった１駅です。一番前の
席に座ると 眺めが良くて気分サイコー！

07：30
モノレールで通勤

さあ仕事の始まり。今日は大きなマンショ
ンの清掃です。仕事は大変だけど、職場の
みなさんはていねいに教えてくれます。

大好きなリラックスタイム・お風呂の時間
です。一度に３人も入れる大きな浴槽でゆっ
たり....。お風呂掃除は当番制です。

20：00
お風呂

今日もたくさん働いた！ おなかすいた～！
緑に囲まれた寮に帰って仲間の顔を見ると
ホッとします。※帰寮時間は職場により違います。

18：00※
ただいま～！

夕ごはんも各自それぞれ食堂で食べます。
栄養士さんが献立を考えてくれるので栄養
面も安心。手作りだからおいしいです！

19：00
夕ごはん

立川通勤寮周辺ミニガイド

たくさんのことを
乗り越えたから、
落ち込みません。

寮の仲間は今も友達！
社会に出ても心強いよ。

仕事を続けながら、
趣味の時間も
楽しんでいます。

寮にいれば
貯金ができるよ。

安心して自立できる！

09：00
仕事を始める

グループホーム「地域未来塾」の目
標は、みなさんの夢である「自立して
暮らす」をひとりでも多くの方に実
現してもらうことです。みなさんが
地域社会で安定した生活ができるよ
う全力で支援します。通勤寮・未来
塾のスタッフはもちろん、医療機関
「立川クリニック」や自治体も連携し
てサポートします。
未来塾には誰でも入れるわけではあ
りません。目的意識が高く、親の支
援から離れ、さまざまなサポートか
ら脱したいと願う強い自律心があり、
そのために学び、行動できることが
求められます。また、就労が安定し
ていることも入居の条件となります。

地域未来塾とは
金銭管理：スタッフとともに毎月予算
書を作成、給料の額に応じた「身の丈
に合った」支出と貯蓄を目指します。
各部屋には電気・水道・ガスのメーター
があり、光熱費は自己負担です。倹約
意識、管理する力を身につけます。

掃除洗濯身の回り：清潔な空間、毎日
の衣類交換など、清潔な感覚を養いま
す。月１回のクリーンデイではスタッ
フと一緒に掃除方法や整理整頓、ちら
からない片付け方法を学びます。

余暇支援・地域交流：通勤寮とも連携
し、フットサル大会やお花見会を催し
ます。また地域に貢献する防犯パト
ロールにも参加します。

地域未来塾での支援

連携型グループホーム地域未来塾
ち　　いき　　 み　　 らい　 じゅく

れんけいがた

2018（平成30）年９月１日、グループホーム「地域未来塾」がオープンしました。全部屋が独立した
アパート型で、全８部屋のうち７部屋を利用者さんが使い、残り１部屋は共有の交流室です。
通勤寮で身につけた生活力を活かし、ひとり暮らしへの最終ステージに進みましょう。

そして自立への
最終ステージ

通勤寮は緑に囲まれた、静かで落
ち着ける環境にあります

居室：1 K × 7 部屋
各戸面積：21.21m2
定員：7名

クロー
ゼット

玄関



〒190-0023  
東京都立川市柴崎町2-26-20
グループホーム地域未来塾
（知的障害者通過型）

自立と自由を手に入れよう

たくさんの
先輩たちが活躍中

寮生を支える５つの支援

立川通勤寮＋地域未来塾は、みなさんが長く、安定して仕事ができることを願っています。そのために、しっかりとした
生活習慣を身につけ、お金の使い方を学び、身だしなみを整えたり、掃除・洗濯ができるようになるお手伝いをします。
また友達づくりやレジャーを楽しむチャンスもあります。ここには子供から大人になるチャンスがそろってます。

勤務状況の確認や定期的
な職場訪問を行います。職
場での様子を確認し、会社
と連携しながら仕事を続
けるためのお手伝いをし
ます。

こづかい帳で金銭使用
状況をチェック、給料を
計画的に使えるよう予
算を立てます。将来の
生活に備える貯金もで
きるよう支援します。

社会生活に必要な生活
習慣をコーチします。
身だしなみや掃除洗濯
など日常生活に困らな
いスキルを身につけま
しょう。

２年後（最長3年）に巣立ち、ひとり暮らし、グループホームなどでの生活が
始まるみなさんのため、自律した地域生活を実現する支援を行います。

地域で暮らして行く上で必要な「常識」
や「自分を守る」ことなど、講師を招
いて学ぶ機会を設けています。

「楽しい時間」に友人や余暇ははずせ
ません。旅行を通して人や社会とのつ
ながりを学べます。

クッキング講座：仕事
を続けながら、手軽に
バランスの良い朝食や
夕食を作れるようにな
るため、年間10回ほど
開催しています。みん
なでワイワイ楽しいひ
と時です。デザート作
りにも挑戦しますよ。

 4 月 生活講座（寮生活）
 6 月 性講座（良い恋愛をするには）
 7 月 ビジネス講座（働くとは）
 10 月 生活講座（犯罪に巻き込まれない方法）
 12 月 生活講座（卒寮後の生活）
 2 月 スマートフォンの使い方講座
 3 月 生活講座（寮内ルール）　　　　※予定

春にはお花見もできる根川
緑道まで徒歩0分！

全室東側に大きな窓があるので明るさ抜群。エアコン、ベッドは備え付け。壁紙は各部屋違う北欧調です。

収納豊富で姿見（大型のミラー）も装備 ▶

安心のインターフォン、追い炊き機能付きのユニットバス。トイレは独立しており洗浄機能付き。 もちろん新築。ケーブルテレビ完備。外周には防犯カメラ。

I Hコンロ、冷蔵庫、洗濯機などの家電も備え付け。

プールなどが充実し、ジムもある立川
市柴崎市民体育館まで徒歩７分

大きなスーパーやコンビニが近くにあ
るので買い物も便利

近くにはファミレス、中華料理店、
牛丼店などもあります

❶ 就労支援 ❷ 金銭使用支援

❹ 各種講座の開講

❸ 日常生活支援

❺ 友人・余暇の充実

立川通勤寮
の 1日

寮生がどう生活しているか
ある 1日をご紹介します。
規則正しい生活は
自立への第１歩！

さあ一日の始まりです！起きる時間はそれ
ぞれですが、身支度をして仕事へ行く準備
をします。お部屋は冷暖房完備で快適。ド
アを開けると左右に分かれた居室です。

06：30
おはよう！

朝ごはんは各自それぞれ食堂で食べますが
だいたいみんなと一緒なので仕事へ行く
ファイトが湧きます。さあ行ってきま～す！

07：00
朝ごはん

モノレールの柴崎体育館駅まで歩いて５分、
立川南駅まではたった１駅です。一番前の
席に座ると 眺めが良くて気分サイコー！

07：30
モノレールで通勤

さあ仕事の始まり。今日は大きなマンショ
ンの清掃です。仕事は大変だけど、職場の
みなさんはていねいに教えてくれます。

大好きなリラックスタイム・お風呂の時間
です。一度に３人も入れる大きな浴槽でゆっ
たり....。お風呂掃除は当番制です。

20：00
お風呂

今日もたくさん働いた！ おなかすいた～！
緑に囲まれた寮に帰って仲間の顔を見ると
ホッとします。※帰寮時間は職場により違います。

18：00※
ただいま～！

夕ごはんも各自それぞれ食堂で食べます。
栄養士さんが献立を考えてくれるので栄養
面も安心。手作りだからおいしいです！

19：00
夕ごはん

立川通勤寮周辺ミニガイド

たくさんのことを
乗り越えたから、
落ち込みません。

寮の仲間は今も友達！
社会に出ても心強いよ。

仕事を続けながら、
趣味の時間も
楽しんでいます。

寮にいれば
貯金ができるよ。

安心して自立できる！

09：00
仕事を始める

グループホーム「地域未来塾」の目
標は、みなさんの夢である「自立して
暮らす」をひとりでも多くの方に実
現してもらうことです。みなさんが
地域社会で安定した生活ができるよ
う全力で支援します。通勤寮・未来
塾のスタッフはもちろん、医療機関
「立川クリニック」や自治体も連携し
てサポートします。
未来塾には誰でも入れるわけではあ
りません。目的意識が高く、親の支
援から離れ、さまざまなサポートか
ら脱したいと願う強い自律心があり、
そのために学び、行動できることが
求められます。また、就労が安定し
ていることも入居の条件となります。

地域未来塾とは
金銭管理：スタッフとともに毎月予算
書を作成、給料の額に応じた「身の丈
に合った」支出と貯蓄を目指します。
各部屋には電気・水道・ガスのメーター
があり、光熱費は自己負担です。倹約
意識、管理する力を身につけます。

掃除洗濯身の回り：清潔な空間、毎日
の衣類交換など、清潔な感覚を養いま
す。月１回のクリーンデイではスタッ
フと一緒に掃除方法や整理整頓、ちら
からない片付け方法を学びます。

余暇支援・地域交流：通勤寮とも連携
し、フットサル大会やお花見会を催し
ます。また地域に貢献する防犯パト
ロールにも参加します。

地域未来塾での支援

連携型グループホーム地域未来塾
ち　　いき　　 み　　 らい　 じゅく

れんけいがた

2018（平成30）年９月１日、グループホーム「地域未来塾」がオープンしました。全部屋が独立した
アパート型で、全８部屋のうち７部屋を利用者さんが使い、残り１部屋は共有の交流室です。
通勤寮で身につけた生活力を活かし、ひとり暮らしへの最終ステージに進みましょう。

そして自立への
最終ステージ

通勤寮は緑に囲まれた、静かで落
ち着ける環境にあります

居室：1 K × 7 部屋
各戸面積：21.21m2
定員：7名

クロー
ゼット

玄関



自立　自由自立　自由
手に入れよう

と　　 を

立川通勤寮＋地域未来塾
たちかわ つうきんりょう ちいきみらいじゅく

仕事をして、お金を稼ぎ、自律した生活を送る。
その夢をかなえるトレーニングの場が立川通勤寮＋地域未来塾です。

通勤寮での２年間（最長3年）をステップに「規律ある自由」を手に入れよう！
たくさんの仲間があなたをサポートします。

仕事お金 一般常識

仲間食事 身なり

15歳以上の知的障害者で、療育手帳・愛の手帳および障
害福祉サービス受給者証を発行されており、就労をして
いるか就労が可能な方を対象とした24時間型の施設。高
校生の体験入寮もできます。立川通勤寮は社会福祉法人
東京都手をつなぐ育成会が運営し、利用期間は２年（最長
３年）、定員は男性 20名、女性10 名。生活支援と就労支
援を行い、新しい生活の場への移行を目指します。通勤
寮は都内に６ヶ所あり、うち４ヶ所が育成会の運営です。

ここでの２年（最長３年）を終えた卒寮生の約９割がグ
ループホームまたは単身でのアパート生活を始めていま
す。自宅に戻る方もいますが、寮生活の経験を将来につ
なげ、自立の夢に向かっています。寮生活では自分にで
きること（強み）と自分が苦手なこと（弱み）に気づくこ
とができます。弱みを克服したり、弱いところを助けて
くれる人を見つけるのはとても大切なこと。将来必ず
やって来る「生活の大きな変化」に備えてください。

立川通勤寮  Q & A 働きながら学ぶ場　立川通勤寮＋地域未来塾

通勤寮ってどんなところですか？Q
通勤寮の利用には以下の費用がかかります。

◆サービス利用負担金額：利用者の年収により決定
◆寮食費：朝食 400 円（250円）夕食 650 円（400円）
◆水光熱費：300 円／ 1日あたり
◆居室使用費：無料
◆自己負担：日用品、衣類、通院費など
 ※金額は2018年度実績 ※寮食費のカッコ内は食事提供加算の対象者

利用料はいくらかかりますか？Q

まずは見学にいらしてください。本人、保
護者、先生など、関係する方々が実際の生
活環境を見てご確認ください。次に本人、
保護者らと面接を行い、本人の意思、心身
の状況、就労面の確認をいたします。その後
入寮の調整会議を経て利用登録となります
が、満室の場合は待機者名簿に載り、順番
までお待ちいただくことになります。

どうすれば入寮できますか？Q
通勤寮スタッフは、みなさんの「自立した生活を送る」
という夢のために働いています。寮内には様々なルール
がありますし、時には厳しく注意もします。ですがスタッ
フが暴力を振るったり、感情的な叱責をするようなこと
は決してありません。ここでの２年（最長３年）を有効
に活用し、人生の充実に役立ててください。厳しいだけ
でなくクラブ活動や旅行、料理教室もありますので立川
通勤寮の生活をぜひ楽しみ、活用してください。

寮生活は厳しいですか？楽しみは？Q
見学

面接

調整会議

利用登録

入寮

卒寮後の暮らしはどうなりますか？Q
通勤寮ではいろいろなサポートをしています。例えば
① 障害者年金の申請
② 市区町村関係書類の代行手続き
③ 銀行からの生活費の入出金手続き
④ 通院の付き添い
⑤ 買い物付き添い
⑥ 嘱託医の健康相談
⑦ 卒寮後のアフターフォロー　⑧ クッキング などです。

親から離れると手続きや通院など
いろいろ心配なのですが....。Q

JR中央線「立川」駅南口下車徒歩約１５分
多摩モノレール「柴崎体育館」駅下車徒歩約５分
立川駅南口バスターミナルより新道福島または
富士見町操車場行き「琴帯橋」下車徒歩3分

〒190-0023  
東京都立川市柴崎町4 -11-15
TEL：042- 528-3572
FAX：042-528-3526
E-mail：tachikawa@ikuseikai-tky.or.jp

2018.10.2000

健康悩み相談

www.ikuseikai-tky.or.jp/~iku-tachikawa/index.html

※この記事はインタビューをもとにスタッフがまとめました。

　「親元を離れて自由になりたい」という思いが強かった僕は、
寮生活の頃「根拠のない自信」にあふれ、すっかり一人前のつも
りでした。寮では食事の心配はないし、貯金もできる。何かあれ
ば注意してくれるし、失敗もフォローしてもらえ、「見守っても
らってる」感じです。無意識に人を傷つけていた時「君はまだ子
どもだよ」と指摘してくれたことが、今でも心に残っています。
　最初は大嫌いだった同室の人とも、今では飲み友達です。嫌で
も大変でも、分からなくても、寮での生活を乗り切れば、人との
つきあい方も変わるし、貯金もできる。これは将来の自分にとっ
て、本当に大きな支えになります。いまはアパートでひとり暮ら
しですが、家での王子様のような生活から、いきなりアパート生
活は無理だったと思います。社会に出て数年たった今、ようやく
寮生活の経験が「大人の自分」への大切な中間ステップだったと
思えるようになりました。

　立川通勤寮に入ることで私の生活はガラッと変わりました。い
ろんな性格のたくさんの寮生がいて、聞き役・世話役の私は、振
り回されてばかり...。どうしたら良いのか分からない時には、寮
の人に相談し、気の合う友達もできました。
　寮ではいきなり大勢の知らない人と出会います。毎日が賑やか
で楽しいけれど、大変なことも沢山あったので、寮生活のお陰で
私はとても忍耐強くなったと思います。
　仕事は「とにかく長く続けたい」という思いで頑張り、今年で
勤続10年目。永年勤続賞ももらいました。いま住んでいるグルー
プホームでは趣味の料理を楽しんでいます。自分で何でもやろう
なんて、ずっと家にいたら思わなかったですね。親がしてくれて
当たり前で、気づくこともなかったと思います。私はコツコツ続
けるのが好きでなので、これからも「変わらない心持ち」でいた
いと思います。

　立川通勤寮は「学ぶ」ことを一番大事に考えています。
仕事を続けてお金をかせぐ方法を学べば「自立」が手に
入ります。そして自分をコントロールする方法を学べば
「自律」も手に入れることができ、社会に飛び立てるの
です。仕事をして、お金をかせぎ、自立・自律した生活
を送るという夢。その夢をかなえるトレーニングの場が
立川通勤寮とグループホーム地域未来塾です。
　みなさんに目指してほしいのは「規律ある自由」です。
規律ある自由とは、社会人として、周囲に迷惑をかけな
いというルールを守りながら、自分で考えて行動できる
ということです。通勤寮での２年間（最長 3年）をステッ
プにして規律ある自由を手に入れましょう！
　そのためには自分の大人になりたい気持ちが大事で
す。私たち通勤寮スタッフは、みなさんの夢を大切にし
ます。ですから、みなさんの夢を実現させるために時に
はきびしく注意や声がけをします。また、寮には様々な

ルールがあるためすべてが自由というわけにもいきませ
ん。しかし、通勤寮には期限があります。自分が成長で
きる寮生活を過ごすか、そうでないかは、心がまえとや
る気で決まります。また、入寮の順番をお待ちの方は、
今のうちから日常生活のスキルを少しでも身につけてお
いてください。心の準備（覚悟）が大切です。
　2018 年９月にグループホーム「地域未来塾」がオー
プンしました。全部屋が独立したアパート型で、生活力
をみがき、夢のひとり暮らしに向けた最終ステージとな
ります。未来塾での生活をステップにして、学ぶ姿勢を
忘れず人生のステージをクリアしましょう。みなさんが
そのトップランナーになれるよう応援します。
　スタッフは、みなさんの生き方に干渉はしません。し
かし、会社、寮、学校など、どんな環境にもある「規律」
を守っていない時には厳しくコーチします。私たち通勤
寮＋未来塾スタッフは、みなさんの覚悟を応援します。

「自分のことは自分でやる」そして
「仕事をしてお金を貯める」
寮での生活が、自立への支えになりました。

卒寮生からみなさんへ

「たくさんの仲間がいたから、
 大変なことも乗り越えられた。」
始めること、続けることが、自立への第一歩。

立川 通子 さん（仮名）
2014年３月卒寮。現在グループホーム
にて生活中。清掃会社に10年以上勤務。

立川 勤 さん（仮名）
2013年３月卒寮。現在民間アパートで
単身生活。新宿区の会社に事務職で勤務。

トップランナーになろう
─ 将来のしあわせな生活を学びによって手に入れる ─
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●通勤に便利な立地です
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立川通勤寮
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に進もう！


