精神障害者地域生活支援
とうきょう会議
運営委員会 議事録
期日：2013 年 9 月 30 日（月）
時間：19:15～21:00
場所：すぎなみ１５１
司会：鈴木卓郎
記録：丹菊敏貴
参加者：理事 4 名中 3 名、監事 2 名中 2 名、運営委員 13 名中 6 名、
センター部会 名、会員 名
計 11 名
理事（出席者は氏名の前に○）
○ 鈴木 卓郎
金川 洋輔
○ 近藤 淳
○ 半田 佳子
監事
○ 小見山 政男

○ 佐藤 あゆみ

運営委員
東 貴宏

○ 今村 まゆら

○ 亀山 元

小宮山 郁夫

斎藤 隆彦

佐藤 有紗

佐野 澄子

○ 瀬川 聖美

○ 田中 直樹

○ 丹菊 敏貴

西根 博貴

○ 蓮沼 和音

樋口 勝
センター部会からの参加
会員の参加

1. 項目：東京都福祉事務所ケースワーカー研修会」への研修
担当：鈴木卓郎（東貴宏）
【要旨】
(1) 講師派遣依頼について
来る、10/16（水）に「東京都福祉事務所ケースワーカー研修会」があり、その研修会の講師と
して、とうきょう会議に依頼がありました。チラシは運営委員会メーリング・リストに PDF で流
したとおりです。
この研修の件、正確にいえば、講師依頼が私宛にあったのですが、とうきょう会議として引き受
けられるように、先方にお願いしたという経緯があります。
先日の 9/27 に、上記研修会の打合会があり参加してきましたが、とうきょう会議枠は 80 分で、
その時間で講演をすることになりました。
研修内容が「サービス等利用計画」ですので、鈴木卓郎さん、金川さんなどに相談し、当日は、
東と鈴木卓郎さんとで 40 分ずつ話すことがきまりました。
事後承諾で申し訳有りませんが、会議で共有の上、ご了解ください。
(2) 傍聴・観覧の件
上記「東京都福祉事務所ケースワーカー研修会」ですが、若干名（おそらく 5 名～10 名程度）

1/5

傍聴できるそうです。
表向きは『講師が話す上で、ご協力頂いた方』として、先方に伝えておりますので、センター部
会など相談支援を行なっている事業所に所属している方にお声がけしようかと考えています。
運営委員の方で参加を希望する方がいらっしゃれば、東までお知らせ下さい。
【検討の概要】
【結論】
了解されました。

2. 項目：10 月 6 日の全国障害者スポーツ大会・精神障害者フットサル大会
担当：瀬川聖美
【要旨】
10 月 6 日（日）開催の全国障害者スポーツ大会・精神障害者フットサル大会当日の役割分担等
につき調整をお願いいたします。
【検討の概要】
【結論】
鈴木卓郎さんが参加できなくなったので、代役等、運営委員会側の役割を以下の通り確認しまし
た。
主催者挨拶：近藤淳さん
選手宣誓：近藤淳さん
表彰状とメダルの授与：丹菊
閉会式の挨拶：丹菊
来賓の接待：
当日は、8:20 明治学院大学パレットゾーンアリーナ正面入口に集合です。

3. 項目：10 月 12、13、14 日の全国障害者スポーツ大会・バレーボール大会
担当：瀬川聖美
【要旨】
10 月 12（土）
、13（日）
、14 日（月）開催の全国障害者スポーツ大会・バレーボール大会が、国
立代々木競技場第一・第二体育館で行われるので応援に来てください。
【検討の概要】
【結論】
瀬川さんが会員メーリング・リストに案内を流します。

4. 項目：12 月 4 日の東京都スポーツ交流祭バレーボール大会
担当：瀬川聖美
【要旨】
今年度の東京都スポーツ交流祭バレーボール大会は 12 月 4 日に開催されます。
多摩ブロックからの参加が減少しています。
10 月 3 日（木）14:00～17:00 東京体育館 1 階第一会議室でキャプテン会議を行います。
【検討の概要】
【結論】
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5. 項目：関東医療少年院運動会
担当：近藤淳
【要旨】
10 月 22 日（火）12:45 受付開始 16：00 まで、関東医療少年院運動会に参加することになり、
希望者を募ったところ、9 月 17 日締め切りの段階で、参加者は以下の通りとなり、関東医療少年
院に返信ハガキを発送しました。
近藤淳（このはの家）
、田中直樹（リブレ）
、丹菊敏貴（すぎなみ１５１）
、鈴木卓郎（プラザ）
、
杉山麻生子（MOTA）
、君島淳子（多摩総合精神保健福祉センター）
、阿部幸枝（多摩総合精神保健
福祉センター）計 7 名（申込み順・敬称略）
杉山さんから、支援センター系の参加者が少ないので、まだ追加ができるのであれば声を掛けた
いとのお話があり、関東医療少年院にはこれから追加が可能か確認の必要はありますが、声かけは
していただけるようお願いしてあります。
関東医療少年院への確認は明日以降行います。
【検討の概要】
【結論】
10 月 22 日（火）12:20 各自昼食を摂った後、JR 国分寺駅改札右端集合
集合後タクシーで移動
12:45 受付開始
16:00 終了
確認事項
運営委員会で確認事項になっていた点につき、関東医療少年院に問い合わせたところ、以下の通
りです。
(1) 今村まゆらさんの追加
多分大丈夫だと思うとのことで、内部で確認し追加が難しければ連絡が来ることになっています。
(2) 雨天の体育館履
雨天の場合は体育館で行われますが、その場合でも体育館履きの必要はないとのことです。
(3) 更衣室の有無・服装
更衣室はないそうです。
「動きやすい服装」であればよく、スポーツウエアの必要はありません。
ハイヒールやスカートはご遠慮ください。
(4) ロッカー
貴重品、院内に持ち込めない物（スマートフォン、携帯電話、タバコ、ライター、マッチ、カメラ
及びビデオ類）など、手荷物は受付後に廊下にあるロッカーに入れて頂くことになっています。
ロッカーの大きさは手提げ袋が入るくらいのものだとのことです。
(5) 運動会の運動の程度
運動や競技をやるというよりは、レクリエーション程度に身体を動かすような内容とのことです。
・参加者の追加の可否
・外履き・体育館履き 体育館履きの必要なし
・参加の度合い レクリエーション程度のものなので運動着の必要はありません。スカート、ハイ
ヒール等ではなくという程度
・更衣室の有無 更衣室なし
・ロッカーの大きさ 手提げ鞄が入るくらいの大きさなので大きい荷物は入りません。
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6. 項目：対都提案書取りまとめ
担当：近藤淳
【要旨】
鈴木卓郎さんが作成したたたき台を基にして、最終版への整理が今回の運営委員会までに完了し
ませんでした。
【検討の概要】
表現上の調整について打ち合わせを行いました。
【結論】
今週 10 月 3 日（木）までには、整理をした文章を運営委員会メーリング・リストに流すことに
なりました。

7. その他 （各部会報告・連絡等）
◆相談支援従事者研修事業
◆小規模作業所法内化総合推進事業
◆東京都自立支援協議会
◆東部ブロック
◆スポーツ企画部会
◆広報部会
Tokyo Letter 第 21 号を発刊します。
◆研修部会
◆調査部会
◆センター部会
◆都精民協担当
(1) 今後の予定
2013 年 10 月 23 日（水）18:15 から （勉強会として就労支援関係）
2013 年 12 月 11 日（水）18:15 から （勉強会として権利擁護関係）
(2) 都精民協の対都要望活動報告
a) 政党ヒヤリング
2013 年 9 月 6 日（金）
集 合 10:00 都民ホールロビー
自民党 10:20～10:40
民主党 11:20～11:40
b) 東京都との要望懇談会
2013 年 9 月 18 日（水）
集合 10:10 都庁第一本庁舎 1 階案内コーナー前
懇談会 10:30～11:30 都庁第一本庁舎 25 階 105 会議室
◆事務局
(1) ホーム・ページ担当
2013 年 9 月 30 日に、ホーム・ページに以下の変更を加えました。
見出しを「一般社団法人精神障害者地域生活支援とうきょう会議」に変更しました。
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規約を定款等に変更し、定款を掲載しました。
役員を法人の役員の一覧に変更しました。
(2) 会費請求
会費請求書の準備が整いました。
封入発送作業は、昨年に引き続き事務局でパルテに依頼する事にしました。10 月 1 日以降請求書等
発送書類を引き渡し作業に入る予定です。
(3) 中部総合精神保健福祉センター「事業概要平成 25 年版」の取扱
中部総合精神保健福祉センターより、
「事業概要平成 25 年版」が事務局に届きました。
内容は多くの方と共有したほうがよいものですが、冊子 1 冊しかありません。
→ 中部センターに問合せをし、データをもらえないか確認することになりました。
データでもらえればホームページに掲載して、会員と共有が可能になります。
◆その他

次回の運営委員会 11 月 7 日（木）19：00～ 場所：すぎなみ１５１

以上
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