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精神障害者地域生活支援 
とうきょう会議 
運営委員会 議案書 
 
期日：2017年 4月 21日（金） 
時間：19:30～22:00 
場所：すぎなみ１５１ 
司会：      記録： 
参加者：理事 4名中 3 名、監事 2名中 1 名、運営委員 7名中 1 名、 
    センター部会 0 名、相談従事者研修部会 0 名、事務局 5名中 1 名、 
    会員 1 名   計 7 名 
理事（出席者は氏名の前に○） 
○ 鈴木 卓郎 ○ 金川 洋輔  半田 佳子 ○ 佐藤 あゆみ 
監事 
 近藤 淳 ○ 今村 まゆら     
運営委員 
 東 貴宏  田中 直樹  斎藤 隆彦  樋口 勝 
 瀬川 聖美  渡辺 真也 ○ 蓮沼 和音   
        
支援センター部会からの参加  
        
事務局 
○ 丹菊 敏貴  三村 豊  大倉 由利江   
 進藤 征寛       
会員の参加 
○ 阿部 幸枝       

 
1. 2017年度社員総会に向けて  
 担当：事務局  

【要旨】 

 2017年2月28日の運営委員会で、2017年度社員総会の日程・会場及び大まかな準備日程が決ま

りましたので、以下の通り共有しつつ、前回に続きタイムスケジュール等詳細を決めてゆきましょ

う。 

 

(1) 社員総会開催予定期日及び会場 

 期日：2017年7月1日（土） 

 会場：井之頭病院1号館9階大会議室（会場は12:00から17:00まで借用） 

 当日タイムスケジュール案 

  12:00～12:30(30分) 準備  14:15～16:45(2時間30分) 総会企画研修 

  12:30～13:00(30分) 受付開始 16:45～17:00(15分) 後片付け 

  13:00～14:00(1時間) 総会  17:00 撤収完了 

  14:00～14:15(15分) 休憩  17:30～ 懇親会 
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(2) 準備日程 

 2017年5月12日 総会議案書原稿提出締め切り 運営委員会 

 2017年5月24日 印刷・発送依頼 

 2017年5月31日 総会議案書発送 

 2017年7月1日 総会当日 

 

(3) 役割分担 

 総合司会：樋口 勝さん 

 記録担当：事務局 

 受付担当：事務局＋瀬川さんとその仲間たち 

 懇親会担当：事務局 

 

(4) 2017年度予算折衝 

 各部会の平成2017年度予算要望額の把握ができるよう資料の提出をお願いします。 

 併せて、決算書の取りまとめと提出をお願いします。 

 → 提出期限5月12日とします 

 

2. 2017年度社員総会企画研修  
 担当：事務局 

【要旨】 

 2017年3月30日の運営員会で、2017年度社員総会企画研修の内容について検討し、帝京平成大

学健康メディカル学部臨床心理学科教授の大塚淳子さんに講師をお願いすることになりました。 

 研修部会が大塚淳子さんと調整作業を行い、大塚淳子さんが講師を引き受けて下さいました。 

 研修テーマの確認及び研修内容について、運営委員会で確認しておくべきことがあればお願いし

ます。 

 
【確認内容】 
 大塚先生には、ソーシャル・ワーカーとしての視点で、精神障害者に関する法律が出来てきた変

遷を通して精神保健福祉法改正案につながる整理をしていただけるのではないか。 
 (1) 全体の時間枠 14:15～16:45（2時間 30分） 
 (2) 時間配分 
 14:15～15:45（1時間 30分）大塚先生講演 
 15:45～15:55（10分）休憩 
 15:55～16:25（30分）大塚先生＋伊澤さん 対談 
 16:25～16:45（20分）会場とのディスカッション 

 
3. 役員改選 
 担当：事務局 

【要旨】 

 2017年7月1日開催予定の社員総会は、役員改選の総会に当ります。3月30日の運営委員会で

は、現任の役員のうち、役員を継続できない方も居ることが明らかとなり、今運営委員会で改めて

役員候補を検討することになりました。 

 次期役員体制についてご検討下さい。 
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 次の候補者の中で、今後、理事候補について4名の候補に調整を行うことになりました。 

 

 理事候補： 鈴木 卓郎 さん 

 理事候補： 金川 洋輔 さん 

 理事候補： 半田 佳子 さん 

 理事候補： 瀬川 聖美 さん 

 理事候補： 齋藤 隆彦 さん 

 監事候補： 近藤 淳 さん 

 監事候補： 今村 まゆら さん 
 

4. とうきょうキャラバン 2017年 5月 26日開催分  
 担当：事務局 

【要旨】 

 2017年3月30日の運営委員会で、当初5月25日の実施予定で検討していた「とうきょうキャ

ラバン」の予定日がフットサル大会と重なることが明らかとなり、開催日を変更し、次の通りとす

ることになりました。 

 日時：2017年 5月26日（金）19:00から 

 場所：koen the TAO（杉並区高円寺） 

 予定内容：「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会 平成29年2月8日付報告書

をみんなで読んでみよう」～精神保健福祉法改正につながった検討会報告書～  

 ・近藤さん前半説明 

 

 案内は2017年4月14日に会員メーリング・リストにて配信済みです。 

 

 当日の準備について確認が必要な点がありましたらお願いします。 

 上記の内容を予定していますが、現在国会において精神保健福祉法改正案の審議が進行しており

ますので、5月26日の時点で行う内容として調整の必要がないかについてもご確認ください。 

  

 予定内容について： 

 現在の精神保健福祉法改正案審議で問題になっている点に焦点を当てるのではなく、そもそも今

回の精神保健福祉法改正の元となっている「あり方検討会」の内容から本質的な精神保健福祉法の

改正問題に広く目を向けてみる方向性で参加者と考える機会にしてみる。 

 総合司会： 

 プロジェクター： 丹菊 

 マイク： 丹菊 

 紙媒体資料：丹菊が近藤さんと連絡しながら準備 

 その他：当日受付要員＝蓮沼さん＋α 

 

5. 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」（2017年 2月
28日付託分）に対する「とうきょう会議」としての問題整理と問題意識の表明 
 担当：事務局 

【要旨】 

 標記法案は2017年2月28日に参議院に付託され、現在審議が進んでいます。 

 諸団体は、2017年2月14日以降多くの声明を発表し、精神保健福祉法改正案に対して警鐘をな
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らしています。 

 当該法案は、複数の問題の側面があると考えられ、当会として問題の整理をしておく必要はない

か、問題の所在を確認しそれに対する見解等を表明する必要はないか等ご検討下さい。 

 

【意見】 

 そもそも、精神保健福祉法の存在そのものに問題意識をもっておくことが必要ではないか。 

 

 今回の精神保健福祉法改正案については、充分な実態把握や議論がないまま拙速に法案化された

措置入院に関する項目の問題のみに目を向けると、問題の本質を見失う恐れがあるのではないか。 

 今回の精神保健福祉法改正案と立法までの過程には、多面的な問題を含んでいるので、それぞれ

の問題を個別に検証することが必要なのではないか。 

 

 措置入院の問題は、入院時の問題と、退院時の問題があるが、現場の実感としては、入院前の過

程及び入院時に多くの問題があるように思われる。他方、退院に向けての支援は、本来入院形態に

拘らず、全ての入院者に共通の適切な地域移行支援が行き渡るような施策が必要だと思われる。 

 

 しかし、今回の精神保健福祉法改正案では、措置入院者に限定した退院時支援について論じられ

ているところに設計上の瑕疵があると考えられる。しかも、措置入院状態中の入院者像を想起する

と、措置入院中に「精神障害者支援地域協議会」の「個別ケース検討会議」に本人が参加し、適切

に意思表示を行い、退院後の支援計画に自己の意思を反映させられるようには思われない。 

 

 そもそも、措置入院者が、措置入院の原因が消失したら、直ちに措置解除を行われるべきもので

あるとすれば、その後の退院支援は、措置入院以外の退院支援と同様であってしかるべきである。 

 

 今回の改正案の立案者は、措置入院者像を的確に把握していないような印象をうける。先般の「津

久井やまゆり園事件」が、多くの人に間違った措置入院対象者像を植え付けてしまっているように

見受けられる。措置入院の対象者は、精神疾患による自傷あるいは他害行為の恐れがあることが要

件だが、そのうち他害行為のみが措置入院者像として刷り込まれてしまってはいないだろうか。現

場の実感としては、「自傷の恐れ」がある措置入院者への入院直後の支援が重要であると思われる。 

 

 今回の精神保健福祉法改正案の、医療保護入院手続の見直しにおいては、家族等が同意、不同意

に意思表示を行わない場合に、市町村同意による医療保護入院を可能とするものである。家族等の

同意のみによらない医療保護入院が可能になるという点では、家族の負担が低減されることで、こ

れまで家族が負っていた負担が無くなるという面では利点と考えられる。しかし、日本における、

本人の同意によらない強制入院手続きにおいては、弁護士などの権利擁護を行う者が同席するよう

にはなっていないため、制度を悪用することがあれば、不当に入院させられる危険性もあることに

注意しなければならない。 

 

 今回の精神保健福祉法改正案においては、措置入院の対象者像が、精神科救急による医療保護入

院の対象者像と明確な区別がついていない可能性が懸念される。 

 

 そもそも、普段通所事業所で精神疾患による障害当事者と生活を共にしている私たちでさえ、措

置入院者と直接かかわる機会は極めて稀で、直接措置入院の現場に立ち会うことがない。であるか

ら、精神疾患による障害当事者と関わることのない人が措置入院の対象者の実像を正確に把握でき
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ているとは考えにくく、その中で立法することは、現実との乖離だけを生む可能性があり極めて危

険である。 

 これらの意見もあり、「とうきょう会議」としては、2017年 5月 25日に予定されている「とう

きょうキャラバン」で「あり方検」がまとめた報告書を改めて学び、2017年 7月 1日に予定され

ている「社員総会」の総会企画研修でも本質的な精神保健福祉法の改正問題について学ぶ機会を通

し、改めて諸問題の整理を行い、その上で何等かの会としての立場をとりまとめることとなった。 

 

 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案まとめ 

 ・これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会まとめ 

 ・相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止検討チームまとめ 

 ・津久井やまゆり園事件検証委員会報告書 

 ・神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市共同要望「措置入院制度の見直しに関する要望書」 

 ・諸団体の精神保健福祉法改正案と立法経過に対する声明等 

 
6. 2017年度のテーマ  
 担当：事務局 

【要旨】 

 2017年度のテーマについて検討をお願いします。 

 

【意見】 

 次のような候補が挙がりました。 

  ・平成30年度トリプル改正 

  ・精神保健福祉法改正関係 

  ・八丈島から精神病院のない暮らしを考える 

 
7. 「各部会報告・連絡等」 
◆相談支援従事者研修企画部会 
◆東京都自立支援競技会 
◆東部ブロック 
◆スポーツ企画部会スポーツ企画部会 
＜今後の予定＞ 
 とうきょう会議主催  後援 東京都(予定) 
「東京都精神障害者スポーツ交流祭フットサル大会 2017」 
日 時：2017年 5月 25日(木)9：00 開場 10：00～10：30 開会式 
             10：45～14：55 競技 
              15：00～15：15 閉会式 
場 所：ミズノフットサルプラザ BumB(江東区夢の島 2－1－3) 
参加予定：17～20チーム 
※4月 1日に申込書類一式を郵送予定。 メーリングリストにも流します。 
 
「2017年スポーツ交流祭 第 34回バレーボール大会」は 2017年 11月 16日(木) 
 ただ、来年（2018年）行う予定でした記念すべき第 35回大会は、東京体育館がオリンピックに
伴う工事のため借りることができません。会場探しが必要ですが、東京体育館のような観覧席があ

り、4コート以上取れるところがありません。 
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 個人的には隅田体育館(JR錦糸町駅すぐ)はどうかと思いますが、墨田区立なので中部センターの
方は予約が難しいようです。八王子にも大きな体育館がありますが、京王線沿線なうえに、東部の

参加者が多く参加しているので難しいかなと思っています。 
良い知恵があればお教えください。 
 
◆研修部会 
◆支援センター部会 
◆東京都精神保健福祉連絡会担当 
 次回の東京都精神保健福祉連絡会 
 日時： 2017年 4月 26日（水）18:30から 20:30 
 場所： 東社協会議室 12階D会議室 （飯田橋セントラルプラザ） 
◆事務局 
◆その他 
 

●次回運営委員会：2017年 5月 12 日（金）19:30～ 
 
 
以上 


