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：2017 年 5 月 12 日（金）
時間：19:30～22:30
場所：すぎなみ１５１
司会：
記録：
参加者：理事 4 名中 2 名、監事 2 名中 1 名、運営委員 7 名中 3 名、
センター部会 1 名、相談従事者研修部会 0 名、事務局 5 名中 1 名、
会員 0 名
計 8 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
瀬川 聖美

田中 直樹

○ 齋藤 隆彦

渡辺 真也

○ 蓮沼 和音

支援センター部会からの参加
○ 高田 俊太郎
事務局
○ 丹菊 敏貴
三村 豊
進藤 征寛
会員の参加

樋口 勝

大倉 由利江

1. 2017 年度社員総会に向けて
担当：事務局
【要旨】
2017 年 4 月 21 日の運営委員会で、2017 年度社員総会運営内容について次のようにすることが確
認されました。
(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)

17:30～ 懇親会

休憩

1/6

(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
本日までに、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てい
ました。
現在提出のあった部会配分金について確認をお願いします。
地域連携活動 東部ブロック

350,000 円

支援センター部会

300,000 円

スポーツ企画部会

提出待ち

研修部会

提出待ち

また、東部ブロックと支援センター部会の予算内容について意見交換が行われました。
部会配分金については、全ての部会からの予算書が出揃った上で、全体の予算規模に応じて必要
があれば調整することになりました。

2. 2017 年度社員総会企画研修
担当：事務局
【要旨】
2017 年 4 月 21 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が講師を引き受けて下さった事が確認さ
れ、講演内容の概要について以下の通り意見がだされました。
「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。
」
2017 年 4 月 21 日の運営委員会では、
タイムスケジュールについては次の通りとなっていました。
(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

2/6

大塚先生と伊澤さんとの対談を計画しましたが、伊澤さんのご都合がつかないため、内容の再検
討が必要となっています。検討をお願いいたします。
【検討結果】
研修テーマ：
「無関心ではいられない『精神保健福祉法改正』がおよぼすもの」
～改正で何がどう変わるか～
総合司会： 金川さん（金川さんには蓮沼さんから依頼しておく。
）
タイムスケジュール修正後の内容
(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
15:55～16:10（15 分）大塚先生＋鈴木卓郎さん 講演内容の振り返り
16:10～16:45（35 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。4 月 21 日の運営委員会で、
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。
ご本人の承諾状況は以下の通りです。
まだ調整が必要な状況ですので、検討をお願いします。
理事候補： 鈴木 卓郎 さん （承諾済）
理事候補： 金川 洋輔 さん （承諾済）
理事候補： 半田 佳子 さん （承諾済）
理事候補： 瀬川 聖美 さん （辞退）
理事候補： 齋藤 隆彦 さん （要調整）
監事候補： 近藤 淳 さん

（承諾済）

監事候補： 今村 まゆら さん（承諾済）
【検討結果】
理事候補： 鈴木 卓郎 さん （承諾済）
理事候補： 金川 洋輔 さん （承諾済）
理事候補： 半田 佳子 さん （承諾済）
理事候補： 齋藤 隆彦 さん （承諾済）
監事候補： 近藤 淳 さん

（承諾済）

監事候補： 今村 まゆら さん（承諾済）
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4. 組織運営体制
担当：事務局
【要旨】
(1) 運営委員会
2017 年度当初の運営委員は、
本日欠席のスポーツ企画部会の運営委員について確認を行った上、
現行の運営委員のままとすることが確認されました。
運営の中で、運営委員の補充を目指してゆく事について再確認されました。
「とうきょうキャラバン」は、拡大運営委員会であるという位置づけもあるので、次回の「とう
きょうキャラバン」では、通常の運営委員会への参加も呼びかけてゆく事が確認されました。
(2) 事務局
2016 年度の事務局員は 5 名でしたが、2 名減少となりました。
2017 年度当初の事務局員は 3 名となりますが、事務局員の補充が課題となりました。
(3) 相談支援従事者研修部会
2016 年度は、相談支援従事者研修部会は実質休止状態となっていました。
2017 年度は、この先 2 年後に相談支援従事者研修の内容が変わってゆく可能性を見据えて、今
後どのような研修事業を実施してゆくか検討をする時期とし、組織としては、研修部会下におく方
針となりました。
「とうきょう会議」の研修機能に、各部会の研修機能を集約し、研修事業を充実してゆけるよう
にする方針が確認されました。

5. 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 4 月 21 日の運営委員会で次のような案がだされました。最終的にテ
ーマ確定をお願いします。
・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
【検討結果】
「第 5 期障害福祉計画から 5 年後 10 年後を見通す」

6. その他
本日の運営委員会では、精神保健福祉法改正の動向、障害福祉計画策定、相談支援従事者研修、
東京都自立支援協議会、東京都障害者施策推進協議会などの話題に関連し、様々情報提供や意見交
換も行われました。
東京都の様々な動きを、一覧にまとめて会員に配信してはどうかとの意見があり、事務局で作っ
てみることになりました。

4/6

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＞（再掲）
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
（再掲）
「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。
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役員会（担当：丹菊敏貴）
日時： 2017 年 5 月 18 日（水）午前 9 時 30～
場所： 飯田橋セントラルプラザ 5 階会議室（東京都社会福祉協議会第 1 事務室内）
内容： 平成 29 年度役割分担について
その他
東京都社会福祉協議会地域福祉推進委員会（担当：丹菊敏貴）
日時： 2017 年 5 月 26 日（金）午後 2 時から 4 時
場所： 飯田橋セントラルプラザ 12 階 会議室 AB
内容： ①正副委員長の選出について
②平成 29 年度東京都社会福祉関係予算に関する提言の具体化状況について
③「提言 2017」について
④地域福祉推進検討ワーキングの設置について
⑤その他
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次回の東京都精神保健福祉連絡会／東京都精神保健福祉民間団体協議会
日時： 2017 年 6 月 21 日（水）18:30 から 20:30
場所： 東社協会議室 12 階 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：
日時： 2017 年 6 月 8 日（木）19:30～
会場： すぎなみ１５１

以上
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