
第 Ⅰ 部
会　　　　議



平成 24 年度全国精神保健福祉センター長会定期総会 
                    

日時：平成24年7月19（木）、20日(金)  
会場：アジュール竹芝 13階 飛鳥 

 

次      第  

（敬称略） 
7月19日（木） 

 

開会 14:30 
 

１ 特別講演（14:30～15:15）  

「最近の精神保健医療福祉施策について～精神保健福祉センター長に求めるもの～」 

福田 祐典（厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課長） 

 

 

２ 事業説明（15:30～16:00）  

（１）「心のケアチーム整備事業について」 

（２）「災害時こころの情報支援センター運営事業について」  

中谷 祐貴子（厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課） 

 

 

３ パネルディスカッション（16:00～17:30） 
 「精神保健福祉センターの現状とこれから」  

《パネリスト》  

桑原 寛 (神奈川県) 

「精神保健福祉センターの役割の変遷と今求められているもの」 

黒田 安計 (さいたま市） 

「センターの現状調査から浮かぶ課題 －山下班の研究調査から－」 

黒田  研二 (関西大学 人間健康学部教授） 

「保健医療計画と精神保健福祉センター」 

 

 

閉会 17:30 
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7月20日（金） 

 

開会 10:30 
 
１ 報告事項（10:30～11:00） 
（１）会長挨拶 
（２）会員の異動について

（３）その他 
 
 
２ 議決事項（11:00～12:00） 
  議長団選任 
（１）平成 23年度事業報告案、決算報告案、会計監査報告 
（２）平成 24年度事業計画案、予算案 
（３）役員人事の承認 
（４）その他 
  議長団解任 
 
 
３ 意見交換（13:00～15:00） 
（１）ワーキンググループ活動報告と再編成について (各WGチーフ) 
（２）厚生労働科学研究「精神障害者保健福祉手帳の判定マニュアルの作成及び実態把握

に関する研究」について（太田） 
（３）ひきこもり地域支援センター全国連絡協議会について（太田） 
（４）保護者制度、医療保護入院制度のヒアリングの報告と今後の対応について (田辺) 
（５）心の健康推進基本法について (太田) 

（６）法務省「薬物地域支援研究会」について（田辺） 

（７）アルコール依存対策基本法について(田辺) 
（８）精神神経学会アウトリーチシンポジウムについて（伊藤） 

（９）厚生労働科学研究 「地域精神保健医療のニーズの変化とその予防的対応に関する研

究」について（森川） 

（１０）その他 

 
 
閉会 15:00  
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北海道・東北ブロック（9） 平成２４年５月８日現在

　　センター名 氏　　　名

北海道立精神保健福祉センター 田辺　等

 札幌こころのセンター（札幌市精神保健福祉センター） 鎌田　隼輔

青森県立精神保健福祉センター 岩佐　博人

岩手県精神保健福祉センター 黒澤　美枝

宮城県精神保健福祉センター 西條　尚男

仙台市精神保健福祉総合センター 林　みづ穂

秋田県精神保健福祉センター 伏見　雅人

山形県精神保健福祉センター 有海　清彦

福島県精神保健福祉センター 畑　哲信

関東・甲信越ブロック(18)
　　センター名 氏　　　名

茨城県精神保健福祉センター 佐藤　茂仁

栃木県精神保健福祉センター 増茂　尚志

群馬県こころの健康センター 浅見　隆康

埼玉県立精神保健福祉センター 杉山　一

さいたま市こころの健康センター 黒田　安計

千葉県精神保健福祉センター 岡田　眞一

千葉市こころの健康センター 井上　俊宏

東京都立精神保健福祉センター 小川　一夫

東京都立中部総合精神保健福祉センター 益子　茂

東京都立多摩総合精神保健福祉センター 野津　眞

川崎市精神保健福祉センター 伊藤　真人

神奈川県精神保健福祉センター 桑原　寛

横浜市こころの健康相談センター 白川　教人

相模原市精神保健福祉センター  鈴木　志麻子

新潟県精神保健福祉センター 阿部　俊幸

新潟市こころの健康センター 福島　昇

山梨県立精神保健福祉センター 小石　誠二

長野県精神保健福祉センター 小泉　典章

平成２４年度　センター長会（69）名簿
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中部・近畿ブロック（20）
　　センター名 氏　　　名

岐阜県精神保健福祉センター 丹羽　伸也

静岡県精神保健福祉センター
（静岡県こども家庭相談センター精神保健福祉部）

内田　勝久

静岡市こころの健康センター 直井　一文

浜松市精神保健福祉センター 二宮　貴至

愛知県精神保健福祉センター 子安　春樹

名古屋市精神保健福祉センター 新畑　敬子

三重県こころの健康センター 井上　雄一朗

滋賀県立精神保健福祉センター 苗村　光廣

富山県心の健康センター 數川　悟

石川県こころの健康センター 倉田　孝一

福井県精神保健福祉センター 天谷　泰公

京都府精神保健福祉総合センター 森　雅彦 

京都市こころの健康増進センター 波床　将材

大阪府こころの健康総合センター 松浦　玲子

大阪市こころの健康センター 以倉　康充

堺市こころの健康センター 森川　将行

兵庫県精神保健福祉センター 酒井　ルミ

神戸市こころの健康センター 柿本　裕一

奈良県精神保健福祉センター 根津　智子

和歌山県精神保健福祉センター 小野　善郎
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中国・四国ブロック（11）
　　センター名 氏　　　名

鳥取県立精神保健福祉センター 原田　豊

島根県立心と体の相談センター 小原　圭司

岡山県精神保健福祉センター 藤田　健三

岡山市こころの健康センター 太田　順一郎

広島県立総合精神保健福祉センター 中津　完

広島市精神保健福祉センター 衣笠　隆幸

山口県精神保健福祉センター 河野　通英

徳島県精神保健福祉センター 石元　康仁

香川県精神保健福祉センター 久保　訓子

愛媛県心と体の健康センター 上田　昭

高知県立精神保健福祉センター 山﨑　正雄

九州ブロック（1１）
　　センター名 氏　　　名

福岡県精神保健福祉センター 下野　正健

北九州市立精神保健福祉センター 三井 敏子

福岡市精神保健福祉センター 河野　亨

佐賀県精神保健福祉センター 峯田　聖

長崎県　長崎こども・女性・障害者支援センター 大塚　俊弘

熊本県精神保健福祉センター 児玉　修

熊本市こころの健康センター 井形るり子

大分県こころとからだの相談支援センター 土山　幸之助

宮崎県精神保健福祉センター 河野　次郎

鹿児島県精神保健福祉センター 冨永　秀文

沖縄県立総合精神保健福祉センター 仲本　晴男
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平成２３年度事業報告 
 

１ 総 会 
定期総会   平成２３年 ７月２８日（木）～２９日（金） （東京都） 

 
２ 理 事 会  年３回 

第１回 平成２３年 ７月２９日（金） （東京都） 
第２回 平成２３年１０月１８日（火） （秋田県） 
第３回 平成２４年 ３月１７日（土） （東京都） 

 
３ 常任理事会  年４回 

第１回 平成２３年 ６月１１日（土） （東京都） 
第２回 平成２３年 ７月２８日（木） （東京都） 
第３回 平成２３年 ９月１７日（土） （東京都） 
第４回 平成２３年１２月１０日（土） （東京都） 
 
 

４ 全国精神保健福祉センター長会会議  
   平成２３年１０月１８日（火） （秋田県） 

 
５ 全国精神保健福祉センター研究協議会  

平成２３年１０月１８日（火）～１９日（水） （秋田県） 
 

６ 全国精神医療審査会長・精神保健福祉センター長会議（厚労省主催） 
          平成２４年 ３月１６日（金） （東京都） 
 
７ 大都市部会  年２回 

第１回 平成２３年 ７月２８日（木） （東京都） 
第２回 平成２４年 ３月１５日（木） （東京都） 

 
８ 調査研究と調査協力 

（１）「自立支援医療の適正な運用に関する研究」自立支援医療（精神通院医療）の支給認

定体制等に関する調査 
（２）「措置入院患者の権利擁護、退院促進と地域移行に関する研究」 
（３）「地域精神保健福祉活動における保健所機能強化ガイドラインの作成」 
（４）厚生労働省「精神医療審査会調査」 
（５）福島県「こころの健康度調査」協力依頼 
（６）日本司法書士会連合会からの自殺予防研修への協力依頼 

（７）ヒアリングに向けて緊急調査（自殺対策、保護者・医療保護入院） 

（８）「ひきこもり地域支援センター全国調査」 

   

９ 精神・障害保健課等との意見交換    随  時 
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１０ センター長会会報「第５１号」発行   さいたま市こころの健康センター 
 
１１ 会議等への出席 

（１） 精神保健従事者団体懇談会（益子、小川） 

（２） 全国精神医療審査会連絡協議会（藤田、田辺、松浦） 

（３） 自殺対策研究協議会（松本ほか） 

（４） ＷＨＯサクシーナ部長ヒアリング（松本、藤田、田辺、仲本、益子） 

（５） 内閣府「自殺対策官民協働特命チーム」ヒアリング（松本、藤田） 
（６） こころの健康推進議員連盟ヒアリング（益子、太田、小川） 
（７） 法務省薬物処遇研究会（小泉、田辺、野津) 
（８） 精神神経学会災害対策本部会議（小泉、黒沢、林、桑原、益子、野津、小川、黒田） 
（９） 東日本大震災心のケア活動に係る意見交換会（福島ほか） 
（１０） 全国 CRT 連絡協議会（河野ほか） 
（１１） その他 

 
１２ 後援名義等の承諾 

（１） 第４８回社団法人日本精神保健福祉士協会全国大会・第 11 回日本精神保健福祉学会 
           平成２３年６月２１日（木）～ ６月２３日（土）  
                      ･･･社団法人日本精神保健福祉士協会 

（２） 第１５回全国精神障害者地域生活支援協議会 全国大会 in 徳島 
     平成２３年７月１５日（金）～ ７月１６日（土） 
                ･･･ＮＰＯ法人全国精神障害者地域生活支援協議会 

  （３）平成２３年度「てんかんを正しく理解する月間」協賛 
       平成２３年１１月１日（火） ～ １１月３０日（水）  

･･･社団法人日本てんかん協会 
  （４）第５４回日本病院・地域精神医学会総会 
        平成２３年１１月１８日（金） ～ １１月１９日（土） 

      ･･･日本病院・地域精神医学会 
（５）第３６回全国精神保健福祉業務研修会 

          平成２４年 ２月１１日（金）～ ２月１２日（土）  東京都 
                     ･･･全国精神保健福祉相談員会 
 （６）平成２３年度「自殺対策強化月間」       内閣府自殺対策推進室 

平成２４年 ３月 １ヶ月間（協賛） 
 
１３ センター長会ホームページの運営   広報担当 
 
１４ 自殺予防・全国６８精神保健福祉センター キャンペーンポスター作成 
 
１５ 課題別ワーキンググループ       各ワーキンググループ担当 
 
１６ その他 
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平成２４年度事業計画 
 

１ 総 会 
定期総会   平成２４年 ７月１９日（木）～２０日（金）（東京都） 
 

２ 理 事 会  年３回 
第１回 平成２４年 ７月２０日（金） （東京都） 
第２回 平成２４年１０月２３日（火） （山口県） 
第３回 平成２５年 ３月 ２日（土） （東京都） 
 

３ 常任理事会  年３回 
第１回 平成２４年 ４月１４日（土） （東京都） 
第２回 平成２４年 ６月 ９日（土） （東京都） 
第３回 平成２４年１２月 ８日（土） （東京都） 
 

４ 全国精神保健福祉センター長会会議   
 平成２４年１０月２３日（火）      （山口県） 
 

５ 全国精神保健福祉センター研究協議会  
平成２４年１０月２３日（火）～２４日（水）（山口県） 

 
６ 全国精神医療審査会長会・精神保健福祉センター長会会議（厚労省主催） 

平成２５年 ３月 １日（金）予定    （東京都） 
 

７ 大都市部会  年２回 
第１回 平成２４年 ７月１９日（木） （東京都） 
第２回 平成２５年 ２月２８日（木） （東京都） 

 
８ 調査研究とワーキンググループ 

（１）精神障害者保健福祉手帳の判定マニュアルの作成及び実態把握に関する研究 

（２）日本精神神経学会総会シンポジウム「アウトリーチ支援活動における民間医療機関の

役割と公的機関の役割」 
（３）課題別ワーキンググループ           

     （４）その他 
 

９ 精神・障害保健課等との意見交換    随  時 
 
１０ センター長会会報「第５２号」発行   秋田県精神保健福祉センター 
 
１１ 会議等への出席 

（１） 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チームヒアリング（田辺、藤田） 
（２） 精神保健従事者団体懇談会 （小川） 
（３） 全国精神医療審査会連絡協議会 （藤田、田辺、松浦） 
（４） 自殺予防対策ネットワーク協議会（再編予定）  
（５） 自殺対策研究協議会（再編予定）  
（６） 法務省薬物地域支援研究会（田辺） 
（７） 精神神経学会東日本大震災特別委員会（福島、白川） 
（８） 世界精神医学会国際アンチスティグマ会議（藤田） 
（９） 全国 CRT 連絡協議会（河野ほか） 

     （１０）その他 
 

１２ センター長会ホームページの運営（広報担当） 
 
１３ 自殺予防・全国６９精神保健福祉センター共同事業（自殺対策ワーキンググループ） 

 
１４ その他 
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 1

 

          全国精神保健福祉センター長会会則  

 

 

（名称及び所在地）  

第１条  本会は、全国精神保健福祉センター長会と称し、事務局を原則として、会長 

  の在する精神保健福祉センターに置く。  

 

（構成）  

第２条  本会は、全国の精神保健福祉センター及び、精神保健相談所等（以下、精神 

  保健福祉センター等）の長をもって構成する。  

 

（目的及び事業）  

第３条  本会は、地域精神保健福祉の向上を目的とし、次の事業を行う。 

         １．全国精神保健福祉センター研究協議会を開催すること 

         ２．精神保健福祉センター等の事業及び運営の向上に関すること 

        ３．精神保健福祉センター等の連携に関すること  

         ４．地域精神保健福祉に関する調査研究  

         ５．会報の発行 

         ６．その他本会の目的達成に必要なこと  

 

（役員）  

第４条  本会に次の役員を置く。  

 会 長   １名  

副会長     若干名  

          常任理事  ブロック選出５名、並びに会長指名若干名  

理 事     ブロック選出６名、並びに会長指名若干名 

  監 事      ２名  

 

第５条   会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

副会長は、会長を補佐して会務を掌り、会長事故あるときはその職務を代理し、会

長欠員のときはその職務を行う。  

     常任理事は、常務を掌る。  
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 2

 理事は、会務を掌る。  

  監事は、本会の会計を監査する。  

 

第６条   役員の任期は、２年とする。但し、再任を妨げない。 

 

第７条   会長は、総会において選出する。 

 副会長は、会長が指名し、総会で承認する。  

    各ブロック選出の常任理事及び理事は、各ブロックの会員が選出する。  

    ブロック選出常任理事は各ブロック１名、ブロック選出理事は中部・近畿ブロック 

は２名、他のブロックは１名とする。   

     監事は、以下のブロックの組み合わせ順で、ブロックから候補者を１名推薦し、総  

会において承認する。  

      北海道・東北ブロックと、中国・四国ブロック  

    関東・甲信越ブロックと九州ブロック  

       中部・近畿ブロックと北海道・東北ブロック  

       中部・近畿ブロックと関東・甲信越ブロック  

       九州ブロックと中部・近畿ブロック  

 

第８条  役員に欠員を生じたときは、次の総会において選出する。  

 

（顧問）  

第９条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱す  

る。  

 

（会議）  

第10条  会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。  

  但し、常任理事会が必要と認めたときは、委員会を置くことができる。  

 

第11条  総会は、会員をもって構成し、毎年１回以上会長が召集する。 

 

第12条  次の事項は、総会の議決を経なければならない。  

１．収支予算  

２．収支決算  
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    ３．会則の変更  

    ４．事業計画  

    ５．経費の収入方法 

    ６．重要な財産の管理方法及び処分  

    ７．解散に関する事項 

    ８．その他重要な事項 

（２）会長は、総会において次のことを報告しなければならない。  

１．庶務及び会計報告  

    ２．事業報告  

 

第13条  総会は、会員の過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。 

（２）総会に出席できない会員は、委任状をもって出席にかえることができる。  

 

第14条  総会の議長及び副議長は各１名とする。  

 

第15条の1 理事会は、会長、副会長、理事及び常任理事をもって構成し、会長が召集す 

る。 

 （２）理事会は、理事会構成員の半数をもって成立し、出席者の過半数をもって議決す

る。 

  （３）理事会に出席できない場合は、委任状をもって出席にかえることができる。  

（４）総会に提出すべき事項は、理事会の議決を要する。  

  

第15条の2 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成し、会長が召集する。  

（２）常任理事会は、常任理事の過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって議  

決する。  

（３）常任理事会に出席できない場合は、委任状をもって、出席にかえることができる。 

（４）常任理事会は、本会の常務を掌るうえで、必要な事項を定めることができる。  

 

第16条  経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。  

 

第17条  会費の額及びその徴収方法は、総会の議決を経て定める。なお、会費は平成 

８年度より年額５０，０００円とする。  
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第18条  本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。  

 

（雑則）   

第19条  本会事務局の執務に関して必要な事項は、会長が定める。 

 

（付則）  

第20条  本会の会則は、昭和３９年１１月１８日より執行する。  

 

          １．昭和４０年１０月１９日 一部改訂  

          ２．昭和４２年１１月１４日 一部改訂  

          ３．昭和４５年 ６月 ５日 一部改訂  

          ４．昭和４６年 ５月１９日 一部改訂  

          ５．昭和５４年 ６月１３日 一部改訂  

          ６．昭和６２年 ６月２５日 一部改訂  

          ７．昭和６２年１１月１６日 一部改訂  

          ８．昭和６３年 ６月１８日 一部改訂  

          ９．平成 ３年 ６月２６日 一部改訂  

          10．平成 ５年 ７月２３日 一部改訂  

          11．平成 ７年 ７月２０日 一部改訂  

          12．平成１５年 ７月２５日 一部改訂  
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 全国精神保健福祉センター長会役員名簿                            H24.7.20

役　職 氏　　名 所　　　　　　　　属

会　長 藤田　健三 岡山県精神保健福祉センター

副会長 田辺　等 北海道立精神保健福祉センター

副会長 黒田　安計 さいたま市こころの健康センター

副会長 益子　茂 東京都立中部総合精神保健福祉センター

副会長 野津　眞 東京都立多摩総合精神保健福祉センター

常任理事（＊） 伏見　雅人 秋田県精神保健福祉センター

常任理事 小川　一夫 東京都立精神保健福祉センター

常任理事 福島　昇 新潟市こころの健康センター

常任理事 小泉　典章 長野県精神保健福祉センター

常任理事（＊） 森川　将行 堺市こころの健康センター

常任理事 二宮　貴至 浜松市精神保健福祉センター

常任理事 松浦　玲子 大阪府こころの健康総合センター

常任理事 太田　順一郎 岡山市こころの健康センター

常任理事 仲本　晴男 沖縄県立総合精神保健福祉センター

理事（＊） 畑　哲信 福島県精神保健福祉センター

理事 白川　教人 横浜市こころの健康相談センター

理事 新畑　敬子 名古屋市精神保健福祉センター

理事（＊） 小野　善郎 和歌山県精神保健福祉センター

理事（＊） 山崎　正雄 高知県立精神保健福祉センター

理事 三井　敏子 北九州市立精神保健福祉センター

監事 井上　雄一朗 三重県こころの健康センター

監事（＊） 下野　正健 福岡県精神保健福祉センター

事務局 東京都立多摩総合精神保健福祉センター
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平成 2４年度全国精神保健福祉センター長会議 
                    日時：平成２４年１０月２３日(火)  13:00～14:45 

会場：山口県山口市湯田温泉「翠山荘」2 階カトレア 

 
次      第  

 
 開会 13:00 

 

１ 報告事項（13:00～13:40） 
（１）シンポジウム「今後の地域精神保健福祉のあり方―地域保健の再構築に向けて」について（藤田） 

（２）全国精神医療審査会（10 月 20 日仙台シンポジウムほか）（田辺） 

（３）薬物依存症その他の依存症の施策について（田辺） 

（４）ワーキンググループから 

ア アウトリーチ・危機介入 WG（太田） 

① 第 109 回日本精神神経学会総会学術集会におけるシンポジウム企画について 

② 第２回中四国アウトリーチ研修会（意見交換会）について 

イ 自殺実態調査・未遂者支援 WG（太田、森川） 

未遂者支援への取り組みに関する追加調査の実施とそれに基づくシンポジウム企画について 

ウ 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療 WG（太田） 

厚生労働科学研究「精神障害者保健福祉手帳の判定マニュアルの作成及び実態把握に関する研

究」の進捗状況について 

エ 思春期・ひきこもり WG（松浦、太田） 

①「ひきこもり地域支援センター全国連絡協議会」の「社会福祉推進事業」の進捗状況について 

②「ひきこもり地域支援センター全国連絡協議会」の第２回研究協議会について 

（５）平成 24 年度厚生労働科学研究 

「新たな地域精神保健医療体制の構築のための実態把握および活動の評価等に関する研究」（分担

研究者：竹島正）における分担研究「地域精神保健医療のニーズの変化とその予防的対応に関する

研究」（森川） 

（６）ブロック会議報告 （ブロック担当常任理事） 

（７）後援名義の使用承諾（事務局） 

① リカバリーフォーラム 2012（リカバリー全国フォーラム 2012 事務局） 

② 第 5 回全国精神保健福祉家族大会みんなねっと茨城大会（全国精神保健福祉会連合会） 

③ 「うつ病を知る日」東京 講演会（うつ病の予防･治療日本委員会） 

④ 第 4 回 ACT 全国研修会（ACT 全国研修会事務局） 

⑤ 2012 てんかん月間（日本てんかん協会事務局） 

（８）その他  
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２ 協議事項（13:40～14:25） 
（１）運営に関すること 

 ア 事務局の事務委託について中間報告（野津）  

 イ 会則の改定について（野津） 

（２）過去の全国センター長会の資料（会報や研究論文や提言など）の収集・保存について（藤田）  

（３）精神保健啓発の協働モデルの開発計画（案）について（藤田） 

（４）その他 

 

閉会 14:25  
 
ワーキンググループの時間（14:25～14:45） 
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平成 24 年度全国精神保健福祉センター長会常任理事会（第１回） 
                    

日時：平成24年4月14日(土) 10：30～16：00 
会場：東京八重洲ホール 6階 612会議室 

 

次      第  

 
開会 10:30 
 
１  報告事項（10:30～11:00） 
（１）薬物処遇研究会について（田辺 敬称略、以下同じ） 
（２）事務局から (野津) 
（３）その他 
 
 
２  協議事項（11:00～16:00） 
（１）センター長会の会員の要件と、メーリングリストのメンバーについて（松浦） 
（２）センター長会ホームページ サーバー管理分担金について(黒田) 
（３）医療保護入院・保護者制度に関する 4 月 27 日ヒアリングについて（田辺、藤田、

松浦） 
（４）7月19日、20日定期総会プログラムについて（藤田、野津） 
（５）金吉春先生より「災害支援に関する研究」への参加について (藤田) 
（６）その他、意見交換  
 
 
閉会 16:00  
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平成 24 年度全国精神保健福祉センター長会常任理事会（第２回） 
                    

日時：平成24年6月9日(土) 10：30～16：00 
会場：東京八重洲ホール 5階 512会議室 

 

次      第  

 
開会 10:30 
 
１  協議事項（10:30～14:30） 
（１）平成 23年度事業報告案、決算報告案（事務局） 
（２）平成 24年度事業計画案、予算案（事務局） 
 ① ホームページ、メーリングリストの業務委託について（黒田） 
 ② 会計年度変更の是非について（事務局） 
 ③ 事務局委託の是非について（事務局) 
（３）平成 24年度定期総会（事務局）  
 ① プログラム案について（事務局） 
 ② パネルディスカッションについて（事務局） 
③ その他 

（４）保護者制度、医療保護入院制度のヒアリングの経過報告と今後の対応について 
（田辺、藤田、松浦） 

（５）精神神経学会東日本大震災特別委員会委員推薦について（事務局） 
（６）世界精神医学会国際アンチスティグマ会議への対応について（事務局) 
（７）その他、意見交換  
 
２  報告事項（14:30～15:30） 
（１）日本精神神経学会総会シンポジウム「アウトリーチ支援活動における民間医療機関

の役割と公的機関の役割」について（太田） 
（２）厚生労働科学研究「精神障害者保健福祉手帳の判定マニュアルの作成及び実態把握

に関する研究」について（太田） 
（３）ひきこもり地域支援センター全国連絡協議会役員会の「社会福祉推進事業」応募に

ついて（太田） 
（４）精神保健指導過程研修の原稿について（藤田） 
（５）その他 
 
３  自殺対策ネットワーク会議について（15:30～16:00） 
   （自殺予防総合対策センター竹島先生） 
 
閉会 16:00  
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資料 

１ 23年度事業報告案 

２ 23年度収支決算案 

３ 24年度事業計画案 

４ 24年度予算案 

５ 定期総会プログラム案 

６ 会則 

７ 役員名簿 

８ ヒアリング関連（田辺文書、藤田文書、保健衛生ニュース5/14号コピー） 

９ 日本精神神経学会東日本大震災特別委員会案 

10 第6回世界精神医学会アンチスティグマ分科会国際会議（開催概要、後援団体リスト） 

11 精神神経学会シンポジウム 

12 精神障害者保健福祉手帳の判定マニュアルの作成及び実態把握に関する研究 

13 ひきこもり地域支援センター全国連絡協議会 

14 保健衛生ニュース4/30、5/7合併号コピー 

15 文書起案簿 
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平成 24 年度全国精神保健福祉センター長会常任理事会（第３回） 
                    

日時：平成24年12月8日(土) 10：30～16：00 
会場：東京八重洲ホール 6階 611会議室 

 

次      第  

（敬称略） 
開会 10:30 
 
１  協議事項（10:30～14:30） 
（１）事務局委託について（事務局） 
（２）会則改定について（事務局） 
（３）センター職員の人事交流について（仲本） 
（４）国立精神保健研究所の存続をめぐる動き（仲本）  

（５）厚労省訪問(12/17 予定)と協議事項について（藤田） 
（６）全国センター長会の資料の収集・保存について（藤田） 
（７）入院制度及び審査会等の見直しに関連するセンター長会としての取り組み 

について（藤田） 
（８）依存症者医療と回復支援検討会（田辺） 
（９）精神保健福祉センターにおける法定業務について（田辺） 
（10）その他、意見交換  
 
２  報告事項（14:30～16:00） 
（１）アウトリーチ関連シンポジウムの企画について（太田） 
（２）自殺未遂者支援関連シンポジウムの企画について（太田） 

（３）ブロック会議報告（各ブロック担当） 
（４）事務局から 
（５）精神保健啓発の協働モデルの開発に関連する調査協力について 

―JCPTDとの関連―（藤田） 
（６）自殺対策WG進捗状況（森川、資料のみ） 
（７）その他 
     
閉会 16:00  
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平成 24 年度全国精神保健福祉センター長会理事会（第 1 回） 
                    

日時：平成24年7月20日(金)  9:30～10:20 
会場：アジュール竹芝 16階 憩 

 

次      第  

 

開会 9:30 
 
１ 協議事項（9:30～10:00） 
（１）平成 23年度事業報告案、決算報告案 
（２）平成 24年度事業計画案、予算案 
（３）会員の異動と役員人事について 
（４）その他 
 
２ 意見交換（10:00～10:20） 
（１）ワーキンググループ活動報告と再編成について(各WGチーフ) 
（２）厚生労働科学研究「精神障害者保健福祉手帳の判定マニュアルの作成及び実態把握

に関する研究」について（太田） 
（３）ひきこもり地域支援センター全国連絡協議会について（太田） 
（４）保護者制度、医療保護入院制度のヒアリングの報告と今後の対応について(田辺) 
（５）心の健康推進基本法について(太田) 

（６）法務省「薬物地域支援研究会」について（田辺） 

（７）アルコール依存対策基本法について(田辺) 
（８）精神神経学会アウトリーチシンポジウムについて（伊藤） 

（９）厚生労働科学研究 「地域精神保健医療のニーズの変化とその予防的対応に関する研

究」について（森川） 

（１０）その他 

 
閉会 10:20  
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平成２４年度全国精神保健福祉センター長会理事会（第２回） 
                    日時：平成２４年１０月２３日(火)  1100～12:00 

会場：山口県山口市湯田温泉「翠山荘」2 階フリージア 
 

次      第  

 
 開会 11:00 

 

１ 報告事項（11:00～11:30） 
（１）シンポジウム「今後の地域精神保健福祉のあり方―地域保健の再構築に向けて」について（藤田） 

（２）全国精神医療審査会（10 月 20 日仙台シンポジウムほか）（田辺） 
（３）薬物依存症その他の依存症の施策について（田辺） 
（４）ワーキンググループから 
ア アウトリーチ・危機介入 WG（太田） 
① 第 109 回日本精神神経学会総会学術集会におけるシンポジウム企画について 
② 第２回中四国アウトリーチ研修会（意見交換会）について 

イ 自殺実態調査・未遂者支援 WG（太田、森川） 
未遂者支援への取り組みに関する追加調査の実施とそれに基づくシンポジウム企画について 

ウ 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療 WG（太田） 
厚生労働科学研究「精神障害者保健福祉手帳の判定マニュアルの作成及び実態把握に関する研

究」の進捗状況について 
エ 思春期・ひきこもり WG（松浦、太田） 
①「ひきこもり地域支援センター全国連絡協議会」の「社会福祉推進事業」の進捗状況について 
②「ひきこもり地域支援センター全国連絡協議会」の第２回研究協議会について 

（５）平成 24 年度厚生労働科学研究 
「新たな地域精神保健医療体制の構築のための実態把握および活動の評価等に関する研究」（分担

研究者：竹島正）における分担研究「地域精神保健医療のニーズの変化とその予防的対応に関する

研究」（森川） 
（６）ブロック会議報告 （ブロック担当常任理事） 
（７）事務局から（野津） 
（８）その他  

 
２ 協議事項（11:30～12:00） 
（１）運営に関すること 

 ア 事務局の事務委託について中間報告（野津）  

 イ 会則の改定について（野津） 

（２）過去の全国センター長会の資料（会報や研究論文や提言など）の収集・保存について（藤田）  

（３）精神保健啓発の協働モデルの開発計画（案）について（藤田） 
（４）その他 
 

閉会 12:00  
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平成 24 年度全国精神保健福祉センター長会理事会（第３回） 
                日時：平成２５年３月２日(土)  10：30～16：00 

会場：東京八重洲ホール ６１１会議室 

 

次      第  

開会 10:30 

 

協議事項（10:30～12:00） 

１．役員の異動について（藤田（敬称略、以下同じ））

２．事務局委託について（野津、黒田）  

３．会則改定について（野津）  

４．精神保健福祉法改正問題検討ワーキンググループの設置について（藤田、黒田） 

５．精従懇会議ならびに法改正情報について（益子、小川） 

６．精神神経学会東日本大震災特別委員会について（福島、白川） 

 （併せて「災害情報システム演習」と「災害時こころのケア関連記録様式」について報告） 

７．7月定期総会時の特別講演等について（野津） 

８．その他 

 

報告事項(13:00～16:00) 

１．3月1日  全国精神医療審査会長・センター長会議（藤田、田辺）  

２．2月 28 日 大都市部会（部会メンバー） 

３．ワーキンググループから（担当メンバー）  

４． ブロック会報告 

中部・近畿ブロック会議（松浦） 

５．薬物対策・法務省関連(田辺) 

６．依存症対策・厚生労働省関連(田辺) 

７．厚労科研竹島班分担研究報告書について（森川） 

８．大田常任理事から報告および協議事項（15：00 ごろから) 

①アウトリーチ WG 企画シンポジウム（日本精神神経学会・福岡）について 
②アウトリーチ評価指標について(協議) 
③自殺未遂者支援 WG 企画シンポジウム（日本精神神経学会・福岡）について 
④精神保健福祉手帳の等級判定に関する厚生労働科学研究について 
⑤ひきこもり地域支援センター全国連絡協議会の活動(社会福祉推進事業)について(松浦、太田） 
⑥道路交通法の改正について 
９．その他 
 
閉会 16:00 
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