
2017 年 9 月山梨県臨床心理士会幹事会－議事録 

 

日 時 ： 平成 29 年 9 月 29 日（木）18：50～20：20 

場 所 ： 山梨英和大学 会議室Ｂ 

書 記 ： 河西（こころの健康電話相談） 

出席幹事 ： 清水会長（医療保健）、深澤副会長（学校）、百瀬（倫理）、齊藤（広報）、設樂

（研修）、小林（福祉臨床）、佐野（産業）、三沢（高齢者支援）、比志（被害者

支援）、大塚（子育て支援）、小野事務局長 

欠席幹事 ： なし 

事務局 ： 望月会計担当 

陪 席 ： 吉川代議員 

 

Ⅰ 郵便物回覧 

関係機関からのお便り、ニューズレターを回覧した 

 

Ⅱ 会員動向 

 入退会希望者はなし 

 

Ⅲ 報告・審議事項 

１．報告 

（１）小野事務局長より、山梨県精神保健福祉大会（平成 29 年 10 月 24 日(火)開催）につ

いての名称後援依頼が県障害福祉課よりあり承認した 

（２）小野事務局長より、山梨県弁護士会との合同勉強会が平成 29 年 10 月 18 日（水）18-20

時に開催されるが、参加者を若干名まだ募集中．希望者は事務局まで． 

（３）事務局・望月会計担当より、平成 29 年度予算案について、望月会計担当より数字に

間違いがあったので修正したとの報告があった．福祉臨床発達支援委員会の今年度予算

（案）を作成し、次第事務局へ送り、次回幹事会で承認を得ることとした． 

（４）被害者支援委員会・比志幹事より、災害支援、中部ブロック会議の動向について、

10 月 29 日（日）に愛知県臨床心理士会において、第 1回中部ブロック会議を開催、吉

田恵子会員が参加予定だが、学校臨床心理士会とも連携して参加を検討していく．参加

の際は、旅費は予備費より支給することを確認した． 

（５）清水会長より、山梨いのちの電話公開講座の開催についてスケジュールが配布され、

本会会員 5名が講師として参加していることが報告された． 

（６）子育て支援委員会・大塚幹事より、定例委員会で見学したクリニックまつおか（石

和）と、産前産後ケアセンター（健康科学大が石和で運営）について報告があり、セン

ターのパンフレットも共有した．また 11 月 5 日（日）に予定されている子育て支援委

員会主催の講演会について案内があった 

（７）倫理委員会・百瀬幹事より、10 月 14 日（土）に開催される日本臨床心理士会定例研

修会の倫理ワークショップに出席予定との報告があった．旅費支給することも確認した． 



（８）研修委員会・設樂幹事より、本年度のぶどうの丘ワークショップを平成 29 年 12 月

23 日（土・祝日）に日帰りで開催するとの報告があった．各委員長に委員宛周知の依

頼があった．今後、まずホームページ会員ページに掲載し、広報メールで会員に伝達し

ていく．なお、事例報告者の申込期限が 10 月末と迫っているため、各委員会の研修会

及びメーリングリストで早めに案内する。 

（９）清水会長より、特別支援教≪インクルーシブ教育推進協議会のメンバーである、作

業量療法士会・理学療法士会・言語聴覚士会の三団体会長より、発達障害児の関わり方

を中心に研修会を開催したいので、協力願いたいとの依頼があり、講師の人選を行い、

福祉臨床発達支援委員会の中嶋彩氏に依頼し「臨床心理士の関わりを中心に如何に協働

していくか」をテーマに、10 月 27 日（金）19-21 時、大木記念ホールで開催予定との

報告あり． 

（１０）清水会長より、地域精神医療研究会で本会会員である伊藤千永子氏を講師に「ハ

ローワークにおける精神障害者トータルサポーター事業について」」のテーマで、11 月

16 日（木）15-17 時、精神保健福祉センターで開催予定との報告あり． 

 

２．審議 

（１）岡山県臨床心理士会からの災害支援及び受援アンケートへの対応について 

災害被災時の支援体制について各都道府県士会へ向けた調査アンケートで、被害者

支援委員会に回答の担当を依頼．回答内容を幹事回覧でチェックした後返送すること

とした． 

（２）ホームページと広報メール送信について（広報委員会より） 

広報のメール配信は今年度中はホームページと並行して継続していくこととし、来年

度からは、会員個人がホームページの会員ページに見に行く形にしたい．広報の量が

多くなっているので、見やすいようにページをデザインし直していくことを、事務局

と作業工賃を検討しながら業者と打ち合わせしていく． 

山梨県臨床心理士会会則、倫理規定についてもホームページに掲載していくことを確

認した 

 

３．その他 

福祉臨床発達支援委員会委員長の小林幹事が副理事長をしているＪＤＤネットの人

材育成研修会（後期）が平成 30 年 1 月 27 日に英和大で開催予定．10 月 13 日（金）に

開催される第 1 回検討委員会について当会に出席依頼があり、今回は、当会より清水

会長が出席することとした． 

 

書記輪番表（今期、医療（会長）は除く） 

産業→高齢者→研修→倫理→被害者→事務局長→学校→子育て→広報→こころ電話→福祉         

 

以上 

次回幹事会 11 月 24 日（金）18：30 から 書記は【福祉臨床】 

（なお、次回こころの健康電話相談委員会は所用により欠席） 



広報委員会からのお知らせ 

 

<毎月の広報について> 

１．毎月の広報への掲載申し込み専用アドレスができました！こちらのメールアドレ

スへお申し込みください。 

   

 

 

 

 

2. 毎月の広報への掲載依頼の記事は「PDF」ファイルでお願い致します！ 

 

 

 

＜山梨県臨床心理士会ホームページについて＞ 

 

 山梨県臨床心理士会のホームページを作成致しました！URL は以下の通りです。

ぜひご覧ください！ 

 

 

 会員専用のページがあります。ログインにはご登録いただいている「メールアドレ

ス」と「パスワード」が必要となります。パスワードは「ysccp2017」です。何かご

不明な点がございましたら，広報委員会までご連絡ください。 

 

山梨県臨床心理士会 広報委員会 

psychoyamakoho@yahoo.co.jp 

 

koho-post@yamanashi-sccp.jp 

http://yamanashi-sccp.jp 

 



2017 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

 

2017 年 10月 15日 

１. 2017 年度継続研修会（うち事例検討会）について 

 

9 月は、3月までオーストラリアに滞在していた喜多川先生による、オーストラリアにお

ける学校事情についてご報告していただきました。日頃目の前の事例に向き合うことの多

い SC、CPですが、時にはグローバルに、広い視点を持つことの大切さを学びました。10

月は岩永先生によるご発表です。岩永先生は、長年の SC 経験の総まとめとしたいとのこ

とです。是非、ご参加ください。 

 

＊事例検討会は、いずれも山梨英和大学 202 教室、18:20 から 20:20 です。 

＊年間 10 回行われる継続研修会（8 回の事例検討会と 2 回の研修会）のうち、7 回以上

の参加者は資格認定協会の研修にかかる 4p、事例発表者は 6p が取得できる予定です。 

＊事例発表者には資料代として 1000 円が支払われます。 

＊お問い合わせは、学校臨床心理士委員会 scyamanashi@yahoo.co.jp（担当:石原）まで。 

 

2．「SC のための連携施設リスト」について 

 今年度、SC 委員会では「SC のための連携施設リスト」を改訂する予定で作業を進めて

おります。つきましては、SC との連携にご協力いただける施設・機関、開業されている方

など、リストへの掲載希望がありましたら、学校臨床心理士委員会（石原・松野）までご

連絡ください。（scyamanashi@yahoo.co.jp）。 

 

3．内部研修会について 

学校臨床心理士委員会主催の第 2 回目の研修会は、来年 2 月 10 日（土）の予定です。

詳細が決まりましたら、お知らせします。 

 

 

＊2017 年度の拡大委員会は２０１８年 3 月１9 日（山梨英和大学）の予定です 

 

（深沢） 

4/22 5/22 6/26 7/22 7/24 9/25 10/23 11/27 12/18 2/ 3/19 

佐野ｔ 飯久保 sc 牛山 sc 研修会 深沢 sc 喜多川 SC 岩永 sc 河西 CP 山本 SC 研修会 拡大委員会 
○済  ○済  ○済  ○済  ○済  ○済  

mailto:学校臨床心理士委員会scyamanashi@yahoo.co.jp


産業領域委員会だより    2017 年 10 月    

 

 

  研修会「大人の発達障害～就労と職場適応をめぐる問題～」を開催しました。 

 

 当日の 10月 1日（日）は、爽やかな秋晴れに恵まれました。講師にピースマインド・イープ株式会社の EAP

アドバイザー瀬戸山聡子（あきこ）先生をお迎えし、掲題の研修会を開催しました。参加者は 27名でした。内

容は、先生の講義と、グループに分かれての事例を使ったワークを 2 セッションで、合計 5 時間の研修会で

した。 

 瀬戸山先生は、企業での EAP（Employee Assistance Programの略で読み方はイー・エイ・ピー。従業員支

援プログラム）において豊富なご経験をお持ちのため、講義内容は具体的で、スピード感のある語り口も相

まって、講義はグイグイ進みました。先生が冒頭でおっしゃった通り、「障害を診断するかどうかより、本人・周

囲への困った状態に支援する実践的な内容」となっておりました。 

 ジョブ・マッチングが大切であることや職場適応を援助するための具体的な視点、例えば、「職場での人

間関係のトラブルは小さいうちに防ぐ」や「人を怒らせない方法を覚える」など、なるほど、と思えることが

沢山ありました。 

 午後のグループワークでは、事例を使いながら、事例に沿って「どこにゴールを設定するか」「誰と連携す

るとうまくいか」「具体的な支援プランとして考えら

れるものは何があるか」など、産業領域ならではの

支援の考え方を学びました。5 時間があっという間

に感じられました。 

 参加者のアンケートによると、８５％の方が「とて

も満足」という回答でした。感想としては、「発達障

害がよく理解でき、対処法がわかった」「グループ

ワークが実践的で、とても勉強になった」「産業領

域の研修会だが、支援を考えていくプロセスは一

般的な臨床や学校領域でも役立つ」「多角的な視

点で、材料が豊富だったので、ためになった」など、

大変に高い評価を頂きました。参加して下さった皆

様、ご参加ありがとうございました。お疲れ様でした。 

 また、下記の日程でフォローアップの会を行いますので、こちらも是非ご参加ください。 

 

 

 

「大人の発達障害」アフターミーティング 

 日時：2017年 11月 28日（火） 18：30～20：30 

 会場：山梨県立青少年センター リバース和戸館 第 3研修室（2階） 

 

 



子どものこころと
親子のそだち

主催 ： 山梨県臨床心理士会　子育て支援委員会　　　協力 ： 山梨学院生涯学習センター

子どものこころと
親子のそだち
～地域医療の現場から～

日 時　2017年11月5日（日） 9:30受付

場 所　山梨学院大学 クリスタルタワー６階 会議室

子育て中の親御さん､そしてその支援にかかわる専門家の皆様にお越しいただきたい午前の部。
子育て講演会では､地域医療の現場から児童精神科医である講師が、子どものこころと親子の
育ちについてお話しします。

子育て支援にかかわる事例検討会を行ないます。※午後の部は臨床心理士が対象となります。

午前の部　子育て講演会《10:00～12:00》

午後の部　臨床心理士研修会《13:00～16:00》

講師 
松岡 祐加先生

（クリニックまつおか　院長）

《 講師紹介》
東京大学大学院教育心理学コース修士課程修了。教育相談所や医療
機関にて、臨床心理士として子どものプレイセラピーや親面接など
に従事した経験をもとに医師を志し、山梨大学医学部医学科を卒業。
東京都立小児総合医療センターで小児科医として研修を積み、東京
大学医学部精神医学教室に入局。東京大学医学部付属病院こころの
発達診療部特任臨床医､都内複数の精神科病院医師､児童精神科医師
を経て､2017年6月　甲府市にクリニックまつおか開設。

午前の部　無料
午後の部　2,000円（1日参加の場合､CP資格更新ポイント取得申請予定）

お名前、お電話番号、所属、職種（臨床心理士､保健師､保育士､一般等）
参加のご希望（午前･午後･1日）を明記のうえ、
メール【y.kosodate@gmail.com】 にお願いいたします。

※午前・午後とも託児あり (別途1,000円かかります)

※託児を希望される方はお子様の年齢､性別､午前･午後の希望もお知らせください。

参加費

申込み

山梨学院大学第2駐車場をご利用ください。http://www.ygu.ac.jp/campusmap/

＜申込み締め切り日＞　10月20日（金）



 この度、犯罪被害者支援（DV含む）に関わっている方々の、情報交換と技能
研修、自助のための会を、被害者支援委員会の中に立ち上げました。 

 県士会の会員で、実務に携わっておられる方、研究をしていらっしゃる方、
また、新たにその分野で活動したいという意欲をお持ちの方は是非ご参集くだ
さい。開催頻度は、年６回程度。会場は山梨県立大学飯田キャンパス C棟。 

 本年度の開催は、４／１０、６／１２、７／１０、９／１１、１１／１３、 

２０１８／３／５を予定しています。 

 

 

日  時： ２０１７年１１月１３日（月）１８：３０～２０：３０ 

場  所： 山梨県立大学飯田キャンパス C１０２教室 

話題提供： 「ストーカー加害者等に対する精神医学的治療制度について」 

講  師： 矢崎 良幸 警部 

       山梨県警察本部生活安全部少年・女性安全対策課 

       ストーカー・DV対策第三担当補佐 

 

☆  ストーカー加害者等に対する治療制度が動き始めています。      
ご協力いただける方、関心のある方は、被害者支援委員会の所属でない方も、
是非、ご参集ください☆ 

                     

 

第５回犯罪被害者支援部会 
開催のお知らせ  

☆ 連絡先☆  

    被害者支援委員会犯罪被害者部会 

    稲永澄子（カウンセリングオフィス・ハートフル） 

      TEL  055-228-8590 

      E-mail  kokoronosoudansitsu@ybb.ne.jp 



 
 

山梨県臨床心理士会 
ぶどうの丘ワークショップのご案内 

 
	 澄んだ空に葡萄映える季節を迎え、会員の皆様ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。	

	 さて平成29年度山梨県臨床心理士会の研修事業として、今年度は京都大学こころの未来センター教授の

河合俊雄先生をお迎えします。残念ながら河合俊雄先生のご多忙な日程ゆえに年明けの日程調整が難しく、

今年度は年末の祝日12月23日に、勝沼ぶどうの丘にて、一日研修を開催いたします。	

	 河合俊雄先生は、京都大学で修士課程を修められ、チューリッヒ大学で哲学の博士号を取得。スイスの

カランキーニ精神科での心理療法家として実践を積みキュスナハトのユング研究所でユング分析家資格を

取得されています。日本に帰国後は、甲南大学を経て、京都大学に着任。現在は京都大学こころの未来セ

ンター副センター長として、こころの未来を視野に多様な領域の専門家とのコラボレーションを展開中で

す。ユング心理学領域では、昨年度、京都での国際分析心理学会開催に中心的役割を果たされ、国際分析

心理学会の次期会長に選出され、国際的にも広く活動されています。お父様である河合隼雄先生の夢を引

き継ぎ、ご自身の緻密なケースワーク、数多くの臨床心理学的著作を積み重ね、新しい知の構築に取り組

んでおられる気鋭の心理臨床家です。主要著書として『概念の心理療法』（日本評論社、1998）、『ユン

グ	魂の現実性』（講談社、1998、改訂版：岩波現代文庫、2015.9）、『心理臨床の理論』（岩波書店、2000）、

『ユング派心理療法』（ミネルヴァ書房、2013）河合俊雄・田中康裕編『発達の非定型化と心理療法』（創

元社	 2016）他多数があります。	

	 公認心理師法が施行された2017年をふりかえり、ここで現代日本の心理臨床を「発達の非定型化」とい

う視点からとらえつつ、心理臨床の真髄の力に触れる機会を持ちたいと思います。	

	 心理療法家としての出発あるいはリフレッシュをめざす皆様、どうぞふるってご参加下さい。	

 
山梨県臨床心理士会 研修委員会委員長 設樂友崇 ＆ 研修企画 吉川眞理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 

日 程   平成29年 12月23日 （天皇誕生日） 

場 所   甲州市 勝沼ぶどうの丘 http://budounooka.com/ 

対 象   臨床心理士会会員･準会員。定員に空きがあれば、臨床心理士養成指定 

       大学院院生も参加可能とします。 

目 的   臨床心理士および臨床心理士をめざす準会員の心理臨床技能の向上 

講 師   河合俊雄先生（京都大学こころの未来センター教授） 

研修pt   (公財)臨床心理士資格認定協会認定の研修会として登録申請予定です 

費 用   一日参加 10,000円（全セッション ＆ ランチ） 

 部分参加 ３セッション▶8,000円、２セッション▶5,000円、１セッション▶3,000円 

    ランチ▶＋2,000円、宿泊費（前泊希望者）▶＋8,000円 



参加者40名程度を募集いたします。 

同封の申込用紙にて山梨箱庭研究所あてFAXあるいはメール添付にてお送り下さい。 

なおメール送信の方は、当日守秘義務誓約書にサインをお願いします。 

 

山梨箱庭研究所 住所：〒400-0034 甲府市宝1-14-7 山梨箱庭研究所 

 

            Ｆax 055-223-5573  締め切りは12月10日（日）になります。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
定型とは異なる発達ゆえの生きづらさを抱えるクライエントの事例提供を募集します。 

 
事例提供希望者は、11月 23日	 木曜日までに 

 
山梨箱庭研究所	 留守電にメッセージあるいはメールにてご一報願います	 	  
 
	 電話番号	 055-223-5573 

 
	 	 メールアドレス	 takarahakoken@yahoo.co.jp 
 

11月 25日（金）に事例担当の有無をお知らせいたします。 

 
進行予定 

 
１２月２３日	 (祝日)	  
 

 ９時 00分	 受付開始 
 

 ９時 30分～11時 00分	 	 河合俊雄先生	 講義「発達の非定型化と心理療法」	 	  
 
	 11時 10分～13時 10分	 	 事例に学ぶ	 その１ 

 
 

勝沼ぶどうの丘	 展望レストランにおいて	 ランチ（甲州牛のカレーセット） 
 
 
	 14時 00分～16時 00分	 	 事例に学ぶ	 その２ 



平成 29年度山梨県臨床心理士会研修会 
 

2017年 12月	 ぶどうの丘	 ワークショップ 申込書 

 

ふりがな  臨床心理士の方 
〔No.	 	 	 	 	 	 〕 
 

下のいずれかに○をつけてください 
会員  準会員  大学院生 

氏	 名 
 

 
所	 属 

 

 

送付先 

参加者へのお知らせの送付を希望されるあて先を下欄に記入を願います 

〒 
 
 

参加するセッション 
（○をつけてください） 

 
１	 ランチ＆全セッション参加 10,000円 
 
２	 ランチ＆２セッション参加 7,000円 
 
３	 3セッションのみ 8,000円 
 
４	 ２セッションのみ 5,000円 
 
５	 １セッションのみ 3,000円 
 
前泊希望	 あり・なし	 あり▶	＋8,000 円	

 
 
本年度は 12月 23日の全セッションに参加された方に研修証明書をお渡しします。 
 
それ以外の部分参加者の方は領収書のみとなります。 
 
 
 

	 	 	 誓約書  
	 	 	 	 	 	   

	 	 	 	 山梨県臨床心理士会研修会ぶどうの丘ワークショップにおいて扱われる事例について 

	 	 	 	 守秘義務を負うことを承諾します。 
 

 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  署名 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

設樂友崇�




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
『一週間で山梨県内を横断しています』 

 
山梨県スクールカウンセラー 都留文科大学保健センター学生相談室  

西川 貴恵 
 

 みなさま、はじめまして。西川貴恵（にしかわ きえ）と申します。 

この度、Voicesを書かせていただくことになり、喜びと緊張を感じております。貴重な

この機会をお借りしまして、自己紹介をさせていただきます。 

 

 私は山梨県甲府市の出身で、高校を卒業するまではずっと甲府市に住んでいました。

大学進学で上京、大学・大学院を修了し、臨床心理士資格取得を経て故郷に戻ってきま

した。 

今年で臨床心理士３年目になり、「まだ３年」「やっと３年」「もう３年」など様々な思

いがしますが、学び多き激動の３年であったように感じます。また仕事と同じく、山梨

に帰ってきて３年がたちました。大学・大学院に通っている間ずっと、いつかは山梨に

帰りたいと考えていましたが、こんなにも早く実現するとは思っておらず、様々なタイ

ミングや導きのお蔭だと感じています。 

大学院生の頃は、大学院併設の心理相談室と、外部の精神科心療内科クリニックでそ

れぞれ２年間の実習をさせていただきました。また、合間を縫って公立小学校の学習指

導補助員などをしていました。毎日満員電車に乗って学校や実習先に通っていたのです

が、あまりの圧迫感に、いつか骨折するのではないかとヒヤヒヤしていた日々でした。

今こうして振り返ってみると、都会の便利さも不便さも実感しながら学びたいことを思

い切り学ぶことができ、とてもいい経験を沢山させていただいたと感じます。 

 

現在の主な仕事は、山梨県のスクールカウンセラーと、公立大学法人都留文科大学の

保健センター学生相談室・非常勤カウンセラーです。時々、都留市の乳幼児健診の子育

て相談などに参加させていただくこともあります。タイトルの通りですが、現在仕事場

が広範囲に渡っているため、甲府にある自宅を拠点に山梨県内を横に移動するような

日々を送っています。毎日ドタバタですが、あまりにも違う地域に通っているため一週

間の中で季節や景色の変化を楽しめます。 

大学学生相談室では、学業（授業、実習、ゼミ、単位履修、資格取得など）、健康上の

課題をはじめ、家族にまつわる悩みや経済状況、友人関係など、大学生活に関わる様々

な事柄を扱います。都留文科大学は、３４００人余りの在学生のうち約９割が他の都道

府県出身者であり、ほとんどの学生さんが親元を離れ一人暮らしをしています。新しい

環境に適応することの大変さ、自立を目指しながら適切な頼り方を学んでいくことの難

しさ、そして学生さんを支える保護者の皆様、先生方、職員の方々との連携の大切さを

痛感する日々です。学生さんお一人お一人と会うたびに、沢山のことを学ばせていただ

いていると感じます。 

 

  

 

 

 

 

裏面に続く 



すべての仕事場において、多くのことを教えてくださる先生方、職場のみなさまと仕

事をさせていただいていることを、本当にありがたく思います。今後も精進し、教育現

場での臨床について学びを深めて行きたいです。 

お読みいただきありがとうございました。今後とも何卒、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

 

 

 
  



（社）日本臨床心理士会会員の皆さま 

 

「JSCCP通信」No.4公認心理師試験情報臨時号をお送りいたします。 

 

 

★★★重要なお知らせ★★★ 

 

○公認心理師試験受験に係る現任者講習会の受講案内等は、下記の日本心理研修センター

のホームページに掲載される予定です。 

 http://shinri-kenshu.jp/ 

★必ず毎日、上記のホームページをチェック（閲覧）されることをお勧めします。 

★現任者講習会の受講申込受付開始から数日で、定員により申込受付終了になる可能性

もあります。受講を希望される方は、受付開始後すぐに受講申込みされることをお勧めし

ます。 

★上記の日本心理研修センターホームページに、Q&A なども掲載されています。必ず、

ご確認ください。 

 

○厚生労働省：公認心理師ホームページ 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html 

 ★「現任者講習会実施要領」(10/2)が掲載されました。 

 ★上記のホームページも合わせて、ご確認ください。 

 

 

※お知り合いの当会正会員で、メールマガジンが届いていないという方がいらっしゃいま

したら、本メールマガジン末尾に記載の手順で「 会員登録情報確認（変更依頼）」をされ

ますよう、お伝えください。 

※本メールマガジンを受信できない当会正会員の方は、下記の当会ホームページ会員ペー

ジの「事務局からのお知らせ（会員専用）一覧」で閲覧いただけます。 

 https://www.jsccp.jp/member/ 

 

＝【目 次】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１． 当会からのお知らせ 

２． 委員会等からのお知らせ・情報提供 

３． トピックス 

４． 公認心理師制度関連 

５． 研修情報等 

http://shinri-kenshu.jp/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html
https://www.jsccp.jp/member/


６．報道情報 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

※各位のメーラーの設定によって、URLが改行されてしまう場合は、 

URLを繋げてからアクセスしてください。 

 

１． 当会からのお知らせ 

 

○「平成 30年度診療報酬改定に関する要望書」を厚生労働省へ提出しました。 

 ★会員専用ページ TOP⇒各種情報⇒各調査結果等資料集でご覧下さい。 

 https://www.jsccp.jp/member/info/meminfonews/detail?no=508 

 

○第 4回 ひきこもりの家族支援セミナー 開催のご案内 

 http://www.jsccp.jp/info/infonews/detail?no=509 

 

○日本臨床心理士会総合補償制度のご案内 

  海外では補償制度などに加入していないと業務ができない国があります。また、日本

でも加入していないと臨床心理士として採用しない事業所もあります。総合補償制度は、

このような状況を踏まえ、会員のみなさまのさまざまなニーズに応えるものとして平成

14年からスタートしました。 

  総合補償制度には、「賠償責任保険」と「団体総合保険」があります。 

賠償責任保険は、業務にかかわる損害賠償についての補償です。 

団体総合保険は、会員ご自身の病気、ケガ、傷害についての補償や所得補償です。 

賠償責任保険には、「全員加入型」と「任意加入型」があります。 

全員加入型は、日本臨床心理士会会員全員が加入されています。 

★任意加入型は、さらに補償を充実させたい方のための上乗せ補償で、現在２，５００

人以上の方が加入されています。 

  ご加入・ご変更等をご希望の方は、 

[取扱代理店]（株）日本共同システム（NKS）03（3367）0203 へお問い合わせくださ

い。 

★下記の会員専用ページ TOP⇒各種情報⇒総合補償制度のご案内をご覧ください。 

https://www.jsccp.jp/member/news/insurance.php 

 ★団体独自サービス（全会員利用可能）として「日本臨床心理士会弁護士相談制度」が

あります。臨床心理士業務の遂行上、トラブルが生じたことにより、法律上の相談が

必要となった場合にご利用頂ける制度です。利用手順は次のとおりです。 

① 会員が上記の日本共同システム（保険制度の代理店、以下「NKS」。）の専用ダイ

ヤルに電話し、弁護士相談制度の利用を申し出る。 

https://www.jsccp.jp/member/info/meminfonews/detail?no=508
http://www.jsccp.jp/info/infonews/detail?no=509
https://www.jsccp.jp/member/news/insurance.php


② NKSから会員あてに相談申出の連絡票がＦＡＸもしくはメールで送付される。 

③ 会員が連絡票に必要事項を記入し、NKSへ返送する。 

④ NKSから顧問弁護士へ連絡票がＦＡＸで送付される。 

⑤ 顧問弁護士が直接会員へ電話され、相談、アドバイスされる。 

⑥ 会員は、制度利用料として 1,000円を当会あて支払う。 

  法律上の相談が必要となった場合にどうぞ、ご利用下さい。  

 

○当会の【求人情報掲示板】新規 9件（09/20～掲載） 

 ★会員専用ページ TOP⇒会員のための情報交換掲示板⇒求人情報でご覧下さい。 

https://www.jsccp.jp/member/recruit 

（参考）「臨床心理士」のハローワーク求人 

https://www.hellowork.careers/%E8%87%A8%E5%BA%8A%E5%BF%83%E7%90%86

%E5%A3%AB%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%AD%E3

%83%BC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%B1%82%E4%BA%BA 

 

 

２． 委員会等からのお知らせ・情報提供 

 

★今後、各委員会等からの情報提供などを掲載予定です。 

 

 

３． トピックス 

 

○11月は「過労死等防止啓発月間」です 

～過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施～ 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177422.html 

 ★「平成 29年版過労死等防止対策白書」が公表されました。 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179592.html 

 

○総務省：精神障害者保健福祉手帳の更新手続の改善－行政苦情救済推進会議の意見を踏

まえたあっせん（09/28） 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/112771_0928.html 

 

○法務省：「再犯防止推進計画等検討会」において「再犯防止推進計画の案」が取りまとめ

られました(9/26) 

 http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00038.html 

https://www.jsccp.jp/member/recruit
https://www.hellowork.careers/%E8%87%A8%E5%BA%8A%E5%BF%83%E7%90%86%E5%A3%AB%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%B1%82%E4%BA%BA
https://www.hellowork.careers/%E8%87%A8%E5%BA%8A%E5%BF%83%E7%90%86%E5%A3%AB%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%B1%82%E4%BA%BA
https://www.hellowork.careers/%E8%87%A8%E5%BA%8A%E5%BF%83%E7%90%86%E5%A3%AB%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%B1%82%E4%BA%BA
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177422.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179592.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/112771_0928.html
http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00038.html


 

○警察庁：平成 29年上半期における少年非行、児童虐待及び子供の性被害の状況（09/21） 

 https://www.npa.go.jp/news/release/2017/20170912001.html 

 

○厚生労働省：今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会（09/20） 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuan.html?tid=480542 

 

○厚生労働省：職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会（09/20） 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kintou.html?tid=478680 

 

○厚生労働省：「ホームレスの実態に関する全国調査（生活実態調査）の調査結果（全体版）」

を公表します（09/19） 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177700.html 

 

○厚生労働省：地域における：住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関す

る検討会（地域力強化検討会）最終とりまとめ（09/12） 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai.html?tid=383233 

 

○厚生労働省：平成 30年度厚生労働省所管予算概算要求関係 

 http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/18syokan/ 

 

○厚生労働省：「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」（平成 30年度報酬改定） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=446935 

 

○厚生労働省：「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=443308 

 

 

４．公認心理師制度関連 

 

○厚生労働省：「公認心理師」ホームページ 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html 

 

○公認心理師指定試験機関（一財）日本心理研修センターはコチラ 

http://shinri-kenshu.jp/ 

 

https://www.npa.go.jp/news/release/2017/20170912001.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuan.html?tid=480542
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kintou.html?tid=478680
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177700.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai.html?tid=383233
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/18syokan/
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=446935
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=443308
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html
http://shinri-kenshu.jp/


 

５．研修情報等 

 

★例年 2月に開催している「定例研修会Ⅱ（大阪）」は、今年度開催予定はありません。 

 

○当会「臨床心理講座」のご案内 

http://www.jsccp.jp/center/lessonschedule/schedule/ 

 

○（公財）日本臨床心理士資格認定協会からのお知らせ 

http://fjcbcp.or.jp/ 

 

○（一社）日本心理臨床学会の大会・研修会 

http://www.ajcp.info/?page_id=53 

★第 36回大会（2017年 11月 18日～21日＠パシフィコ横浜）の大会プログラムがホー

ムページに掲載されました。 

 

○（一財）日本心理研修センターからのお知らせ 

http://shinri-kenshu.jp/ 

 

 

６．報道情報 

 

○増加する認知症患者の身体拘束 本当に“仕方がない”のか〈週刊朝日〉（Yahoo! 

ニュース「AERAdot.」09/19） 

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170915-00000054-sasahi-life 

 

○NHK「バリバラ Barrier-free Variety Show」公式サイト 

 障害のある人に限らず「生きづらさを抱えるすべてのマイノリティー」の人たちにとって

の“バリア“をなくすために、みんなで考えていきます。みんなちがって、みんないい。 

http://www6.nhk.or.jp/baribara/about/ 

 

○NHK「発達障害プロジェクト」公式サイト。 

http://www1.nhk.or.jp/asaichi/hattatsu/ 

 

 

■JSCCP通信の配信について■ 

http://www.jsccp.jp/center/lessonschedule/schedule/
http://fjcbcp.or.jp/
http://www.ajcp.info/?page_id=53
http://shinri-kenshu.jp/
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170915-00000054-sasahi-life
http://www6.nhk.or.jp/baribara/about/
http://www1.nhk.or.jp/asaichi/hattatsu/


・本メールマガジンは、当会の会員登録情報に基づき、配信しています。 

★送信先アドレスはデフォルト（初期設定）で自宅メールアドレスになっています。 

 

・配信先メールアドレスの変更を希望される方は、以下の手順でお手続き下さい。 

http://www.jsccp.jp/ 

上記のトップページから「会員の方」ページへログインし、 

①「MYページ」⇒「 会員登録情報確認（変更依頼）」の画面で＜会員登録情報変更届＞を

ダウンロードし、変更内容を入力し一旦保存、②同画面の「参照」ボタンで一旦保存した

＜会員登録情報変更届＞を選択、「確認する」ボタンをクリック、③次画面の「送信する」

ボタンで送信する。 

※上記のページで会員登録情報をご確認いただけます。 

 

・本メールマガジンの配信停止を希望される方、本メールマガジンにお心当たりのない方

は、お手数ですが下記の当会アドレス宛にメールにてご連絡下さい。 

kaiin@jsccp.jp 

 

・メールが届かない場合は、各位のメール受信設定および迷惑メールフォルダ等をご確認

ください。 

※インターネット等通信手段の特性により、インターネット経路上での遅延、消失、二重

送信の発生等を原因とし、本メールの配信が完全に行われない場合があります。 

 

※当会からの郵便物が届いていない方は、上記の「MYページ」⇒「 会員登録情報確認（変

更依頼）」画面で、会員登録情報をご確認の上、変更が必要な場合は上記の手順で、お手続

き下さい。 

 

＊このメールへの返信によるお問い合わせは受け付けておりません。 

Copyright JSCCP (Japanese Society of Certified Clinical Psychologists) 

All rights reserved. 記事の無断転載を禁じます。 

＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/ 

 一般社団法人 日本臨床心理士会 

 Japanese Society of Certified Clinical Psychologists 

 〒113-0033 東京都文京区本郷 2－27－8－401 

 Email: office@jsccp.jp 

 URL: http://www.jsccp.jp/ 

＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/ 
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