
2018年 4月定例幹事会議事録 

 

日時：平成 30年 4月 19日(木) 18時 30分〜20時 15分 

場所：山梨英和大学 会議室 B 

書記：設樂（研修） 

 

出席：清水(会長、医療保健)、深沢（副会長、学校）、小野（事務局長）、齊藤（広報）、百瀬（倫理）、

設樂（研修）、佐野（産業）、比志（被害者支援）、大塚（子育て）、三澤（高齢者）、小林（福祉臨床発

達）、河西（こころ） 

欠席：なし 

陪席：吉川（代議員）、細川（会計）、久保田（会計）、今村（広報）、遠藤（子育て・新委員長） 

 

I 郵便物回覧 

関係機関からの便りなどを回覧した。 

 

II 会員動向 

以下の方々からの入退会希望が承認された。 

入会：小林（川島）亜紀子さん（子育て）、光城綾子さん（学校、子育て）、井上桃さん（学校） 

退会：高戸宣人さん（こころ、被害者）、大柴文枝さん（学校）、飯田敏晴さん（研修、医療） 

 

III 報告および審議事項 

1．報告事項 

(1) 他団体加入費納入 

会計より、本会が加入する山梨県精神保健協会および公益社団法人被害者支援センターやまなしの年

会費を間もなく納入予定との確認があった。 

 

(2) 山梨県立学校いじめ問題対策委員会委員推薦 

会長より、山梨県教育委員会教育長より本会宛に山梨県立学校いじめ問題対策委員会委員の推薦依頼

があり、百瀬委員長の紹介で深沢孝之さんと松野友香さんを推薦した（任期 2 年、平成 30 年 4 月 1

日から平成 32年 3月 31日）との報告があった。 

 

(3) 性暴力被害者支援における連携・協力に関する協定 

会長より、性犯罪被害者のワンストップ相談窓口を目指した「やまなし性暴力被害者サポートセンタ

ー（かいさぽももこ）」の開設に先立ち、平成 30 年 3 月 28 日(水)、本会含め 8 機関（県、県警、山

梨産婦人科学会、県産婦人科医会、県弁護士会、県看護協会、本会、公益社団法人被害者支援センタ

ーやまなし）がセンター支援業務に関する協定を結んだことが報告された。また、比志委員長より、



同センターへの派遣臨床心理士として本会被害者支援委員会から 7名をまず登録したことが報告され、

今後同センターの本格的な業務移管後に改めて会員全体から応募予定であることが説明された。 

 

(4) 「少年」と向き合う：少年法適用年齢引下げと少年の更生を考えるシンポジウム 

倫理委員長より、来る 5 月 12 日(土)に山梨県弁護士会館で開催される同イベントの紹介と参加の呼

びかけがあった。 

 

2．検討議題 

(1) 平成 29年度決算および平成 30年度予算案 

会計より、現時点での昨年度会計報告および本年度予算案について説明があった。各委員長から補足

説明があり、事務局や各委員会の人件費や公費支出に係る報告書提出など、次年度事業として適切な

予算配分と執行方法についての方針確認がなされた。未提出委員会分の確認等を含め、次回幹事会で

の継続審議とした。 

 

(2) 平成 30年度総会 

事務局より、以下日程で平成 30 年度総会を実施することが提案され承認された。なお、会計監査は

総会前日までに終えられるよう、斉藤・保坂両監事と日程調整を行うこととした。 

期日：平成 30年 6月 30日(土) 山梨英和大学学生食堂 

直前幹事会：12時 30分〜13時 20分 

総会：受付 13時 00分、総会 13時 30分〜14時 30分、会員交流会：14時 40分〜15時 50分 

※準備日程 

5/2(水) 19時 総会案内発送準備（山梨英和大学心理臨床センター） 

5/21(月) 昨年度活動報告・次年度活動計画提出締切 

5/31(木) 総会議題案審議（幹事改選、広報委員会の事務局付広報班化等） 

6月 2週目  総会出欠返信〆切 

6/27(水) 19時 総会資料作成・封入（山梨英和大学心理臨床センター） 

 

(2) 研修機会データベース 2018の作成 

設樂委員長より、本年度の研修機会データーベース作成にあたっては、総会案内に情報提供依頼書を

同封し、ウェブ上および郵送での回収を行いたい旨の説明があり、了承された。 

 

(3) 広報委員会の事務局付広報班化にかかる会員向け説明の準備 

齋藤委員長より「広報委員会の現状と課題について」説明があり、本会ホームページの管理方法やニ

ューズレターの編集作成方法について現広報委員会からの課題提起がなされた。それらをふまえ、幹

事会として会員向けの説明文書をまとめることとし、具体的な運営方針については総会以後の幹事会

での継続審議とした。 



 

(4) 災害支援関係事業 

比志委員長より、来る 5 月 13 日(日)開催の災害支援ネットワーク中部ブロック会議に吉田恵子さん

を派遣予定である旨説明があった。また、去る 4 月 18 日(水)に中央市で開催された福島からの避難

者との交流事業「東日本大震災山梨県内避難者と支援者を結ぶ会」へ岩永啓子さんが参加して吉野復

興大臣とも意見交換を行い、福島出身である大臣自身の遅延 PTSD 体験も語られるなど有意義な会で

あったことが報告された。 

 

(5) 役員改選に伴う次期倫理委員長および監事の選出について 

会長より、各委員会委員長改選期にあたり、任期満了に伴い次期倫理委員長ならびに次期監事 2名を

次回幹事会で検討したいとの説明があった。 

なお、各委員会の改選状況について、子育て委員会が大塚現委員長から遠藤新委員長へ交代し、医療

保健委員会が 5月 8日(火)委員会で改選議論、それ以外は現委員長が再任されたことが確認された。 

さらに、河西委員長から、こころの健康電話相談委員会（現在活動休止中）の次年度活動については

今後委員から意見を聴取しとりまとめるとの説明があった。 

 

 

■次回幹事会日程：平成 30年 5月 31日(木)  時間：18時 30分〜  書記担当：倫理 

書記輪番 

 産業▶高齢者▶研修▶倫理▶被害者支援▶事務局長▶学校▶子育て▶こころ▶福祉臨床発達 

 ※）医療保健（会長）は外しました 



２０１８年５月幹事会議事録 

 

日時：平成３０年５月３１日（木）１８：３０～２１：００ 

場所：山梨英和大学 会議室Ｂ 

書記担当：百瀬（倫理） 

出席幹事：清水（会長・医療保健）、深沢（副会長・学校）、小野（事務局長）、齊藤（広報）、

設樂（研修）、佐野（産業）、三澤（高齢者支援）、比志（被害者支援）、大塚（子育て）、 

小林（福祉臨床発達）、河西（こころ電話） 

欠席幹事：なし 

陪席：吉川（代議員）、久保田・細川（会計）、今村（広報）、遠藤（子育て新委員長） 

 

Ⅰ 郵便物回覧 

  関係機関からの便り、ニューズレター、セミナー・研修会案内などを回覧した。 

Ⅱ 会員動向 

  以下の方々の入退会希望が承認された。 

  入会希望者：なし 

  退会希望者：飯田亜佳さん（子育て）、窪内節子さん（学校） 

Ⅲ 報告及び審議事項 

 １ 吉川代議員から、厚生労働省からの情報提供がなされたほか、山梨県においてもいず

れ「山梨県公認心理師協会」を公認心理師試験合格者の登録後に立ち上げる方向で検討

する。 

   なお、事務局が県士会会員に公認心理師受験について尋ねたアンケート調査の結果

（５月３１日現在）では、受験する６０人、受験しない１２人、不明２人だったとの報

告があった。 

 ２ 平成３０年度総会について 

① 総会資料の検討・確認 

・各委員会の活動報告、活動計画及び２９年度決算、３０年度予算案について、各

委員長及び会計から報告がなされた。 

② 総会議題案 

・役員改選：幹事の互選により、現副会長の深沢孝之氏が会長に、現会長の清水隆

善氏が顧問に指名された。６月の総会の承認をもって任命されることとなる。また、

副会長及び事務局長、会計担当、監査委員は会長が指名し総会に諮ることとなった。

なお、任期満了に伴う次期倫理委員長の選出については引き続き検討する。 

・一般社団法人日本臨床心理士会代議員会報告について、吉川代議員から報告を行

うこととした。 

・委員会の組織変更について、広報委員会は事務局付広報班として設置すること、



また、こころの電話相談委員会は、本会の動向（全国一斉の相談体制は中止）を踏

まえて審議した結果、解散もやむなしとなり総会の承認を仰ぐこととなった。 

 

Ⅳ その他 

 １ グレイスロードから、３周年感謝フォーラム「ギャンブル依存症からの回復」来賓依

頼あり。 

２ 被害者支援センターやまなしから、本年６月８日定時社員総会開催の案内あり。 

３ 山梨犯罪被害者支援連絡協議会から、清水会長を協議会副会長として依頼あり（総会

は７月１１日）。 

４ 正木会員からアンケート用紙配布希望あり。会員交流会の際行っていただく。 

 

平成３０年度総会について確認した。 

期日：平成３０年６月３０日（土）山梨英和大学学生食堂 

直前幹事会：１２時３０分～１３時２０分（並行して会計監査） 

書記：比志（被害者支援） 

総会： 受付１３時００分～ 

  総会１３時３０分～１４時３０分 

会員交流会１４時４０分～１５時５０分 

＊準備日程 

 ６月２週目 総会出欠返信締切り 

 ６月２７日（水）１９時総会資料作成・封入（山梨英和大学心理臨床センター） 

 活動報告・活動計画及び決算報告・予算案等について修正があれば事務局へ提出すること。 

 

■ 書記輪番 

産業➡高齢者支援➡研修➡倫理➡被害者支援➡事務局長➡学校➡子育て➡広報➡ここ

ろ➡福祉臨床発達➡医療保健 

＊今後の輪番については見直しが必要となります。 



 

平成30年6月6日 

会 員 各 位 

山梨県臨床心理士会医療保健領域委員会 

委員長 清水 隆善 

山梨県精神科病院協会臨床心理部会 

部会長 小川 優子 

 

医療保健領域研修会（山梨県精神科病院協会臨床心理部合同）のご案内 

 

拝啓 

薄暑の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のことと拝察いたします。 

 さて、当委員会では山精協臨床心理部会との合同で、下記の内容にて７月例会を開催いたします。 

 つきましては、業務ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、ご参加願いたくご案内申し上げます。 

敬具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担当者からのひとこと＞ 

公認心理師試験に向けて勉強会を開催します。内容は、①手作り試験問題を解く、②精神保健学を学ぶ、になり

ます。参加を希望される方は、上記連絡先に、メールで申込みをお願いします。その時に、模擬試験問題１問とそ

の解答解説を作成して、お送り下さい。申し込み期限は、７月２日(月)までとさせて頂きます。当日は、参加予定

者から事前に頂いた問題をまとめた問題集を配布し、相互に問題を解き、解説を聞き、理解を深める場にしたいと

考えています。問題の選定については各自自由です。 

後半は、清水隆善県士会会長から、精神保健学に関する講義があります。心理士の手薄になりやすい分野につい

て、試験対策につながる話題提供をして下さいます。５月の勉強会に参加された方には、既にメールで講義資料が

送られていますが、７月に初めて参加をされる方は、講義資料の送付希望を申込み時に教えて下さい。メールで送

らせて頂きます。当日は、各自がその資料を持参の上、ご参加いただきたく、よろしくお願いします。 

日   時 ： 平成30年7月10日（火）18:00～20:00 

 

場   所 ： 山梨厚生病院 デイケア室（６号館２階）  

        山梨市落合860 (正面隣にある、夜間救急入り口からお入り下さい) 

話題提供者 ：竹居栄子、河西みき、河西秀人 

テーマ   ：公認心理士試験対策（その２）―精神保健学を学ぶ― 

 

内   容 ： １．持ち寄り模擬試験問題を解く（６０分） 

２．精神保健学の話題提供―清水隆善県士会会長から― 

３. 情報交換、事務連絡 （２０分） 

 

＊参加者は事前に厚生病院（sinri@kosei.jp）までお申し込みください。 

 

mailto:＊参加者は事前に厚生病院（


201８年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

 

201８年６月 15日 

 

１. 201８年度継続研修会 「SC カウンセリング研究会」について 

今年度も継続研修会を開催する予定です。今年度は「SC カウンセリング研究会」と名

前を改め、事例だけでなく SC の活動について気軽にお話のできる場として会を進めてい

く予定です。皆様のご参加をお待ちしております。 

つきましては、発表者を募集しております。希望者がいない場合は、SC 委員会に所属

されている方々に、順番に発表をお願いする予定です。特に、コーディネーター（石原）

よりご連絡させていただいた方は、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。 

 

＊SC カウンセリング研究会は、山梨英和大学 202 教室、18:20～20:20 に実施しま

す。 

＊年間 10 回行われる継続研修（メンバーで行う９回の研究会と、講師の先生をお招きす

る１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、また

発表者は 6p が取得できる予定です。 

＊発表者には資料代として1000円が支払われます。 

＊なお、2017年度に上記の条件を満たしポイントを取得された方で、まだ研修証明書を

受け取っていない方は、山梨県臨床心理士会総会にてお渡しいたします。 

＊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 

昨年度からお知らせしておりました上記リストがようやく完成いたしました。作成にあ

たってご理解とご協力をいただきました多くの施設、皆様には、大変感謝申し上げます。

ありがとうございました。 

SC の皆様には、先日行われた「第 1 回 SC 研究協議会」にて配布させていただきました

が、山梨県配置スクールカウンセラー、また要請訪問スクールカウンセラーの方々に広く

お配りし、活用していただきたいと思っております。リストをご希望される方は、6月に

行われる総会、第 2回 SC 研究協議会にてお配りいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

 

4/23 5/28 6/25 7/23 9/25 10/22 11/26 12/17 1/28 3/18 

深沢 SC 保坂 SC        拡大委員会 
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３. 「学校における緊急支援」へのご協力のお願い 

学校現場において児童・生徒の事件や事故、教師による不祥事等が生じた際、県教委ある

いは地教委からの要請を受け、スクールカウンセラー（臨床心理士）が学校の支援に入りま

す。緊急支援はその性格上、事件や事故発生後なるべく早く支援に入ることが必要となるた

め、依頼は早朝・昼間の時間帯だけでなく、夜、時には休日等の時間帯もあります。現在も

多くの方々のご協力を得て支援を行っておりますが、今後も緊急支援の要請は増加してい

くことが予想され、より多くの皆様にご協力いただきたい所存です。山梨県臨床心理士会学

校臨床心理士委員会では、初めての方でも不安なく対応できるよう、緊急支援対応マニュア

ルを作成しており、複数の SC（臨床心理士）によるチーム支援をベースにしております。

どうぞご協力のほどをよろしくお願いいたします。 

 いただきました情報は、学校臨床心理士委員会コーディネーターおよび緊急支援担当が

管理し、主として緊急支援要請時に、各 SC や配置校 SC との連絡・連携の目的で使用する

ものです。その目的をご理解いただきまして、緊急支援には対応できない方々にも、ぜひご

提出していただけますよう重ねてお願い申し上げます。 

５月に行われたスクールカウンセラー研究協議会に欠席されたスクールカウンセラーの

方で、緊急支援にご協力いただける方は、①名前、②配置校名、③連絡先、④要請訪問登

録の有無を、学校臨床心理士委員会 scyamanashi@yahoo.co.jp（担当：中村）までお送

りください。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

 

４. 「スクールカウンセラー配置校一覧」配布について 

 今年度のスクールカウンセラーと配置校の一覧を作成いたしました。６月総会で配布い

たします。よろしくお願いいたします。 

 

（浅川） 
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『臨床心理士の存在を知らない世界』 

 
山梨大学 田中健史朗 

 
愛知県から山梨県へ 3 年前に引っ越して参りました，田中健史朗と申します。山梨

大学教育学部の幼稚園教諭と小学校教諭を養成するコースで臨床心理学を教えていま

す。学生に授業を行っていると，臨床心理士の存在を正確に認識している学生は少な

く，スクールカウンセラーという名前は知っているが会ったことはない学生も多くい

ます。また，学校の先生方や教育委員会の先生方とお話をさせていただく機会も多い

ですが，「カウンセラー」，「臨床心理士」という存在に距離を感じていらっしゃる先生

が多いように思います。ここに臨床心理士が抱える課題があるのではないかと考えて

います。臨床心理士は幅広い領域で，多くのクライエントに対して心理臨床活動を行っ

ています。そして，多くのクライエントの心を癒し，問題解決を行っています。しか

し，外部の方々は，それを知る機会がありません。心理臨床学研究の論文は会員しか

閲覧できず，外部に開かれたイベントは限られているように思います（守秘義務とい

う規則を遵守することは大変重要なことです）。私が山梨に引っ越すことが決まったと

き，山梨県臨床心理士会のホームページが存在せず，どのような活動を行っているか

わからず，山梨県臨床心理士会とはどのような団体なのかとても不安を抱きました。

他職種や外部の方にとっては，その不安はより大きく，臨床心理士の活用や他職種と

の連携を阻害するものだと思います。臨床心理士は，幅広くかつ多くの心理臨床活動

を実施しているにも関わらず，そのことを外部の方が知らない，伝えられていないと

いうのはとてももったいないことだと思います。私は主に広報委員会に所属させてい

ただいておりますので，ホームページの作成を提案させていただきました。大変ご多

忙な中で，制作作業を実行していただきました広報委員会の皆様，広報の重要性を支

持していただいた幹事会の皆様には大変感謝しております。 

私の主な仕事は，心理臨床活動ではなく，教員養成，教育現場との連携事業，カウン

セリング研究であり，臨床心理士以外の職業の方々と接することが多くなっています。

臨床心理士以外の職業の方と接していると，臨床心理士以外の方でも多くの方が「相

談活動」を行っていることに気づきます。私は，そういう方々にカウンセリング・ス

キルをお伝えし，相談活動のサポートをしています。臨床心理士以外の職業の方々が

実施する相談活動によって，癒される相談者や問題解決する相談者はたくさんいらっ

しゃいます。その中で，「他職種の行う相談活動と，臨床心理士の心理臨床活動は何が

違うのか」，しっかり説明することが求められる状況となっているのではないでしょう

か。それができなければ，臨床心理士を活用したり，連携したりする必要がありませ

ん。公認心理師が誕生する今，その重要性は，より一層増していると思います。 

 私は，「心理臨床とは何か」，「人の心を癒すものは何か」，「来談してもらうには何が

必要か」ということについて研究を行っています。これらの知見を少しでも山梨県臨

床心理士会の活動に結びつけていけたら良いなと思っております。 



 

うつ病で休職中… 

復職に不安がある、 

     どうしたらいい？ 

 

リワークプログラムって、 

何をするの？ 

山梨県立図書館 

１F イベントスペース 

開場 15：00～ 

開演 15：30～18：00 
 日時 

リワークとは 

「return to work」の略で、うつ病などで

休職した状態からの復職を意味しています 

復職を目的とした、集団で行う治療的 

リハビリテーションプログラムを 

リワークプログラムと言います 

 演目 

 

170 名 (無料・申込不要) 

 場所 

 

 定員 

 

第１部 リワーク経験者の体験談と座談会 
第２部 「復職のための心と体―準備と順序」 

 早坂 友成 先生 
杏林大学 保健学部作業療法学科 講師 

 

県内で復職支援に関わっている 

   施設紹介ブースもあります！ 

お問い合わせ：甲斐うつリワーク連絡会公開講座 事務局 

 Tel 0553-39-8611（小澤こころのクリニック 柿崎まで） 

7/14 
2018 

(土) 
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