
 

202１年 4 月幹事会議事録 

日時：2021 年４月１５日（木）18：30～   於：Zoom によるウェブ会議   

書記：深沢（学校） 

出席：設樂（会長、研修）、佐野（副会長、産業）、三澤（副会長、高齢者）、小野（事務局）、清水

（医療）小林（福臨発）、長田（子育て）、比志（被害者）齋藤（倫理）、深沢（学校）、田中（学校） 

欠席：なし 

陪席：吉川（代議員）、細川（会計班）、樋口（会計補佐）、今村（広報班） 

 

Ⅰ：郵便物回覧 

 以下の郵便物について、事務局から案内があった。 

① 被害者支援ニュース 34 号 

② せいしんほけん第 56 号 

③ 国立障害者リハビリテーションセンター 研修のご案内 

 

Ⅱ：会員動向 

   入会希望者  正会員  武部幸平さん（都留児童相談所 福臨） 

                   武部美沙貴さん（山梨県立こころの発達総合支援センター 福臨） 

                   村山正博さん（こころのサポートセンターネストやまなし 福臨） 

                   指田陽子さん（笛吹市立富士見小学校 子育て） 

             準会員  松土裕美さん（こころのサポートセンターネストやまなし 福臨） 

   全員の入会が承認された。 

 

   退会希望者 なし 

 

Ⅲ：報告および審議事項 

1） 事務局 

① 広報班：広報班より提案された「業務内容改革案」について検討した。オンライン化の中で県外からの研修情

報が多くなる等委員の業務量の負担が増えている状況である。対策として、掲示板の利用を検討していることが

報告された。業務量軽減の対策として、野村秋美さんに広報班に入っていただく案が出され、承認された。 

② 2021 年度総会について:昨年度と同様、書面表決によって実施する方向となる。各委員会には、活動報告と

活動計画を送ってほしいので、後日締め切りを設定する。 

 

2） 各委員会より 

①会計班：2020 年度の会計報告と 2021 年度の予算案が報告され、承認された。 

②高齢者支援委員会：昨年度から、高齢者領域で働く人たちの心理職への期待を調査する研究計画を進めてい

る。研究費がかかるが、大同生命の「地域保健福祉研究助成」に応募を検討している。調査方法については検討し

ている（紙かオンラインで Google フォーム等を利用）。助成金が下りなかった場合に、調査研究費として昨年度より

も増額した予算を申請している。また、助成金の申請を「山梨県臨床心理士会高齢者支援委員会」として行うが、

申請書類に「所属長」の記載欄があるため、設樂会長名で申請することをご了承いただきたい。 

③学校臨床心理士委員会：今年度より、新体制になることの報告があった。深沢委員長、牛山コーディネータ、松

本委員が退任し、田中健史朗さんが新委員長、岩橋幸恵さんと保坂直子さんが研修担当となる。新年度になると

早々に継続研修会や県教委との連携等の活動が動き出しており、新旧役員が一緒に働いている。幹事会にも新委



員長が同席することが承認された。 

④倫理委員会：倫理案件が生じた時に、委員会として円滑な動きをするためのフローチャートの案が示された。いざと

いうときに備え、具体的な手順を作っておくことが必要という意見も出され、今後フローチャートの完成を目指して継続

的に検討していくことになった。 

⑤被害者支援委員会：2021 年 2 月 9 日（火）、「山梨県大規模災害時における法律相談業務に関する協

定会議」に参加した。今後も参加予定。総会時に例年通り、安否確認訓練を実施する予定である。そのためのアン

ケートフォームの作成、質問項目を検討している。併せて、新型コロナ禍における会員状況のアンケートも行うことを考

えている。 

⑥産業領域委員会：委員会の中で、産業領域でどのくらいの臨床心理士が働いているのか知りたいという意見が出

た。会員動向調査的に総会時に活動領域に関するアンケートを配布してはどうかと提案したい。安否確認訓練の時

に併せて、行うことも考えられる。これについて、会員の勤務先の動向だけではなく、働ける領域やスキルがわかるような、

人材データベース的な内容になることが望ましいという意見も出たため、質問項目、調査目的などの案を作成し、次回

幹事会で検討することとなった。 

⑦医療領域委員会：今年度は人数制限しながら研修を実施したい。5 月 11 日（火）に対面で研修予定（場

所は日下部記念病院）。昨年度実施できなかった松原先生の研修を実施したいが、実施方法については検討する。 

⑧子育て支援委員会：2 月 11 日（火、祝）に県士会 ZOOM オンラインで、SNS によるカウンセリングの研修を無

事に実施した。それを踏まえて、委員会としてライン相談を行うことを考えたが、ライン社の情報漏洩の報道により断念。

今年度は 11 月 21 日（日）、ハイブリッド型研修を検討中。午前は一般、午後は臨床心理士向け、場所は学院

短大、講師は大阪大学の野坂祐子先生、「子どもの性とトラウマインフォームドケア」がテーマの予定である。野坂先生

はオンラインによる登壇の予定。 

⑨研修委員会：2021 年 1 月 9・10 日（日・月祝）で予定している。講師は三重のくわな心理相談室の鈴木誠

先生で、テーマは「ワークディスカッション」。実施方法は対面かオンライかを検討中。 

 

Ⅳ：その他 

特になし 

 

◆次回幹事会日程：2021 年 5 月 27 日（木）１８:３０～        書記：子育て 

   

 書 記 輪 番 表   ＊会長を除く 

産業→高齢者→研修→倫理→医療→被害者→事務局（局長、会計、広報）→学校→子育て→福臨発 



研究会のご案内
令和３年度 福祉臨床発達委員会

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、本研究会を企画・開催し、事例検討等を開する運びとなりました。

なお、新型コロナウイルス感染防止のため、研究会開催にあたり留意事項

がありますので、下記要項をご確認の上、お申し込み下さい。

日程 テーマ

５月２４日（月） オリエンテーション 発達障害の今

６月２３日（水） 現場からの報告①

８月２５日（水） 拡大研修会 外部講師を招いてのSV

１０月２７日（水） 現場からの報告②

１２月２２日（水） 現場からの報告③

２月１６日（水） 拡大研修会 外部講師を招いてのSV

時間：19時～21時

場所：こころのサポートセンター ネストやまなし

（山梨県甲斐市島上条２０９）

※人数が多い場合は、別室リモート対応をさせていただきます。

お申込みには、事前に下記メールアドレスまで、必ずご一報ください。

※入室前に検温・体調チェックをさせていただきます。

なお、来所前に検温・体調チェックを事前にしてお越しください。

山梨県臨床心理士会 福祉臨床発達委員会
Mail：nest-y@tw.drive-net.jp

Tel：055-267-6903 Fax：055-267-0023

mailto:nest-y@tw.drive-net.jp
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2021年 5月 15日 

1. 第 1 回(5 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 今年度最初のスクールカウンセリング研究会を 5月 29日㈯に開催いたします。 

 

第 1 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 3年 5月 29日㈯ 午後 2:00～4:00 

 ・会場：Zoomによるオンライン開催 

 ・詳細と申込方法：後に記載されているチラシをご覧いただき、申し込みください 

 ・ファシリテーター：保坂三雄 SC（山梨県チーフスクールカウンセラー） 

           田中健史朗 SC（学校臨床心理士委員会 委員長） 

           石原香絵 SC（学校臨床心理士委員会 コーディネーター） 

 ・テーマ：『チーフ SC に聞いてみよう！ SC 事業のアレやコレ』 

    今年度第 1回目の SC研究会では、チーフ SCである保坂先生をお招きして、スクールカウン

セラー事業についてお話をしていただきます。 

    チーフ SC制度は、昨年度から立ち上がり、現場 SCが相談できる SCの先生となっています。

いきなり相談というのはハードルが高いと思いますので、ぜひこの機会に一度接点をもっていた

だけると良いのかなと考えています。 

    また、学校臨床心理士委員会の委員長である田中 SC(山梨大学教育学部)より、今年度の SC事

業のポイントについて説明させていただきます。さらに、SCコーディネーターの石原 SCから全

国コーディネーター会議のトピックや実践のポイントをお伝えさせていただきます。その後、参

加者の先生方と SC活動について意見交換する時間も設けたいと思います。 

 

2. スクールカウンセリング研究会 年間予定 

 年間計画は現時点での計画ではありますが、ご予定に組み込んでいただけたら幸いです

（日時、内容に変更の可能性はあります）。毎月最終土曜日 14:00〜16:00（年末のみ例外）と

ご承知おきください。 

 継続型研修会は臨床心理士資格更新に関わる教育研修機会の 2 群(種)に該当します。10

回の継続型研修会のうち、7 回以上の参加者は 4 ポイントが取得できる予定です。また、

事例提供／ファシリテーターを担当していただいた方には資料代として 1,000円をお支払

いいたします。 
 

 テーマ／内容 
講師／ 

ファシリテーター 
時間 会場 

第1 回（5/29㈯） 

スクールカウンセラー制度・業務研修 

— 新年度の SC事業についての確認、ガイ

ドラインの確認 

保坂三雄チーフ SC 

田中健史朗 SC 

石原香絵 SC 

14:00〜

16:00 

Zoomによる

オンライン開

催 

第2 回（6/26㈯） 

学校文化を知ろうシリーズ研修会 

— 学級経営について 

 

三枝寛康先生 

（しなやかな心の育

成担当） 

14:00〜

16:00 

オンライン／

対面のハイブ

リッド(予定) 

2021 度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 



© 学校臨床心理士委員会 2021 

 

 
 

2 

第3 回（7/31㈯） 

事例検討会 

— いじめ重大事態に際して臨床心理士に求

められる対応 

今村亨 SC 
14:00〜

16:00 
未定 

第4 回（8/28㈯） 

病院／医師と SC の連携 

— 不登校対応とカウンセリングのあり方、

自傷行為への対応を中心に 

江間彩子医師 

（山梨県立北病院 

精神科） 

14:00〜

16:00 
未定 

第5 回（9/25㈯） 

特別支援教育研修会 

—特別支援教育制度や発達障がい等につい

ての学習会 

鈴木亜矢先生 

（山梨大学） 

14:00〜

16:00 
未定 

第6 回（10/30㈯） 

スクールソーシャルワーカーとの連携研修

（特別講演会） 

 

高石啓人先生 

（山梨県立大学） 

14:00〜

16:00 
未定 

第7 回（11/27㈯） 

学校緊急支援研修 

— 緊急支援の体験・課題の共有、緊急支援で

すべきことの確認 

一瀬英史 SC 
14:00〜

16:00 
未定 

第8 回（12/18㈯） 

いじめ・不登校支援研修会 

— いじめ・不登校支援の理論を学ぶ、支援

体験・課題の共有 

 
14:00〜

16:00 
未定 

第9 回（1/29㈯） 

弁護士会との連携研修 

— 虐待事案への対応について弁護士会と合

同での学習会 

 
14:00〜

16:00 
未定 

第 10 回（2/26㈯） 

事例検討会 

 

 

 
14:00〜

16:00 
未定 

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況次第では変更・中止等もあり得ます。その場合は決定次第、メ

ールでお知らせいたします。 

 

 

 



 

  

 

チーフ SC に聞いてみよう！ 
SC事業のアレやコレ 

山梨県教育委員会 後援 
山梨県臨床心理士会 学校臨床心理士委員会 主催 

第 1回スクールカウンセリング研究会 

今年度第 1回目の SC研究会では、チーフ SCである保坂先生をお招きして、スクー

ルカウンセラー事業についてお話をしていただきます。 

チーフ SC制度は、昨年度から立ち上がり、現場 SCが相談できる SCの先生となっ

ています。いきなり相談というのはハードルが高いと思いますので、ぜひこの機会に

一度接点をもっていただけると良いのかなと考えています。 

 また、学校臨床心理士委員会の委員長である田中 SC(山梨大学教育学部)より、今

年度の SC事業のポイントについて説明させていただきます。さらに、SCコーディネ

ーターの石原 SCにも SC実践のポイントを紹介していただきます。その後、参加者の

先生方と SC活動について意見交換する時間も設けたいと思います。 

日 時：2021年 5月 29日(土) ㏘ 2：00～4：00 

方 法：オンライン（Zoom ミーティング） 

※参加者には申込メールに返信する形で ID と PW をお知らせします。 

対  象：全 SC  

参加費：無料 ※但し、県臨床心理士会非会員の方は、400円+振込手数料 

（振込手数料は自己負担でお願いします。返信メールにて振込先をお知らせします。） 

 申込先：scyamanashi@yahoo.co.jp（保坂） 

 ※申込メールに「所属」「資格(臨床心理士は登録番号)」 

を明記してください。 


	2021年4月幹事会議事録
	福祉臨床発達委員会からのお知らせ
	学校臨床心理士委員会からのお知らせ

