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2021 年 7月幹事会議事録 

 
日時：2021年 7月 29日(木)18:30～20:00 

於：ウェブ会議 

書記担当：福臨発 

出席委員会：会長、事務局長、産業、高齢者、研修、医療、被害者、学校、子育て、福臨発 

欠席委員会：倫理 

陪席：代議員 会計班 広報班 

 

Ⅰ 郵便物回覧  

 必要なものは各担当に送信済み 

 

Ⅱ 会員動向 

 入会希望者 中村友一 氏（研修、学校、子育て、産業） 正会員： 

加藤 京 氏（学校） 正会員 

宮本愛里 氏（学校、医療） 正会員 

 退会希望者、休会希望者 なし 

 

Ⅲ 報告および審議検討 

報告） 

１ 2021 年度総会について  

総会員数174名、回収率72％（127票） 

第 1号議案 127票中、賛126票、否1票  

第 2号議案 127票中、賛127票、否0票 会計報告、会計監査報告 

第 3号議案 127票中、賛127票、否0票 予算案 

第 4号議案 127票中、賛127票、否0票 学校臨床心理士委員会委員長変更 

総会第15条にのっとり、すべての議案は、原案通り可決承認された。 

なお、具体的な指摘、コメント等はなかった。 

２ 障がい者差別解消支援ネットワーク会議 

中嶋彩福臨委員長を選出 

３ 第 81回日本公衆衛生学会総会2022 

実行委員に三澤知恵副会長を選出 

４ 都道府県団体会員ひきこもり担当者会議 

佐野孝枝副会長を選出 

５ 第 68回 精神保健福祉大会 10月 26日火曜日14:00〜16:30 県立図書館展示ホール 

全体テーマ「コロナ時代のメンタルヘルス——コロナ禍だから大切なこと——」 

記念講演として松井紀和先生（日本臨床心理研究所所長、精神科医）をお願いしている。 

新型コロナ感染防止の観点から、会場、オンラインなどのいくつかの開催方法を検討中。 

 

審議検討） 

１ 2021 年度山梨県弁護士会共催 子ども夫婦なんでも相談会 

11月 20日もしくは27日、オンライン、対面、電話を予定。 

２ 令和 3 年度精神保健協会長表彰候補者 



2 
 

百瀬裕三氏を推薦することになった。 

３ 山梨県臨床心理士会 会員動向調査２０２１ 調査結果 

会員数174名、回答数116人、有効回答率66.6％。 

会員動向調査について、⑴佐野副会長より途中経過の報告があり、それについて表示方法や結

果の解釈について⑵幹事会で意見交換を行った。それをふまえ、⑶佐野副会長が結果をまとめ、

再度報告することとなった。佐野副会長のご尽力への感謝が幹事から述べられた。 

その他） 

・ 福臨発：事務局から連絡のあった正治幸恵氏（あけぼの医療福祉センター）の福臨委への入会希

望を了承した。 

・ 医療：7 月 13 日に Zoom研修会を開催した。テーマは「新棟への移転に伴うデイケアの取り組み

について——リワーク（復職支援）を中心に——」、講師は成田正樹先生（峡西病院）。新棟移転後の

デイケアは利用目的別に３グループ構成とし、リハビリの構成を大きく変化させた。利用目的別

プログラムや他職種との連携・協働について活発な意見交換、建設的なコメントがなされた。県

外講師を招いての一日研修会開催については、コロナの感染状況を勘案しながら、開催時期や方

法（zoom 使用）について検討中である。 

・ 子育て：第1回委員会は大雨のため急遽中止、2回目 9 月に 1回目の内容を実施する予定。 

・ 被害者支援：安否確認訓練を24日土曜日に実施、報告は次回に行う。 

 

 

■次回幹事会日程：2021年 10月 ７日  １８時３０分から 書記：産業 

書記輪番表：産業→高齢者→研修→倫理→医療→被害者→事務局（局長、会計、広報で輪番）→学校→子

育て→福祉臨床発達  ＊会長を除く 



山梨県臨床心理士会

高齢者支援委員会

2021年度例会のお知らせ

E-mail yamaageing@gmail.com

お問合せ 山梨県臨床心理士会

高齢者支援委員会 事務局

登録委員

募 集 中
時 間

日 に ち

場 所

第3水曜日

18:30～20:30
山梨県青少年センター会議室
またはオンライン会議

第1回 5/19
研究助成申込書の
最終確認

第6回 11/17 調査票の集計

第2回 6/16
調査依頼書・調査
書の最終確認

第7回 1/19 調査内容の分析

第3回 7/21 調査書発送準備 第8回 2/16 調査内容の分析

第4回 9/15
調査書発送と関係
機関へ依頼・周知

第9回 3/16 報告書の要点整理
次年度活動計画検討

第5回 10/20 調査票の回収

今年度も調査研究を進めていきます。ご協力お願いいたします。

済

済

済



 
令和３年度 被害者支援委員会 

 今年度も、昨年に引き続き、開催場所取得困難のため、集会の開催を自粛し
て参りましたが、後期より ZOOMにて開催することと致しました。 

関係機関との連携、学びにつきまして、これまで同等の活動を維持していき
たく皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 

 

日  時： ２０２１年 ９月２７日（月）１９：００～２０：３０ 

場  所：  ZOOM 

内  容：  “性犯罪被害者支援センター全国会議参加報告 他最新情報” 

講  師： 佐々木 由紀 氏  （やまなし性暴力サポートセンター長） 

対  象： 山梨県臨床心理士会会員、関係者 

申込方法： 参加希望者は、稲永澄子まで、氏名、所属、PC アドレス、携帯電話番号を記

載したメールを開催日の１週間前までに送ってください。	

前日までに当日の ZOOMのアドレスをお送りします。	

入室の際は、ご自身のフルネームで入室してください。	

申込先 ： inanaga.s@nifty.com  	

 

＊アドレスが変わっております。ご注意ください！ 

第１回犯罪被害者支援部会  

開催のお知らせ  

☆ 連絡先 ☆  

 山梨県臨床心理士会被害者支援委員会 

  副委員長 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   inanaga.s@nifty.com 

 

      



 
令和３年度 被害者支援委員会 

＜今後の例会予定＞ 

11月 1日（月） １９：００～２０：３０ on ZOOM 

「犯罪被害者支援の最新情報あれこれ」 

 ・山梨県犯罪被害者連絡協議会報告、DV・虐待関連情報他 稲永澄子 

 ・SNS相談                       板倉えりか 

 ・女性相談所（予定）                  未定 

 

＜お知らせ＞ 

「やまなし性暴力被害者サポートセンター」にかかる被害者のための専門家研
修会開催についての参加依頼が来ています。 

 

実施要領： 

対象：医師、看護師、臨床心理士、弁護士、社会福祉士、学校（養護教諭等）、
警察官。関係機関の職員 

研修日時： 

① 令和 4年 1月 13日 １８：３０～２０：３０ 

② 令和 4年 1月 14日 ９：３０～１１：３０ 

研修内容： 

「性暴力被害者が置かれる状況とその症状や特徴（解離がもたらす生き難さ） 

講師： 中島幸子氏・西山さつき氏 （NPO法人レジリエンス代表） 

会場：山梨県立図書館１Fイベントスペース（状況によりリモートあり） 

申し込み方法： 

専用の参加申込書により令和 4年 1月６日（木）までにメールまたは FAXする 

申込、問合先： 

やまなし性暴力被害者サポートセンター 

電話 ０５５-２２８-３１２０（月～金 ９：００～１７：００） 

メールアドレス kaisapo-momoko@sien-yamanashi.com 

 

参加申込書は、上記に問い合わせてください。 

 

以上 
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2021年 8月 15日 

1. 第 3 回(7 月)スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 第3回スクールカウンセリング研究会を7月31日㈯に対面形式にて開催いたしました。

今村亨 SC（学校臨床心理士委員会 役員）の事例提供のもと、『いじめ重大事態に際して心理臨床

家に求められる対応』と題して、「いじめ重大事態」が生じ、臨床心理士が「第三者委員会」と

して活動が検証されました。蓋を開けてみると第三者委員会の職務は過酷であり、今村 SCは自

身の失敗や反省を例示し、この役割を引き受けた際に注意すべき点を強調しました。SCは他校

の第三者委員会に任命される可能性に加え、第三者委員会から聞き取りを受ける可能性もあり

ます。「いじめ重大事態」が起きぬよう、未然に防ぐことが SC にとって大事であることは言う

までもありませんね。 

 

3. 第 4 回(8 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 第 4回(8 月 28 日㈯)では江間彩子医師をお招きして、私達ＳＣが対応する事の多い不登

校の原因や自傷行為の対応の仕方についてお話しいただき、精神科医師の考えるスクール

カウンセリングの在り方や医療連携の仕方等についてご教示いただきたいと思っています。 

 詳細は次ページ及び後続のチラシをご覧ください。 

※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況次第によってはオンラインのみとなる可能性もあ

ります。ご了承ください。 

 

4. 第 6 回(10 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 第 6回(10 月 30 日㈯)では高石啓人先生（山梨県立大学人間福祉学部講師）をお招きして、ス

クールソーシャルワーカーの法制度や理論をご教示いただき、私達 SCとの役割分担や連携

について考えていきたいと思います。講師の高石先生は、SSWをテーマに研究をなさって

おり、さらには SSWとして実践経験もある先生です。貴重な機会ですので、ぜひご参加く

ださい。詳細は次ページ及び後続のチラシをご覧ください。 

 外部講師をお呼びする回（第 4回(8月)および第 6回(10月)）では参加費を頂戴し（対面形

式：500円、オンライン形式：400円(非県士会員の場合それぞれ 500円プラス)）、開催時間は 30分

ボリュームアップし、14:00〜16:30となります。 

 

 スクールカウンセリング研究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。年間予定の詳細は後続のチラシ「スクールカウンセリング研究会 今年度の

研修計画」をご覧ください。 

2021 度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 
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第 4 回スクールカウンセリング研究会（外部講師による特別講演会） 

 ・日時：令和 3年 8月 28日㈯ 午後 2:00～4:30（※30分増量） 

 ・会場：ぴゅあ総合（甲府市朝気） 3階 視聴覚・音楽室※ 

        ＋ Zoomによるオンライン形式 のハイブリッド開催 

  ※会場は定員 17名で、先着順となります。対面形式をご希望の方はお早めにお申し込みください。 

 ・講師：江間彩子医師（山梨県立北病院 精神科） 

 ・テーマ：『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 〜』 

    今回は、特別講師として江間彩子医師をお招きして、私達ＳＣが対応することの多い不登校の

原因や自傷行為の対応の仕方についてお話しいただき、精神科医師の考えるスクールカウンセリ

ングの在り方や医療連携の仕方、さらには、医療機関へリファーすべきケースとＳＣが対応すべ

きケースのアセスメントについてご教示いただきたいと思っています。 

    そして、北病院ではどのような治療をしているのかお伺いし、児童思春期の子ども達に必要な

治療と関わりについて、医師とＳＣが共に考える時間にできたらと考えています。質疑応答の時

間も設けますので、この貴重な機会に多くのＳＣの皆さまにご参加いただきたいと思います。 

 ・参加費：対面参加：500円（非県士会員 1,000円） 

      オンライン参加：400円（非県士会員：900円） 

 ・申込方法：Googleフォームにて受け付けております。後続のチラシからお申し込み

ください（申込締切：8月 27日㈮ 正午まで）。 

 

第 6 回スクールカウンセリング研究会（外部講師による特別講演会） 

 ・日時：令和 3年 10月 30日㈯ 午後 2:00～4:30（※30分増量） 

 ・会場：ぴゅあ総合（甲府市朝気） 3階 視聴覚・音楽室※ 

        ＋ Zoomによるオンライン形式 のハイブリッド開催 

  ※会場は定員 17名で、先着順となります。対面形式をご希望の方はお早めにお申し込みください。 

 ・講師：高石啓人先生（山梨県立大学 人間福祉学部 講師） 

 ・テーマ：『スクールソーシャルワーカーについて学ぶ研修会：法制度、理論、実践』 

    不登校やいじめ、虐待など学校で生じる様々な事案に対して、チーム学校として対応すること

が求められています。そのメンバーには、スクールカウンセラー（SC）だけでなく、スクールソ

ーシャルワーカー（SSW）も位置付けられています。SSW と連携していくことが必要ですが、

SCと SSWの交流がなく、連携するにしても SSWのことがよくわかっていないのが現状だと思

います。そこで、本研究会ではまず SSWについて知ることから始め、SSWの法制度や理論を知

ることで、どのように役割分担、連携ができるのか考えたいと思います。講師の高石先生は、SSW

をテーマに研究をなさっており、さらには SSW として実践経験もある先生です。貴重な機会で

すので、ぜひご参加ください。 

 ・参加費：対面参加：500円（非県士会員 1,000円） 

      オンライン参加：400円（非県士会員：900円） 

 ・申込方法：Googleフォームにて受け付けております。後続のチラシからお申し込み

ください（申込締切：10月 29日㈮ 正午まで）。 
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5. 「山梨相談を学ぶ会」のお知らせ 

 学校臨床心理士委員会では、〔多職種連携〕の一環として、県内養護教諭との連携に取り

組んでいます。養護教諭有志で「山梨相談を学ぶ会」という研修の実践を積んでおられてい

て、この度、SCにも門戸を開いていただけました。 

 SCがお誘いいただいている日程は、 

  ・12 月 11 日㈯ 13:30〜16:00 （会場：後日連絡） 

 

 となります（10 月 16 日㈯は定員に達しました）。いずれも SC枠は 3名（当委員会コーディ

ネーターを含む）となります。先着順となりますので、山梨相談を学ぶ会および養護教諭との連

携にご興味のあるかたは、お早めに申し込みください。 

 申し込み／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）〕までお願いいたします。 

 

了 

 

mailto:psychoyamakoho@yahoo.co.jp


 

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４回スクールカウンセリング研究会 
 

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― 

講師：江間彩子医師（山梨県立北病院精神科） 
  
今回は、特別講師として江間彩子医師をお招きして、私達ＳＣが対応することの多い 

不登校の原因や自傷行為の対応の仕方についてお話しいただき、精神科医師の考えるスクー

ルカウンセリングの在り方や医療連携の仕方、さらには、医療機関へリファーすべきケース

とＳＣが対応すべきケースのアセスメントについてご教示いただきたいと思っています。 

そして、北病院ではどのような治療をしているのかお伺いし、児童思春期の子ども達に 

必要な治療と関わりについて、医師とＳＣが共に考える時間にできたら 

と考えています。質疑応答の時間も設けますので、この貴重な機会に 

多くのＳＣの皆さまにご参加いただきたいと思います。 

 

日 時 ：２０２１年８月２８日（土）pm２:００～４:３０ 
会 場 ：山梨県立男女共同参画推進センター ぴゅあ総合 

（甲府市朝気１－２－２） 3階 視聴覚・音楽室（先着 17名） 
または、 Zoomミーティングのハイブリッド開催 
※状況によっては、オンラインのみになる可能性があります 

対 象：山梨県臨床心理士会会員、山梨県のスクールカウンセラー 

参加費：対面参加（山梨県臨床心理士会会員 500円、非会員 1,000円） 

    オンライン参加（山梨県臨床心理士会会員 400 円※、非会員 900 円※） 
※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。 

 

※申込〆切：2021 年 8 月 27 日（金）正午まで 

 

お問合せ：学校臨床心理士委員会研修担当 scyamanashi@yahoo.co.jp 

【申込 QRコード】 

 

https://forms.gle/FDHHwhEP9ZSVGY4B7


 

講師：高石 啓人先生（山梨県立大学人間福祉学部・講師） 
 
不登校やいじめ、虐待など学校で生じる様々な事案に対して、チーム学校として
対応することが求められています。そのメンバーには、スクールカウンセラー（SC）
だけでなく、スクールソーシャルワーカー（SSW）も位置付けられています。SSWと
連携していくことが必要ですが、SCと SSWの交流がなく、連携するにしても SSWの
ことがよくわかっていないのが現状だと思います。そこで、本研究会ではまず SSW
について知ることから始め、SSW の法制度や理論を知ることで、どのように役割分
担、連携ができるのか考えたいと思います。講師の高石先生は、SSW をテーマに研
究をなさっており、さらには SSWとして実践経験もある先生です。貴重な機会です
ので、ぜひご参加ください。 

【対象】山梨県臨床心理士会会員、山梨県のスクールカウンセラー 

【参加費】対面参加（県臨床心理士会会員 500 円、非会員 1,000 円） 

オンライン参加（県臨床心理士会会員 400 円※、非会員 900 円※） 
※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。 
 

【申込方法】URL または QR コードからお申込みください 
URL→https://forms.gle/okg7QkoRMPGskxx38  

           QR コード↓ 
 

             【申込締切】10 月 29 日(金)正午まで 

【お問合せ】学校臨床心理士委員会 

研修担当  
scyamanashi@yahoo.co.jp 

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６回スクールカウンセリング研究会 

2021 年10 月 30 日（土） 

PM ２:00～４:30 

【場所】山梨県立男女共同参画推進センター ぴゅあ総合 

（甲府市朝気 1-2-2）3 階 視聴覚・音楽室（先着 17 名） 

または、 Zoom ミーティングのハイブリッド開催 
※状況によってはオンラインのみになる可能性があります 



山梨県臨床心理士会
学校臨床心理士委員会主催

日程 内容 講師

第１回 ５月29日（土）
スクールカウンセラー制度・
業務

保坂チーフSC・
石原SC・田中SC

第２回 ６月26日（土） 学級経営
三枝寛康先生

（山梨県教育庁義務教
育課指導主事）

第３回 ７月31日（土）
事例検討会
（いじめ重大事態）

今村ＳＣ

第４回 ８月28日（土） 病院／医師とSC の連携
江間彩子医師

（北病院精神科）

第５回 ９月25日（土） 特別支援教育
鈴木亜矢先生
（山梨大学）

第６回 10月30日（土）
スクールソーシャルワーカー
との連携研修

高石啓人先生
（山梨県立大学）

第７回 11月27日（土） 学校緊急支援研修 一瀬SC

第８回 12月18日（土） いじめ・不登校支援研修会
未定

（募集中）

第９回 １月29日（土）
山梨県弁護士会との連携研
修・児童虐待事案への対応

八巻佐知子弁護士
（八巻法律事務所）

第10回 ２月26日（土） 事例検討会 未定（募集中）

【補足事項】
※研修日程・内容・講師は変更になる場合もあります。
※研修時間は基本的に１４：００～１６：００を予定しています。
※研修会の会場はぴゅあ総合を予定しています。



 

山梨臨床心理士会のみなさまへ               2021.8.15 

 
   

  
猛暑の中、また再拡大するコロナ禍の中、いかがお過ごしでしょうか？ マスクなしで

涼しい風を味わう日が来るのを待ち望むこの頃です。 

さて、当会では前回までエリ・ヴィーゼル著「夜」を読み進めてきました。15歳でナ

チス強制収容所に父親と共に収容された過酷な日々、父親との絆、心の葛藤が描かれ胸に

迫るものがありました。 

次回 9月より滝川一廣著「子どものための精神医学」を取り上げます。精神発達につい

て基礎から社会的問題まで扱われており、子どもの発達を考える一助になればと思います。 

関心のある方は是非ご一緒に読み合わせてみませんか？ご参加をお待ちしています！ 

                                               世話人：設樂友崇，伊藤千永子 

 

Season16 

「子どものための精神医学」 

             滝川一廣著    医学書院 ￥2,750― 

    ＜ 発達の遅れとは一体何なのか？その子のために何ができるのか？育つ側の難しさ、育てる

側の難しさ、社会へ出ていく難しさ、などの視点から精神発達を考えていきます＞ 

  ☆日程 :                                           

       2021 年９月６日   第１～３章       

                10 月 4 日  第４～６章         

                          11 月 1 日  第７～８章 

                        12 月 6 日    第９章 

               2022 年２月 7 日  第 10 章 

            ３月 7 日  第 11～13 章 

             4 月４日  第 14～15 章 

             5 月 2 日  第 16～17 章 

 

 

 

 

 

 

 

“文献を読む会”ぶぶん献を読む会“で

は 
“文 献 を 読 む 会”  の お 誘 い   

◇日時:原則毎月第１月曜日 (18：30～20：30) 

◇会場：新型コロナウイルスの感染状況を見ながら zoomや甲府市東公民館で行っています。 

参加ご希望の方は事前に会場についてお問い合わせください。  

◇定員：10 人程度   ◇参加費: 無料 

◇参加お申込み・お問い合わせ先： 

伊藤千永子 / 携帯：080-5495-8424   Email:chiekoitou@gmail.com 
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