
202１年 10 月幹事会議事録 

日時：2021 年 10 月 7 日（木）18：30～   於：Zoom によるウェブ会議   

書記：佐野（産業） 

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）、中嶋（福臨発）、長田（子育て）、比志（被害者）、齋藤（倫理）、 

欠席：田中（学校） 

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。 

・日本臨士会資格認定協会援助金助成係から 新型コロナウィルスにかかる新たな援助金助成事業のご案内 

申請期限 11 月 5 日 

・日本臨士会資格認定協会から 臨床心理士報 61 号 

・山梨県産婦人科医会から MCMC 母と子のメンタルヘルスケア研修会について（再度のご案内） 

 〆切 10 月 15 日 

・山梨県福祉保健部障害福祉課から 「ネットワーク通信 43 号」 

・全国被害者支援ネットワークから 「全国犯罪被害者支援の過去・現在・未来」 

・被害者支援センターやまなしから 機関紙 36 号 

・山梨県きずな会から 「10 月 4 日は里親デー」啓発キャンペーン案内 

・リカバリー全国フォーラム 機関誌こころの元気＋ 

 

Ⅱ：会員動向 

  入会希望者 なし 

  退会希望者 なし 

  休会希望者 なし 

 

Ⅲ：報告および審議事項 

報告） 

１ 令和 3 年度第 1 回障害者差別解消支援ネットワーク会議について、書面開催となった。（中嶋幹事参加予 

定だった） 

２ 令和3年度子どもを守る山梨ネットワーク会議について、書面開催となった。（小野事務局長参加予定だった） 

３ 2021 年度山梨県弁護士会共催 こども夫婦なんでも相談会 11 月 27 日開催予定 相談形式は、感染状

況による。臨士会から 6 名の相談員を募集する。→委員会で参加呼びかけ 

４ 学校臨床委から 甲斐市いじめ問題対策委員の選出→学校委より保坂三雄氏の推薦があり、決定  

５ 山梨県精神保健協会長表彰 百瀬裕三会員受賞 

６ （高齢者委より）①大同生命の助成金は申請が下りず、今年度県士会予算内で調査できるよう、Google 

フォームを活用したものに変更予定。②委員会名で調査するも、県士会宛に問い合わせが来るかもしれないが、

ご了承いただきたい。 

７ （研修委より）1 月 9-10 日に実施する「ワーク・ディスカッション」研修について。レクチャーと体験の二本立て。 

専門用語を共有しない他職種とどう繋がるか、などを学ぶ場になる。対面で実施予定。医療機関によっては研

修会への参加許可が下りていない場合もあるので確認が必要、という意見が出た。 

８ （子育て委より）9 月 19 日に内部研修会を実施。11 月 21 日（日）の公開研修「子どもの性への支援とト



ラウマインフォームドケア」に先立ちトラウマインフォームドケアの書籍を読んだ。研修会ではハイブリッド方式を採用

するが、やってみると、ハウリングのコントロールが非常に難しかった。研修会への参加をお願いします。 

９ （医療保健委より）外部講師を招いての研修会が講師の体調不良と医療領域委員会の研修会は未だ新型

コロナウイルス感染症感染防止等の対策により、参集形式での研修会は不可、従って当面は zoom 使用の研

修会となる。 

 

審議検討） 

１ （広報班から）ホームページリニューアルについて。業者より、今後のフォローと経費について 3 つの案が出ていると

説明。会計担当からは、長い目で見て費用がかからず、広報班の運営がしやすい方向で考えていくのが良いので

は、と費用に関しては承認された。案については疑問点が残るため、再度業者に確認した後、決定することとなっ

た。 

２ （被災者支援委より） 

  ・10/17（日）13:00～16:00、中部ブロック会議が予定されている。テーマは「災害発生時の組織づくり」。 

  ・11/14（日）日本臨床心理士会主催、災害支援担当者研修会がある。災害時のロジスティクス等がテーマ。 

  ・上記研修や会議で、災害発生時の組織づくりがテーマになるにあたり、県士会における“災害支援体制づくり”の

基準や活動資金などについて、現状を確認した。中部ブロック会議や全国研修会の動向を受け、今後も検討を

重ねていく。 

 

３ （子育て委より）公開修会の参加証の送付を PDF で行うことについて、幹事会で承認して欲しいという意見が

出て審議した。公印を PDF 化することは危険であるとして、記名した原本を紙で作り電子化した後に配布すると

いうことで承認された。 

 

Ⅳ：その他 

 佐野副会長より、会員動向調査への協力に対して謝辞が述べられた。 

 

◆次回幹事会日程：2021 年 12 月９日（木）１８:３０～        書記：高齢者 

   

 

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、広報で輪番）→学校→子育て→福祉臨床発達   



様々な現場

山梨県臨床心理士会主催　令和3年度　冬のワークショップ

【対象】臨床心理士、公認心理師、その他対人援助職の専門家および臨床心理士養成大学院生 
【会場】山梨県立国際交流センター（山梨県甲府市飯田2-2-3）☜会場が決まりました 
　※ 新型コロナウイルスの感染状況によってはzoomミーティングでの開催となります。 
【参加費】両日参加 会員6,000円、非会員7,000円、院生5,000円 
　　　　　　　  9日のみ 会員4,000円、非会員5,000円、院生3,000円 
　　　　　　　10日のみ 会員2,000円、非会員3,000円、院生2,000円 
【申込】申込フォーム https://forms.gle/9FPeDJorrXRqghwo6　もしくはQRコードから 

ワーク・ディスカッションとは、教育、医療、福祉、その他様々な対人援助の現場における、心理療法
場面ではない素材を検討するための理論と実践です。過酷な現場で̶̶私たちはしばしばその渦中にい
るわけですが̶̶、経験から学び、専門家として生き残り続けるための方法を、ともに学びましょう。

医療

教育

講師　鈴木 誠　先生 
くわな心理相談室主宰　臨床心理士 
日本精神分析学会認定スーパーバイザー・認定心理療法士 

著書・訳書に「学校臨床に役立つ精神分析」「児童養護施
設の子どもへの精神分析的心理療法」（誠信書房）「開業
臨床心理士の仕事場」（金剛出版）、「ワークディスカッ
ション̶心理療法の届かぬ過酷な現場で生き残る方法とそ
の実践̶」「学校現場に生かす精神分析一教えることと学
ぶことの情緒的体験―」（岩崎学術出版社）など多数。

2022年1月9・10日(日・祝) 
9日(日)13:30～17:30 
・コアグループ体験セッション 医療領域 
　①「多職種連携の在り方について報告」 
・講義「機能する多職種協働のためにー事例検討会に 
　　ワークディスカッションの方法を導入することー」 
10日(祝)10:00～12:00 
・コアグループ体験セッション 教育領域 
　②「チーム学校での取り組みの報告」

【お問い合せ】山梨県臨床心理士会研修委員会　psychoyamakenshuiinkai@yahoo.co.jp

ワーク・ 
ディスカッション

WORK 
DISCUSSION

福祉

①②事例 
提供者募集 
A4で4ページ程度の資料 
ご用意いただきます

http://yia.or.jp/wordpress/?page_id=477
https://forms.gle/9FPeDJorrXRqghwo6


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
調査依頼，調査内
容など再検討

第2回 6/16
調査依頼書・調査
書の最終確認

第7回 1/19 調査実施・集計

第3回 7/21 調査書発送準備 第8回 2/16 調査実施・集計

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
次年度活動計画
検討

第5回 10/20 助成金申請の検討

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

済

済



高齢者支援委員会 ２０２１年度第 5回例会 

日  時 ： 2021年１０月２０日（水）18:30～20:30 

場  所 ： 山梨県青少年センター 第４会議室 

参加者 ： 三澤，伊藤，内藤，細川 

 

⚫ 日本臨床心理士資格認定協会 援助金助成 の申請を検討 

・ 前回の例会で１１月から調査研究を開始する予定だったが，急遽上記助成金の申請を検

討することとした。 

・ コロナ禍が終息していない状況下で調査を実施するにあたり，何らかの形で触れる内容

が望ましい，という意見は昨年度末から意見が出ていた。そのため当初は，調査票の配布と

同時に，調査協力者となる高齢者支援専門職のメンタルヘルス維持に役立つ情報提供をす

る予定であった。 

・ 上記助成金の趣旨は，「コロナ禍が続く現状を踏まえた募集課題を示し，実践現場からの

多様な試みや調査研究を募り，臨床心理士の未来像を創成する一助となることを願って実

施するもの」であり，高齢者支援の現状を調査し臨床心理士がどのようにニーズにこたえて

いくかを検討したいという，当委員会の趣旨に沿ったものであると思われる。 

・ 結論 ； 急ごしらえではあるが，助成金申請をし，より充実した調査研究が実施できるよ

うにすることとした。 

 

⚫ 今後の予定 

・ 申請期限１１月５日（金）消印有効，１１月３０日（火）までに選考結果を通知，１２月２０日（月）

までに援助金交付。 

・ １０月末までに三澤委員長が申請書を作成，その後委員会内でメール稟議し期限までに

申請書を提出。 

・ 次回例会で，調査依頼書，調査項目の修正，研究期間を再検討 

 

〔次回〕  

２０２１年 1１月１７日（水）18:30～ 

対面にて開催予定（状況によりオンライン） 



令和 3（2021）年 11 月広報 

 

企画・運営：山梨県臨床心理士会 被害者支援委員会 

Mail：psychoyamashien@gmail.com    

 

令和 3年度 被害者支援委員会 災害支援部会のご案内 

  

日頃より大変お世話になっております。今年度最後の被害者支援委員会 災害支援部会を Zoom

開催します。よろしくお願いいたします。 

 

 

日  時：令和 3 年 12 月 7 日（火）18：45～20:15 

開催方法：Zoom （URLは後日送信します）  

     ＊参加できる方は psychoyamashien@gmail.comに連絡をお願いします。 

 

内容：1）報告事項 

    ①2021年度 中部ブロック担当者会議（夏）10/17、Teams 

②2021年度 全国都道府県団体会員災害支援担当者研修会 

     「災害時のロジスティクスとこころのケア（11/14、Zoom）」 

    ③他 

 

 

2022年夏の中部ブロック担当者会議の運営担当は山梨です。Teams 開催になるか、山梨県内で 

開催するかわかりませんが、少しずつ準備していく必要があります。災害時の支援活動を円滑に 

行うためには、組織の体制づくりが重要です。皆さまのご参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

             

サイコ  やま 支援 

 

この委員会に関するお問い合わせは 

psychoyamashien@gmail.com まで。 

被害者支援委員会 

mailto:psychoyamashien@gmail.com


   

 

 産業領域委員会主催 
 

 

 

 

  

 

 

      

開催します 

 

 日時：20２１年１１月２５日（木） 18：30～20：30 

会場：県立青少年センター  

リバース和戸館 第３研修室（2階） 

 

テーマを決めずに自由に、産業領域の苦労話や、産業領域の

未来などについて、ざっくばらんに語り合いましょう！ 

産業領域に関わっておられる方、おられない方、県士会員でし

たらどなたでも大歓迎。  

皆様のご参加をお待ちしています。（申し込み不要） 

   

 

 

 

 

＜新型コロナウィルス対策について会場からの注意事項＞ 

・参加者は各自で検温、体調管理、マスク、手の消毒をしてください。 

・受付は 1 人で行い、他の方は外で待っていて下さい。 

・入室後は、定期的な換気、近距離での会話などを避けてください。 



 

令和３年１１月５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 立入 昌美 

 

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 

晩秋の候、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12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＞ 

 当院の心理室が普段行っている業務は、主に個人に対する心理検査と心理面接の二つです。しかし、日常の中で

そうした枠組みとは違う部分で、入院患者様やデイケアメンバー、病院スタッフとかかわることに「心理職がそこ

にいる意味」というものがあるのではないかと感じることがあります。今回はそうした枠組みの外で「いつもそこ

にいる心理職の意味」について、改めて考えてみたいと思っています。私が経験している事柄をたたき台に、皆様

からご意見いただけたら幸いです。 

 

＊山梨県臨床心理士会医療保健領域の委員の皆様へ＊ 

参加の申し込みには、氏名、所属先を添え、1２月1日(水)までにご連絡ください。 

ご連絡いただいた方に ID等お知らせいたします。 

－連絡先－ 

ＴＥＬ：055-235-1521  (住吉病院) 

ＭＡＩＬ ：shinri-shitu@sumiyoshi-kaisei.jp 

 

日   時 ： 令和３年１２月１４日（火）17:30～19:00 

 

方   法 ： Zoomによるオンライン方式 

 

内   容 ： １．研修・話題提供 

 

 『「いつもそこにいる心理職」としての意味』 

               

担 当： 斎木   克哲   （ 回生堂病院 ） 

２．松原講師の研修会の打ち合わせ：日程・内容等 

        ３．その他 

 

mailto:shinri-shitu@sumiyoshi-kaisei.jp
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2021年 11月 15日付 

1. 第 6 回(10 月)スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 10 月 30 日㈯の第 6 回(10 月)のスクールカウンセリング研究会は対面及びオンライン

のハイブリッド形式にて、外部講師として高石啓人先生（山梨県立大学 人間福祉学部 講師）

をお招きし、『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』を

テーマに特別研修会を開催いたしました。 

 “働いている身からすると、Cと全然違うのにな…”と思われたという先生の実体験が象

徴するように、SSWとの異同は、SCにとっても明快でない部分もありましたが、SSWが

〔子どもの権利条約（国連総会 1989）〕や〔児童福祉法（2016改正）〕等に基づいて活動されて

いることを改めて確認できました。〔エコロジカル・アプローチ〕や、「ないものは創る」な

ど、構想はするものの、SCにはなかなか踏み込めない領域のアプローチなどを聴くことが

でき、勉強になりました。 

 SCと SSWの共通するところ／異なる点を相互に理解しつつ、連携していくことの重要

性も改めて感じ取る機会となりました。これからも先生のお話を伺える機会を設けたいと

考えております。 

 

2. 第 7 回(11 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 第 7回(11 月 27 日㈯)はオンライン形式にて、一瀬英史 SC（学校臨床心理士委員会 役員）

より緊急支援と、それに伴う協働と限界についてお話していただきます。 
 

第 7 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 3年 11月 27日㈯ 午後 2:00～4:00 

 ・会場：オンライン（Zoomミーティング）形式のみの開催 

 ・講師：一瀬英史 SC 

 ・テーマ：『緊急支援と 協働と 限界と』 

  一瀬 SC より「学校で生じた暴力問題に対する緊急支援の症例を取り上げます。過去、我が国で生

じたいくつかの殺傷事件にも通じるような問題で、対象生徒や保護者、対応した教職員だけでな

く多くの生徒や多くの教職員が動揺しました。「連携・協働」、「チーム学校」が高らかに掲げられ

ている現在。しかし言うは易き行い難き、やれば解決すると言うわけではありません。この症例

は、対応において各種機関と連携しましたが、その中で多くの課題も残しました。生命にかかわ

る事件につながるような問題行動の対応過程をまとめ報告し、臨床心理士のみなさまの立ち位置

から、症例の背景、対応是非、限界設定等についてどう考えるかといった視座で検討する機会に

したいと思っています」 

 ・参加費：無料 （非会員：400円（＋手数料）） 

 ・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：11 月 25 日㈭ 正午まで(これ以降の申込はできなくなります)。 

学校臨床心理士委員会からのお知らせ 11 月号〔2021 年度〕 



© 学校臨床心理士委員会 2021 

 
 

2 

 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。 

 

3. 「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） 

 

 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 
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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７回スクールカウンセリング研究会 

2021年11 月27 日(土) 

ｐｍ２：００～４：００ 
 
 

講師： 一瀬 英史 先生 

（山梨県スクールカウンセラー） 
 

 

【概要】 

 学校で生じた暴力問題に対する緊急支援の症例を取り上げます。過去、我が国で生じたいくつかの殺

傷事件にも通じるような問題で、対象生徒や保護者、対応した教職員だけでなく多くの生徒や多くの教

職員が動揺しました。「連携・協働」、「チーム学校」が高らかに掲げられている現在。しかし言うは易き

行い難き、やれば解決すると言うわけではありません。この症例は、対応において各種機関と連携しまし

たが、その中で多くの課題も残しました。生命にかかわる事件につながるような問題行動の対応過程を

まとめ報告し、臨床心理士のみなさまの立ち位置から、症例の背景、対応是非、限界設定等についてどう

考えるかといった視座で検討する機会にしたいと思っています。 

【対象】  

山梨県臨床心理士会会員、山梨県スクールカウンセラー 
 

【参加費】 無料 

（山梨県臨床心理士会非会員は、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 

学校臨床心理士委員会 研修担当 scyamanashi@yahoo.co.jp 

https://forms.gle/oFbcroS61EiMMeUE7
https://forms.gle/oFbcroS61EiMMeUE7


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の

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
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 一瀬SC

第８回 １２月１８日（土）
事例検討会

（PCAGIP方式）
岩橋SC・石原SC

第９回 １月２９日（土）
不登校

ミニワークショップ
田中SC

第１０回 ２月２６日（土）
児童虐待

（山梨県弁護士会との共催）
八巻佐知子弁護士
（八巻法律事務所）

【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を予定しております。
※研修会の会場はぴゅあ総合を予定しております。
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