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2022年 3月幹事会報告 

 

 

日時：2022年 3月 25日(金)18時 30分～20時 15分 

於：ウェブ会議 

書記担当：清水（医療） 

出席委員会：設樂（会長・研修）佐野（福会長・産業）三澤（副会長・高齢者）小野（事務局長） 

田中（学校) 比志（被害者）中嶋（福臨発）長田（子育て）齋藤（倫理）  

欠席委員会：なし 

陪席：吉川（代議員）細川（会計班）今村（広報班）橋本（アディクション担当者） 

 

Ⅰ 郵便物回覧  

・山梨県精神保健協会 せいしんほけん第 57号 

・山梨県作業療法士会 山梨作業療法士会ニュースやまなし 108号 

 

Ⅱ 会員動向 

 入会希望者 小牧志保さん  研修、学校、子育て、医療、（事務局員）：承認 

 退会希望者 斉藤光章さん  子育て：承認 

       

 

Ⅲ 報告および審議検討 

報告） 

１ 事務局：1 月 17 日本会より依頼のあった「アディクション担当者の設置と研修会出席」につき橋本和

仁会員にお願いした。橋本会員から研修会につき報告あり、詳細については添付報告書参照のこと。 

２ 広報班：今村班長より進捗状況の説明あり。①ホームページリニューアルについて、幹事の協力により

ほぼ完成した。今後１か月間は無料にて修正可能であるので速やかに今村まで連絡願いたい。各委員会の

紹介文に以前の内容が混在しているので確認願いたい。URL の安全性を配慮して http から https に変更

した。 

 ②2021年度ニューズレターについて：構成は会長、代議員の鼎談、５委員会の活動報告であったが、４委

員会ですでに段組み、校正まで進みあとは、ver1.2 の２案を提示してあるがどちらにするか検討願いた

い。審議の結果今村担当に見栄えの良い方に一任することとなる。なお、福臨発委員会は R４年度に掲載

する。 

３ 佐野（産業）日本士会の第２回引きこもり担当者会議に出席し報告書により内容説明あり。会員に対し

ては添付報告書参照のこと。 

４ 田中（学校）令和３年度の学校心理士委員会主催のスクールカウンセリング研究会の資料により活動報

告あり。好ましい傾向として参加者数の増加、医師、県教育委員会、弁護士会等から講師を招いてのスク

ールカウンセラーとの他職種連携が可能であった。県の職員異動により事業を長年ご担当の三枝副主幹・

指導主事が異動となったが、その点に関して何らかの変化があるのか、設樂会長より質問があったが、今

後とも県教委との関係・連携を密にしながら活動していくとの回答が得られた。 

＊令和４年度から配置校 SCは要請訪問には雇用形態により従事できないとのこと。 

＊日本資格認定協会の継続研修ポイント取得について、認定協会から既に重要なお知らせとして会員宛に郵送

されているが、その件に関して吉川代議員より認定協会のお知らせについて補足説明あり。 

５ 清水（医療）：山精恊臨床心理部会との松原先生講師による合同研修会は 12名の参加者にて、3月６日 

オンラインにて開催した。県士会会計への返金は 5,393円であった。 
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＊精神保健協会理事会報告：今年度の４回の理事会は新型コロナ感染症感染防止のため、全て紙上開催と 

なり、今回の第４回理事会は、令和 3年度事業報告、令和４年度年間スケジュール、総会は対面の方向で 

開催予定、厚生大臣表彰は一任することとした。 

＊（公社）被害者支援やまなし第 2回理事会が 3月 7 日に県立図書館で開催。審議事項１)補正予算案の 

審議 2)専務理事・事務局長の交代に案とも承認される。数名の会員が電話相談及び心理面接等を実施して 

犯罪被害者支援に協力している。 

＊日本臨床心理士会 医療保健領域委員会アンケート調査の回答提出：診療報酬改定に伴い、心理職の業

務の点数化を要望する。令和４年 4月 17日にオンラインにて担当者会議が実施される。 

＊県教委主催第２回インクルーシブ教育推進連携協議会：2月９日に開催予定であったが、新型コロナウ

イルス感染予防のために、紙面開催となり全体会、合理的配慮専部会(委員清水)、医療的ケア運営部会の

配布資料をもとに意見書提出。まとめが手元にあるので興味関心のある方はご連絡願います。現在 10 名

の会員が専門家として特別支援学校に派遣されている。効果が認められるも、勤務時間が少ないので時間

増を要望した。なお、令和４年４月より、医療的ケア運営部会は障害福祉課主管となり『山梨県医療的ケ

ア児等支援健康会議』の「保育・教育部門（仮）」に移管となる。 

 

審議検討） 

１ 事務局 山梨県教育庁高校教育課から 山梨県立学校いじめ問題対策委員会委員 2名の推薦（依頼） 

      人選に関しては、学校臨床心理士委員会田中委員長に一任となる。 

２ 事務局 今後の事務局体制について 英和大学の部屋借用にかかる設樂会長の要望書、小林真理子会員

の上申書を添えて、4月該当会議に上程する予定。事務局の人員について、案として、長は当面小野綾子

が執り、補佐を置くこととする。⇒引き続き大学側と交渉願います。 

３ 2022年度総会について：６月２５日（土）９時から直前幹事会、１０時から総会を開催する予定。 

  開催方法について、事務局より提案あり。対面・参集形式にするかオンラインにするかコロナの関係に

より難しいが、基本的に総会はオンライン開催とする。総会資料はどのようにするのか、参加できない会

員の扱いをどのようにするのか等、詳細については次回解り易く説明する。それを受け幹事会としてはオ

ンライン開催に決定する。 

  総会資料の作成について、細川会計より決算書・予算書作成のフォーマット近々に委員長にメールで送

信するのでそれに記載願いたい。また、返金が生じた委員会では本会口座に送金願いたい。会計担当が変

更になる委員会では講師を招いての研修会では、国税に源泉所得税を入金、源泉徴収票の発行等煩雑な業

務が生じるので、引継ぎを行うと共に会計処理上の確認をしたいので連絡願いたい。 

  小野事務局長より総会資料、事業報告・事業計画（案）の提出を願いたい。掲出期限等については追っ

て連絡する。 

４ その他）2022年２月幹事会報告の訂正について 

設樂研修委員長より：審議検討「５研修委員会」内に誤りがありましたので訂正いたします。 

（正）12,109円  （誤）120,109円 

 

 

■次回幹事会日程：2022年 5月 12日（木）  時間：6時 30分から zoom使用   書記：被害者 

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 



高齢者支援委員会 2021年度第９回例会 2022年３月 16日 18:30～21:00 

参加者： 三澤，伊藤，内藤，細川 

 

⚫ 予算と調査依頼先の検討 

委託業者 株式会社ケイジェンド・プロダクツ https://www.insatu.co.jp/ の見積もり 

→ １５００件（返信封筒なし）で約２５万円前後，６５０件（返信封筒あり）で約１５万円前後 

→ 依頼先を入所施設と包括支援センター（約６４０件）に絞り，助成金内で納まるように 

   ５万円は集計の際の人件費などに当てる 

   例年通り県士会予算２万円は予算立てし，上記以外の予定外の出費にそなえる 

 

⚫ 今年度の振り返りと来年度の活動計画 

来年度の活動計画については別紙参照 

 

⚫ 役員改選に伴う次年度の委員会役員 

委員長（三澤），事務局（細川），会計（内藤）それぞれ再任 

 

⚫ その他 

諸連絡，近況報告など 

 

 

〔次回〕２０２２年度第１回例会 ４月２０日（水）１８:３０～の予定 開催方法は追って連絡 



山梨県臨床心理士会

高齢者支援委員会

２０２２年度

［日時］ 第3水曜日
18:00～20:30

［場所］ 山梨県青少年センター会議室
またはオンライン開催

登録委員
募集中

山梨県臨床心理士会高齢者支援委員会事務局

お問合せ yamaageing@gmail.com

第1回 4/20
2022年度計画
確認

第7回 11/18
心理職向け調査
終了

第2回 5/18 調査用紙など発注 第8回 12/21
心理職向け調査
集計

第3回 6/15
専門職向け調査
開始

第9回 1/18 考察

第4回 7/20
専門職向け調査
終了

第10回 2/15 考察

第5回 9/21
専門職向け調査
集計

第11回 3/28
考察
次年度計画

第6回 10/19
心理職向け調査
開始
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2022年 4月 15日付 

1. 2022 年度スクールカウンセリング研究会について 

 来年度の継続型研修会も「スクールカウンセリング研究会」として年 10回を計画してい

ます。5 月より、おおむね最終土曜日の午後 2 時～4 時（一部例外あり）を予定しています。

オンライン形式も導入したハイブリッド形式の検討等、多くの方々にとって参加しやすく、

かつ、臨床心理士資格更新要件に準拠した、有意義な研修会を目指しています。 

 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円を還元い

たします。 

 

2. 第 1 回(5 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 第 1回(5月)スクールカウンセリング研究会を、5月 28 日㈯ 午後 2時～4 時開催予定

です。内容は『今年度の SC 事業について』を予定しています。詳細は来月の広報にてお知

らせいたします。ご予定に入れていただければ幸いです。 

 

3. 第 2 回(6 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 第 2回(6月)のスクールカウンセリング研究会の予定をお知らせいたします。 
 

第 2 回スクールカウンセリング研究会（予定）※変更される可能性もあります。ご了承ください。 

 ・日時：令和 4年 6月 25日㈯ 午後 2:00～4:30（外部講師による特別講演会につき 30分増量） 

 ・会場：山梨県立青少年センター（甲府市川田町 517） 本館 第二会議室※、または Zoom

ミーティングのハイブリッド開催   ※会場は定員 22名で、先着順となります。 

 ・講師：佐藤みのり先生（山梨英和大学／臨床心理士・公認心理師・発達臨床心理士） 

 ・テーマ：『ヤングケアラー支援の取り組みのために —研究・臨床における課題と展望—』 

   今回は、特別講師として山梨英和大学の佐藤みのり先生をお招きして、私達 SCも積極的な

支援をわしていく必要がある、ヤングケアラーの現状と社会的課題についてお話していただ

きます。佐藤先生は、事例検討を中心とした質的研究と、子どもがヤングケアラー化するメ

カニズムの解明を目指す量的研究の双方の手法で、これまで多くの知見を蓄積されています。

また、山梨県の「ヤングケアラー支援ネットワーク会議」の構成メンバーでもありますので、

山梨県のヤングケアラー支援の方向性についてもご説明いただきたいと思います。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皆様にご参加いただきたいと思います。 

 ・参加費：無料（非県士会員 500円） 

 ・申込方法：次回広報にてお知らせいたします。 

学校臨床心理士委員会からのお知らせ 4 月号〔2022 年度〕 
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4. スクールカウンセリング研究会年間計画(案) 

 現時点での、今年度のスクールカウンセリング研究会開催の日程をお知らせいたします。

変更の可能性もありますが、その際は追って広報いたします。ご予定に組み込んでいただけ

たら幸いです（「外部講師による特別講演会」は講演時間を 30 分増量予定です。以下の日

程に関しても、「外部講師による特別講演会」となった際は終了時刻が午後 4:30 となる予

定です）。 

 内容や講師／ファシリテーター等の詳細は、来月以降の広報にてお知らせいたします。 
 

第 1 回 5 月 28 日㈯ 午後 2:00〜4:00 

第 2 回 6 月 25 日㈯ 午後 2:00〜4:30（外部講師による特別講演会） 

第 3 回 7 月 30 日㈯ 午後 2:00〜4:00 

第 4 回 8 月 27 日㈯ 午後 2:00〜4:00 

第 5 回 9 月 24 日㈯ 午後 2:00〜4:00 

第 6 回 10 月 29日㈯ 午後 2:00〜4:00 

第 7 回 11 月 26日㈯ 午後 2:00〜4:00 

第 8 回 12 月 17日㈯（最終土曜日ではない） 午後 2:00〜4:00 

第 9 回 1 月 28 日㈯ 午後 2:00〜4:00 

第 10 回 2 月 18 日㈯（最終土曜日ではない） 午後 2:00〜4:00 

 

了 



 

令和４年 ４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 河西 秀人 

 

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 

春光の候、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５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＞ 

 病院で働く心理職として、また一人の職員として働きやすい環境とはどのようなものなのか、ここ数年模索して

きました。HANAONOでの取り組みに触れながら、他の病院での取り組みやご意見などを伺えたら幸いです。 

 

＊山梨県臨床心理士会医療保健領域委員会の委員の皆様へ＊ 

参加の申し込みには、氏名、所属先を添え、5月2日(月)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：0553-23-1311  (山梨厚生病院) 

ＭＡＩＬ ：shinri-shitu@sumiyoshi-kaisei.jp 

 

日   時 ： 令和４年 ５月１０日（火）17:00～19:30 

 

方   法 ： Zoomによるオンライン方式 

 

内   容 ： １．研修・話題提供 

 

         「心理職にとって働きやすい環境とは？」 

               

担 当：  望 月  亘    （ HANAZONOホスピタル ） 

 

２．山梨県臨床心理士会医療保健領域委員会総会（委員長選出など） 

  および山精協臨床心理部会総会 

 

３．その他 

 

mailto:shinri-shitu@sumiyoshi-kaisei.jp


シリーズ「臨床心理士・公認心理師実践講座」

｜場 所｜ 山梨英和大学内教室

山梨英和大学 メイプルカレッジ事務局

202２年度山梨英和大学メイプルカレッジ

毎回さまざまな臨床領域で働く臨床心理士・公認心理師が、日々現場で考え、実践していることについて
お伝えします。将来心理士・心理師を目指している方、現在働いている現場とは別の領域に関心をお持ちの
方はぜひご参加ください。

｜日 程｜ 全４回講座

山梨英和大学非常勤講師。（福）子育ち・発達
の里 こころのサポートセンターネストやまなし所
長。臨床心理士。公認心理師。認定音楽療法士。
心理カウンセリングや心理アセスメントを元にし
たコンサルテーションなどを行っています。国立
リハビリテーション学院児童指導課非常勤講師。

｜講 師｜

第1回 福祉領域 ‒ ２０２２年６月２日（木）19：00～20：30

福祉領域における心理職の役割‒（中嶋）

第2回 教育領域 ‒２０２２年６月９日（木）19：00～20：30

教育と心理臨床の重なるところで‒（設樂）

第3回 産業領域‒２０２２年７月７日（木）19：00～20：30

産業領域で働く臨床心理士‒（佐野）

第4回 高齢者領域 ‒２０２２年７月１４日（木）19：00～20：30

超高齢化社会に臨床心理学ができること～喪うことへの向き合い方～‒（三澤）

055-223-6034
extension@yamanashi-eiwa.ac.jp

｜申込締切｜ 202２年５月１９日（木）

お申込み・お問合せ

〒400-8555 甲府市横根町888

URL https://www.yamanashi-eiwa.ac.jp/renkei/maple/

■感染予防策を講じた安全な形で実施します。マスクの着用にご協力ください。

公式Webサイト

｜受講料｜ ４，０００円（全４回）メイプルメイト３，６００円

中嶋 彩 設樂 友崇

 

臨床心理士・公認心理師・大学カウンセラー。
都内小学校のスクールカウンセラー、広島の心
理治療施設の心理療法士を経て、2009年より
本学相談室主任カウンセラー。2019年日本学
生相談学会実践活動奨励賞受賞。

山梨英和大学大学院人間文化研究科修了。静
岡県児童相談所、山梨県スクールカウンセラー、
精神科クリニック心理職を経て現在カウンセリ
ングルームさの（私設相談室）を開設し、相談に
あたっています。臨床心理士、公認心理師、産業
カウンセラー。

医療法人銀門会甲州リハビリテーション病院。
山梨県高次脳機能障害者支援センター支援
コーディネーター。山梨県臨床心理士会副会長。
臨床心理士。公認心理師。高齢者や中途障害
者の方へ、神経心理学的検査や心理面接を
行っています。

佐野 孝枝 三澤 知恵

-対面式講座のご案内-
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