
2022 年 5 月幹事会記録 

日時：2022 年 5 月 12 日(木)18:30～21:00   於：Web 会議（Zoom） 

出席幹事：設樂（会長、研修）、佐野（副会長、産業）、三澤（副会長、高齢者支援）、小野（事務局長） 

田中（学校）、長田（子育て）、清水（医療）、齋藤（倫理）、中嶋（福臨発） 

書記：比志（被害者支援）  欠席幹事：無 

陪席：吉川（代議員）、細川（会計）、今村（広報）、橋本、鶴田（次期委員長）、樋口、是永（会計補佐） 

 

Ⅰ 郵便物回覧（口頭）  

各機関の広報、紀要、研修案内などが届いている旨、報告があった。 

 

Ⅱ 会員動向 

   以下の希望を確認し、承認した（敬称略）。 

    入会希望：堀内千晶（医療保健、産業） 

    退会希望：佐々木貴弘 

*他、入会希望者 1 名あったが、『県外在住、県内就職希望』のため、規程にのっとり、 

県内に就職が決まってから入会していただくことになった。 

 

Ⅲ 報告および審議事項 

 1．報告事項 

（1）事務局設置にかかる山梨英和大学施設利用について 

公認心理師事務室の一角を間借りする形で、利用契約を交わす方向になった。利用契約に伴い、

「県士会独自のWi-Fi ネットワークの確保」「月額 3,000 円の賃料」が必要になる。使用時間は 

平日 9:00～17:00、利用者名簿を英和大学に提出し、1 年ごとに利用契約を更新する。 

（2）第 81 回日本公衆衛生学会総会について。 

10 月に県内で開催される。今年度も引き続き、三澤副会長が実行委員を続投することになった。 

（3） 清水幹事より、山梨県精神保健協会第１回理事会報告があった。5 月 17 日（火）に定期総会が 

開催され、長年に渡り協会長を務めてこられた松井会長が、議事終了後の記念講演で「精神保健」 

をテーマに講演される。 

（4）役員改選について 

各委員会から、新体制の報告があった（敬称略） 

役職・委員会 現任者 新任者 事務局体制・他 現任者 新任者

会長 設樂　友崇 設樂　友崇 事務局長 小野　綾子 小野　綾子

副会長 佐野　孝枝 田中　健史朗 事務局補佐 樋口麻貴子

副会長 三澤　知恵 三澤　知恵 会計班 細川明子 細川明子

倫理 齊藤　徳仁 佐野　孝枝 会計班補佐 樋口麻貴子 是永由布子

研修 設樂　友崇 設樂　友崇

産業領域 佐野　孝枝 橋本　和仁

被害者支援 比志　真美 吉田　恵子

医療保健領域 清水　隆善 齊藤　徳仁

学校臨床 田中　健史朗 田中　健史朗

子育て支援 長田　由布紀 鶴田　久美

高齢者支援 三澤　知恵 三澤　知恵

福祉臨床発達 中嶋　彩 中嶋　彩

監事
百瀬裕三
久保田梨央

百瀬裕三
久保田梨央

今村亨
齊藤徳仁

田中健史朗
土橋拓真

今村真奈美
廣瀬秋美

今村亨
齊藤徳仁

田中健史朗
土橋拓真

今村真奈美
廣瀬秋美

広報班

 



 

2．審議事項 

（1）甲府城南病院よりパワハラ発生時の協力要請があった。要請内容の詳細を産業委（橋本 新委員

長）から問い合わせ、内容に応じて対応することになった。 

（2）甲斐市教育委員会より、いじめ問題対策委員会の委員依頼があった。学校臨床心理士委員会で 

検討し、先方に回答することとなった。 

（3）新委員会の設置について 

   会員から「司法領域委員会の立ち上げ依頼」があった。現段階で委員会立ち上げに関する決まり

は無い。幹事会としては『本会は会員相互の連携協力による職能団体であり、幹事会によるトップ

ダウンで新委員会設置を指示する…といった性質の組織とは異なる』という認識で一致。新委員会

立ち上げの際は、『会員有志が集まり、新しい委員会を立ち上げる』といったボトムアップの動き

を尊重することとした。 

（4）山梨県精神保健協会、被害者支援センターやまなしの、本会からの役員について。 

今後も清水顧問にお願いすることで一致した。 

（5）2022 年度総会について 

  ・開催方法 

    基本的にオンライン開催だが、会員個々の PC環境が異なるため、サテライト会場を設置する。 

出欠（委任状）確認はアンケートフォームで実施。詳細は、郵送される総会案内を参照。 

日時：6/25(土)10:00～  ＊Zoom によるオンライン開催 

サテライト会場：山梨県立大学飯田キャンパス（甲府市飯田 5 丁目 11-1） 

・2022 年度総会資料 活動報告・活動計画 

口頭説明のもと、承認された。 

  ・2022 年度総会資料 決算・予算案 

口頭説明のもと、承認された。 

 

■次回幹事会日程：2022 年 6 月 25 日（土）9 時 00 分～9 時 40 分 Zoom 書記：事務局長 

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 
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2022年 6月 15日付 

1. 第 1 回(5 月)スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 第 1回(5月)スクールカウンセリング研究会を、対面・オンラインのハイブリッド形式に

て 5 月 28 日㈯に開催いたしました。田中健史朗委員長より SC 事業の今年度からの変化

を概説した後、保坂三雄チーフ SC・大塚直美チーフ SCよりご講演いただきました。 

 保坂チーフ SCからは、今 SCに求められていることや「日常生活面接」等の実際の面接

場面、そして今年度新体制となった「教育支援センター」の詳細なご説明をいただきました。 

 今年度よりチーフ SCとなられた大塚先生からは、“自己紹介”を兼ねた、SC事業に対す

る先生の熱い思いと実践を知ることができ、とても参考になりました。 

 なお、チーフ SC の業務の一つとして配置 SC からの相談が含まれているとのことでし

た。配置 SCにとって心強い限りです。お困りの事項がありましたら、電話にてご一報を。 

 

2. 第 2 回(6 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 来たる 6月 25日㈯ 午後 2時～4時 30分、第 2回(6月)のスクールカウンセリング研

究会を開催いたします。対面形式の会場は山梨県立青少年センターとなりますので、ご注意

ください。 
 

第 2 回スクールカウンセリング研究会 

 ・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） 

 ・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※〕および〔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：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※） 
※振込先は、お申し込み後、メールにてお知らせいたします。 

振込手数料は自己負担でお願いします。          

 ・申込方法：後続に掲載されているチラシの URLあるいは QRコードからお申込みだ

さい（申込締切：6月 23 日㈭ 正午まで）。 

学校臨床心理士委員会通信 6 月号〔2022 年度〕 
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 今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回実施いたしま

す。おおむね最終土曜日の午後 2 時～4 時（一部例外あり）の予定です。対面＋オンラインの

ハイブリッド形式の採用等、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（臨床

心理士資格認定協会から、ポイントに関する書簡は皆様の元にも届いているかと思います

が、スクールカウンセリング研究会におけるポイントの扱いは、適宜説明していきます。ス

クールカウンセリング研究会にご参加の上、ご確認ください）。 

 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。事例発表等をご希望の委員の方は、以下のアドレスにご連絡ください。 

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

 

3. スクールカウンセリング研究会年間計画 

 今年度のスクールカウンセリング研究会の日程は以下になります。内容は一部調整中で

すが、後続のチラシをご覧ください。 
 

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 

 

 

○済  

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2回スクールカウンセリング研究会 

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

 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。 

申込締切：２０２２年６月２３日（木）正午まで 

申込方法：QRコードまたはURLからお申込みください ➡   【申込QRコード】 

     URL➡ https://forms.gle/mcZdSkZDFAxS3BwUA 

 

お問合せ：学校臨床心理士委員会 研修担当             

      Mail：scyamanashi@yahoo.co.jp     

 

対 象 参加費 

・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 

・学校関係者 

対面参加(県士会会員500円/非会員1,000円) 

オンライン参加(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。 

 

https://forms.gle/mcZdSkZDFAxS3BwUA


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 話題提供者

第１回 ５月２８日（土） 今年度のSC事業
保坂チーフSC
大塚チーフSC

第２回 ６月２５日（土） ヤングケアラー
佐藤みのり先生
（山梨英和大学）

第３回 ７月３０日（土）
事例検討会（PCAGIP法）
※対面のみでの開催

浅川香織SC

第４回 ８月２７日（土） 学校の先生のニーズ
現職教員
（調整中）

第５回 ９月２４日（土） フリースクール
現職職員
（調整中）

第６回 １０月２９日（土）
事例検討会（PCAGIP法）
※対面のみでの開催

事例提供者
募集中

第７回 １１月２６日（土） 放課後等デイサービス 松野友香先生

第８回 １２月１７日（土）
事例検討会（PCAGIP法）
※対面のみでの開催

事例提供者
募集中

第９回 １月２８日（土） 特別支援教育 （調整中）

第１０回 ２月１８日（土）
いじめ事案対応

（山梨県弁護士会との共催）

弁護士
（調整中）

【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を予定しております。
※研修会の会場は青少年センターを予定しております。



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

2022年度は
調査実施・集計・考察を

すすめていきます

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
文献の共有，心理職
向け調査内容の検討

第9回 1/18 考察

第4回 7/20 〃 第10回 2/15 考察

第5回 9/21
専門職向け調査
集計

第11回 3/15
考察
次年度計画

第6回 10/19
心理職向け調査
開始

済

済



高齢者支援委員会 2022年度第 2回例会 2022年 5月 18日(水) 18:30～２０:４５ 

参加者： 三澤，内藤，細川 

 

⚫ 近況報告・情報交換・意見交換 

参加者それぞれの近況報告や情報交換・意見交換を行った。 

 

⚫ 委員長よりお知らせ 

6 月 25 日（土）に総会を開催予定。今年度はオンライン開催，サテライト会場も用意される。

詳しくは総会案内の通知を参照のこと。できる限り参加をお願いします。 

 

⚫ 調査用紙発送準備・最終確認 

6月 10日までに発送するよう委託業者に依頼。 

関係職能団体にも，依頼文を送付する（内藤さん対応）。 

 

⚫ 次回の予定 

考察に必要な，最新の文献や論文の共有。 

心理士向け調査内容の検討。 

 

〔次回〕 2022年 6月 15日（水）18:30～ 状況により対面かオンラインか判断 

      ＊ 事前に開催方法など詳細をご連絡します。 





 

令和４年６月３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 

向暑の候、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、ご案内を申し上げます。 

 

敬具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担当者からのひとこと＞ 

病院勤務をしていると、心理士が外来患者さんのカウンセリングとデイケアでプログラム担当という多重関係を

経験することがあります。  

この多重関係が患者さんに及ぼす影響については、治療関係の混乱などの負の側面だけでなく、正の側面もある

のではないかと考え、今回いくつかの事例から検討してみたいと思います。 

 

＊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、7月8日(金)までにご連絡ください。 

ご連絡いただいた方に ID等をお知らせいたします。多数の委員の皆様のご参加をお待ちしています。 

－連絡先－ 

ＴＥＬ：0553-23-1311  (山梨厚生病院  河西) 

ＭＡＩＬ ： sanseikyoshinri@outlook.jp   

 

日   時 ： 令和４年７月１２日（火）15:30～17:00 

 

方   法 ： Zoomによるオンライン方式 

 

内   容 ： １．研修・話題提供 

                     「 病院の中の心理士の多重関係が 

クライエントへ与える影響について 」 

 

担 当 ： 河西 長武 先生  ( 山角病院 ) 

 

２．その他 

 

 

mailto:sanseikyoshinri@outlook.jp


 
令和４年度 被害者支援委員会 

 先月の広報に昨年度のお知らせが掲載されましたことをお詫びいたします。
今年度も、昨年に引き続き、オンライン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、これまで同様、皆様のご協力をお願
い申し上げます。 

 

 

日  時： ２０２２年 ７月 ４日（月）１９：００～２０：３０ 

場  所：  ZOOM 

内  容：  講演： 

      「最近の被害者支援の状況について」 

      講師： 佐々木由紀 氏 （被害者支援センターやまなし支援局長） 

協議事項：今年度の日程と内容について 

 

対  象： 山梨県臨床心理士会会員、関係者 

 

申込方法： 委員会会員には、zoomアドレスをお送りします。	

	

（アドレスが変わっている方はお知らせください）	

 

 

 

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 

 

      



司法・矯正領域の心理士の方へ 
山梨県臨床心理士会の中に、司法・矯正領域委員会を

立ち上げませんか？連絡をお待ちしています！ 
 
公認心理師の上位資格、専門心理師も検討されています。 

5月に内閣府男女共同参画局から令和３年度配偶者
暴力加害者プログラムに関する調査研究事業報告書

「配偶者暴力加害者プログラム施行のための留意事

項」が発表されました。“被害者を逃すだけでは解決で

きない”政府もようやく動き出しました。加害者プログラ

ムの実施主体を山梨にも立ち上げませんか？ 

 

2022.5.20 





ライブ配信授業担当
ライア・ジョルバ博士

⽇本センサリーモーターサイコセラピー協会

早割／学割 38万円（税込 ￥418,000-）
通常　４０万円（税込 ￥440,000-）

【お問い合わせ】
    日本センサリーモーターサイコセラピー協会 事務局

Copyright © 2022 日本 センサリーモーター サイコセラピー協会, All Rights Reserved.

トラウマに対応するためのセンサリーモーターサイコセラピー

レベル�I�:�トラウマ
（オンライン）

第２期�

★�臨床心理士資格更新ポイント申請予定�★

【お申し込み】
 　お申し込みページはこちら 【お申込みページ　QRコード】

info@spjapan.org

www.spjapan.org

⽇本センサリーモーターサイコセラピー協会（ JASPA ）は
Sensorimotor Psychotherapy Instituteが提供する
ソマティック⼼理療法のトレーニングを⽇本国内で主催す

る唯⼀の公認団体です。

【受講生募集要項】
 　詳しい情報はこちら

【期間】　2022年11月12日（土）〜 2023年7月1日（土）

【履修時間】　105 時間

【講師】　ライア・ジョルバ博士　

【費用】
    

【募集人数】　4８人 
             

https://www.spjapan.org/japan-sensorimotor-psychotherapy-association
https://twitter.com/spjapan_org
https://japan-sensorimotorpsychotherapy.blogspot.com/
https://www.facebook.com/JASPA2022/
https://www.spjapan.org/japan-sensorimotor-psychotherapy-association/admissions-recruit-students/application
mailto:info@spjapan.org
http://www.spjapan.org/
https://sensorimotorpsychotherapy.org/
https://www.spjapan.org/japan-sensorimotor-psychotherapy-association/admissions-recruit-students
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