2020 年度事業報告
協会の概要
協会の運営
2020 年度は当初より新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための自粛生
活の影響を大きく受ける活動となった。予定されていた理事会は一部オンライン方式も
取り入れ運営したが、各種研修会は思うように計画することができず会員支援の点でも
活動が大きく縮小することとなった。
①

前年度に完成したホームページの本格的な運用が始まり、ホームページを通じて
研修会・求人情報などの周知を行った。また引き続き会員の登録を進めた。

②

オンライン形式での研修会の開催にあたり、必要な機材の調達や環境設定などを
進めた。
社会の要請への対応
前年に引き続き地域社会の要請に対応した。

①

学校での事故、事件への緊急支援活動、第三者委員会委員推薦について協力した。

②

被害者支援委員会（県 DV 総合対策センター、県警本部）、産業組織委員会（県弁護
士会、県自殺対策協議会）等の様々な関係機関との連携や協力に取り組んだ。
研修事業
例年開催していた学校臨床委員会のスクールカウンセラー研修会を、他委員会に先駆

け試行的にオンライン形式で実施した。
災害への備え
来るべき災害に備え、九州沖縄ブロックと協力しながら活動した。
2019 年度と同じく一定額（￥150,000）を災害対策積立金として積み立てた。
◼

第 2 期理事候補者選挙を実施した
2020/10/17

有権者予備名簿を全会員に送付

11/15

確定した有権者名簿を全会員に送付

12/10

立候補者推薦の受付締切

12/21

選挙管理委員会にて立候補者・被推薦者を確認

12/25

理事候補者推薦承諾書を被推薦者に送付

2021/ 1/10

立候補者の公示・無投票当選を会員に HP にて告知
無投票当選の通知を立候補者に送付

当選者一覧
定員

立候補者数

氏名（50 音順）
赤川

力（西九州大学）

伊藤

紀子（医療法人高邦会高木病院，被害者支援ネッ

トワーク佐賀 VOISS）

10 名以上
15 名以内

11 名

岡嶋

一郎（西九州大学）

髙橋

幸市（心理支援オフィス緑蔭舎）

徳永

剛志（福岡刑務所）

早瀬

恵（佐賀県精神保健福祉センター）

藤瀬

はるな（佐賀県総合福祉センター）

細川

美幸（西南学院大学）

眞木

理（有朋会嬉野温泉病院）

松島

淳（佐賀大学医学部）

森永

陽子（NHO 佐賀病院）

１ 会員数の動向
2019 年度末会員数

180 名

2020 年度入会者

14 名 退会者

2020 年度末会員数

8名

186 名

２ 年次総会及び理事会に関する事項
（１） 第２回（2020 年度定時）年次総会
1. 日時：2020 年 6 月 28 日（日）14:00〜14:45
2. 場所：佐賀市天神 3−2−11 アバンセ（第 2 研修室 A）
3. 出席役員数：理事６名、監事 1 名
4. 会員総数：185 名
5. 出席会員数：138 名（議決権行使書提出 128 名を含む）
6. 議案：
第１号議案

2019 年度事業報告並びに同決算報告承認の件
事業報告書と決算報告書について説明がなされ、その後監査報告が
行われ承認された。

第２号議案

定款の変更（案）承認の件
定款変更案（第 36 条

理事会の議事録署名人に関する変更）につ

いて、説明がなされ、総会員の半数以上かつ総会員の議決権の三分
の二以上の賛成をもって承認された。
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（２） 理事会
① 第１期第４回理事会
1. 日時：2020 年 5 月 21 日（木）19：00～19：45
2. 場所：アバンセ 第２研修室 B 及び Web 会議システム（Zoom）にて開催
3. 出席理事：髙尾兼利（会長）、徳永剛志（副会長）、髙橋幸市、古賀かな子、百
武泉（以上、アバンセ来室）
眞木理（副会長）、田中利徳（常務理事）
、森若菜、宮原千富美、池田久剛、上
堀内洋允、川原慶子、菅原航平（以上、Zoom 参加）
田中進、中島由紀子（以上、監事、アバンセ来室）
オブザーバー：中山麻衣子コーディネーター（Zoom ）
4. 議案：第 1 号議案

2020 年度事業報告案承認の件
2020 年度事業報告案が説明され、承認された。

第２号議案

2020 年度事業決算案承認の件
2020 年度事業決算案が説明され、承認された。

第３号議案

理事会議事録（定款第 36 条）の改正案について
理事会議事録の署名人について、出席した全理事となって
いる現定款を、議長及び監事の記名押印とする改正案につ
いて説明があり、承認されたたため総会に諮ることとなっ
た。

② 第１期第５回理事会
1. 日時：2020 年 9 月 24 日（木）19：00〜20：30
2. 開催場所：アバンセ（第２研修室）及び Zoom によるオンライン参加
3. 出席理事：髙尾兼利（会長）、徳永剛志（副会長）、田中利徳（常務理事）、川原
慶子、古賀かな子、髙橋幸市、百武泉、森若菜、森永陽子（以上、会場参加）
池田久剛、上堀内洋允、菅原航平、宮原千富美（以上、Zoom にて参加）
4. 出席監事：中島由紀子
5. 議案：第１号議案

次期理事候補者選挙の選挙管理委員の選任について
事務局より、青山のぞみ会員、池田好恵会員、白石忠明会
員の提案がなされ、全会一致で承認された。

③ 第１期第６回理事会
1. 日時：2021 年 3 月 4 日（木）19：00〜20：45
2. 開催場所：アバンセ（第２研修室）及び Zoom によるオンライン参加
3. 出席理事：髙尾兼利（会長）、徳永剛志、眞木理（副会長）、田中利徳（常務理
事）、池田久剛、川原慶子、古賀かな子、百武泉、森若菜（以上、会場参加）
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上堀内洋允、菅原航平、髙橋幸市、宮原千富美、森永陽子（以上、Zoom にて参
加）
オブザーバー：中山麻衣子コーディネーター（Zoom にて参加）
4. 出席監事：中島由紀子
5. 議題：第１号議案

2021 年度事業計画案承認の件
2021 年度事業計画案について説明がなされ、承認された。

第２号議案

2021 年度予算案承認の件
2021 年度予算案について説明がなされ、承認された。

３ 委員会活動報告
【医療保健委員会】
①

委員会開催（メールでの情報交換）

②

全国担当者研修会への参加（リモート開催）

【学校臨床委員会】
①

委員会開催(2020/11/1、2021/1/10)

②

SC 研修会開催（ZOOM）
2020/8/30「スクールカウンセラーと医師との連携」
2020/9/27「学校についてまなぶ」
2021/1/10「ブリーフ サイコセラピー」の概念、技法をスクールカウンセラーの実
践に生かす

③

県教育委員会学校教育課に訪問(1 回)
ご挨拶、SC 事業について情報交換、研修会参加名簿提出、情報交換
会計年度任用職員の勤務条件等の情報交換

④

ZOOM による学校臨床 担当理事・コーディネーター全国会議への出席
・『各都道府県団体会員教育領域担当者会議～SC 緊急情報交換会』
日時：2020/5/3

13 時半～16 時

主催：一般社団法人 日本臨床心理士会事務局
出席者

中山

・『第 52 回ＳＣ担当理事・コーディネーター全国連絡会議』
日時： 2020/8/22

13:00～15:00

(コロナで休校になった各都道府県の SC の活動実態、災害時支援、SC 会計年度
任用職員の勤務条件等)
出席者：宮原
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◎

2020 年度スクールカウンセラー配置事業について

○

文部科学省 SC 配置事業
SC を 52 名配置(臨床心理士・公認心理師)
時間単価 5 千円、配置時間 変らず(11060→11060)
*児童生徒支援加配校
*不登校対策推進校 1２校 *教育配慮加配 3 校（うち１校は小学校）

○

県立（4 中学校）SC 配置事業
SC4 名配置
全県立学校・特別支援学校配置

○

佐賀県 SC 配置事業
県内全市町配置

◎

研修活動、スーパーヴィジョン体制など
・学校臨床委員会主催で SC 研修会
年会費 1 万円
年2回

第一回は 5 時間。第二回は二部制（2 時間半づつ二回にわける）を実施。

臨床心理士のポイントを申請。
・原則、初任 SC 会員を対象に SC スーパーヴィジョン制度の案内。
・互いの相談体制の充実のためにメンター制度継続、数件の相談があっている。
◎

2020 年度の佐賀県内緊急支援の現状
現在のところ、県教委から正確な数字が上がってきていません。
県教委から報告がありしだい、ご報告します。

【被害者支援委員会】
①

会議参加
・性暴力被害者支援事業調整会
2021/2/5

②

アバンセ

緊急支援事業
今年度は未実施

③

佐賀県 DV 総合対策センターの事業への協力（性暴力被害者支援事業）
・2 件（高校生～成人）

【児童福祉委員会】
①

イベント出展（ばぶばぶフェスタ等）
2020 年度は新型コロナウイルス感染症の影響でイベントが開催されなかった。

②

全国児童福祉担当者研修会（2020/12/20 にオンライン開催）に参加。

③

託児（会員向け）
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2020 年度は総会が原則的に書面表決、研修がオンライン開催になったために実施
せず。
【事業広報委員会】
①

研修会のポイント申請・研修証明書の発行について
2020 年度 2 回のスクールカウンセラー研修会にてポイント申請を行う予定（年度明
けに、当会 KIHON-KEN として日本臨床心理士会に一括申請）。
また、会員からの要望に応じて研修証明書を発行した。

②

職業紹介について
年度当初は、高校生など学生を集めての職業紹介を考えていたが、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響で実施できなかった。
学校から要望のあった職業紹介の依頼には個別に対応した（9 月、湊中学校）。

【倫理委員会】
①

倫理案件調査：無し

②

全国倫理担当者研修会（オンライン開催）への参加：2020/12/19

【産業組織委員会】
①

委員会開催（2020/6/8、10/10 その他随時メールにて連絡・確認）

②

会議参加
2020/7/12

全国担当者会議（オンライン開催）

2020/8/20

第 37 回佐賀県自殺対策協議会(佐賀)

2020/3/26 第 38 回佐賀県自殺対策協議会(佐賀)
③

④

佐賀県弁護士会主催相談会の協力
2020/9/15

暮らしとこころの相談会協力

2021/3/16

暮らしとこころの相談会協力

その他
2020/10～11 月

支援者用ハンドブック「自殺の危険のある方を支援するみなさ

まへ」を全会員に配布
【災害対策】
① 2020 年 度 全国 都道 府 県団 体会 員 災害 支援 担 当者 研 修会

オン ライ ン研 修 会

（2020/12/12）
② 2020 年度九州・沖縄地区臨床心理士会会長会

オンライン会議（2021/3/7）
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