
 

 

 

５ 令和３年度の主な取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



① 子どものこころサポートプラザ連携推進会議開催経過 

 

◎令和３年４月１５日（木）第１回連携推進会議 

・子どものこころサポートプラザ連携推進会議設置要綱の改正について      

・子どものこころサポートプラザ事業概要の作成について 

・本年度の日程について 

 

◎令和３年７月８日（木）第２回連携推進会議 

  ・子どものこころサポートプラザ事業概要の作成について 

  ・子どものこころサポートプラザにおける連携の推進について 

 

◎令和３年１０月１４日（木）第３回連携推進会議 

  ・子どものこころサポートプラザ事業概要の作成について 

  ・子どものこころサポートプラザにおける連携の推進について 

 

 

◎令和４年１月１３日（木）第４回連携推進会議 

  ・来年度の取り組み（チーム会議）について 

  ・子どものこころサポートプラザにおける連携の推進について 

 

◎令和４年３月１０日（木）第５回連携推進会議 

  ・来年度の取り組み（症例検討会）について 

  ・来年度の取り組み（チーム会議）について 

  ・来年度の取り組み（事業概要）について 

  ・来年度の日程について 

 



　【連携チーム会議の活動報告】
内　　　　　　容 備考

事業主体 子どものこころサポートプラザ

連携先

中央児童相談所

こころの発達総合支援センター

子ども心理治療センターうぐいすの杜

うぐいすの杜学園

取組内容

①連携チーム会議の開催

・サポートプラザ内の連携を推進するとともに、県内のサポートネットワーク

を構築することを目的とする。

②研修会の開催

〈所属研修会〉

・各機関の役割や業務内容を互いに知り合うことで、連携しやすくなることを

目的とする。

〈機関連携研修会〉

・外部の専門講師を招いて、サポートプラザ内の職員が共同で学び合う機会と

する。

令和3年度実績

【実施状況】

①連携チーム会議の開催

第1回　令和3年4月15日、第2回　令和3年5月8日

第３回　令和3年6月4日、第4回　令和3年9月3日

第5回　令和4年1月6日、第6回　令和４年2月4日（コロナのため中止）、

第7回　令和4年3月4日

②研修会

＜所属研修会＞

第1回　令和3年10月14日

「こころの発達総合支援センターについて」

「特別支援学校うぐいすの杜学園について」

第2回　令和4年1月14日

「中央児童相談所家族再統合プログラムについて」

「子ども心理治療センターうぐいすの杜について～プラザ内連携の視点から」

＜機関連携研修会＞

令和4年1月21日　『対人援助職のストレスケア』

講師：神奈川県立精神医療センター　菊池　祐子医師

　

その他



山梨県子どものこころサポートプラザ連携推進会議設置要綱 
 
１ 目 的 

全国に先んじた高度で専門的な医療の提供、相談、心理ケア、学校教育などの総
合的な支援を行う子どものこころサポートプラザ（以下「サポートプラザ」という。）
が、構成する４つの所属のそれぞれの機能を連携させ、一体的な整備によるメリッ
トを生かした先進的で効果の高い医療・支援を提供するとともに、サポートプラザ
を中心とした子どもの心のケアに係る全県的な支援ネットワークの構築を図るた
め、山梨県子どものこころサポートプラザ連携推進会議（以下「連携推進会議」と
いう。）を設置する。 

 
２ 所掌事項 
（１） サポートプラザ内各所属の連携の推進に関すること 
（２） サポートプラザを中心とした子どもの心のケアに係る全県的ネットワーク構

築に関すること 
（３） その他、子どもの心のケアに関し必要と認められること 
 
３ 組 織 

連携推進会議は、別表１に掲げる者をもって組織する。 
 
４ 会 議 
（１） 連携推進会議は、子育て支援局参事・センター長（以下「センター長」とい

う。）が招集し、座長となって会議を進行する。 
（２） 座長は、必要があると認めるときは、連携推進会議の構成員以外の者を連携

推進会議に出席させ、意見を求めることができる。 
 
５ 連携チームの設置 
（１） 連携推進会議の所掌事項について、具体的な検討、協議、調整等を図るため、

連携推進会議の下に連携チームを置く。 
（２） 連携チームは、別表２に掲げる者をもって組織する。 
（３） 連携チームにリーダー及びサブリーダーを置き、リーダーに中央児童相談所

児童福祉指導幹を、サブリーダーに子ども心理治療センターうぐいすの杜心理治
療指導幹及び特別支援学校うぐいすの杜学園教頭をもって充てる。 

（４） 連携チームの幹事をこころの発達総合支援センター地域支援課長が務める。 
（５） リーダーは、必要があると認めるときは、連携チームの構成員以外の者を連

携チーム会議に出席させ、意見を求めることができる。 
 
６ プロジェクトグループの設置 
（１） 連携チームは、特定の課題について具体的な検討を要する場合、連携推進会

議の了承を得てサポートプラザ内所属から必要なメンバーを選出してもらい、そ
の課題の検討に当たるプロジェクトグループを設置することができる。 

（２） プロジェクトグループのリーダーは、連携チームが指名する。 
 
７ 庶 務 

連携推進会議及び連携チームの庶務は、中央児童相談所において行う。 
 
８ その他 

この要綱に定めるもののほか、連携推進会議の運営に関し必要な事項はセンター
長が定める。 

 
附則 

この要綱は、令和２年４月２３日から施行する。 
 
附則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



 

別表１ 

所属 役職 摘要 

子育て支援局 参事（センター長） 座長 

中央児童相談所 
所長  

次長 庶務 

こころの発達総合支援センター 

所長  

副所長  

次長  

子ども心理治療センターうぐいすの杜 
所長  

次長  

特別支援学校うぐいすの杜学園 
校長  

事務長  

 

 

 

別表２ 

所属 役職 摘要 

中央児童相談所 

児童福祉指導幹 リーダー 

相談支援第一課長  

診断育成課長  

こころの発達総合支援センター 
相談医療課長  

地域支援課長 幹事 

子ども心理治療センターうぐいすの杜 
心理治療指導幹 サブリーダー 

治療支援課長  

特別支援学校うぐいすの杜学園 
教頭 サブリーダー 

特別支援教育コーディネーター  

 



②　プラザ内連携による取組内容

＜中央児童相談所＞

○職員の精神衛生

＜こころの発達総合支援センター＞

○こころの発達総合支援センター医師による児童相談所職員の定例相談

＜子ども心理治療センターうぐいすの杜＞

〇総合環境療法実施に係る多職種連携会議

＜特別支援学校うぐいすの杜学園＞

○プラザ内におけるうぐいすの杜学園の教育内容等の理解促進

○山梨県子どものこころサポートプラザ内機関との連携によるうぐいすの杜学園教員の帯同

○医療との連携



②プラザ内の取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 中央児童相談所

連携先
こころの発達総合支援センター

うぐいすの杜

取組内容

○職員の精神衛生

（目的）

・対人援助職が子どもや保護者と関わる中で与えられる精神的なス

トレス、トラウマ及び燃え尽きなどに対してケアを行う。

令和３年度実績

対人援助職のストレスケアについての研修

神奈川県立精神医療センター

菊池祐子Dr

令和４年１月２１日

その他
　職員の精神衛生の向上のため、こころの発達総合支援センター医

師による面接も定期的に実施。



②プラザ内の取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 こころの発達総合支援センター

連携先 中央児童相談所（都留児童相談所）

取組内容

○こころの発達総合支援センター医師による児童相談所職員の定例

相談

（目的）

　相談を通じて児相ケースの一助となり、また、児相職員の医療へ

の理解を深め（人材育成）、治療が必要な児童への効果的かつ適切

な対応に資する。

（相談方法）

・毎月第一、第三木曜日　午前９時３０分～午前１０時３０分

・場所　こころの発達総合支援センターカンファレンス室

・特に様式は設定せず、口頭による相談を実施

・相談希望者は、窓口担当者を通じて事前に予約

令和３年度実績

○定例相談の実施

・R3年5月　2件（都留２件）

・R3年6月　2件（中央１件　都留１件）

・R3年7月　1件（都留１件）

・R3年9月　3件（中央2件　都留１件）

・R3年10月 ３件（中央2件　都留１件）

・R3年12月  1件（都留1件）

・R4年3月　１件（都留1件）

＊R３年度実績　中央児相５件　　都留児相７件

相談対応医師

こころの発達総合支

援センター

・金重医師

・後藤医師

その他
・児相ケースに対し、本相談が有効に活用されており、R４年度に

おいても継続して実施。



②プラザ内の取組

内　　　　　　容 備考

事業主体 子ども心理治療センターうぐいすの杜

連携先

中央児童相談所（都留児童相談所）

こころの発達総合支援センター

うぐいすの杜学園

関係機関（前措置施設、医療機関、市町村、移行先地域の学校等）

取組内容

〇総合環境療法実施に係る多職種連携会議

（内容）

総合環境療法の一環として、児童の治療段階に応じて、施設内外の機関と連携

を行い、児童の治療目標達成や移行に向けて情報共有や協議を行う。

児童入所まで　　・・・症例検討会議

　　　　　　　　・・・入所・通所検討会議

入所・通所支援中・・・治療支援検討会議

　　　　　　　　・・・申し送り、ケースカンファレンス

　　　　　　　　・・・児童相談所ケースワーカー面接

　　　　　　　　・・・措置児童診察

退所に向けて　　・・・移行検討会議

退所後　　　　　・・・アフターフォロー

令和3年度実績

〇実施回数

・うぐいすの杜症例検討会議：２回

（10月・・・1回、12月・・1回）

・入所・通所検討会議：４回

（11月・・1回、1月・・1回、3月・・2回）

・治療支援検討会議：15回

（5月・・2回、6月・・3回、7月・・2回、11月・・1回、12月・・3回、1

月・・4回）

・移行検討会議：5回（9月・・3回、10月・・1回、12月・・1回）

・申し送り、カンファレンス：平日は原則毎日実施した。

・児童相談所ケースワーカー面接：72件

（4月・・6件、5月・・6件、6月・・7件、7月・・4件、8月・・7件、9月・・

2件、10月・・9件、11月・・5件、12月・・6件、1月・・7件、2月・・3件、

3月・・10件）

・措置児童診察：79回

（こころの発達総合支援センター金重先生による診察・・20回、後藤所長によ

る診察・・59回）

・アフターフォロー：25回

（4月・・2回、5月・・2回、6月・・4回、9月・・3回、11月・・3回、12

月・・3回、1月・・4回、2月・・1回、3月・・3回）

その他

令和４年度においても継続して連携会議等を実施していく。入退所に際して必

要に応じてプラザ内機関とも連携していきたい。また、令和３年度末で退所し

た児童に対するアフターフォローも随時実施していく。



②プラザ内の取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 特別支援学校うぐいすの杜学園

連携先

中央児童相談所　（都留児童相談所）

こころの発達総合支援センター

子ども心理治療センターうぐいすの杜

取組内容

○プラザ内におけるうぐいすの杜学園の教育内容等の理解促進

（目的）

　・本校の教育活動や学校での児童生徒の様子を知り、理解を

　　深める。

（内容）

　・学校施設及び授業見学の実施

　・懇談の実施

　・学園祭の実施

令和３年度実績

○学校施設及び授業見学

  ・学期末に1回　　　計3回

 

○懇談

　・学期末に1回　　　計3回

　・児童相談所ケースワーカー、心理治療センター担当者、

　　担任、児童生徒、保護者で実施。

〇学園祭（第1回　うぐいす祭）

　令和３年１０月２１日（木）

その他

　



②プラザ内の取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 特別支援学校うぐいすの杜学園

連携先

中央児童相談所

こころの発達総合支援センター

子ども心理治療センターうぐいすの杜

取組内容

○山梨県子どものこころサポートプラザ内機関との連携による

　うぐいすの杜学園教員の帯同

（目的）

　・サポートプラザ内の各機関が抱える幼児児童生徒の学習面や

　　就学についての課題、在籍している学校や教育委員会等との

　　関わりや関係諸会議の中で生じている教育的課題について、

　　各機関で行う支援に帯同し、学習上の具体的な支援方法や教

　　育システムの情報及び教育資源の活用方法の提供を行う。

（内容）

　・対象幼児児童生徒が在籍している保育園、幼稚園、小中学

　　校、高等学校等への帯同支援

　・関係諸会議への参加

　・プラザ内各機関での相談等への帯同

令和３年度実績

○学校施設及び授業見学

  ・学期末に1回　　　計3回

 

○懇談

　・学期末に1回　　　計3回

　・児童相談所ケースワーカー、心理治療センター担当者、

　　担任、児童生徒、保護者で実施。

〇学園祭（第1回　うぐいす祭）

　令和３年１０月２１日（木）

その他



②プラザ内の取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 特別支援学校うぐいすの杜学園

連携先
子ども心理治療センターうぐいすの杜

こころの発達総合支援センター

取組内容

○医療との連携

（目的）

　・児童生徒・教職員の健康及び精神衛生面でのサポートをして

　　もらう。

（方法）

　・学校医（内科・精神科）と学校衛生管理医をプラザ内の医師

　　に依頼する。

令和３年度実績

○学校施設及び授業見学

  ・学期末に1回　　　計3回

 

○懇談

　・学期末に1回　　　計3回

　・児童相談所ケースワーカー、心理治療センター担当者、

　　担任、児童生徒、保護者で実施。

〇学園祭（第1回　うぐいす祭）

　令和３年１０月２１日（木）

その他



③　地域連携による取組内容

＜中央児童相談所＞

○家族再統合支援事業（対応スタッフへのスーパービジョン）

○山梨県メンタルフレンド派遣事業　　

○管轄市町村児童相談担当職員実務研修

○山梨県警察との現場対応合同訓練

○フォスタリング連絡会、里専連絡会、相談支援員連絡会

○巡回相談　　　

＜こころの発達総合支援センター＞

○発達障害医療支援体制整備事業

○子どもの心の診療対応力向上研修

○山梨県発達障害者支援センター連絡協議会

○発達障害者サポーター養成・派遣

○地域の人材育成（研修事業）

○発達支援リーダー養成プログラム

○市町村の人材育成とプログラム開発

○総合教育センター相談支援部との相談支援連絡会

○就労支援体制サポートプログラム等

＜子ども心理治療センターうぐいすの杜＞

〇視察・施設見学受け入れ

〇実習生受け入れ

〇研修会講師派遣

＜山梨県立特別支援学校うぐいすの杜学園＞

○特別支援学校のセンター的機能の発揮



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 中央児童相談所

連携先 ・児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、児童心理治療施設

取組内容

 ○家族再統合支援事業（対応スタッフへのスーパービジョン）

〈目的〉

・虐待による一時保護や児童福祉施設に措置された子どもとその保護者に対して、通所ある

いは宿泊による指導等を実施し、虐待を行った家庭における養育機能の再生・強化や親子関

係の改善を図るとともに児童の人権擁護の促進を目的とする。

〈内容〉

・家族再統合に向けた支援を行う児童相談所及び児童福祉施設の職員や専門里親等に対し

て、月一回各施設とのケース検討会を開催し、児童精神科医(県外在住）によるスーパー

ヴィジョンを実施。

令和3年度実績

○実績

・Zoomシステムを利用して事例検討実施。（１2回）

　4月14日児童養護施設めだかの学校　5月12日子ども心理治療センターうぐいすの杜

　6月9日児童養護施設立正光生園　　　　　7月14日都留児童相談所

　8月18日立正光生園乳児院　　　　　  9月8日乳児院ひまわり

　10月13日児童養護施設クローバー学園　11月10日児童養護施設明生学園

　12月8日児童養護施設ハーベスト　　1月12日児童養護施設あいむ

　2月9日児童養護施設くずはの森　　  3月9日児童自立支援施設甲陽学園

その他

令和3年度は感染症予防対策としてオンラインを利用して実施した。各施設からの事例検討

会への要望は強く、当事業へのニーズは高い。令和4年度も引き続きオンライン開催として

11施設で実施していく。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 中央児童相談所

連携先 県内大学（短期大学）

取組内容

○山梨県メンタルフレンド派遣事業

（目的）

ひきこもり・不登校児童に対する児童相談所の児童福祉司による指導の

一環として、児童の兄または姉に相当する世代の者を心の友（メンタル

フレンド）としてその家庭に派遣し、当該児童とのふれあいを通じて児

童の福祉の向上を図る。

（内容）

・メンタルフレンド（18歳以上30歳未満の者）になることを希望する候

補者に対して研修会を実施する。

・メンタルフレンドは児童に良き理解者として児童に接し、児童の自主

性、社会性等の伸長を援助する。

・児童の状況について定期的に指導担当者に報告し、その指導を受ける

とともに活動検討会に出席するよう努めるものとする。

令和３年度実績

○実績

・8月7日　メンタルフレンド研修会

・コロナ禍のため積極的な派遣は行わず、Ｒ２年度からの活動自

粛を継続した状況。

その他
　メンタルフレンドの登録者数を増やすためには、大学等との連

携を更に強化していく必要がある。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 中央児童相談所

連携先 管轄内市町村

取組内容

○管轄市町村児童相談担当職員実務研修

（目的）

児童虐待相談に係る諸問題について、中央児童相談所管内の市町村等で

児童相談を行う職員が、架空の事例に基づいて要保護児童対策地域協議

会を行い、児童相談業務経験者や現職員からの助言を受けることで、相

談援助技術の向上を図ることを目的とする。

令和３年度実績

○実績

・日時：令和3年１２月3日

・内容：架空事例を元に疑似要保護児童対策地域協議会を実施

・方法：実地研修

・ファシリテーター：藤森雅恵　(元中央児童相談所長）

・参加人数（市町村職員）：２０名

その他
今後も市町村との協働体制強化していく必要があるため、研修を

含めた様々な取組を実施していく。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 中央児童相談所

連携先 山梨県警察本部、少年・女性安全対策課

取組内容

○協定書に基づく情報共有

・児童虐待に関する情報を共有することで連携した対応を行う。

○連絡会議

・児童虐待の取扱状況および協定に基づく情報共有等の協議

○児童相談所と山梨県警察との合同訓練

・立入調査、臨検・捜索についてロールプレイによる対応手続きの確認

令和３年度実績

○協定書に基づく情報共有　R3年度実績：205件

○連絡会議

・日時：令和３年１０月６日（水）

・場所：子どものこころサポートプラザ会議室

・内容：・児童虐待の取扱状況と協定に基づく情報共有他

・参加者：19人

○児童相談所と山梨県警察との合同訓練

・日時：令和３年１２月１０日（金）

・場所：県警察学校講堂

・内容：立入調査、臨検・捜索のロールプレイおよびグループワーク

・参加者：40人

その他

・児童虐待相談は年々増加傾向であり、困難ケースの対応等、警察との連携

を強化していく必要があるため、今後も継続して実施していく。また、立入

調査、臨検・捜索の事案が出たときにすぐに対応できるよう合同訓練を開催

し、実際の流れについて把握しておくことが必要である。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 中央児童相談所

連携先 フォスタリング機関・里親支援専門相談員・乳児院・児童養護施設

取組内容

１　フォスタリング連絡会

・概ね隔月開催。

・子ども福祉課、フォスタリング機関、中央･都留児童相談所。

・令和3年度に児童相談所における里親支援業務の一部が委託されたことによ

る、円滑な移行と業務連携を整理する。

２　里専連絡会

・5月から毎月1回開催。

・里親支援専門相談員、中央児童相談所里親担当児童福祉司。

・里親支援専門相談員が各里親家庭を訪問した内容を報告・共有し、支援方

法等対応を検討する。

・必要に応じて、担当児童福祉司へ支援を依頼する。

３　相談支援員連絡会

・毎月1回開催。

・里親支援専門相談員、フォスタリング機関、中央･都留児童相談所。

・里専連絡会内で関係機関で共有した方が良いと判断された内容の共有、支

援方法の検討。

・里親支援関連行事の確認。

令和３年度実績

１　計8回開催。

・フォスタリング機関の業務範囲、児童相談所との連携フロー作成

等。

２　計11回開催。

３　計12回開催。

その他

・令和3年度にフォスタリング機関が設立され、里親支援業務の一部

が委託された。

・通常の里親支援に加え、養育里親への委託措置や一時保護委託先の

選定にも候補者選定段階でフォスタリング機関の協力が必要となるの

で、さらなる連携と業務整理が急務である。

・令和4年度、里親支援専門員が1名増員され、計4名の体制となる。

担当地域の区割りや資質の均質化を図る必要があり、連絡会を活用し

ていく。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 中央児童相談所

連携先 市町村（子ども福祉課）

取組内容

○巡回相談

(目的）

・地域に密着した相談援助活動を行うことを目的とする。

(実施方法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

遠距離にある等で児童相談所を利用することが困難な地域や、人口密集

地域、子どもに関する問題の多い地域において市町村の児童相談担当部

署と連携し、地域の公民館や保健センター等で実施する。

・年間3回程度実施。

令和3年度実績

・コロナの影響で中止となる期間があった。

・その他の期間は予定を組んだが実際に相談はなし。

その他

・巡回相談での相談受理はないが、希望があった場合に日程調整

して対応しており、実態は市町村からの要請により出向く形に

なっている。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 こころの発達総合支援センター

連携先 地域の小児科医

取組内容

○発達障害医療支援体制整備事業

（目的）

　発達障害の早期発見、早期支援を推進するため、発達障害のある子ど

もが地域で安心して医療を受けることができるよう、こころの発達総合

支援センターを中心とした地域の小児科医との診療ネットワークを構築

し、これを安定的に運営することにより、地域における児童精神科領域

の更なる理解を促進する。

（内容）

１ 医療連携会議の開催

　・診療における現状、課題の整理及び共有

　・症例検討を通じた小児科医の人材育成

　・診療マニュアルの活用の促進

　・診療連携パスの運用と評価、見直し

　・こころの発達総合支援センターを中心とした診療ネットワー

　   クの検討

２ 研修会の開催

　・年１回療育センター等の取り組みについて県外講師による研修

       を実施

令和３年度実績

○医療連携会議の開催（年３回）参加者延べ７８人

・症例検討、情報提供等を行い、地域小児科医のスキルアップを支援。

・地域小児科医と身近な関係機関との連携について検討。連携医療機関

としての市町村保健師への公表。

・マニュアルの修正、連携パスの様式改定を推進。

○研修会の開催（年１回）

・開催　R4年２月９日（水）参加者５２人

・内容　講師　島田療育センターはちおうじ　所長　小沢浩氏

　　　　演題　療育という名のものがたり

その他

・連携パスケースは年々増加しており、連携が進んできている。

・今後も、地域において医療機関との連携が図られるよう取組を進めて

いく。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 こころの発達総合支援センター

連携先 子どもの心の診療に携わる医師及び関連職種の職員

取組内容

○子どもの心の診療対応力向上研修

（目的）

　子どもの心の診療に携わる医師及び関連職種が、より高い専門

性を身につけ、対応力向上を図ることにより、良質な医療が継続

して提供されることを目的とする。

（内容）

　研修会の開催

令和3年度実績

○R３年１１月３０日研修会

・講師　明星大学　星山麻木教授

・演題　発達多様性の理解と支援

　　　　～早期療育の重要性～

・参加者　小児科医等　２４人

○R４年１月２１日研修会

・講師　子どもの心のクリニック・テラ　奥山眞紀子先生

・演題　子どもの権利を基盤にした子ども中心社会の構築に

　　　　むけて

　　　　　　～虐待・トラウマ・障害の視点を含めて～

・参加者　小児科医等　１５人

その他
　参加者の関心や満足度が高く、有効な研修となっていることか

ら、継続して実施していく方向。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 こころの発達総合支援センター

連携先

・自閉症児施設等　・児童相談所　・障害者相談所

・保健福祉事務所　・教育委員会　・公共職業安定所

・地域障害者職業センター　・医療機関

・障害児（者）地域療育等支援事業実施施設

・市町村　・家族団体　等　関係機関

取組内容

○山梨県発達障害者支援センター連絡協議会

（目的）

　地域の発達障害児（者）に総合的なサービスを提供するため、発達障害

児（者）の支援に関わる医療・保健・教育・福祉等の関係機関に対し、支

援の現状や課題等を情報提供するとともに、関係機関の現状や課題等につ

いて情報共有し、効果的な連携を図る。

（内容）

・こころの発達総合支援センター事業報告

・こころの発達総合支援センター業務内容

・情報交換

令和３年度実績

（実施内容）

〇第1回（オンライン開催）＊市町村を除く全機関を対象

・R３年６月９日（水）午前１０時～１１時３０分開催

・参加者　関係機関４３機関

・内容

　昨年度の事業報告と今年度の方針についての説明。田中所長より「子ど

ものコロナ不安への対応について」講義を実施。

〇第2回（オンライン開催）＊市町村を対象

・R３年6月２１日（月）午前１０時～１１時３０分開催

・参加者　２１市町村

・内容

　昨年度の事業報告と今年度の方針の説明。当センターから「発達障害医

療支援体制整備事業」子ども福祉課から「子どもの心の相談・診療体制強

化事業」の情報提供を行い、質疑応答や意見交換を実施。

その他
　今後も、発達障害者支援センターとして、関係機関及び民間団体との連

絡調整を積極的に行っていく。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 こころの発達総合支援センター

連携先 県内大学等

取組内容

○発達障害者サポーター養成・派遣

（目的）

　学校不適応やひきこもり状態等にある発達障害のある者に対

し、発達障害者サポーターを派遣し、継続的な対人関係の機会を

もち、きめ細かい生活上の助言・支援を行うことで、社会参加・

就労準備の機会を作る。

（内容）

　研修等により、発達障害者サポーターを養成し、養成したサ

ポーターを発達障害のある子どもへ派遣する。

・サポーター対象者

　保健、福祉、教育、心理学等を専攻している大学生などのうち

障害福祉に関して一定レベルの知識・理解を有している者

・派遣対象者

　当センターの利用者で、かつ発達障害の診断（ASD、LD、

ADHD等）のある、相談相手や理解者を必要とする小学校高学年か

ら高校生くらいまでの者

令和３年度実績

○養成

　・R3年  8月30日　基礎研修会

　・R3年12月23日　事例検討会

○派遣

　・コロナ感染拡大のため、R3年8月～9月、R4年1月活動自粛

　・R4年3月まで、2ケースを実施。

その他
　コロナ感染拡大で活動自粛による活動制限やケース数の減少あ

り、事例検討会での検討材料の不足となっている。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 こころの発達総合支援センター

連携先

発達障害者の支援に関わる関係機関

（保育所、幼稚園、市町村、学校、社会福祉士、圏域マネージャー、児童発達支援

センター職員　等）

取組内容

○地域の人材育成（研修事業）

＜発達障害基礎研修＞

　　自閉症スペクトラム等の特性を持つ幼児期の子どもや養育者

　が抱える課題に対する支援に必要な知識を学ぶ。

＜発達障害専門研修＞

　　地域の支援関係者に対して、支援の困難性やニーズの高い事

　例を取り上げる。

＜子どもの心の総合支援研修＞

　　子どもの心に関する様々な問題や発達障害のある人に関わる

　専門職員の技術向上を図る。併せて、地域の支援体制の整備や

　充実を図る。

その他 　今後も地域の人材育成のため、研修を継続して実施。　　　　

令和３年度実績

＜発達障害基礎研修＞

　開催　R４年２月１７日（木）　参加者　６９人

　内容　講師　上智大学言語聴覚研究センター准教授　原　惠子氏

　　　　演題　子どものことばの育ち・育てる視点

＜発達障害専門研修＞

　開催①　R3年８月１１日（水）　参加者　６５人

　内容　講師　（一財）日本発達障害ネットワーク理事長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市川　宏伸氏

　　　　演題　　発達障害者支援の最近の動向

　　　　　　　　～医療・福祉・教育の連携～

　開催②　Ｒ３年１０月７日（木）　参加者　７６人

　内容　講師　よこはま港南地域療育センター作業療法士

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本　政悦氏

　　　　演題　不器用な子どもに対する理解と支援

　　　　　　　　～感覚統合の視点から～

＜子どもの心の総合支援研修＞

　開催①　R３年１１月３０日（火）

　参加者　市町村・学校職員等　計２７人

　内容　　講師　明星大学教育学部教育学科教授　星山　麻木先生

　　　　　演題　発達多様性の理解と支援～早期療育の重要性～

　開催②　R４年１月２１日（金）

　参加者　市町村・学校職員等　計５９人

　内容　　講師　子どもの心のクリニック・テラ　奥山　眞紀子院長

　　　　　演題　子どもの権利を基盤にした、子ども中心社会の構築

　　　　　　　　に向けて～虐待・トラウマ・障害～



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 こころの発達総合支援センター

連携先

・市町村母子保健または児童福祉主管職員

・障害児者地域療育等支援事業所地域療育コーディネーター

・特別支援学校特別支援教育コーディネーター

取組内容

○発達支援リーダー養成プログラム

（目的）

　県内の発達支援体制の充実を目指して、ライフステージを通した発達障害の

基礎知識や支援技術、地域連携等について学び、地域において発達支援業務の

中核を担い、関係部署との連携や体制作りに貢献できる人材を育成。

（内容）

・基本研修7回（必須）

・選択研修一人５回程度

・概ね６ヶ月の期間内に実施

・座学の講師は、センター医師及びスタッフ 等

・センター業務の見学やグループ討議を組み合わせる

令和３年度実績

○参加者１４名

（市町村母子保健・福祉分野の保健師４名、地域療育コーディネーター５名、

特別支援教育コーディネーター５名）

○講義等数　基本研修６回＋選択研修（１人５回程度）

○実施内容（詳細は、当センター事業概要を参照）

・R２年度開始のプログラム。R3年7月からR4年1月の間で実施。

・田中所長（医師）、金重次長（医師）、当センタースタッフの外、信州大学

医学部子どものこころの発達医学教室の本田秀夫教授（精神科医）にも講義講

師となっていただいた。

・見学研修については、当センタースタッフ全員で受け入れた。

・最終日R4年1月20日に、修了式を予定していたが、コロナ感染拡大のため中

止。（研修のまとめとして、グループ討議、発表、修了証交付の予定であっ

た。）

その他
・R４年度も開催し、地域でリーダー的に支援を担える人材を増やしていく。

・人材育成とともに、人材が活用できる仕組み作りの検討も行っていく。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 こころの発達総合支援センター

連携先 市町村等

取組内容

○市町村の人材育成とプログラム開発

＜幼児集団療育事業＞

　当センターが行う幼児集団療育に市町村保健師等が見学参加し、必

要に応じ関係者カンファレンス等も行って、市町村におけるプログラ

ム開発を支援。

＜ペアレントサポートプログラム＞

　発達障害児を抱える親のためのサポートプログラムを開発するため

の情報提供とプログラム参加。

＜家族支援研修＞

　身近で家族支援にあたる市町村職員等が、家族支援に必要な知識・

技術を獲得、向上するための講義。

令和３年度実績

＜幼児集団療育事業＞

　「ころころグループ」「ぴょんぴょんグループ」「わくわくグルー

プ」の３グループプログラムをR３年５月～R４年１月にかけて実施。

市町村職員等延べ１１機関１１人が参加。

＜ペアレントサポートプログラム＞

　６月、７月、９月に１回ずつ計３回実施。

　参加者

　　６月　保健師７人

　　７月　保健師７人

　　９月　保健師７人

＜家族支援研修＞

　・開催　R３年９月１５日（水）

　・講師　ハーティック研究所　代表　高山恵子氏

　・参加者　２１名（オンライン参加）

その他
　今後も市町村等身近で支援に関わる人材育成は重要。積極的に支援

していく。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 こころの発達総合支援センター

連携先 総合教育センター

取組内容

○総合教育センター相談支援部との相談支援連絡会

（目的・内容）

・子どもの心の健康や発達障害に関わる問題に的確に対応するた

め、事例について共通理解を図り学校や家庭での支援に生かす。

・医療、福祉、教育の連携を図り、情報交換や学習会等を通して得

られたことを業務に生かす。

・業務内容や支援、教材教具の活用等について、情報共有。

令和3年度実績

○総合教育センター相談支援部との相談支援連絡会

　紙面開催を含め年４回開催。（５月、７月、１０月、２月）

　・業務紹介、連携パスについて

　・障害のある子の就学支援について

　・アタッチメントについて

その他
　総合教育センターとの相談支援連絡会については、R4年度も4回

の開催を予定。機関連携を強化していく。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 こころの発達総合支援センター

連携先

山梨労働局

山梨障害者職業センター

障がい者就業・生活支援センター

若者サポートステーション

公共職業安定所

山梨県立就業支援センター　等　関係機関

取組内容

○就労支援体制サポートプログラム

　保護者や支援者向けのセミナーの開催

○発達障害者就労支援研修

　就労関係機関に対し、就労支援の取組等について講義

○就労関係機関との相談・支援定例会議

　各機関との密接な連携を図るため情報交換を行い、協議が必要なケース

については、各機関の役割分担を明確にしながら、支援について検討す

る。

令和３年度実績

○就労支援体制サポートプログラム

・保護者セミナー　１１月　参加者４人

・支援者セミナー　　２月　コロナにより中止

○発達障害者就労支援研修（オンラインライブ研修）

　開催　R４年３月３日（木）

　参加者　就労関係機関２４機関　２９名

　講義内容「生きにくさを抱える人が働ける社会をどう作るか」

　　　　　　講義後に講師と田中所長による対談を実施

　講師　ハーティック研究所　代表　高山　恵子　氏

○就労関係機関との相談・支援定例会議

　開催　R３年１２月１３日（月）

　参加者　就労関係１４機関　１５人

　内容　(1) 講義

　　　　　令和2年度の就労支援事業報告及び移転後の新規プログ

　　　　　ラムの実施状況について

　　　　(2) 情報交換・協議

　　　　　・各機関より

　　　　　・協議

その他 　今後も就労支援機関との一層の連携を図り、支援強化に努めていく。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 子ども心理治療センターうぐいすの杜

連携先

特別支援学校教職員

青少年育成スクールカウンセラー会

司法修習生

県スクールソーシャルワーカー会

市社会福祉協議会　等

取組内容

〇視察・施設見学受け入れ

（目的）

地域の関係機関及び他県からの関係機関等に対して当所の機能を

紹介し、役割等の理解をすすめ、地域との連携を促進する。

令和3年度実績 ・受け入れ回数・・８回（延べ人数・・４８名）

その他 令和４年度においても、積極的に受け入れていきたい。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 子ども心理治療センターうぐいすの杜

連携先 県内大学

取組内容

〇実習生受け入れ

（目的）

　学生に臨床実習等研修の場を提供し、人材養成に寄与する。

（内容）

　施設見学実習及び、当所での児童支援についてガイダンスを行

う。

令和3年度実績

・受け入れ回数・・３回

（山梨県立大学ソーシャルワーク現場実習１名）

（山梨県立大学保育士課程施設実習1名）

（山梨英和大学心理実習（オンライン）16名）

その他

令和４年度についても新型コロナウイルス感染対策に留意しなが

ら、積極的に学生の受け入れを行い、福祉を担う人材の育成に寄

与したい。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 子ども心理治療センターうぐいすの杜

連携先 地域の関係機関

取組内容

〇研修会講師派遣

（目的）

　子どものこころのケアに関する普及啓発

（内容）

　研修会において子どものこころのケアや社会的養護について講

義を行う。

令和3年度実績

・派遣回数・・・6回

主な実績

・日時：令和４年2月26日　依頼機関：日本小児神経学会山梨県

小児神経懇話会

タイトル：「傷ついた子どもの言動の向こうにあるもの」  （後藤

裕介所長、生活支援課深尾リーダー、治療支援課中嶋リーダー）

その他

令和４年度においても積極的に講師派遣を行い、子どもの心のケ

アの普及啓発と社会的養護を担う専門家への協力をしていきた

い。



③地域との取組

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 山梨県立特別支援学校うぐいすの杜学園

連携先 市町村教育委員会　　小学校・中学校・高等学校　等

取組内容

○特別支援学校のセンター的機能の発揮

（目的）

　・就学前、小中学校、高等学校において、教育的ニーズに応じた

　　適切な教育を提供していくために、教育上の専門性を生かしな

　　がら支援していく。

（内容）

　①転学に係る支援

　　・転入学についての相談支援

　　・転出児童生徒に係る支援（転出後３年間）

　②教育相談・学校見学

　　・来校していただいての相談及び見学

　　・電話や相談による相談

　③訪問・研修支援

　　・本校の概要説明及び病弱教育に関する研修

　④連携会議

　　・病弱専門部特別支援連携会議の共同運営

令和３年度実績

〇転学・卒業に係る支援

　・転学関係資料、学習指導や支援についての参考となる資料の受

　　領及び送付

　・教員による学校見学や授業参観

　・対象児童生徒による学校見学や授業体験※

　・ケース会議等による実態及び支援の確認

〇教育相談・学校見学

　・小学生（保護者）　　４回

　・中学生（保護者）　　９回

　・中学生（教員）　　　３回

　・電話相談　　　　　１７回

〇訪問・研修支援

　・甲府市教育研究協議会相談部会研修会（8月2日）

　・富士吉田市教育協議会特別支援教育部会（11月16日）

　・中北教育事務所学校見学（12月6日）

〇連携会議

　・病弱専門部特別支援連携会議　　4回

　・甲府市地域自立支援協議会　　  ３回

　

※児童生徒の状況に応じ

て、放課後の生徒のいな

い時間に学校の施設のみ

の見学、短時間の授業見

学、別教室でオンライン

での授業見学等、段階を

踏みながら行った。

　また、学校見学が難し

い児童は、本校教員が撮

影してきた動画を見るこ

とで、学校の様子を伝え

るようにした。

その他
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【子どものこころサポートプラザセンター長】 

業績（平成 3年度：平成 3年 4月―平成 4年 3月）－相原正男 
 
1． 社会活動 

1）相原正男. 山梨県立日川高等学校 SSH事業運営指導委員会. 令和 3年 6

月 14日, 12月 6日, 令和 4年 3月 16日, 山梨市. 

2）相原正男. 山梨県発達障害者サポートネットワーク推進協議会. 山梨県子

育て支援局子ども福祉課. 令和 3年 10月 20日, 12月 10日, 令和 4年 3

月 28日, 甲府市.  

3）相原正男. 社会脳の発達とその支援―レジリアンスを高めるために―.  

フォラム：しなやかな心の育成 山梨県教育委員会保健体育課. 令和 3

年 12月 3日、山梨県総合教育センタ－. 
4) 相原正男. こころのトラウマを理解する―トラウマインフォームドケア

のために－. 山梨県教育委員会高校教育課, 令和 3年 12月 14日, 昭和町. 

5) 相原正男. 山梨県立いじめ問題対策委員会検証部会. 令和 4年 2月 2,  9, 

17, 20, 23日, 3月 4，10，23日, 山梨県教育委員会高校教育課. 

6) 相原正男. 社会脳の発達―発達特性のある子どもとの関わり方―.里親スキ

ルアップ研修, 令和 4年 2月 22日, 敷島総合文化会館. 

 

2． 教育講演 

1) 相原正男 発達障害－医療の視点から‐. 山梨大学医学部医学科講    

義. 令和 3年 5月 7日, 中央市.  
2）相原正男. 脳科学からみた心の発達. 日川高等学校 SSH 事業講演会.   

令和 3年 6月 10日. 山梨市. 

3)  相原正男. 発達障害・知能障害とは‐医療の視点から‐. 都留文科大学

教養学部学校教育学科講義. 令和 3年 6月 25日. 都留. 

4） 相原正男. 児童虐待. 山梨大学医学部：健康危機講義. 令和 3 年 10 月

13日. 中央市. 

5)  相原正男. 心の発達－発達障害を理解するために－. 山梨大学医学部

看護学科：疾病・治療論講義. 令和 4年 2月 3日, 中央市. 

 

3.    学術講演 

1）相原正男. 子供の社会性を育む‐山梨県子どものこころサポートプラザの

紹介‐.  シンポジウム：山梨県の小児保健の温故知新～これからの小児

保健の在り方～. 山梨県小児保健協会母子保健研修会. 令和 3 年 5 月 29

日. 中央市. 

2）相原正男. 教育講演：ADHD と突発性脳波異常.  第 51 回日本臨床神経生

理学会学術大会. 令和 3年 12月 17日. 仙台市. 

 



【子どものこころサポートプラザセンター長】 

4.     論文 
1) 相原正男. 社会脳の成長・成熟・発達. 体育の科学 2021; 71: 241-246. 

2) 青柳閣郎, 大山哲男, 加賀佳美, 相原正男. ADHDの前頭葉機能：NIRS,

自律反応を中心に. 臨床神経生理学 2021; 49: 30-36. 

3) 金村英秋, 相原正男. Perampanelの特徴と有用性. 脳と発達 2021; 

53: 344-347. 

4) 大島智恵, 佐藤美理, 反頭智子, 相原正男. 注意欠如・多動症の子供の

療育者へのペアレントトレ－ニング終了半年後の効果. 山梨大学看護

学会誌, 2021; 20: 1-6. 

5) 相原正男. 子どものこころを支援する. 山梨大学医学部同窓会誌 2022; 

28:32. 

6) 相原正男. 感情の発達/つまずきと脳. 子どものこころと脳－発達のつ

まずきを支援する. 青木省三,福田正人(編). 日本評論社, 2022; 77-89. 

7) Kanemura H, Sano F, Hoshino H, Aihara M. Efficacy of perampanel 

in epilepsy patients with autism spectrum disorder. Epilepsy Res 

2021; 170: 106550. 

8) Sano F, Shigetomi E, Shinozaki Y, Tsuzukiyama H, Saito K, 

Mikoshiba K, Horiuchi H, Cheung DL, Nabekura J, Sugita K, Aihara 

M, Koizumi S. Reactive astrocyte-driven epileptogenesis is induced by 

microglia initially activated following status epilepticus. JCI Insight. 

2021; 6: e135391. 

 

 5.    マスコミ 
  1）山梨県子どものこころサポートプラザ－発達障害などの子どもを総合的

に支援. 時事通信社, 厚生福祉 2022; 6655: 7. 

 



【こころの発達総合支援センター】 

１． フィールドワーク 

１） 田中哲． 山梨県教育支援委員会（山梨県教育庁高校改革特別支援教育課）  

委員． 

２） 田中哲． 山梨県教育委員会 幼児教育番組 子育て日記 解説員． 

 

２． 講演活動 

１） 田中哲． 「ASDの人たちの多様な世界」 世界自閉症啓発デー・発達障害啓発

週間に係る発達障害への理解を深めるセミナー． 

２） 田中哲． 「‶相談″という支援」 山梨県総合教育センター主催 教育相談研修会． 

３） 田中哲． 「子どもの心身の発達・愛着・トラウマケアについて」 山梨県中央児童

相談所・都留児童相談所共催 新任職員研修． 

４） 田中哲． 「子どもたちの外傷体験と心のケア」 山梨県立甲府昭和高等学校教職

員研修． 

５） 子ども心理治療センターうぐいすの杜 症例検討会（スーパーバイザー）． 

 

 



【こころの発達総合支援センター】 

１． フィールドワーク 

１） 金重紅美子． 山梨県災害時心のケア対応力向上検討会議 委員． 

２） 金重紅美子． 山梨県立学校いじめ問題対策委員会 委員． 

３） 金重紅美子． インクルーシブ教育推進事業に係る病弱専門部特別支援連携協議

会 副会長． 

４） 金重紅美子． インクルーシブ教育推進事業 相談支援チーム専門家チーム会議 

委員． 

５） 金重紅美子． 山梨県立特別支援学校うぐいすの杜学園 精神科学校医． 

６） 金重紅美子． 甲府市特別支援教育専門家チーム 専門委員． 

 

２． 講演活動 

１） 金重紅美子． 「精神科的な問題を抱えた子どもの発達支援」 インクルーシブ教

育推進事業に係る病弱専門部特別支援連携会議 心身症部会． 

２） 金重紅美子． 「精神科的な問題を抱えた子どもの養育者への支援」 インクルー

シブ教育推進事業に係る病弱専門部特別支援連携会議 心身症部会． 

３） 金重紅美子． 「敏感さについて考える」 日本学校相談会山梨支部基礎講座研修

会． 

４） 金重紅美子． 「子どものこころの発達とその支援」 山梨県リハビリテーション専門

職団体協議会 特別支援教育委員会研修会． 

５）富士見支援学校校内研修会（スーパーバイザー）． 



【こころの発達総合支援センター】 

 

 

１． フィールドワーク 

1) 小宮山さとみ． 山梨県スクールソーシャルワーカー活用事業運営会議 委員． 

2) 小宮山さとみ． 地域連携子どもと親と教師のための教育相談事業連絡会議 委

員． 

3) 荻野厚子． 障害者雇用支援連絡協議会 委員． 

 

２． 講演活動 

１） 林史子． 角田美奈． 「発達障害の特徴と被害者支援」 被害者支援センター山梨 

ボランティア支援員養成講座． 

２） 出口恵子． 「発達障害者への理解と正しい知識」 山梨県警察本部生活安全部 

生活安全任用科教養． 

 



【子ども心理治療センターうぐいすの杜】 

 

1．療育活動（フィールドワーク）  

＜山梨県＞ 

１）後藤裕介．山梨県予防のための子どもの死亡検証体制整備事業（CDR）委員．令和 3

年 6月 18日．甲府市／Web 

２）後藤裕介．令和 3 年度第 1 回子どもを守る山梨ネットワーク会議．令和 3 年 8 月 26

日．甲府市（書面開催） 

３）後藤裕介．山梨県予防のための子どもの死亡検証体制整備事業 CDR多機関検証委員会

オブザーバー（第 1回外観検証）．令和 3年 12月 20日．甲府市 

 

＜山梨県立特別支援学校うぐいすの杜学園 学校医＞（県教委） 

１）後藤裕介．令和 3年度山梨県立支援学校うぐいすの杜学園定期健康診断．令和 3年 5

月 14日．甲府市 

２）後藤裕介．令和 3 年度第 1 回山梨県立特別支援学校うぐいすの杜学園学校評議員会．

令和 3年 7月 29日．甲府市 

３）後藤裕介．令和 3 年度第 2 回山梨県立特別支援学校うぐいすの杜学園学校評議員会．

令和 3年 10月 4日．甲府市  

４）後藤裕介．山梨県立特別支援学校うぐいすの杜学園学校保健衛生委員会．令和 4年 2月

17日．甲府市 

５）後藤裕介．令和 3 年度第 3 回山梨県立特別支援学校うぐいすの杜学園学校評議員会． 

令和 4年 2月 17日．甲府市 

 

＜インクルーシブ教育推進事業に係る山梨県病弱専門部特別支援連携協議会助言者＞ 

（県教委） 

１）後藤裕介．令和 3 年度第 1 回インクルーシブ教育推進事業に係る山梨県病弱専門部特

別支援連携協議会．令和 3年 7月 1日．甲府市 

２）後藤裕介．令和 3 年度第 4 回インクルーシブ教育推進事業に係る山梨県病弱専門部特

別支援連携協議会．令和 4年 2月 3日．甲府市． 

 

＜甲府市教育支援委員会委員＞（甲府市教委） 

１）後藤裕介．令和 3年度第 1回甲府市教育支援委員会委員．令和 3年 5月 19日．甲府市 

２）後藤裕介．令和 3年度第 2 回甲府市教育支援委員会委員．令和 3 年 11月 28 日．甲府

市 

３）後藤裕介．令和 3年度第 3回甲府市教育支援委員会委員．令和 3年 12月 2日．甲府市 

 



【子ども心理治療センターうぐいすの杜】 

 

＜山梨英和大学 非常勤講師＞  

１）後藤裕介．山梨英和大学「人体の構造と機能及び疾病」系統講義．令和 3年 12月 2日．  

甲府市／Web講義． 

２）後藤裕介．山梨英和大学非常勤講師「人体の構造と機能及び疾病」系統講義．令和 4年

1月 20日．甲府市／Web講義． 

３）後藤裕介．山梨英和大学非常勤講師「人体の構造と機能及び疾病」系統講義．令和 4年

1月 27日．甲府市／Web講義． 

 

２．一般講演会  

１）後藤裕介．「頭が痛い」「お腹が痛い」「だるくて動けない」ってサボりなの？「高校生

こころのサポートルーム」思春期研修会講演．令和 3年 9月 24日．甲府市／Web開催 

２）宮沢久江．「DV問題を考える講演・報告・ディスカッション」山梨県立男女共同参画推

進センター．令和 3年 12月 14日．甲府市 

３）宮沢久江．「施設における専門的なケア（心理治療等）に関すること」山梨県基幹的職

員研修．令和 4年 1月 24日．甲府市／Web開催 

４）宮沢久江．「山梨県立子ども心理治療センターうぐいすの杜について」地域精神医療研

究会．令和 4年 3月 17日．甲府市／Web開催 

 

３． 学会発表 

１）後藤裕介，中嶋真人，深尾英吾．傷ついた子どもの言動から見えること．第 38回日本

小児神経学会山梨小児神経懇話会基調講演．令和 4年 2月 26日．中央市／Web開催 

２）後藤裕介．うぐいすの杜について．日本小児科学会山梨地方会．令和 4 年 3 月 19 日．

富士吉田市／Web開催 



【特別支援学校うぐいすの杜学園】 

 

 

地域に向けての取り組み 

                   

１．本校の紹介 

 １）手塚 雅仁 

      「心に寄り添い、心を育むうぐいすの杜学園の教育」 

     ～第 38回日本小児神経学会山梨小児神経懇話会  令和４年２月２６日 

 

２. 研修支援 

１）伊波 美恵 

   「うぐいすの杜学園学校の概要及びプラザ内各機関との連携について」 

     ～甲府市教育協議会教育相談部会研修会   令和３年８月２日 

 

 ２）伊波 美恵 

   「うぐいすの杜学園学校の概要及びプラザ内各機関との連携について」 

     ～富士吉田市教育協議会特別支援教育部会  令和３年１１月１６日  

 



⑤【施設見学対応】

内　　　　　　容 備　　考

事業主体 中央児童相談所（窓口）

連携先

こころの発達総合支援センター

子ども心理治療センターうぐいすの杜

特別支援学校うぐいすの杜学園

取組内容

○子どものこころサポートプラザの施設見学

(目的）

・希望する団体等にサポートプラザの施設見学を実施する。

(実施方法）

・中央児童相談所（次長）が窓口となり、サポートプラザ内４施設と連絡調整を行

い、希望する団体等に対し、事業概要の説明、施設の見学を行う。

令和3年度実績

　８月１８日　笛吹市教育委員会　　　２７名　プラザ全施設

　８月２６日　県議会議長他　　　　　　２名　プラザ全施設

　８月３１日　甲府家庭裁判所　　　　　３名　中央児相

　９月　４日　弁護士会山梨県支部　　１２名　中央児相

　９月　７日　山梨県臨床心理士会　　２０名　プラザ全施設

　９月１７日　北病院　　　　　　　　　７名　中央児相・心理治療

１０月　４日　富山県厚生部　　　　　　５名　プラザ全施設

１０月１３日　甲州市社会福祉協議会　１９名　プラザ全施設

その他


