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１．東京メンタルヘルス及び東京メンタルヘルス・スクエアの概要
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１．東京メンタルヘルス及び東京メンタルヘルス・スクエアの概要（１／３）

【 設 ⽴ 】
【 本 社 】

【 代 表 者 】
【 資 本 ⾦ 】
【 事 業 内 容 】

東京メンタルヘルス株式会社

１９８５年７月１⽇
東京都豊島区⻄池袋2-39-8 ローズベイ池袋ビル3F
TEL︓03-3986-3220 / FAX︓03-3986-3240

武藤 清栄

法⼈向けEAP、個⼈向けカウンセリング、個⼈向け⼼理学講座

17,000,000円

東京メンタルヘルス／東京メンタルヘルス・スクエア

特定非営利活動法⼈東京メンタルヘルス・スクエア

２０１２年１月２７⽇
東京都豊島区⻄池袋2-39-8 ローズベイ池袋ビル3F
TEL︓03-5944-8455

武藤 清栄

【 設 ⽴ 】
【 所 在 地 】

【 理 事 ⻑ 】
【 活 動 内 容 】 無料の電話悩み相談、いじめ対策、学習⽀援、⼦育て⽀援など
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１．東京メンタルヘルス及び東京メンタルヘルス・スクエアの概要（２／３）

教育分野における主な実績の歩み

東京メンタルヘルス／東京メンタルヘルス・スクエア

１９９０年 各市町村教育委員会 （教職員対象のメンタルヘルス研修の受託開始）
２００９年 T教育委員会 （いじめ電話相談事業を受託）
２０１０年 S市教育委員会 （いじめ電話相談事業を受託）
２０１０年 M教育委員会 （スクールカウンセラー事業を受託。全中学校に１２名配置）
２０１１年 T大学 （学生相談事業を受託）
２０１１年 S専門学校 （校外相談契約を受託）
２０１２年 K大学 （学生相談事業を受託）
２０１２年 H大学 （教職員対象のメンタルヘルス相談事業を受託）
２０１３年 T教育庁 （教職員対象のメンタルヘルス相談事業を受託）
２０１３年 T専門学校 （学生相談事業を受託）
２０１４年 M大学 （学生対象のストレスチェック業務を受託）
２０１５年 M教育委員会 （スクールカウンセラー事業を受託。全小学校中学校に３０名配置）
２０１５年 T教育庁 （教職員対象のメンタルヘルス相談事業を受託）
２０１５年 K大学 （ハラスメント相談事業を受託）
２０１５年 Y教育委員会 （スクールソーシャルワーカー事業を受託）
２０１５年 S⾼校 （スクールカウンセラー事業受託）
２０１６年 K⾼等学校 （SNSカウンセリング事業を受託。４０００名の通信⾼校生徒をチャット相談でサポート）
２０１６年 A教育委員会、T教育委員会、H大学、J大学 他（ストレスチェック業務受託）
２０１６年 S教育委員会 （発達障害⼼理アセスメント「WISC」のテスター請負事業を受託）
２０１７年 K小学校 （教員対象にコンケアを試験導⼊開始２月〜）
２０１７年 H中学校 （生徒・教員対象にコンケアを試験導⼊開始６月〜）
２０１７年 H小学校 （児童・教員対象にコンケアを試験導⼊開始９月〜）
２０１７年 ⽂部科学省訪問 （コンケアに関⼼を寄せて頂き、児童生徒課様に訪問。試験導⼊結果を２０１８年に報告予定）
２０１７年 S中学校 （生徒対象にコンケアを試験導⼊開始１１月〜）
２０１７年 H中学校、O小学校、他 （中学３年生〜小学４年生を対象にメンタル教育を試験的に開始）
２０１７年 越谷市議会議員訪問 （コンケアが小・中学校⻑から⾼い評価を得て市議会議員を訪問。議会で検討予定）
２０１８年 厚生労働省⾃殺防⽌対策「SNS相談事業」が採択される

H30.2現在



6

１．東京メンタルヘルス及び東京メンタルヘルス・スクエアの概要（３／３）

教育分野実績

東京メンタルヘルス／東京メンタルヘルス・スクエア

●スクールカウンセラー派遣、スクールソーシャルワーカー派遣、ハラスメント相談員派遣、
教職員向けカウンセラー派遣

敬称略・順不同

H30.2現在

●メンタルヘルス研修、各種サポート

大学・専門学校等 7校

教育委員会・小・中・高校 35校

幼稚園・保育園 18校

大学・専門学校等 11校

教育委員会・小・中・高校 26校

その他（公立学校共済組合他） 6団体
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２．東京メンタルヘルスSNS相談（チャット相談）の特徴
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２．東京メンタルヘルスSNS相談（チャット相談）の特徴（１／４）

当社及び当団体は、2009年からメールカウンセリング、2010年からWebテレビカウンセリ
ングを学校や⾃治体、企業を対象に実施してきました。

このノウハウを活かして2016年からSNS相談(チャットカウンセリング、SNSカウンセリン
グ、チャット相談)を学校の児童生徒等を対象に実施しています。さらに2018年から⾏政の
SNS相談事業にも取り組んでおります。

これまでの実績を活かし、貴教育委員会様に最適なプランをご提案いたします。

豊富な相談実績を活かし、最適なプランをご提案いたします

特徴１．SNS相談員（SNSカウンセラー）が多数在籍
特徴２．豊富なオンラインカウンセリングの実績と教育
特徴３．SNS相談に特化したシステムを整備
特徴４．安⼼のプライバシー、セキュリティ管理と⾼い倫理観
特徴５．質の⾼いスーパーバイズ、マネジメント体制の整備
特徴６．充実した関連サービスの提供

6つの特徴
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２．東京メンタルヘルスSNS相談（チャット相談）の特徴（２／４）

特徴１．SNS相談員（SNSカウンセラー）が多数在籍

当団体のカウンセラーは約200名。そのうち、SNS相談の実績と専門トレーニングを受けた
SNS相談員（SNSカウンセラー）は50名以上。 (2018年現在)
カウンセラーはすべて、臨床⼼理⼠や精神保健福祉⼠、産業カウンセラー、プロフェッショ
ナル⼼理カウンセラー等の有資格者です。

特徴２．豊富なオンラインカウンセリングの実績と教育

当団体が⻑年実施してきたメール相談、Webテレビ相談、SNS相談といったオンラインカウ
ンセリングの実績を活かし、SNS相談員（SNSカウンセラー）に特化した教育プログラムを
策定。
当団体のSNS相談員（SNSカウンセラー）は、全員がSNS相談に必要な知識や専門スキルの
教育を受けています。

特徴３．SNS相談に特化したシステムを整備

SNSアプリをベースとしたSNS相談に特化したシステムを構築、運用。
相談結果をもとに、SNS相談の専門家が⽇々システムの改善に努め、常に最適な状態を保っ
ています。
また、柔軟なカスタマイズにも応じます。
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２．東京メンタルヘルスSNS相談（チャット相談）の特徴（３／４）

特徴４．安⼼のプライバシー、セキュリティ管理と⾼い倫理観

プライバシーマークを2004年に取得。個⼈情報保護に関する内部規定を制定し、コンプライ
アンス委員会の組織化、在籍カウンセラーの倫理教育を毎年実施。
定期的な第三者監査による点検実施のほか、プライバシーやセキュリティに関する専門家
（コンサルタント）と契約するなど、⾼い意識を持って運営しています。

特徴５．質の⾼いスーパーバイズ、マネジメント体制の整備

30年以上のカウンセリング実績を有するカウンセラーが10⼈以上、かつ顧問医や監修医も5
⼈在籍。
カウンセラーをスーパーバイズ、マネジメントするハイ・クラスの体制を整え、質の⾼い
サービスを提供しています。

特徴６．充実した関連サービスの提供（１／２）

教育・⾒守り・相談・介⼊・復学⽀援の5つの項目における関連サービスの提供体制を整備。
ご相談者様の状況に応じて、次の関連サービスをご提供可能です。

①教育 ／ 児童生徒を対象とした⼼の教育授業や、教職員のメンタルヘルス研修等の実施
小中学校等で児童生徒を対象とした⼼の教育授業や、教育委員会様のご依頼で、教職員を
対象としたメンタルヘルス研修等を数多く実施しています。
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２．東京メンタルヘルスSNS相談（チャット相談）の特徴（４／４）

②⾒守り ／ 児童生徒及び教職員のコンディション確認や、ストレスチェックの実施
児童生徒と教職員の毎⽇のコンディションを⾒守る コンケア(*1) や、 生徒学生用に特化
したストレスチェック、教職員用に特化したストレスチェックを導⼊しています。
また⾃治体からWISC検査事業の受託実績もあります。

③相談 ／ 対面相談、電話相談、メール相談、Webテレビ相談など、様々な相談方法を提供
SNS相談に加え、対面相談、電話相談等で 年間 10,000件以上 のカウンセリングを⾏って
います。
また⾃治体の「いじめ電話相談」や「教育相談」の受託実績もあります。

④介入 ／ 介⼊スキルのトレーニングを実施
修復的対話法(*2)やメディエーション技術(*3)を用いて、教職員様に介⼊スキルのトレー
ニングを⾏っています。

⑤復学支援 ／ ⾏政や企業の従業員を対象としたリワーク⽀援の実施
復職⽀援センター を有しており、 ⻑年の再発防⽌実績とノウハウを活かし、 復学⽀援の
プランニングや、ストレス耐性の向上を目指すワークの実施、丁寧な面談と報告を⾏って
います。

特徴６．充実した関連サービスの提供（２／２）

*1 コンケア ･･･ コンディションマネジメントという全く新しい発想で⾏うリスク対策。コンディション＝天気マークというシンプルな共通語を、学内・組織内に
浸透させることで、メンタル不調予防はもちろん、メンタル離職や 退学の予防、定着率向上、ハラスメント予防、職員満⾜度向上などに貢献

・コンケア（企業・団体向け） http://t-mental.co.jp/service/concare
・スクールコンケア（学校向け）http://www.npo-tms.or.jp/service/ijime.html

*2 修復的対話 ･･･ 様々な⼈間関係のトラブルを、進⾏役のもとで、当事者の⾃主性と問題解決能⼒で予防・克服する

*3 メディエーション ･･･ 第三者が介⼊し、話し合いによって問題の和解や歩み寄りをはかる手段



ご不明な点に関してはお気軽にお問い合わせください

東京メンタルヘルス株式会社
法⼈事業部 江原、武藤まで

電話 （０３）３９８６－３２２０
Eメール ehara@t-mental.co.jp

2007年5月
JIPDECより「プライバシーマーク」を取得

３．お問い合わせ先

東京メンタルヘルスSNS相談（SNSチャット）につきまして
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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