
公益社団法人日本心理学会 2017 年度 4 月常務理事会議事録 

    日    時  2017年 4 月 22日(土) 10 時 30分―12時 30分 

    場    所  公益社団法人日本心理学会事務局会議室 

    出 席 者  長谷川 壽一理事長，阿部 恒之，安藤 清志，佐藤 隆夫，佐藤 達哉， 

仲 真紀子，宮谷 真人，横田 正夫各常務理事 

              事務局  坂田 須美子，仮澤 亮 

    議    長  長谷川 壽一（理事長） 

Ⅰ. 議事録の確認 

前回常務理事会（3月 12 日開催）の議事録が承認された。 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

長谷川理事長より，公認心理師カリキュラム等検討会の報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局より,3 月 1日－3 月 31日の会員異動状況について，新入会員 1名，退会者 424名(うち会

員資格喪失 157 名，逝去 3名)，その結果，3月 31 日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,763

名になったとの報告があった。 

(2) 認定心理士件数 

横田資格担当常務理事より，2016年度の認定心理士資格審査件数および取得者数の報告があった。 

(3) その他 

安藤総務担当常務理事より，理事長・常務理事選挙結果について報告があった。 

事務局より，内閣府に 2015年度事業報告修正および 2017年度事業計画提出について報告があっ

た。 

事務局より，第 81回大会参加・発表申込受付開始について報告があった。横田資格担当常務理

事より，「心理調査の基礎」刊行の報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 編集委員会 

宮谷編集担当常務理事より，3 月 18日に開催された心理学研究編集小委員会および 3月 19 日に

開催された JPR 編集小委員会の報告があった。 

(2) 国際賞選考委員会 

仲国際担当常務理事より，4 月 8日に開催された国際賞選考委員会の報告があった。 

(3) その他 

佐藤達哉広報担当常務理事より，ホームページリニューアルのための広報委員会を 5月 14日に開

催予定との報告があった。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，2016 年度決算の中間報告があった。 

5. その他 

(1) 佐藤 隆夫学術担当常務理事より，2016年度公開シンポジウムの参加者数の報告があった。 

(2) 事務局より，第 81回大会の企画状況の報告があった。 

(3) 仲国際担当常務理事より，日中韓三か国シンポジウムについて報告があった。 

Ⅲ. 審議事項 

1. 終身会員申請・入会審査 

安藤総務担当常務理事より，終身会員について，申請のあった 8 名について提案があり，承認さ

れた。また，新入会員について，新規申請のあった 260件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当

する者 201 名，2(2)に該当する者 49名，2(3)に該当する者 2名，2(4)に該当する者 8名について

入会を許可する旨の提案があり，承認された。 

2. 規程改正 

安藤総務担当常務理事より，代議員・役員報酬規程の改正について提案があり，理事会に提案す

 



ることが承認された。 

3. ICP2016 記念事業 

長谷川理事長(ICP2016 事務局長)より，ICP2016 開催記念事業について説明があり，継続審議と

なった。 

4. 若手の会トラベルアワード 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，若手の会幹事会から提案があった年次大会トラベルアワード

について説明があり，若手の会に再度検討依頼することとなった。 

5. 日本心理学諸学会連合社員登録 

理事長より，役員任期終了に伴う日心連の社員登録について提案があり，承認された。 

6. 臨時理事会 

安藤総務担当常務理事より，総会審議事項を審議する理事会(メール会議)の次第および日程につ

いて提案があり，承認された。 

7. 委員会委員 

安藤総務担当常務理事より，東日本大震災復興特別委員会委員について提案があり，承認された。 

  8. 依頼 
(1) 協賛 

安藤総務担当常務理事より，3 件の協賛依頼および 2件の共催依頼について提案があり，承認さ

れた。 

(2)転載 

安藤総務担当常務理事より，3 件の転載依頼について提案があり，承認された。 

(3)ホームページ掲載 

安藤総務担当常務理事より，20件のホームページ掲載依頼について 19件を掲載可，1件を掲載不

可とする提案があり，承認された。 

 



公益社団法人日本心理学会 2017 年度 5 月常務理事会議事録 

    日    時  2017年 5 月 14日(日) 13 時 30分―16時 30分 

    場    所  公益社団法人日本心理学会事務局会議室 

    出 席 者  長谷川 壽一理事長，阿部 恒之，安藤 清志，佐藤 隆夫，佐藤 達哉， 

仲 真紀子，宮谷 真人，横田 正夫各常務理事 

              事務局  坂田 須美子，仮澤 亮 

    議    長  長谷川 壽一（理事長） 

Ⅰ. 議事録の確認 

前回常務理事会（4月 22 日開催）の議事録が承認された。 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

長谷川理事長より，公認心理師カリキュラム等検討会の報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局より,4 月 1日－4 月 30日の会員異動状況について，新入会員 301名，退会者 19名(うち

逝去 1名)，その結果，4 月 30日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,044名になったとの報告

があった。 

(2) 認定心理士件数 

横田資格担当常務理事より，認定心理士審査件数および取得者数について，2017年度の初回審査

数 741 件(うち認定心理士(心理調査)27件)，資格取得者数 117件，その結果，4 月 30日現在の取

得者数累計は 52,884件になったとの報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 教育研究委員会 

  佐藤達哉担当常務理事より，4 月 22日に開催された資料保存小委員会の報告があった。 

(2) 優秀論文賞選考委員会 

宮谷編集担当常務理事より，4 月 23日に開催された優秀論文賞選考委員会の報告があった。 

(3) 資格認定委員会 

横田資格担当常務理事より，4 月 22日に開催された資格認定委員会の報告があった。 

(4) 広報委員会 

  佐藤達哉広報担当常務理事より，同日(5 月 14 日)開催された広報委員会の報告があった。 

(5)その他 

横田資格担当常務理事より，4 月 22日に開催された認定心理士の会幹事会の報告があった。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，2016 年度決算および会計監査の報告があった。 

5. その他 

(1) 事務局より，第 81回大会の企画状況の報告があった。 

(2) 仲国際担当常務理事より，日中韓三か国シンポジウムについて報告があった。 

Ⅲ. 審議事項 

1. 入会審査 

安藤総務担当常務理事より，新入会員について，新規申請のあった 55件のうち，正会員入会審

査規程 2(1)に該当する者 40名，2(2)に該当する者 11名，2(4)に該当する者 4名について入会を許

可する旨の提案があり，承認された。 

2. 名誉会員候補者 

安藤総務担当常務理事より，今年度総会で推戴する名誉会員候補について報告があり，理事会・

総会に提案することが承認された。 

3. ICP2016 記念事業 

長谷川理事長(ICP2016 事務局長)より，ICP2016 開催記念事業について次期常務理事会で継続審

議を依頼することとなった。 

 



4. ホームページリニューアル業者選定 

佐藤 達哉広報担当常務理事より， HP リニューアル業者の提案(広報委員会からの推薦)があり，

承認された。 

5. 研究会制度 

安藤総務担当常務理事より，2017 年度の研究会助成について提案があり，承認された。 

6. 国際会議旅費補助 

安藤総務担当常務理事より，2017 年度の国際会議旅費補助について提案があり，承認された。 

7. 第 1 回理事会（メール会議）・第 2 回理事会・総会・第 3 回理事会次第 
安藤総務担当常務理事より，第 1 回理事会・第 2 回理事会・総会・第 3 回理事会の次第および資

料について提案があり，承認された。 

8. 委員会委員 

安藤総務担当常務理事より，東日本大震災復興特別委員会委員について提案があり，承認された。 

  9. 依頼 
(1) 協賛・共催 

安藤総務担当常務理事より，1 件の協賛依頼および 2件の共催依頼について提案があり，承認さ

れた。 

(2) 転載 

安藤総務担当常務理事より，1 件の転載依頼について提案があり，承認された。 

  (3) ホームページ掲載 

安藤総務担当常務理事より，10 件のホームページ掲載依頼について提案があり，承認された。 



公益社団法人日本心理学会 2017 年度 6 月常務理事会議事録 

    日    時  2017年 6 月 17日(土) 11 時―13時 

    場    所  公益社団法人日本心理学会事務局会議室 

    出 席 者  長谷川 壽一理事長，阿部 恒之，安藤 清志，佐藤 隆夫，佐藤 達哉， 

仲 真紀子，横田 正夫各常務理事 

              事務局  坂田 須美子，仮澤 亮 

    議    長  長谷川 壽一（理事長） 

Ⅰ. 議事録の確認 

前回常務理事会（5月 14 日開催）の議事録が承認された。 

Ⅱ. 報告事項 

1. 理事長報告 

長谷川理事長より，公認心理師カリキュラム等検討会の報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局より,5 月 1日－5 月 31日の会員異動状況について，新入会員 80名，退会者 5名(うち逝

去 2名)，その結果，5月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,119 名になったとの報告が

あった。 

(2) 認定心理士件数 

横田資格担当常務理事より，認定心理士取得者数について，2017年度の資格取得者数 655 件，そ

の結果，5 月 31 日現在の取得者数累計は 53,422件になったとの報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 編集委員会 

  安藤総務担当常務理事より，5 月 20日に開催された心理学研究編集小委員会の報告があった。 

(2) 心理学ワールド編集委員会 

安藤総務担当常務理事より，5 月 28日に開催された心理学ワールド編集委員会の報告があった。 

 (3) 教育研究委員会 

  佐藤隆夫学術担当常務理事より，6 月 10日に開催された博物館小委員会の報告があった。 

(4) 資格認定委員会 

  横田資格担当常務理事より，6 月 10日に開催された資格認定委員会の報告があった。 

(5) 広報委員会 

  佐藤達哉広報担当常務理事より，5 月 14日に開催された広報委員会の報告があった。 

(6)その他 

  佐藤隆夫学術格担当常務理事より，6 月 10日に開催された認定心理士の会幹事会，および 5月

27日に開催された若手の会幹事会の報告があった。   

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，4 月末・5月末現在の財務報告があった。 

5. その他 

(1) 安藤総務担当常務理事より，「災害からの復興のための実践活動及び研究」助成の応募状況の

報告があった。 

(2) 安藤総務担当常務理事より，ホームページ更新委託業者の変更について報告があった。 

(3) 長谷川理事長より，大会時に行う公認心理師シンポジウムについて報告があった。 

Ⅲ. 審議事項 

1. 入会審査 

安藤総務担当常務理事より，新入会員について，新規申請のあった 49件のうち，正会員入会審

査規程 2(1)に該当する者 33名，2(2)に該当する者 12名，2(4)に該当する者 3名について入会を許

可し，1 名について入会を許可しない旨の提案があり，承認された。 

2. 第 2回理事会・総会・第 3回理事会次第名誉会員候補者 

安藤総務担当常務理事より，引き続き行われる理事会・総会の次第について提案があり，承認さ



れた。 

3. 認定心理士の会 地方支部会設置 

佐藤学術担当常務理事より，認定心理士の会地方支部会設置について提案があり，承認された。 

4. 委員会委員 

佐藤達哉広報担当常務理事より，広報委員会委員長について提案があり，承認された。 

  5. 次期申し送り事項の整理 

    安藤総務担当常務理事より，次期申し送り事項について確認があった。 

6.依頼 

(1) 後援・共催 

安藤総務担当常務理事より，1 件の共催依頼および 1件の後援依頼について提案があり，承認さ

れた。 

(2) 転載 

安藤総務担当常務理事より，2 件の転載依頼について提案があり，承認された。 

(3) ホームページ掲載 

 安藤総務担当常務理事より，7 件のホームページ掲載依頼について提案があり，承認された。 
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