
公益社団法人日本心理学会 平成 28年度 4月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 28年 4月 17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  鈴木 厚子，坂田 須美子） 

    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 21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，3月 30 日に開催された公認心理師ワーキンググループ，3月 30日および 4月

15日の厚生労働省訪問について報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局長より,3 月 1日―3月 31 日の会員異動状況について，新入会員 6名，退会者 336名（うち

逝去 5名，会員資格喪失 138 名，賛助会員 1件），その結果，3月 31日現在の会員数（賛助会員を除

く）は，7,943名になったとの報告があった。 

(2) その他 

  事務局長より，内閣府への「認定心理士(心理調査)」資格の変更届け出，平成 28年度事業計画お

よび予算届け出について報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 編集委員会 

宮谷編集担当常務理事（委員会委員長）より，3月 26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) 国際賞選考委員会 

仲国際担当常務理事より，4月 2日に開催された国際賞選考委員会の報告があった。 

  (3) 優秀論文賞選考委員会 

宮谷編集担当常務理事より，3月 27 日に開催された優秀論文賞選考委員会の報告があった。 

  (4) 認定委員会 

    横田資格担当常務理事（委員会委員長）より，4月 16日に開催された認定心理士資格認定委員会

の概要報告および 2015年度資格審査数・資格取得者数の報告があった。 

  (5) その他 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，国際心理学会議（ICP2016）実行委員会，安藤総務担当常務理

事より会場・展示委員会の報告があった。 

佐藤 隆夫学術担当常務理事および横田資格担当常務理事より，4月 16日に開催された認定心理士

の会幹事会の報告があった。 

仲国際担当常務理事より， 8月 18日―20日に開催される韓国心理学会内で行う日中韓三か国シ

ンポジウムについて報告があった。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，2015年度決算の状況報告があった。 

5. その他 

(1) ICP2016／第 80回大会申し込み状況 

安藤総務担当常務理事より，第 80回大会の申し込み状況について報告があった。 

  



(2) 公開シンポジウム 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，2016年度の公開シンポジウムの開催日程等について報告があった。 

(3) 認定心理士(心理調査) 

横田資格担当常務理事および佐藤 達哉広報担当常務理事より，3月 22日に開催された認定心理士

(心理調査)の大学担当者向け説明会について報告があった。 

(4) 心理学叢書 

  佐藤 隆夫学術担当常務理事より，心理学叢書に関連して教育研究委員会委員長会議を開催すると

の報告があった。 

 

Ⅲ. 審議事項 

1. 終身会員および入会審査 

安藤総務担当常務理事より，申請のあった 2名を終身会員とする旨の提案があり，承認された。

また，新入会員へ新規申請のあった 31件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当する者 26名，2(2)

に該当する者 5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. 理事会・総会次第 

安藤総務担当常務理事より，平成 28 年度第 1 回・第 2 回理事会および平成 28 年度第 1 回総会の

次第について提案があり，承認された。 

3. 認定心理士(心理調査) 

横田資格担当常務理事より，認定心理士(心理調査)の商標登録の際の英語名称について提案があ

り，承認された。 

4. 倫理問題 

安藤総務担当常務理事より，倫理問題について提案があり，承認された。 

5. 2016 会員名簿 

事務局より，2017年選挙台帳としての会員名簿について提案があり，承認された。 

6. 依頼 

(1)協賛・後援・共催依頼 

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

(2) 転載依頼 

  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) ホームページ掲載依頼 

安藤総務担当常務理事より，14 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 平成 28年度 5月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 28年 5月 28日(土) 13時 30分―17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， 

宮谷 真人，横田 正夫各常務理事 

              （事務局  鈴木 厚子，坂田 須美子） 

    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 17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，5月 8日に開催された公認心理師ワーキンググループ，5月 21日に開催さ

れた日本心理研修センター創立３周年記念行事，および 5月 24日の厚生労働省訪問について報告

があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局長より,4月 1日－4月 30 日の会員異動状況について，新入会員 66名（うち賛助会員 1

件），退会者 14名（うち逝去 2名），その結果，4月 30日現在の会員数（賛助会員を除く）は，7,994

名になったとの報告があった。 

(2) その他 

事務局長より，倫理問題の対応について報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 編集委員会 

宮谷編集担当常務理事より，5月 21 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) 認定委員会 

横田資格担当常務理事より，4月 16日に開催された認定心理士資格認定委員会の報告があった。 

(3) その他 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，5月 7日に開催された教育研究委員会委員長会議および 5月

22日に開催された博物館小委員会の報告があった。 

長谷川理事長より，ICP2016実行委員会，安藤総務担当常務理事より会場・展示委員会の報告が

あった。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，平成 27 年度決算書類および監査，4月末現在の決算の報告があっ

た。 

5. その他 

(1) ICP2016／第 80回大会申し込み状況 

安藤総務担当常務理事より，第 80回大会の申し込み状況およびボランティアの申し出状況につ

いて報告があった。 

(2) 公開シンポジウム 

事務局長より，2016年度の公開シンポジウムの開催日程の広報について報告があった。 

(3) その他 

佐藤 隆夫学術担当常務理事および横田資格担当常務理事より，認定心理士の会の入会状況およ

び 5月 22日に開催されたキックオフシンポジウムについて報告があった。 



横田資格担当常務理事より，認定心理士(心理調査)のカリキュラム認定申請の状況について報告

があった。 

仲国際担当常務理事より，8月 18日―20日に開催される韓国心理学会に関する報告があった。 

Ⅲ. 審議事項 

1. 名誉会員候補者，終身会員申請および入会審査 

安藤総務担当常務理事より，今年度総会で名誉会員に推戴する候補について提案があり，承認さ

れた。また，終身会員について，申請のあった 1名を終身会員とする旨の提案があり，承認された。

さらに，新入会員について，新規申請のあった 79件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当する者

64名，2(2)に該当する者 14名，2(4)に該当する者 1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. 理事会・総会次第 

安藤総務担当常務理事より，平成 28 年度第 1 回・第 2 回理事会および平成 28 年度第 1 回総会の

次第，審議資料および進行について提案があり，承認された。 

3. 研究会助成 

安藤総務担当常務理事より，2016年度の研究会助成について提案があり，承認された。 

4. 国際会議等参加旅費補助 

安藤総務担当常務理事より，2016年度の国際会議等参加旅費補助について提案があり，承認された。 

5. 2017 年選挙 

安藤総務担当常務理事より，2017年選挙のための選挙管理委員会委員の提案があり，承認された。 

  6. 認定心理士の会会則 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，認定心理士の会会則改正について提案があり，承認された。 

  7. 若手の会会則 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，若手の会会則改正について提案があり，承認された。 

8. 依頼 

(1) 協賛・後援・共催依頼 

安藤総務担当常務理事より，2件の後援依頼について提案があり，承認された。 

(2) 転載依頼 

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) ホームページ掲載依頼 

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。 

9. その他 

  安藤総務担当常務理事より，常置委員会名の英語表記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 平成 28年度 6月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 28年 6月 25日(土) 10時 30分―13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 真人各常務理事 

              （事務局  鈴木 厚子，坂田 須美子） 

    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 28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，国際心理学会議（ICP2016），公認心理師，日本心理学諸学会連合について報

告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局長より,5 月 1日－5月 31 日の会員異動状況について，新入会員 46名，退会者 6名，その

結果，5月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,034名になったとの報告があった。 

3. 委員会報告 

(1)編集委員会 

宮谷編集担当常務理事（委員会委員長）より，5月 29日に開催された Japanese Psychological 

Research 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 

宮谷編集担当常務理事より，6月 4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) 優秀論文賞選考委員会 

宮谷編集担当常務理事より，6月 12 日に開催された優秀論文賞選考委員会の報告があった。 

(4) 資格認定委員会 

安藤総務担当常務理事より，6月 18 日に開催された認定心理士資格認定委員会の報告があった。 

(5) その他 

長谷川理事長より，ICP2016実行委員会，安藤総務担当常務理事より，会場・展示委員会の報告が

あった。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，5月末現在の決算報告があった。 

5. その他 

(1) ICP2016／第 80回大会申し込み状況 

事務局長より，第 80 回大会の申し込み状況およびボランティアの申し出状況について報告があっ

た。 

(2) その他 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，6月 12日に開催された若手の会幹事会，6月 18日に開催され

た認定心理士の会幹事会と，認定心理士の会の現在の入会状況について報告があった。 

佐藤 達哉資格担当常務理事より，認定心理士(心理調査)のカリキュラム認定申請状況について報

告があった。 

仲国際担当常務理事より，日中韓三か国シンポジウム発表者について報告があった。 
安藤総務担当常務理事より，2017 年選挙に関し，選挙管理委員会の委員および日程について報告



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，新入会員へ新規申請のあった 45件のうち，正会員入会審査規程 2(1)

に該当する者 39 名，2(2)に該当する者 3名，2(3)に該当する者 1名，2(4)に該当する者 2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. 倫理問題 

安藤総務担当常務理事より，倫理問題の対処について提案があり，承認された。 

3.理事会・総会次第 

安藤総務担当常務理事より，平成 28 年度第 1 回・第 2 回理事会および平成 28 年度第 1 回総会の

次第について提案があり，承認された。 

4. 災害からの復興のための実践活動及び研究助成 

安藤総務担当常務理事より，2016 年度の災害からの復興のための実践活動及び研究助成について，

東日本大震災復興支援特別委員会の委員会構成を含め検討する旨の提案があり，承認された。 

5. 依頼 

(1) 協賛・後援・共催依頼 

安藤総務担当常務理事より，1件の協賛依頼について提案があり，承認された。 

(2) 転載依頼 

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) ホームページ掲載依頼 

安藤総務担当常務理事より，13 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 平成 28年度 8月常務理事会議事録 

 

    日  時  平成 28 年 8月 6日(土) 13時 30分―17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） 

    議  長  長谷川 壽一（理事長） 

 

Ⅰ. 議事録の確認 

前回常務理事会（6月 25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，国際心理学会議（ICP2016），公認心理師，日本心理学諸学会連合について報

告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局より,6月 1日―7月 31日の会員異動状況について，新入会員 70名，退会者 19名（うち逝

去 7名），その結果，7月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,085名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，7月 16日に開催された心理学研究編集小委員会および 7月 18日に開

催された Japanese Psychological Research 編集小委員会の報告があった。 

(2) 優秀論文賞選考委員会 

安藤総務担当常務理事より，7月 10 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) その他 

安藤総務担当常務理事より，7月 3日に開催された選挙管理委員会，7月 14日に開催された東日

本大震災復興支援特別委員会の報告があった。 

長谷川理事長より，ICP2016実行委員会，安藤総務担当常務理事より，会場・展示委員会の報告が

あった。 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，2016 年度心理学ミュージアム優秀作品賞の決定について報告が

あった。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，6月末現在の財務報告があった。 

5. その他 

(1) ICP2016／第 80回大会参加・発表数 

安藤総務担当常務理事より，第 80回大会の参加者数とボランティア参加者数について報告があっ

た。 

(2) その他 

安藤総務担当常務理事より，7月 12 日に開催された ICP2016記者会見について報告があった。 

仲国際担当常務理事より，日中韓三か国シンポジウムの予定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，新入会員へ新規申請のあった 43件のうち，正会員入会審査規程 2(1)



に該当する者 32 名，2(2)に該当する者 5名，2(3)に該当する者 2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. 倫理問題 

安藤総務担当常務理事より，倫理問題の対処について提案があり，承認された。 

3. 事務局体制 

事務局より現状について説明があり，業務分掌の整理を含め継続審議とした。 

4. 会員集会・理事会 

安藤総務担当常務理事より，11月 5日開催予定の会員集会および理事会の会場について総務財務

委員会にて検討する旨の提案があり，承認された。 

5. 依頼 

 (1) 協賛・後援・共催依頼 

安藤総務担当常務理事より，3件の協賛依頼および 1件の後援依頼について提案があり，承認され

た。 

 (2) 転載依頼 

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) ホームページ掲載依頼 

安藤総務担当常務理事より，22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。 

6. その他 

安藤総務担当常務理事より，熊本地震罹災者への ICP2016 参加交通費補助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 平成 28年度 9月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 28年 9月 10日(土) 15時―17時 45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，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（8月 6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， 国際心理学会議（ICP2016）の後処理，公認心理師，日本心理学諸学会連合，

8月 18日－8月 20日に行われた韓国心理学会大会の報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局より,8月 1日－8月 31日の会員異動状況について，新入会員 23名，退会者 2名(うち逝去

1名)，その結果，8月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,106 名になったとの報告があっ

た。 

(2) その他 

  事務局より，選挙台帳作成の進捗と JPAマイページの会員検索機能について報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 資格認定委員会 

横田資格担当常務理事（委員会委員長）より，8月 27日に開催された認定心理士資格認定委員会

の報告があった。 

(2) その他 

長谷川理事長より， ICP2016実行委員会の報告があった。 

横田資格担当常務理事より，8月 27 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，7月末現在の財務報告があった。 

5. その他 

(1) 公開シンポジウム申し込み状況 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，2016 年度開催の公開シンポジウムの実施状況と申し込み状況に

ついて報告があった。 

(2) その他 

長谷川理事長および佐藤 隆夫学術常務理事より，8月 19日に行われた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，新入会員へ新規申請のあった 20件のうち，正会員入会審査規程 2(1)

に該当する者 18 名，2(4)に該当する者 2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. 倫理問題 

安藤総務担当常務理事より，倫理問題の対処について報告と今後の検討課題について提案があっ

た。 

 



3. 事務局体制 

事務局体制に関し，ワーキンググループで検討する旨の提案があり，承認された。 

4. 理事会議題 

安藤総務担当常務理事より，11月 5日開催予定の理事会の議題について提案があり，承認された。 

5. 会員集会 

安藤総務担当常務理事より，11月 5日開催予定の会員集会について提案があり，承認された。 

6. 委員会委員 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，教育研究委員会委員の任期について提案があり，承認された。 

仲国際担当常務理事より，国際委員会委員および国際賞選考委員会委員の交代について提案があ

り，承認された。 

横田資格担当常務理事より，資格認定委員会委員の追加について提案があり，承認された。 

安藤総務担当常務理事より，倫理委員会委員の任期および追加について提案があり，継続審議と

なった。 

7. 規則改正 

安藤総務担当常務理事より，講演会等に関わる謝礼等に関する規則の改正について提案があり，

承認された。 

8. 依頼 

 (1) 協賛・後援・共催依頼 

安藤総務担当常務理事より，2件の後援依頼について提案があり，承認された。 

 (2) 転載依頼 

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) ホームページ掲載依頼 

安藤総務担当常務理事より，21 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。 

9. その他 

(1) 安藤総務担当常務理事より，東日本大震災からの復興のための実践活動及び研究助成の研究期

間延長の依頼について提案があり，承認された。 

(2) 安藤総務担当常務理事より，各種助成に関する申し合わせ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 平成 28年度 11月常務理事会議事録 

 

    日    時  平成 28年 11月 5日(土) 10時 30分―12時 45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（9月 10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，10月 8日，9日のロシア心理学会訪問，9月 20日以降開催されている公認心

理師カリキュラム等検討会（およびワーキングチーム）の報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局より,9月 1日－9月 30日の会員異動状況について，新入会員 26名，退会者 1名(うち逝去

1名)，その結果，9月 30日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,131 名になったとの報告があっ

た。 

(2) その他 

  事務局より，選挙台帳の公開と JPA マイページの会員検索機能追加について報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 機関誌等編集委員会 

安藤総務担当常務理事より，9月 24 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，9月 11 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) 資格認定委員会 

安藤総務担当常務理事より，10月 15日に開催された認定心理士資格認定委員会の報告があった。 

(4) その他 

安藤総務担当常務理事より，10月 18 日に開催された事務局体制ワーキンググループおよび総務財

務委員会の報告があった。 

仲国際担当常務理事より，国際賞選考委員会のメール会議について報告があった 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，9月末現在の財務報告があった。 

5. その他 

(1) 公開シンポジウム申し込み状況 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，2016 年度開催の公開シンポジウムの実施状況と申し込み状況に

ついて報告があった。 

(2) その他 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，9月 17日に開催された認定心理士の会関西ワークショップおよ

び懇親会，10月 15日に開催された認定心理士の会幹事会，11月 3日に開催された認定心理士の会

懇親会の報告があった。 

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 1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 36件のうち，正会員入会審査規程 2(1)に該当す

る者 32名，2(2)に該当する者 3名，2(4)に該当する者 1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. 学術大会 

安藤総務担当常務理事より，学術大会における非会員連名発表費の廃止，第 81回大会の会員集会

および理事会の会場について提案があり，承認された。 

3. 事務局体制 

安藤総務担当常務理事より，事務局体制について理事会で検討する旨の提案があり，承認された。 

4. 理事会議題 

安藤総務担当常務理事より，引き続き開催予定の理事会の議題について提案があり，承認された。 

5. 会員集会 

安藤総務担当常務理事より，引き続き開催予定の会員集会について提案があり，承認された。 

6. 委員会委員 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，教育研究委員会委員の追加について提案があり，承認された。 

安藤総務担当常務理事より，倫理委員会・優秀論文賞選考委員会・学術大会委員会の任期満了に

伴う次期委員の推薦を次回以降審議する旨の提案があり，承認された。 

7. 規則改正 

安藤総務担当常務理事より，講演会等に関わる謝礼等に関する規則の改正(平成 29 年 4 月 1 日施

行)について提案があり，承認された。 

8. 依頼 

 (1) 協賛・後援・共催依頼 

安藤総務担当常務理事より，2件の後援依頼について提案があり，承認された。 

 (2) 転載依頼 

安藤総務担当常務理事より，6件の転載依頼について提案があり，承認された。 

(3) ホームページ掲載依頼 

安藤総務担当常務理事より，26件のホームページ掲載依頼について提案があり，25件が承認され

た。 

  



公益社団法人日本心理学会 平成 28年度 12月常務理事会議事録 

    日    時  平成 28年 12月 3日(土) 15時―18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，宮谷 真人，横田 正夫各常務理事 

北岡 明佳広報委員会委員長 

              （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（11 月 5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，国際心理学会議（ICP2016）実行委員会の開催予定と，9月 20日以降開催され

ている公認心理師カリキュラム等検討会（およびワーキングチーム）の報告があった。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局より,10月 1日－11 月 30 日の会員異動状況について，新入会員 30名，退会者 1名(うち逝

去 1名)，その結果，11月 30日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,160 名になったとの報告が

あった。 

3. 委員会報告 

(1) 機関誌等編集委員会 

宮谷編集担当常務理事（委員会委員長）より，11月 6日に開催された Japanese Psychological 

Research編集小委員会および 11 月 26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) その他 

佐藤 達哉広報担当常務理事，佐藤 隆夫学術担当常務理事より，11月 6日に開催された広報委員

会・教育研究委員会合同委員長会議の報告があった。 

安藤総務担当常務理事より，本常務理事会直前に行われた総務財務委員会の報告があった。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，10月末現在の財務報告があった。 

5. その他 

(1) 公開シンポジウム申し込み状況 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，2016年度開催の公開シンポジウムの実施状況と申し込み状況，

12月 17日に開催される認定心理士の会企画東北公開シンポジウムの申し込み状況について報告が

あった。 

(2) その他 

安藤総務担当常務理事より，11月 5日に開催された会員集会の報告があった。 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，11月 19日に開催された若手の会幹事会の報告があった。 

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 3名を終身会員とする旨の提案が

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 17件のうち，正会員入会審査規程

2(1)に該当する者 16 名，2(2)に該当する者 1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. 事務局体制 

安藤総務担当常務理事より，事務局体制について提案があり，承認された。 

3. 学術大会 

安藤総務担当常務理事より，若手の会から学術大会の学部生参加費無料化の提案があった旨の報

告があり，承認された。 

4. 若手の会 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，若手のホームページ，Facebook，Twitter 設置の提案があり，

承認された。 

5. 広報 

北岡広報委員会委員長より，広報媒体として SNS（Facebook，Twitter，LINE@）を導入する提案が

あり，承認された。 

6. 平成 29年度事業計画および予算 

  阿部財務担当常務理事より，平成 29 年度予算を作成するにあたり，各担当に事業計画を確認し，

1月常務理事会の前までに追加等を報告するよう依頼があった。 

7. 委員会委員 

安藤総務担当常務理事より，倫理委員会委員，優秀論文賞選考委員会委員，学術大会委員会委員

の任期満了に伴う次期委員の推薦を次回以降審議する旨の提案があり，承認された。 

佐藤 隆夫術担当常務理事より，教育研究委員会委員の任期延長について提案があり，承認された。 

8. 依頼 

(1) 協賛・後援・共催依頼 

安藤総務担当常務理事より，1件の後援依頼について提案があり，承認された。 

(2) 転載依頼 

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) ホームページ掲載依頼 

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 平成 28年度 1月常務理事会議事録 

    日    時  平成 29年 1月 21日(土) 10時 30分―13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（12 月 3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（およびワーキングチーム）の報告があっ

た。 

2. 事務報告 

(1) 会員異動 

事務局より,12月 1日－12 月 31 日の会員異動状況について，新入会員 16名，退会者 3名(うち逝

去 2名)，その結果，12月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,173名になったとの報告が

あった。 

3. 委員会報告 

(1) 心理学ワールド編集委員会 

宮谷編集担当常務理事より，12 月 18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。 

(2) 認定心理士資格認定委員会 

横田資格担当常務理事（委員会委員長）より，12月 10日に開催された認定心理士資格認定委員会

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，12月 10日に開催された博物館小委員会，12月 23日に開催さ

れた講演・出版等企画小委員会の報告があった。 

(4) その他 

仲国際担当常務理事より，国際賞の応募状況について報告があった。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，12月末現在の財務報告があった。 

5. その他 

(1) 公開シンポジウム申し込み状況 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，2016年度開催の公開シンポジウムの実施状況と申し込み状況，

12月 17日に開催された認定心理士の会企画東北公開シンポジウムについて報告があった。 

(2) Asia-Pacific Psychology Meeting 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，12月 28，29日にインドで開催された Asia-Pacific Psychology 

Meeting の報告があり，Asian Pacific Psychological Allianceの設立について報告があった。 

(3) 認定心理士の会 

佐藤 隆夫学術担当常務理事より，12月 10日に開催された認定心理士の会幹事会の報告があった。 

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 1名を終身会員とする旨の提案が



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 24件のうち，正会員入会審査規程

2(1)に該当する者 19 名，2(2)に該当する者 4名，2(3)に該当する者 1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. 学術大会 

安藤総務担当常務理事より，第 81回大会における学会企画について提案があり，承認された。 

3. ホームページリニューアル 

佐藤 達哉広報担当常務理事より，ホームページのリニューアルについて複数社の見積もりを取る

提案があり，承認された。 

4.平成 29年度事業計画および予算 

事務局より，予算作成にあたり平成 29年度事業計画の確認依頼があり，継続審議となった。 

5. 委員会委員 

宮谷編集担当常務理事より，優秀論文賞選考委員会委員交代の提案があり，承認された。 

安藤総務担当常務理事より，倫理委員会委員・学術大会委員会委員の次期委員の推薦，および広

報委員会委員の追加を次回以降審議する旨の提案があり，承認された。 

  6. 依頼 
(1) 協賛・後援・共催依頼 

安藤総務担当常務理事より，2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，15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 平成 28 年度 2 月常務理事会議事録 

    日    時  平成 29 年 2月 22日(水) 18時―20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（1月 21 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,1 月 1日－1 月 31日の会員異動状況について，新入会員 13名，退会者 2名(うち逝

去 2名)，その結果，1月 31日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,184 名になったとの報告が

あった。 

(2) その他 

安藤総務担当常務理事より，代議員選挙結果の報告があった。 

阿部財務担当常務理事より，年度会費の自動決済システムエラーの報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 機関誌等編集委員会 

宮谷編集担当常務理事（委員会委員長）より，1 月 21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) 認定心理士資格認定委員会 

横田資格担当常務理事（委員会委員長）より，2 月 18日に開催された認定心理士資格認定委員会

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，2 月 19 日に開催された講演・出版等企画小委員会の報告があ

った。 

(4) 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について報告があった。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，1 月末現在の財務報告があった。 

5. その他 

(1) 認定心理士の会 

佐藤隆夫学術担当常務理事より，2 月 18 日に開催された認定心理士の会幹事会の報告があった。 

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 4 名を終身会員とする旨の提案が

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 9件のうち，正会員入会審査規程

2(1)に該当する者 5名，2(2)に該当する者 1名，2(4)に該当する者 2名，賛助会員 1社について入

会を許可する旨の提案があり，承認された。 



2. 平成 29年度事業計画および予算 

安藤総務担当常務理事より，平成 29年度事業計画および予算について提案があり，承認された。 

3. 理事会次第 

安藤総務担当常務理事より，3月 12日に開催される理事会次第について提案があり，承認された。 

4. 学術大会 

第 81回大会準備委員会より学会企画シンポジウムに関する問い合わせがあり，回答を検討した。 

5. 委員会委員 

安藤総務担当常務理事より，倫理委員会委員交代， 学術大会委員会の次期委員の推薦，および   

広報委員会委員の追加を次回以降も審議する旨の提案があり，承認された。 

  6. 依頼 
(1) 協賛・後援・共催 

安藤総務担当常務理事より，1 件の協賛依頼および 1 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，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，21 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。 

7. その他 

横田資格担当常務理事より，会員の認定心理士資格取得の優遇措置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 平成 28 年度 3 月常務理事会議事録 

    日    時  平成 29 年 3月 12日(日) 12時―14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，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（2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,2 月 1日－2 月 28日の会員異動状況について，新入会員 4名，退会者 3名(うち逝去

3名)，その結果，2 月 28 日現在の会員数（賛助会員を除く）は，8,185名になったとの報告があっ

た。 

(2) その他 

安藤総務担当常務理事より，代議員交代および理事・監事選挙について報告があった。 

3. 委員会報告 

(1) 心理学ワールド編集委員会 

安藤総務担当常務理事より，3 月 4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。 

(2) 教育研究委員会 

佐藤隆夫学術担当常務理事より，3 月 1日に開催された博物館小委員会の報告があった。 

(3) 国際賞選考委員会 

仲国際担当常務理事より，2 月 24日に開催された国際賞選考委員会の報告があった。 

(4) 認定心理士資格認定委員会 

横田資格担当常務理事（委員会委員長）より，2 月 18日に開催された認定心理士資格認定委員会

の報告があった。 

(5) その他 

長谷川理事長より，2月 27日に開催された国際心理学会議（ICP2016）実行委員会の報告があっ

た。 

4. 財務報告 

阿部財務担当常務理事より，2 月末現在の財務報告があった。 

5. その他 

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 6 名を終身会員とする旨の提案が

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 49件のうち，正会員入会審査規

程 2(1)に該当する者 37 名，2(2)に該当する者 10 名，2(3)に該当する者 2 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. 理事会次第 

安藤総務担当常務理事より，同日引き続き開催される平成 28 年度第 4 回理事会の進行について

提案があり，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実行委員会から開催記念事業を行う提案があり，

承認された。具体的な内容については継続審議となった。 

4. 研究会 

安藤総務担当常務理事より，2017年度の研究集会等への助成の募集を，昨年と同様公示する提案

があり，承認された。 

5. 国際会議等旅費補助 

安藤総務担当常務理事より，2017年度の国際会議等旅費補助の募集を，昨年と同様公示する提案

があり，承認された。 

6. 災害復興助成 

安藤総務担当常務理事より，2017年度の「災害からの復興のための実践活動及び研究」の募集を，

昨年と同様公示する提案があり，承認された。 

7. 安全工学シンポジウム 

安藤総務担当常務理事より，安全工学シンポジウムの共催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，学術大会委員会の次期委員の推薦の依頼があり，審議の上，推薦が

あり承認された。 

  9. 依頼 
(1) 転載依頼 

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。 

  (2) ホームページ掲載 

安藤総務担当常務理事より，6 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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