
 

公益社団法人日本心理学会 2017年度第 1回理事会議事録 

 

1. 日  時  2017年 5月 29日(月) 

 

2. 理事総数  26 名 

 

3. 議事の経過及び結果 

 

第 1号議案  2016年度事業報告承認の件 

理事長より，2016 年度事業報告について，全理事宛電子メールにて提案があり，

原案どおり全員一致で可決承認された。 

第 2号議案  2016年度決算承認の件 

理事長より，2016年度決算について，全理事宛電子メールにて提案があり，原

案どおり全員一致で可決承認された。 

第 3号議案  2016年度監査報告承認の件 

理事長より，2016 年度監査報告について，全理事宛電子メールにて提案があり，

原案どおり全員一致で可決承認された。 

第 4号議案  名誉会員推薦の件 

理事長より，名誉会員推薦について，全理事宛電子メールにて提案があり，原

案どおり全員一致で可決承認された。 

第 5号議案  第 83回大会の件 

理事長より，第 83回大会について，全理事宛電子メールにて提案があり，原案

どおり全員一致で可決承認された。 

 

2017年 5月 29日 

 

公益社団法人日本心理学会理事会 

 

理事長    長谷川 壽一 

 

監  事    岡 隆 

 

監  事    鈴木 直人 



 

公益社団法人日本心理学会 2017年度第 2回理事会議事録 

1. 日  時  2017年 6月 17日(土)17時―17時 15分 

2. 場  所  公益社団法人日本心理学会事務局会議室 

3. 理事総数  26 名（定款第 40 条により定足数は 14名） 

4. 出席理事  横田 正夫，阿部 恒之，岡 隆，坂上 貴之，丹野 義彦，津田 彰，仲 眞紀子， 

相川 充，井村 修，臼井 伸之介，岡ノ谷 一夫，岡本 子，片山 順一，金澤 創， 

川口 潤，神山 貴弥，櫻井 茂男，中島 定彦，濱口 佳和，村田 光二，山口 真美，

森岡 正芳各理事                                                 以上 22名 

理事以外の出席者  坂本 真士，箱田 裕司各監事，安藤 清志前常務理事 

5. 定款第 39条の規定により，出席理事の中から横田 正夫理事を満場一致で議長に選任した。 

6. 議長が開会を宣し，本理事会が定足数を満たしている旨報告された。 

7. 議事の経過及び結果 

第 1号議案  理事長選定の件 

議長より理事長選定について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。 

第 2号議案  常務理事選定の件 

議長より常務理事選定について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。 

8. 理事長および各常務理事より，挨拶があった。 

 

以上により，本日の議事を終了した。 

定款第 44条の規定に基づき，理事長および監事が記名(署名)押印する。 

 

2017年 6月 17日 

公益社団法人日本心理学会理事会 

 

議長・理事長    横田 正夫 

 

監事            坂本 真士 

 

監事            箱田 裕司 

 



 

公益社団法人日本心理学会 2017年度第 3回理事会議事録 

1. 日  時  2017年 9月 19日(火)14時―14時 45分 

2. 場  所  ハイネスホテル・久留米  千歳の間 

3. 理事総数  26 名（定款第 40 条により定足数は 14名） 

4. 出席理事  横田 正夫理事長，阿部 恒之，岡 隆，坂上 貴之，津田 彰， 

仲 真紀子各常務理事，相川 充，井村 修，片山 順一，金沢 創，川口 潤， 

神山 貴弥，中島 定彦，山口 真美各理事                        以上 14名 

理事以外の出席者  坂本 真士，箱田 裕司各監事 

5. 定刻に，理事長が開会を宣し，阿部常務理事より，本理事会が定足数を満たしている旨報告

された。 

6. 理事長の開会挨拶があった。 

7. 定款により理事長を議長に指名した。 

8. 議事の経過及び結果 

第 1号議案  代議員・役員報酬規程改正の件 

議長より代議員・役員報酬規程改正について提案があり，原案どおり満場一致で

可決承認された。 

第 2号議案  国際会議開催資金に関する規程廃止の件 

議長より国際会議開催資金に関する規程廃止について提案があり，原案どおり満

場一致で可決承認された。 

第 3号議案  終身会員承認の件 

議長より終身会員について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。 

第 4号議案  新入会員承認の件 

議長より新入会員について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。 

第 5号議案  認定心理士の会運営委員会発足の件 

議長より認定心理士の会運営委員会発足について提案があり，原案どおり満場一

致で可決承認された。 

9. 報告 

「2017 年度事業実施状況報告」（理事長及び各常務理事），「第 81回大会（2017 年 久留米

大学）」（津田常務理事・第 81 回大会準備委員会委員長），「第 82 回大会（2018年 東北大

学）」（阿部常務理事・第 82 回大会事務局長），「日本心理学諸学会連合報告」（理事長）に

ついて報告があり，懇談を行った。 

以上により，本日の議事を終了した。 

2017年 9月 19日 

公益社団法人日本心理学会理事会 

理事長    横田 正夫 

監  事    坂本 真士 

監  事    箱田 裕司 



 

公益社団法人日本心理学会 2017年度第 4回理事会議事録 

1. 日  時  2018年 3月 11日(日)14時―16時 

 

2. 場  所  公益社団法人日本心理学会事務局会議室 

 

3. 理事総数  26 名（定款第 40 条により定足数は 14名） 

 

4. 出席理事  横田 正夫理事長，阿部 恒之，岡 隆，坂上 貴之，丹野 義彦，津田 彰，仲 真紀子，

宮谷 真人各常務理事，相川 充，井村 修，尾見 康博，片山 順一，金沢 創， 

神山 貴弥，櫻井 茂男，山口 裕幸，山口 真美各理事                    以上 17名 

理事以外の出席者  坂本 真士，箱田 裕司各監事 

 

5. 定刻に，理事長が開会を宣し，阿部常務理事より，本理事会が定足数を満たしている旨報告された。 

 

6. 理事長の開会挨拶があった。 

 

7. 定款により理事長を議長に指名した。 

 

8. 議事の経過及び結果 

第 1号議案  2018年度事業計画書承認の件 

議長より 2018年度事業計画書について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認さ

れた。 

第 2号議案  2018年度収支予算書承認の件 

議長より 2018年度収支予算書について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認さ

れた。 

第 3号議案  2018年度資金調達及び設備投資の見込み承認の件 

議長より 2018年度資金調達及び設備投資の見込みについて提案があり，原案どおり満

場一致で可決承認された。 

第 4号議案  「運営組織及び事業活動の状況に関する報告」内閣府提出の件 

議長より「運営組織及び事業活動の状況に関する報告」内閣府提出について提案があ

り，原案どおり満場一致で可決承認された。 

第 5号議案  認定心理士 30周年記念教育事業資金積立の件 

議長より認定心理士 30周年記念教育事業資金積立について提案があり，原案どおり満

場一致で可決承認された。 

第 6号議案  学術大会委員会規程改正の件 

議長より学術大会委員会規程改正について提案があり，原案どおり満場一致で可決承

認された。 

第 7号議案  若手の会委員会規程制定の件 

議長より若手の会委員会規程制定について提案があり，原案どおり満場一致で可決承

認された。 

第 8号議案  委員会規程改正の件 

議長より委員会規程改正について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。 

第 9号議案  人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会（GEAHSS）加盟の件 

議長より人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会（GEAHSS）加盟について提案

があり，原案どおり満場一致で可決承認された。 

第 10号議案 公認心理師養成大学教員連絡協議会の件 

議長より公認心理師養成大学教員連絡協議会について提案があり，原案どおり満場一

致で可決承認された。 

第 11号議案 終身会員承認の件 

議長より終身会員について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。 



 

第 12号議案 新入会員承認の件 

議長より新入会員について提案があり，原案どおり満場一致で可決承認された。 

第 13号議案 優秀論文賞選考委員会規程改正の件 

議長より優秀論文賞選考委員会規程改正について提案があり，原案どおり満場一致で

可決承認された。 

 

9. 報告 

「2017 年度事業実施状況報告」（阿部常務理事），「2017年度決算中間報告」（坂上常務理事），

「第 82回大会（2018年 東北大学）」（阿部常務理事・第 82回大会事務局長），「第 83 回大会（2019

年 立命館大学）」（仲常務理事），「日本心理学諸学会連合報告」（理事長），「公認心理師」（丹

野常務理事）について報告があり，懇談を行った。 

 

 

以上により，本日の議事を終了した。 

 

2018年 3月 11日 

 

公益社団法人日本心理学会理事会 

 

理事長    横田 正夫 

 

監  事    坂本 真士 

 

監  事    箱田 裕司 
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