
 

公益社団法人日本心理学会 2022 年度第 1 回理事会議事録 

 1. 日  時  2022年 6月 5日(日) 14時―15時 10分 

 2. 場  所 公益社団法人日本心理学会事務局会議室・Zoom会議室（Web） 

 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  坂上 貴之理事長，阿部 恒之，金井 篤子，佐藤 隆夫，鈴木 華子，丹野 義彦， 

原田 悦子，三浦 麻子各常務理事，青野 篤子，岩滿 優美，内山 伊知郎，大川 一郎，

片山 順一，子安 増生，サトウ タツヤ，高砂 美樹，髙瀨 堅吉，仲 真紀子， 

濱口 佳和，松浦 隆信，矢島 潤平各理事                               以上 21名 

理事以外の出席者  安藤 清志，小川 俊樹各監事 

 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  2021年度事業報告承認の件 

議長より 2021年度事業報告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  2021年度決算承認の件 

議長より 2021年度決算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  2021年度監査報告承認の件 

議長より 2021年度監査報告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  入会金・会費規程改正の件 

議長より入会金・会費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 5号議案  第 87回大会の件 

議長より第 87回大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 6号議案  第 88回大会の件 

議長より第 88回大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 7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 8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。 

9. 報告 

  「次期会員管理システム（JPASS）」（金井常務理事），「監査法人による任意会計監査」（阿部常

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。 

 



 

2022年 6月 5日 

 

公益社団法人日本心理学会理事会 

 

 

理事長      坂上 貴之 

 

 

監  事      安藤 清志 

 

 

監  事      小川 俊樹 



 

公益社団法人日本心理学会 2022年度第 2回理事会議事録 

 1. 日  時  2022年 9月 9日(金)12時―12時 40分 

 2. 場  所 日本大学文理学部 百周年記念館会議室 2および Zoom会議室（Web） 

 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  坂上 貴之理事長，阿部 恒之，大川 一郎，金井 篤子，佐藤 隆夫，鈴木 華子， 

丹野 義彦，原田 悦子，三浦 麻子各常務理事，青野 篤子，岩滿 優美，片山 順一， 

子安 増生，坂本 真士，髙瀨 堅吉，土肥 伊都子，仲 真紀子，松浦 隆信，矢島 潤平， 

山口 真美，四本 裕子各理事                                          以上 21名 

理事以外の出席者  安藤 清志，小川 俊樹各監事 

 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  選挙規程改正の件 

議長より選挙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  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。 

 9. 報告 

  「次期会員管理システム（JPASS）の不具合」（金井常務理事）について報告があり，意見交換を行

った。 

 

  以上により，本日の議事を終了した。 

 

2022年 9月 9日 

 

公益社団法人日本心理学会理事会 

 

 

理事長      坂上 貴之 

 

 

監  事      安藤 清志 

 

 

監  事      小川 俊樹 



 

公益社団法人日本心理学会 2022年度第 3回理事会議事録 

 1. 日  時  2023 年 3月 12日(日) 17 時―18時 

 2. 場  所 日本心理学会事務局会議室および Zoom 会議室（Web） 

 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  坂上 貴之理事長，阿部 恒之，金井 篤子，佐藤 隆夫，鈴木 華子，丹野 義彦， 

原田 悦子，三浦 麻子各常務理事，内山 伊知郎，大川 一郎，片山 順一，子安 増生，

坂本 真士，髙瀨 堅吉，土肥 伊都子，濱口 佳和，松浦 隆信，矢島 潤平各理事 

                                                                     以上 18名 

理事以外の出席者  安藤 清志，小川 俊樹各監事 

 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  特定費用準備資金および特定資産取得･改良資金の積立・取崩計画の件 

議長より特定費用準備資金（100 周年記念事業企画資金および学術大会開催資金），

および特定資産取得・改良資金（会員管理システム・認定心理士申請システム）の積

立・取崩計画の変更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  2023年度事業計画書承認の件 

議長より 2023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 3号議案  2023年度収支予算書承認の件 

議長より 2023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 4号議案  2023年度資金調達及び設備投資の見込み承認の件 

議長より 2023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 5号議案  国際賞選考委員会規程改正の件 

議長より国際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。 

第 6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 7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。 

 9. 報告 

(1)「2022 年度事業実施状況報告」（阿部常務理事），(2)「2022 年度決算予測」（金井常務理事），

(3)「心理学における多様性尊重のガイドライン」（鈴木常務理事），(4)その他「次期会員管理シス

テム（JPASS）」（金井常務理事），「4 月からの事務局体制」（阿部常務理事）について報告があり，

意見交換を行った。 

 



 

  以上により，本日の議事を終了した。 

 

2023年 3月 12日 

 

公益社団法人日本心理学会理事会 

 

理事長      坂上 貴之 

 

監  事      安藤 清志 

 

監  事      小川 俊樹 



 

公益社団法人日本心理学会 2022年度第 4回理事会議事録 

 1. 日  時  2023 年 3月 29日(水) 11 時―11時 40分 

 2. 場  所 日本心理学会事務局会議室および Zoom 会議室（Web） 

 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  阿部 恒之，金井 篤子，佐藤 隆夫，鈴木 華子，丹野 義彦，原田 悦子， 

三浦 麻子各常務理事，青野 篤子，岩滿 優美，内山 伊知郎，大川 一郎，片山 順一，

子安 増生，坂本 真士，サトウ タツヤ，杉若 弘子，高砂 美樹，髙瀨 堅吉， 

仲 真紀子，濱口 佳和，山口 真美，四本 裕子各理事                    以上 22名 

理事以外の出席者  安藤 清志，小川 俊樹各監事 

 5. 定款第 39条の規定により，出席理事の中から阿部 恒之常務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  代表理事選出の件 

議長より，坂上貴之理事長の逝去について報告があった。続いて議長は、定款第 37条

第 3 号の規定により後任の理事長（代表理事）１名を選定する必要がある旨を述べ、

議場に諮ったところ、常務理事会から阿部恒之常務理事を推薦する旨の提案が発議さ

れ，審議の結果、発議のとおり阿部恒之常務理事を代表理事に選定することが満場一

致で可決承認された。 

 

  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（議長）および監事が記名(署名)押印する。 

 

2023年 3月 29日 

 

公益社団法人日本心理学会理事会 

 

 

議長・理事長      阿部 恒之 

 

 

監  事      安藤 清志 

 

 

監  事      小川 俊樹 


