
令和２年度 日本臨床発達心理士会兵庫支部 総会 資料 

 

       実施期間： 令和 2年 4月 6日（月）から 10日（金） 

       実施方法： Web上での実施         

 

Ⅰ. 審議事項 

 

Ⅰ-1 令和２年度 兵庫支部役員（案） 任期２年 

  昨年度の兵庫支部総会において承認された通り、『日本臨床発達心理士会規約』の改正に伴って現役員

はいったん令和元年度末で退任し、新たに令和 2年度より新役員として任期 2年を務めることを提案する

ものである。 

 【新役員案（任期：令和2年度～令和3年度）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 日本臨床発達心理士会 兵庫支部規約 

    第10 条（役員・選出方法・任期） 

    ４ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、連続して４期はできない。 

 

Ⅰ－２. 日本臨床発達心理士会 兵庫支部規約の改定について 

【改定の趣旨】幹事会（2020.1.26）において、幹事は支部の代表ではなく、個人としての役職であ 

り、個人として幹事会に参加するということが確認された。士会本部の方針に従い、兵庫支部の規約

改定を行う。 

【現行】 幹事は、支部を代表し日本臨床発達心理士会幹事会に出席する。  

【改定後】幹事は、日本臨床発達心理士会幹事会に出席する。 

 

Ⅱ. 報告事項 

Ⅱ－1. 兵庫支部会員の現況        

令和 2年度会員 174 名（資格更新延期中 9名を含む。令和 2年 4月 5日）    

（参考：令和元年度会員 177名（資格更新延期中 8名を含む。令和元年 5月 6日）） 

 

支部長 米山直樹 関西学院大学    

副支部長 中井昭夫 武庫川女子大学      

事務局長 秋光恵子 兵庫教育大学         

幹事 藤崎亜由子 兵庫教育大学         

会計 西岡美智子 兵庫県立こばと聴覚特別支援学校 

広報（IT） 小池理平 姫路市飾磨中部中学校 

庶務 藤野光裕 姫路市立大津中学校 

支部会員情報管理者 米山直樹 

秋光恵子 

関西学院大学 

兵庫教育大学 



Ⅱ-2 令和元年度活動報告 

  １）．令和元年度兵庫支部総会 

  日 時： 令和元年 5月 12日（日） 13：15～13：45 

  場 所： 神戸市教育会館 大ホール   

報告事項：平成 30～平成 32年（令和 2年）度兵庫支部役員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、現役員の任期については、『日本臨床発達心理士会規約』第12条第6項が「6．役員の任

期は2年とし、再任を妨げない。」と改訂することが承認され、これに合わせて各支部の規約

についても改訂を求められたため、令和2年の総会で任期を3年から2年に短縮して退任するこ

とが認められた。 

 

  ２）．令和元年度兵庫支部研修会の開催 

   (1) 第 1回資格更新研修会 

日 時 ： 令和元年 5月 12日（日）13：50～16：50 

会 場 ： 神戸市教育会館 大ホール 

内 容 ：「SCERTSモデルを適用した、ASDのある人への包括的な支援」（3.0時間 1.0ポイント） 

講 師 ： 西山 剛司 先生（京都教育大学特別支援教育臨床実践センター） 

 

 (2) 第 2回資格更新研修会 

日 時 ： 令和元年 11月 30日（土）13：30～16：30 

会 場 ： 神戸市教育会館 大ホール 

内 容 ：「自己制御能力・実行機能の発達と支援」（3.0時間 1.0ポイント） 

講 師 ： 松村 京子 氏（仏教大学教育学部） 

 

 (3) 第 3回資格更新研修会 

日 時 ： 令和 2年 2月 15日（土）13：30～16：30 

会 場 ： ラッセホール リリー 

内 容 ：「包括的心理アセスメントと発達支援」（3.0時間 1.0ポイント） 

講 師 ： 古田 直樹 氏（京都市児童福祉センター） 

支部長 米山直樹 関西学院大学         

副支部長 中井昭夫 武庫川女子大学        

事務局長 秋光恵子 兵庫教育大学         

幹事 藤崎亜由子 兵庫教育大学         

会計 西岡美智子 兵庫県立こばと聴覚特別支援学校 

広報（IT） 小池理平 姫路市立林田中学校 

庶務 藤野光裕 姫路市教育委員会 

支部会員情報管理者  米山直樹 

秋光恵子 

関西学院大学 

兵庫教育大学 



 

 ３）. 役員会の開催 

     (1) 第1回： 令和元年5月12日（日） 

     (2) 第2回： 令和元年11月30日（土） 

    (3) 第3回： 令和2年2月15日（土） 

 

Ⅱ－３ 令和２年度活動計画（案） 

１)．令和２年度兵庫支部総会   

 当初、「令和 2 年 5 月 9 日（土）13：15～13：45」に「ラッセホール サンフラワー」にて開催を予

定していた令和２年度兵庫支部総会は、国内および兵庫県の新型コロナウィルス（COVID-19）感染の状

況を考慮し、参集せずに Web上で実施することとなった。 

具体的な手続きとしては、以下の通りとする。 

① 支部会員に対し、4 月 10 日を締切として議案に賛成の場合には「議長に一任する」旨の委任状の

提出を、議案に反対の場合には「議案に反対する」旨の回答を行なうようメールで依頼するとともに、

ホームページでも告知する。（4月 6日） 

②a 委任状が支部会員数の過半数以上に達した場合は議案が成立したものとし、公示する。（4 月 10

日） 

②b 委任状が支部会員数の過半数に達しない場合にはホームページに議案を公示する。（4月 10日） 

③ 1か月の間、議案を公示し、その間に支部会員の 4分の 1以上の反対意見がなければ議案は成立し

たものとし、公示する。（5月 10日） 

 

２)．令和２年度兵庫支部研修会の開催 

   (1) 第 1回資格更新研修会   

 当初、「令和 2年 5月 9日（土）13：50～16：50」に「ラッセホール サンフラワー」にて開催を予

定していた兵庫支部 2020年度第 1回資格更新研修会（下記参照）は、国内および兵庫県の新型コロ

ナウィルス（COVID-19）感染の状況を考慮し、中止することとなった。 

日 時： 令和 2年 5月 9日（土）13：50～16：50 

場 所： ラッセホール サンフラワー 

内 容： 「児童虐待への関わり方改革 〜心理職だからできること〜」（3.0 時間 1.0 ポイント） 

講 師： 毎原 敏郎 氏（兵庫県立尼崎総合医療センター小児科）  

  (2) 第 2回資格更新研修会 

日 時： 令和 2年 9月 26日（土）13：30～16：30 

場  所： 神戸市教育会館 大ホール 

内 容： 新版Ｋ式発達検査を用いたアセスメントと支援（仮） 

講 師： 大谷 多加志 氏（京都国際社会福祉センター） 

 (3) 第 3回資格更新研修会   

日時，場所，内容，講師：未定 

  



３). 役員会の開催 

   (1) 第1回： 令和2年4月上旬にWeb上で実施。   

 (2) 第2回： 令和2年9月26日（土） 

   (3) 第3回： 未定 

 

Ⅲ．令和元年度決算報告および令和 2年度予算(案)報告 

  各支部の決算および予算案はいずれも支部ではなく士会において作成され、支部総会にて報告されるも

のである。令和元年度決算および令和 2 年度予算案については、現時点では士会において作成中のため、

士会から連絡が届き次第あらためて支部会員に報告するものとする。 

 

 

 


