
 

 

 

一般社団法人 兵庫県公認心理師会 

2021 年度 年次報告書 
 

 

第 1回 定時社員総会 

日時 ： 2022 年 6 月 26 日（日） 13:30-15:00 

場所 ： オンライン 

次第： 

開会の辞 （樋口純一郎会長） 

議題 

1．議長の選任、社員総会定足数、議事録署名人の報告 

2．報告事項 

第 1期 代議員補充選挙の結果について 

    3．審議事項 

第 1号議案 2021 年度 事業報告及び決算（案）の承認 

第 2号議案 2022 年度 事業計画及び予算（案）の承認 

4．その他 

閉会の辞 （多田智栄子副会長） 

 

 

 



決議報告 

 

1． 定足数について 

代議員 15 名のうち、 

出席者 14 名 

欠席者 1 名（冨永良喜副会長） 

電子的方法による議決権の行使もしくは委任した人数 0 名 

計 14 名（過半数 8名以上）で定足数が満たされました。 

 

2． 第 1 号議案（2021 年度事業報告及び決算（案）の承認）について 

承認    14 名 

承認しない  0 名 

保留     0 名  

で承認されました。 

 

3． 第 2 号議案（2022 年度事業計画及び予算（案）の承認）について 

承認    14 名 

承認しない  0 名 

保留     0 名  

で承認されました。 
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1．議長の選任、社員総会定足数、議事録署名人の報告 

 

議長は、定款 15 条「社員総会の議長は、予め理事会において定めたものがこれに当たる」に基づき、

第 10回理事会（2022 年 4 月 26 日）において、安東 大起 氏 (理事／事務局長)が選任されました。 

 

第 1 回定時社員総会は、定款 17 条「社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除

き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行

う」、定款 18 条「社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任する

ことができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、社員総会ごとに代理権を証明する書類

をこの法人に提出しなければならない」、定款 19 条「社員総会の招集を決定する理事会において、社

員総会に出席できない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨の定めを

することができる。この場合においては、書面又は電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席

した社員の議決権の数に算入する」の規定に基づき、出席者数に、電磁的方法による議決権の行使も

しくは委任した社員数を加えた数が、過半数（8名以上）となれば、社員総会の定足数を満たすことと

なります。 

 

議事録署名人は、定款 21条「社員総会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電

磁的記録により議事録を作成し、議長又は会長がこれに記名押印又は署名（電磁的記録の場合は電子

署名）する」の規定に基づき、樋口純一郎会長が電子署名し、電磁的記録を事務局に保管するものと

します。 
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2．報告事項 第 1期 代議員補充選挙の結果について 

 

以下のとおり、第 1期代議員補充選挙を実施しましたので報告いたします。 

 

公  示 2022 年 3 月 1日 

投票期間 2022 年 4 月 18 日～5 月 8 日（電子投票） 

開  票 2022 年 5 月 13 日 

候補者数   9 名 （定数 6 名） 

有権者数 123 名 

投票者数  46 名 （投票率 37.4%） ※1 人 4 票まで 

立会人数   5 名 （選挙管理委員 4名、理事 1 名） 

投 票 数 161 票 （有効数 161 票 無効数 0票 有効投票数 100％） 

 

順位 候補者 得票数  

1 谷家 優子 26  

2 髙寄 誠 24  

3 山根 隆宏 20  

3 山本 沙弥香 20  

5 服部 泰子 19  

6 中植 満美子 17 当選はここまで 

次点 森谷 明日香 16  

 

上位 6名全員から承諾をいただき、設立時社員である理事 8名・監事 1 名に加え、選挙規程 6条「代

議員の定数は本会定款第 5 条第 2 項の定めるところにより、当分の間 15 名とする」の規定に基づき、

代議員定数が満たされました。（「第 1 期代議員名簿」を参照） 

※定款 5 条の 2「この法人の社員は、概ね正会員及び名誉会員 20 人の中から 1 人の割合をもって選

出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。」 

 

選挙管理委員会 

委員長 安東 大起 

委 員 大野 詩織、永浦 拡、高田 豊司 

立会人 

 樋口 純一郎 

 

新代議員は就任されたばかりではありますが、より多くの方の手で当会の運営を行いたいと考えて

おりますので、このたびの第 1回社員総会は新代議員 6名も議決権を行使するものと考えます。 
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第 1期 代議員名簿 （任期＝2021～2024 年度） 

 

《理事》 

樋口 純一郎 神戸市障害者更生相談所 会長 

多田 智栄子 関西国際大学子育て委支援センター 副会長／教育・SC領域委員長 

冨永 良喜 兵庫県立大学 副会長 

安東 大起 (一社)パーマネント・クリエイティブ・マインド 事務局長 

大野 詩織 (一社)パーマネント・クリエイティブ・マインド 広報委員長 

中村 有生 兵庫県立清水が丘学園 研修委員長 

永浦 拡 神戸医療福祉大学 医療・産業領域委員長 

高田 豊司 関西福祉大学 福祉・司法領域委員長 

 

《監事》 

大島 剛 神戸親和女子大学 監事 

（※理事・監事の任期＝2021～2022 年度） 

 

《代議員》 

髙寄 誠 明石こころのホスピタル  

谷家 優子 兵庫教育大学保健管理センター  

中植 満美子 神戸海星女子学院大学  

服部 泰子 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校  

山根 隆宏 神戸大学  

山本 沙弥香 ひびきこころのクリニック、ひょうご被害者支援

センター 

 

 

以上、15 名 
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3．審議事項 第 1号議案 2021 年度 事業報告及び決算（案）の承認 

 

当会は 2020 年 4 月に設立し、2021 年 4 月に一般社団法人化しました。全国では、複数の公認心

理師職能団体が設立されています。地方レベルでも、臨床心理士会が「公認心理師協会」や「臨床心理

士・公認心理師協会」等へ名称変更したところや、臨床心理士会の会員資格として新たに公認心理師

を加えるところも出てきています。国民や公認心理師資格取得者にとっては、ややわかりづらい状況

といえるかもしれません。 

 兵庫県では、2019 年 1月、兵庫県内の心理関連資格・職能団体（一般社団法人日本学校心理士会兵

庫支部、一般社団法人日本産業カウンセラー協会関西支部、一般社団法人日本臨床発達心理士会兵庫

支部、一般社団法人兵庫県精神科病院協会、兵庫県臨床心理士会、S.E.N.S(特別支援教育士)の会兵庫

支部会(※以上、50 音順)に声をかけ、意見・情報交換会を複数回持ちました。そのなかから発起人 22

名（設立発起人）が集い、2019 年 7月から「兵庫県公認心理師会（仮称）設置準備ワーキングチーム」

として準備を進めて参りました。2020 年 4月に兵庫県公認心理師会を発足させてからは、各団体から

ご後援やサポートを頂戴し、研修会を重ねてまいりました。そこで得た活動資金から、ホームページ

や会員管理システム、事務局、組織体制等を整え、司法書士相談を経て、2021 年 4 月に一般社団法人

の設立に至りました。 

2021 年度は会員の入会を開始しました。会員数の動向は下表のとおりです。 

 

2020 年度末 会員数 0 名   

2021 年度  入会者 132 名 退会者 1 名 

2021 年度末 会員数 131 名   

（2022 年 3 月 31 日現在） 

 

理事会を年間 9回重ね、事業計画・予算の協議、入会者の承認、事務運営の確認、郵送やホームペ

ージによる依頼や問い合わせの確認・対応協議、ホームページや E メール等における情報発信の協

議、税理士の契約、規程の策定、研修企画、委員会活動の報告、事業報告・決算の協議等、法人とし

て軌道に乗せるべく、実に役員総出で作業を進めてまいりました。 

事務局は三宮に借りていますが、郵送物等は事務局長・広報委員長の職場に転送され、対応してお

ります。会員の入会、委員会活動の開始、代議員補充選挙を見据えて、「入退会及び会費に関する規

程」「委員会規程」「選挙規程」を策定しました。会員（設立発起人）の協力も得て、ニュースレター

を年間 2 回発行することとなりました。 

研修会を年間 4回（全体研修 1回＋基礎研修 3 回）、オンライン交流サロンを年間 3 回開催し、さ

まざまな内容や参加形態の研修・交流会の企画に努めました。 

近畿では、一般社団法人滋賀県公認心理師会、一般社団法人大阪公認心理師会、一般社団法人和歌

山県公認心理師協会が同時期に設立されましたので、当会が音頭を取り、情報交換会を開催しまし

た。今後も連携を確認しています。また、一般社団法人日本公認心理師協会から依頼があり、懇談会

や研修に出席しました。 

兵庫県教育委員会やこども政策課と、県事業への協力について協議しました。 

詳細は、下表「2021 年度 事業報告（案）」や「決算報告書」をご参照ください。 
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2021 年度 事業報告（案） 

日程 内容 場所 

2021/5/6 

6/28 
8/11 
10/4 

11/10 
12/13 

2022/1/19 

2/26 
3/24 

理事会 開催 

（事業計画・予算（案）、入会承認、事務運営の確認、情報
収発の確認・対応協議、税理士契約、規程の策定、研修
企画、委員会活動の報告、事業報告・決算（案）等） 

オンライン 

2021/4/2 ㈱ワンストップビジネスセンター（事務所） 契約  

4/6 一般社団法人 登記 神戸地方法務局 

5/5 法人設立届 提出 
神戸税務署、神戸県税事

務所、神戸市役所 

5/1 「入退会及び会費に関する規程」 施行 
ホームページ（当会に

ついて＞定款・規程） 

5/23 「委員会規程」 施行 
ホームページ（当会に

ついて＞定款・規程） 

5/30 会員登録 開始 ホームページ 

2022/1/4 「選挙規程」 施行 
ホームページ（当会に

ついて＞定款・規程） 

2/4 みそら税理士法人 契約  

3/1 第 1 期代議員選挙 実施 （～5/8） 電子投票 

3/24 団体案内パンフレット 作成 
ホームページ（会員ペ

ージ＞ファイル） 

2021/9/25 ニュースレター（第 1 号） 発行 ホームページ 

2022/2/19 ニュースレター（第 2 号） 発行 ホームページ 

2021/5/30 全体研修 『公認心理師に求められること』 開催 オンライン 

8/29 基礎研修 『公認心理師の働き方に関する基礎知識』 開催 オンライン 

11/14 基礎研修 『うつとうつ病の基礎知識』 開催 オンライン 

2022/2/26 
基礎研修 『神経心理学の視点で拡がる知能検査の解釈と
実践』 開催 

オンライン 

2021/11/26 
2022/2/4 

3/18 
兵公心 Café（公認心理師オンライン交流サロン） 開催 オンライン 

2021/11/14 
(一社)日本公認心理師協会・(一社)日本臨床心理士会共催
災害支援研修 出席 （樋口会長、冨永副会長） 

オンライン 

11/16 
厚生労働省こころの健康づくり対策事業 思春期精神保健
研修 出席 （大野理事、服部会員） 

オンライン 

12/13 
近畿公認心理師職能団体（滋賀・大阪・和歌山）情報交換
会 出席 （樋口会長、大野理事） 

オンライン 

2/26 
(一社)日本公認心理師協会主催 全国都道府県公認心理師
協会等代表者懇談会 出席 （樋口会長） 

オンライン 

2021/12/24 
大阪・北新地ビル放火事件における被害者・関係者へのメ
ッセージ 配信 

ホームページ 

11/10 
兵庫県教育委員会 協議（SC 事業協力の件） （多田副会長、
冨永副会長、永浦理事） 

オンライン 

2022/3/17 

兵庫県こども政策課 協議（私立保育園カウンセラー事業

の協力依頼の件） （樋口会長、安東事務局長、大野理事、
大島監事） 

オンライン 

適時 
医療・産業領域委員会、教育・SC 領域委員会、福祉・司法
領域委員会 活動準備 
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一般社団法人　兵庫県公認心理師会

（単位：円）

Ⅰ　資産の部
  １．流動資産
          現金預金 1,324,671 0 1,324,671
        流動資産合計 1,324,671 0 1,324,671
        資産合計 1,324,671 0 1,324,671

Ⅱ　負債の部
  １．流動負債
          未払法人税等 107,600 0 107,600
          預り金 53,185 0 53,185
        流動負債合計 160,785 0 160,785
        負債合計 160,785 0 160,785

Ⅲ　正味財産の部
  １．一般正味財産
        一般正味財産 1,163,886 0 1,163,886
        正味財産合計 1,163,886 0 1,163,886
        負債及び正味財産合計 1,324,671 0 1,324,671

貸借対照表

令和 04 年 3 月 31 日 現在

科目 当年度 前年度 増減
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一般社団法人　兵庫県公認心理師会

（単位：円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部
  １．経常増減の部
    (1) 経常収益
        受取会費 1,715,925 0 1,715,925
          会員年会費 647,268 0 647,268
          研修会参加費 1,068,657 0 1,068,657
        受取寄付金 10,000 0 10,000
        雑収益 6 0 6
          受取利息 6 0 6
      経常収益計 1,725,931 0 1,725,931

    (2) 経常費用
          通信運搬費 46,038 0 46,038
          消耗品費 6,980 0 6,980
          支払手数料 75,502 0 75,502
          諸謝金 250,000 0 250,000
          賃借料 69,490 0 69,490
          雑費 6,435 0 6,435
      経常費用計 454,445 0 454,445
        評価損益調整前経常増減額 1,271,486 0 1,271,486
        基本財産評価損益等 0 0 0
        特定資産評価損益等 0 0 0
        投資有価証券評価損益等 0 0 0
        評価損益等計 0 0 0

        当期経常増減額 1,271,486 0 1,271,486
        法人税、住民税及び事業税 107,600 0 107,600
        一般正味財産増減額 1,163,886 0 1,163,886
        一般正味財産期首残高 0 0 0
        一般正味財産期末残高 1,163,886 0 1,163,886

Ⅱ　正味財産期末残高
        正味財産期末残高 1,163,886 0 1,163,886

正味財産増減計算書

令和 03 年 4 月 6 日 から 令和 04 年 3 月 31 日 まで

科目 当年度 前年度 増減
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一般社団法人　兵庫県公認心理師会

（単位：円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部
  １．経常増減の部
    (1) 経常収益
        受取会費 336,000 1,379,925 1,715,925
          会員年会費 0 647,268 647,268
          研修会参加費 336,000 732,657 1,068,657
        受取寄付金 0 10,000 10,000
      経常収益計 336,000 1,389,931 1,725,931

    (2) 経常費用
        管理費 147,951 306,494 454,445
          通信運搬費 0 46,038 46,038
          消耗品費 0 6,980 6,980
          支払手数料 30,288 45,214 75,502
          諸謝金 117,663 132,337 250,000
          賃借料 0 69,490 69,490
          雑費 0 6,435 6,435
      経常費用計 147,951 306,494 454,445
        評価損益調整前経常増減額 188,049 1,083,437 1,271,486
        当期経常増減額 188,049 1,083,437 1,271,486

        一般正味財産増減額 188,049 1,083,437 1,271,486
        一般正味財産期末残高 107,600 0 107,600
        一般正味財産期末残高 80,449 1,083,437 1,163,886

Ⅱ　指定正味財産増減の部

Ⅲ　正味財産期末残高
        正味財産期末残高 80,449 1,083,437 1,163,886

正味財産増減計算書内訳表

令和 03 年 4 月 6 日 から 令和 04 年 3 月 31 日 まで

科目 収益事業会計 非営利事業会計 合計

9



一般社団法人　兵庫県公認心理師会

（単位：円）

Ⅰ 資産の部
　　1.流動資産
　　　　普通預金　　　但陽信用金庫／姫路北支店 1,324,671
　　　　　流動資産合計 1,324,671
　　　　　　資産合計 1,324,671
Ⅱ 負債の部
　　1.流動負債
　　　　預り金 53,185
　　　　未払法人税等 107,600
　　　　　流動負債合計 160,785
　　　　　　負債合計 160,785
　　　　　　　正味財産 1,163,886

科目 金額

財産目録

令和 04 年 3 月 31 日 現在

10



収入総額 \1,725,931
支出総額 \562,045
差引残高 \1,163,886

収入の部
科目

会員会費 647,268
研修会参加費 1,068,657
寄付金 10,000
雑収入 6

計 \1,725,931

支出の部
科目

通信運搬費
消耗品費
支払手数料
諸謝金
賃借料
雑費
法人税、住民税、事業税

計

オフィス使用料

利息

6,435

2021年度 収支計算書

決算額 摘要

決算額 摘要
会員132名分

（2021年4月1日〜2022年3月31日まで）

\562,045
107,600

46,038 ホームページ、ドメイン使用料、郵送費

75,502
6,980 法人印

研修会費決済手数料
250,000 研修会講師謝金

謝金振込手数料
69,490
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3．審議事項 第 2号議案 2022 年度事業計画及び予算（案）の承認 

 

昨年度はまさに土台づくりに重きを置いた 1年で、2022 年度もしばらく同様の事務作業を理事が分

担して継続します。「倫理規程」に策定を予定しています。 

また、2022 年度は、各委員会の体制強化や活動展開に力を入れたいと考えています。研修委員会に

よる全体研修に加え、医療・産業領域、教育・SC領域、福祉・司法領域ごとの研修を予定しています。

それに先立って、各委員会で委員を選任し、体制強化を図りたいと考えています。代議員・会員のご

理解・ご協力が必要です。 

また、近畿公認心理師職能団体との連携において、メーリングリスト等を使用した情報共有や合同

研修会の開催等のアイデアを検討しているところです。 

詳細は、下表「2021 年度 事業計画」や「収支予算書」をご参照ください。 

 

2022 年度 事業計画 

日程 内容 場所 

隔月 1回程度 

理事会 開催 

（事業計画・予算（案）、入会承認、事務運営の確認、

情報収発の確認・対応協議、研修企画、委員会活動報

告等） 

オンライン 

2022 年冬頃 「倫理規程」 策定  

2023 年 3月頃 理事・監事選挙 実施  

2022 年 9月頃 ニュースレター（第 3 号） 発行 ホームページ 

2023 年 3月頃 ニュースレター（第 4 号） 発行 ホームページ 

2022 年 8月 
全体研修 『アウトリーチの求められる公認心理師像

（仮）』 開催 
オンライン 

秋頃 基礎研修 開催 未定 

冬頃 基礎研修 開催 未定 

2023 年春頃 基礎研修 開催 未定 

年 3 回 
委員会別研修（医療・産業領域、教育・SC領域、福祉・

司法領域） 
未定 

2022/5/20 

8/5 

10/28 

冬頃 

2023 年春頃 

兵公心 Café（公認心理師オンライン交流サロン） 開催 オンライン 

未定 
(一社)日本公認心理師協会 全国都道府県公認心理師日

本公認心理師協会等代表者懇談会 出席 
未定 

2022 年秋頃 
近畿公認心理師職能団体（滋賀・大阪・和歌山）情報交

換会 出席 
オンライン 

適時 その他、関係機関からの要請に対応  
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収入総額 \1,350,000

支出総額 \1,350,000

差引残高 \0

日付 項目
会員年会費 700,000

夏 全体研修会 参加費 100,000

秋 基礎研修会 参加費 100,000

冬 基礎研修会 参加費 100,000

春 基礎研修会 参加費 100,000

医療・産業領域研修会 参加費 50,000

教育・SC領域研修会 参加費 50,000

福祉・司法領域研修会 参加費 50,000

兵公心Café 参加費 100,000

計 \1,350,000

日付 項目
研修委員会

教育・ＳＣ委員会

医療・産業委員会

福祉・司法委員会

広報委員会

ニュースレター班

魅力向上班

事務所賃借料

税理士契約料

予備費

事務局

システム管理費用

計

（2022年4月1日〜2023年3月31日まで）

2022年度 収支予算書

\1,350,000

240,000

514,750 緊急支援費等

郵送費、備品費等50,000

45,760 ホームページ・会員管理システム使用料

10,000 郵送費、備品費

10,000 講師謝金

69,490

支出の部
備考

講師謝金、会議室使用料等

50,000

郵送費、備品費10,000

\2,000×10人＋\3,000×10人

収入額 備考
\5,000×140人

\2,000×10人＋\3,000×10人

\500×20人×5回

講師謝金、会議室使用料等

50,000 講師謝金、会議室使用料等

講師謝金、会議室使用料等50,000

支出額
250,000

収入の部

\2,000×20人＋\3,000×20人

\2,000×20人＋\3,000×20人

\2,000×20人＋\3,000×20人

\2,000×10人＋\3,000×10人

\2,000×20人＋\3,000×20人
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