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1111    ご挨拶ご挨拶ご挨拶ご挨拶    

日本臨床発達心理士会日本臨床発達心理士会日本臨床発達心理士会日本臨床発達心理士会    中国・四国支部中国・四国支部中国・四国支部中国・四国支部    

支部長・幹事 猪木省三 

 

 日ごとに秋も深まってまいりました。会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び

申し上げます。 

 支部長・幹事を務めております、広島県の猪木省三と申します。一昨年５月の支部総会において引き

続き支部長・幹事に選出されました。任期は２０１４年度までです。 

 中国・四国支部では、２０１５年度の日本臨床発達心理士会全国大会の開催をお引き受けしており、

２０１５年９月５日・６日（土・日）に、広島市の広島国際会議場で開催する予定です。全国大会は１

０００名規模の大きな大会となる見込みで、その準備・運営を円滑に進めるためには、支部会員の皆様

のご支援、ご協力をいただかなければなりません。現在、中国・四国支部役員を中心とした準備委員会

を組織して、開催の準備を始めているところです。何卒よろしくお願い申し上げます。 

 また、一昨年３月頃から大きな活動となっている心理職の国家資格化の問題は、大きな山場を迎えよ

うとしております。前の通常国会の会期末に、「公認心理師法案」が国会に提出され、次の臨時国会に

向けて継続審議となっています。臨時国会での法案成立を期して、全国的にさまざまな活動が進んでい

るようです。詳しくは、中国・四国支部のホームページでお知らせしていますので、ぜひご覧ください。

また、この問題に対して、支部会員の皆様のご支援、ご協力を、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 本年度第２回目の中国・四国支部主催研修会を１０月に、久しぶりに香川県で開催することになりま

した。香川県の会員の皆様のご尽力に感謝申し上げます。また来年になってから、本年度第３回目の支

部主催の研修会を開催する予定です。県別の会員数やこれまでの開催実績に配慮して、研修会の開催地

を選んでおります。会員の皆様の研修会への幅広い、多くのご参加を、何卒よろしくお願い申し上げま

す。 

 では、これからも、会員の皆様のご支援、ご協力、ご指導、ご鞭撻を、心よりお願い申し上げます。 
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2014年度中国・四国支部総会を以下の通り行いましたので、ご報告いたします。 

１．日 時 2014年 5月 31日（土） 13:00～14:00 

２．場 所 愛媛大学教育学部 

 ３．議題 

（１）2013年度活動報告 

1．第11回総会の開催 2013年5月26日（日）（岡山大学教育学部） 

2．研修会等の開催 

①第30回研修会 2013年5月26日（日）岡山大学教育学部 

「アセスメントから支援へ－DN-CASの理論と応用可能性－」 

河村 暁先生（広島女学院大学障がい学生高等教育支援研究所客員研究員、 

発達ルームそら主宰） 

②第31回研修会 2013年11月2日（土）鳥取大学地域学部 

「マイナス思考と上手につきあうための認知療法レッスン」 

竹田伸也先生（鳥取大学大学院医学系研究科） 

③第32回研修会 2014年2月15日（土） 愛媛大学教育学部 

「子どもの問題行動を考える－これまでをこれからに繋ぐ精神分析的視点－」 

信原孝司先生（愛媛大学大学院教育学研究科） 

3．会報の発行・ホームページによる情報の発信 

（1）会報を２回発行（５月、１０月） 

（2）ホームページを随時更新（http://jocdpcs.org/） ＵＲＬ変更 

4．役員会の開催 

2013年5月26日（日）岡山大学教育学部 

 

（２）2013年度会計報告 

 会計監査の監査報告とともに、下記の通り決算報告は承認されました。 

2013年度 収支決算表（2013年4月～2014年3月） 

 科目 予算額 決算額 増減 

収入の部 支部会費 474,000 498,000 24,000 

 利子 100 233 133 

 仮  計 474,100 498,233 24,133 

 前年度繰越金 858,839 858,839 0 

 合  計 1,332,939 1,357,072 24,133 

支出の部 科目 予算額 決算額 増減 

 研修会開催費 150,000 188,955 38,955 

 事例報告会など経費 60,000 36,000 －24,000 

 役員旅費 100,000 184,240 84,240 

 郵送費 40,000 8,840 －31,160 



 事務費 50,000 49,448 －552 

 予備費 100,000 93,800 －6,200 

 仮  計 500,000 561,283 61,283 

 次年度繰越金 832,939 795,789 ‐37,150 

 合  計 1,332,939 1,357,072 24,133 

 

（３）2014年度活動計画案 

1．総会の開催 2014年5月31日（土）愛媛大学教育学部 

2．研修会等の開催 2014年5月31日（土）愛媛大学教育学部  この他に２回開催予定 

3．会報の発行・ホームページによる情報の発信 会報を２回発行（５月，10月） 

ホームページを随時更新（http://jocdpcs.org/） 

4．事例報告会等の開催 各地域での開催の活性化 補助金の支出 

5．役員会の開催 全国大会開催の準備など 

6．全国大会開催の準備 

7．その他必要な活動 

 

（４）2014年度予算案 

1．日本臨床発達心理士会の会計処理の変更 

2．提出された予算案に対し、下記の通り承認されました。 

 2014年度 収支予算案表（2014年4月～2015年3月） 

収入の部                  

勘定科目 項目 金額 備考 

活動準備金 心理士会より 468,000 2,000円×234人 

活動企画費 心理士会より 420,000 

事例検討会等補助金 100,000 

テレビ会議システム利用料 

120,000 

ホームページ作成 

200,000 

研修会参加費  30,000 500円×20人×3回 

公開研修会参加費  0  

預貯金利息  200  

災害活動助成金 法人より 0  

災害活動助成金 外部団体より 0  

雑収入 事務処理手数料 0  

 その他 0 寄付等を含む 

前年度繰越金  0  

 合計 918,200  

 



支出の部 

勘定科目 項目 金額 備考 

支部総会運営費 会場費 10,000 10,000 円×1 回 

 会議費 0  

 印刷費 10,000  

 通信費 0  

 その他 0  

役員会運営費 会場費 10,000 10,000 円×1 回 

 会議費 0  

 印刷費 10,000  

 通信費 0  

 旅費 120,000 10,000 円×12 人 

 その他 120,000  

支部研修会運営費 会場費 30,000 10,000 円×3 回 

 会議費 0  

 講師謝金 117,000 13,000 円×9 時間 

 講師旅費 30,000 10,000 円×3 人 

 印刷費 10,000  

 通信費 0  

 役員旅行 60,000 15,000 円×２人×２回 

 

 その他 0  

広報関係費 ＮＬ印刷費 0  

 ＮＬ通信費 0  

 ホームページ関係費 200,000 ホームページ作成 

 その他 0  

通信費 事務通信費 30,000  

印刷費 事務印刷費 30,000  

消耗品費  0  

備品  0  

人件費 アルバイト謝金 20,000  

テレビ会議システム利用料全国大会の準備で頻繁な会議開催が見込まれるが、支部が広域で

あるため移動しての会議に代わってインターネットを利用した会議システムを利用するため 

支部が広域であるため研修担当者の交通費実費担当分を弁償するため。１回は総会の日に

開催するため２回。 



 アルバイト旅費 0  

旅費 その他旅費 0  

災害活動費 旅費 0  

 通信費 0  

 その他 0  

事例検討会等補助金  100,000 50,000 円×２回 

雑費  0  

予備費  11,200  

次期繰越金  0  

 合計 918,200  

    

 

（５）支部規程の改定 

支部規約改定案の新旧対照表 

現  行 改 定 案 

日本臨床発達心理士会中国・四国支部会規約 

 

 

第１条（名称） 

 本会は，一般社団法人 臨床発達心理士

認定運営機構日本臨床発達心理士会中

国・四国支部と称する。 

第２条（事務局） 

本会は，事務局を事務局長の所属先に置く。 

 

 

第３条（目的） 

 本会は，臨床発達心理士の資格取得者の

相互の連携を密にし，技能の向上を図ると

ともに，本会の健全な発展に寄与すること

を目的とする。 

第４条（事業） 

 本会は，前条の目的を達成するために次

の事業を行う。 

① 研修会・研究会等の開催 

② 中国・四国支部ホームページの運営 

③ 中国・四国支部会報の発行 

④ その他，前条の目的を達成するために

一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構 日

本臨床発達心理士会 中国・四国支部規約 

 

第１条 変更なし 

 

 

 

第２条（事務局） 

本会は，事務局を広島県東広島市鏡山１－１－１

 広島大学大学院教育学研究科 七木田研究室内

に置く。 

第３条 変更なし 

 

 

 

 

第４条 変更なし 

 

 

 

 

 

 



現  行 改 定 案 

必要と認める事業 

第５条（会員） 

 本会の会員は，日本臨床発達心理士会中

国・四国支部に所属する臨床発達心理士で

あり，職場または住居を本支部内に有する

者とする。 

 

第６条（入会） 

 臨床発達心理士の資格取得の時点で，第

５条に該当する会員が，一般社団法人 臨

床発達心理士認定運営機構において本支

部に登録した時点で，本会への入会とす

る。 

第７条（退会） 

 会員が，第５条の条件を満たさず，一般

社団法人 臨床発達心理士認定運営機構

において本支部より登録を抹消した時点

で，本会からの退会とする。 

① 臨床発達心理士資格を喪失したとき 

② 他支部への異動申請を受理されたと

き 

第８条（事業や活動への参加） 

 会員は，本会が主催または共催する事業

および活動等に参加することができる。 

第９条（会計・会計年度・会費） 

 本会の会計は，会費等によって支弁す

る。 

２ 本会の会計年度は，毎年４月１日に始ま

り，翌年の３月３１日に終わる。 

３ 会費は，年２０００円とし，一般社団法

人 臨床発達心理士認定運営機構への

一括納入を原則とする。納付期限は２月

末日とする。 

４ 新入会員については，納付期限を別途定

める。 

第１０条（総会） 

 総会は，支部会員をもって構成し，会の

 

第５条 変更なし 

 

 

 

 

 

第６条 変更なし 

 

 

 

 

 

第７条 変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条 変更なし 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現  行 改 定 案 

意思と方針を決定する。 

２ 定期総会は年１回開催し，必要に応じて

臨時総会を開催することとする。 

３ 総会の議決は，出席者の過半数（委任状

を含む。）をもって成立とする。 

４ 定期総会には次の議題を提出しなけれ

ばならない。 

① 事業の年次計画及び収支予算の承

認 

② 事業年次報告及び収支決算の承認 

第１１条（役員・選出方法・任期） 

 本会には，次の役員を置く。 

① 支部長（１名） 

② 副支部長（２名） 

③ 事務局長（１名） 

④ 会計（１名） 

⑤ 県役員（各県から１名ずつ） 

⑥ 研修担当（２名） 

⑦ 会報担当（２名） 

⑧ ホームページ担当（１名） 

⑨ 幹事（１名） 

２ 役員の選出は，会員の互選による。 

３ 支部長は，本会を代表し，会務を執行す

る。 

４ 副支部長は，支部長を補佐する。支部長

が不在の時には会務を代行する。 

５ 事務局長は，支部長を補佐し，本会の事

務を統括する。 

６ 会計は，本会の会計に関する事務を行

う。 

７ 県役員は，各県における本会の事業の遂

行を分担する。 

８ 研修担当は，支部主催の研修等を計画立

案する。 

９ 会報担当は，支部の会報を編集し配布す

る。 

１０ ホームページ担当は，支部のホームペ

第９条（総会） 

 総会は，支部会員をもって構成し，会の

意思と方針を決定する。 

２ 定期総会は年１回開催し，必要に応じて

臨時総会を開催することとする。 

３ 総会の議決は，出席者の過半数（委任状

を含む。）をもって成立とする。 

４ 定期総会には次の議題を提出しなけれ

ばならない。 

① 事業の年次報告及び年次計画の承

認 

② 事業の収支決算及び収支予算の報

告 

第１０条 変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現  行 改 定 案 

ージの作成，維持・管理を行う。 

１１ 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。 

１２ 役員の任期は３年とし，再任を妨げな

い。 

第１２条（監査役・選出方法・任期） 

 本会には，監査役を置く。監査役は２

名とし，本会の事業および会計を監査す

る。 

２ 監査役の選出は，会員の互選による。 

３ 監査役の任期は３年とし，再任を妨げな

い。 

第１３条（本規約の変更） 

 この規約の変更は，支部総会に出席し

た会員のうち３分の２以上の同意（委任

状を含む。）を得るものとする。 

 

附則 

施行期日 2003年４月19日より施行する。 

改定 2006年６月10日  一部改定 

改定 2009年５月30日  一部改定 

改定 2010年５月30日  一部改定 

改定 2013年５月26日  一部改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

第１１条（本規約の変更） 

 本規約の変更は，支部総会出席者の３

分の２以上の同意を得て，幹事会及び社

員総会の承認を得るものとする。 

 

附則 

施行期日 2003年４月19日より施行する。 

改定 2006年６月10日  一部改定 

改定 2009年５月30日  一部改定 

改定 2010年５月30日  一部改定 

改定 2013年５月26日  一部改定 

改定 2014年５月31日  第２条，第９条，第1

0条，第12条，第13条改定 

※ なお、支部総会では、支部長から総会の定足数が定められているとの説明がありましたが、

中国・四国支部では総会の定足数は定められていません。 

誤った説明をしましたことをお詫び申し上げるとともに、訂正をいたします。 

 

（６）その他 

１．会員数 

242名（2013年5月21日現在）  鳥取 24，島根 8，岡山 43，広島 35，山口 22 

徳島 12，香川 8，愛媛 65，高知 17，その他 8 



２．資格更新ポイントの新管理システム導入 

  2014年 4月 1日より資格更新ポイントの新管理システムが漸次段階的に導入 

３．心理職国家資格化 

４．その他 

 

以上、出席者の賛成多数により総会で承認されました。 

 

３３３３    日本臨床発達心理士会日本臨床発達心理士会日本臨床発達心理士会日本臨床発達心理士会    中国・四国支部第中国・四国支部第中国・四国支部第中国・四国支部第 33333333 回研修会のご報告回研修会のご報告回研修会のご報告回研修会のご報告    

 2014 年５月 31日（土），愛媛大

学教育学部にて、中国・四国支部

第 33 回研修会が開催されました。

「アタッチメント理論とその応

用」というテーマで、江上園子先

生（愛媛大学教育学部 准教授）

によるご講演を賜りました。 

 前半では、ボウルビィによって

提唱された「アタッチメント理論」

をベースにして、アタッチメント

理論と個人差、無秩序型アタッチ

メント、そして近年のアタッチメ

ント研究についてご教示いただき

ました。近年のアタッチメントの

研究によると、母子関係に焦点化したアタッチメント研究よりも、母親以外の家族(父親や祖母など)や

親族、保育所の保育士とのアタッチメント研究が主流となっており、アタッチメントに重要なのは、“量”

よりも“質”（「いつも一緒にいる」というだけではなく、「一緒にいるときにどのようにかかわるか」）

ということと、複数のアタッチメントを築くことであり、養育者との関係が人生を左右するのではなく、

第三者の立場としての保育士や教師等の存在も重要であるという説明をしていただきました。 

 後半では、臨床場面におけるアタッチメント理論を応用した実践研究の紹介をしていただきました。

Circle of Security（COS＝安心感の輪）とう早期介入プログラムが近年臨床現場で実践されており、

ハイリスクな集団（16 歳の母親やホームレス、薬物常習者等の集団）を対象に COSを実践することで、

無秩序型や不安定型のアタッチメント状態が有意に減少したというお話でした。また、実際に COSの実

践ビデオを見せていただき、参加者同士で話し合いながら、子どもに安心感を与えるかかわり方につい

ても学ぶことができました。 

参加者人数は 43 名となり、多くの会員の皆さまに集まっていただきました。士会各支部主催の研修

として資格更新ポイントは１ポイント（３時間）でした。 



４４４４ 日本臨床発達心理士会日本臨床発達心理士会日本臨床発達心理士会日本臨床発達心理士会    中国・四国支部第中国・四国支部第中国・四国支部第中国・四国支部第 34343434 回研修会のご案内回研修会のご案内回研修会のご案内回研修会のご案内    

 次のような研修会が開催されます。たくさんの会員の方々のご参加をお待ちしております。事前の申

し込みは不要です。研修参加費として 500円を徴収いたします。ご理解のほどお願い申し上げます。研

修会の参加者ポイントは（１）区分１ポイント（３時間）です。 

１．日 時 2014年 10月 5日（日）13：30～16：30 

２．場 所 アルファあなぶきホール （〒760-0030 高松市玉藻町 9-10） 

      http://www.kenminhall.com/access/  

 

３．講 師 武蔵博文 先生 （香川大学教育学部教授） 

４．テーマ 「分かって動けて参加を高める支援の工夫」 

  概 要 

  発達障害や知的障害のある人たちの社会参加と自立

に向けて、教育、福祉、就労での取組が大きく変わっ

てきました。本人が分かって動けるための支援をどの

ように工夫していくか、本人が自分から使える援助手

段・支援ツールをどのように提供していくかについて

お話します。さらに、社会での生活の様々な困難を乗り越えていくために、前向きにチャレンジし

て自ら学んでいくのに必要となる事柄について紹介します。 

 

  ※参加の際には、ＩＤカードとポイントカードをご持参下さい。お忘れの場合はポイントを付与で

きません。また、開始後 10 分以上の遅刻をした場合、研修ポイントの発行はいたしません。ご注

意ください。 

 

５５５５    日本臨床発達心理士会日本臨床発達心理士会日本臨床発達心理士会日本臨床発達心理士会    中国・四国支部第中国・四国支部第中国・四国支部第中国・四国支部第 35353535 回研修会のご案内回研修会のご案内回研修会のご案内回研修会のご案内    

 12月に徳島にで、次のような研修会が開催されます。たくさんの会員の方々のご参加をお待ちしてお

ります。事前の申し込みは不要です。研修参加費として 500円を徴収いたします。ご理解のほどお願い

申し上げます。研修会の参加者ポイントは（１）区分１ポイント（３時間）です。 

１．日 時 2014年 12月 21日（日）13：00～16：00 

２．場 所 四国大学 Ｒ101号室 

 （〒771-1192 徳島市応神町古川字戎子野 123-1） 

   http://www.shikoku-u.ac.jp/about/access/  

３．テーマ 「災害に学ぶ発達支援と地域防災の必要性」 

４．企画・司会 加藤孝士 先生（四国大学生活科学部） 

５．話題提供者 ○賀門康弘 先生（郡山女子大学付属幼稚園）「保

育の振り返りからみる福島の保育の現状と課題」 

○原田新 先生（徳島大学大学院ソシオ・アーツ・サイエン

ス研究部）「福島県における学校支援活動」 

○田口太郎 先生（徳島大学大学院ソシオ・アーツ・サイエ

ンス研究部）「四国・徳島における防災上の課題と取り組み」 



６．指定討論者 関口はつ江 先生（東京福祉大学社会福祉学部） 

７．概要 

  東日本大震災から 3年が経過しました。四国地区においても、東南海トラフ地震への対策が急務で

あり、震災や津波、放射能被害だけでなく、自然災害等、地域防災について検討する必要性があり

ます。そこで、制限のある中で実際に発達支援に関わった保育者や臨床心理士の体験、復興支援等

の話題提供を通じて、今後の復興や防災対策を検討します。 

 ※参加の際には、ＩＤカードとポイントカードをご持参下さい。お忘れの場合はポイントを付与でき

ません。また、開始後 10 分以上の遅刻をした場合、研修ポイントの発行はいたしません。ご注意

ください。 

 

６６６６    編集後記編集後記編集後記編集後記 

日本臨床発達心理士会第 10回大会が 2014年 9月 13日(土) 14日(日)、札幌コンベンションセンター

にて開催されました。来年度の臨床発達心理士会第１１回全国大会は、2015年 9月 5日(土)・6日（日）

に、広島国際会議場（広島市中区）にて開催いたします。大会のテーマは「地域で活かす持続可能な支

援 －とどける、つなげる、つづける」です。2015年（平成 27年）は被爆 70周年という節目の年とな

り、広島市では、「平和への思いの共有」を体現する年となるべく、広島国際会議場等で様々な事業を

計画しているようです。心理師（仮称）国家資格化の動向も気になるところですが、互いに、「とどけ

る、つなげる、つづける」となるようなシステムが実現されることを願うばかりです。全国大会の準備

がそろそろ始まる予定です。皆様お忙しいと存じますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

会員にかかわりのあるトピックスや最新の情報、研修会などのご案内、支部会報のバックナンバーな

どを支部ホームページ（http://jocdpcs.org/）に掲載しております。支部への情報提供や会員情報の変更、

登録などは以下の宛先か事務局までお寄せください。また、メール配信用アドレス登録のページも新た

に設けました。ぜひご活用ください。 

【宛先：yashima●hbg.ac.jp】※ご利用の際は、●を@に変えてください 

                                 （編集委員会） 

 


