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0．一般社団法人日本スピリチュアルケア学会定款 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 本法人は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会と称する。 

２ 本法人の英語表記は、The Japan Society for Spiritual Care とする。 

 

（主たる事務所の所在地） 

第２条 本法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。 

２ 本法人は、代議員総会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 

 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目的） 

第３条 本法人は、すべての人びとがスピリチュアリティを有しているという認識に基づ

き、スピリチュアルケアの学術的・学際的研究及びその発表と実践とを通して、本法人の会

員の資質と実践の向上を図るとともに、スピリチュアルケアを含む全人格的なケアが社会

のあらゆる場面で実践されるよう推進することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本法人は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。 

 (１) スピリチュアルケアの実践と教育に関わる研究 

 (２) 学術大会、講演会及び研究会の開催 

 (３) 学会誌、その他の学術誌、学術図書等の刊行 

 (４) スピリチュアルケア専門職の資格の認定及び資格の更新 

 (５) スピリチュアルケア専門職の養成及び継続教育 

 (６) スピリチュアルケア専門職養成プログラムの認定及び資格の更新 

 (７) スピリチュアルケアにかかる啓発活動 

 (８) 国内外のスピリチュアルケア及び関連分野の諸団体との協力・連携 

 (９) 会員相互の交流 

 (１０) その他、本法人の目的を達成するために必要な事業 

 

(公告方法) 
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第５条 本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によっ

て電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 

 

 

第３章 会員及び社員 

 

（会員） 

第６条 本法人に以下の会員を置く。 

 (１) 正会員 

 (２) 学生会員 

 (３) 名誉会員 

 (４) 賛助会員 

２ 正会員は、本法人の目的に賛同し、次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。 

 (１) スピリチュアルケアについて学術的・学際的研究を行う者及びスピリチュアルケア

について専門的な学識又は高度な実務経験を有する者。 

 (２) スピリチュアルケア専門職の資格取得を目的として本法人に入会する者及びスピ

リチュアルケア専門職の資格を取得した者、又は臨床現場でスピリチュアルケアに従事、又

はスピリチュアルケアに関連する活動に携わる者。 

３ 学生会員は、本法人の目的に賛同し、次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。 

 (１) 大学（短期大学を含む）に在籍し、スピリチュアルケア及びスピリチュアルケア関

連領域を学んでいる者。 

 (２) 本法人が認定するスピリチュアルケア専門職養成プログラムを受講している者。 

４ 名誉会員は、本条第１項第１号に定める正会員のうち、スピリチュアルケアの研究及び

実践において多大な功績を挙げた者又は本法人の目的達成に多大の貢献をした者で、理事

会の推薦に基づいて、代議員総会の決議により名誉会員として認められた者とする。 

５ 賛助会員は、本法人の目的に賛同し、本法人の事業並びに運営を経常的に維持するため

に、本法人を財政的に支援する、理事会が承認した善意の個人又は団体とする。 

６ 本条第１項第１号に定める正会員及び第２号に定める学生会員になろうとする者は、

所定の入会申込書を本法人に提出し、理事⾧の承認を得なければならない。 

７ 前項に定める正会員及び学生会員並びに第１項第４号に定める賛助会員の入会の詳細

については、別に定める。 

 

（代議員） 

第７条 本法人は、前条第１項第１号に定める正会員の中から１５名に１名の割合で選出

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（以下、「法人法」とい



5 
 

う。）上の社員とする。 

２ 代議員は、全ての正会員を代表し、会員の意思を本法人の運営に反映するように努めな

ければならない。 

３ 第１項に定める代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。 

４ 正会員は前項の代議員選挙に立候補することができる。 

５ 代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理

事又は理事会は、代議員を選出することはできない。 

６ 代議員選挙の詳細については、別に定める。 

７ 代議員の任期は、選任の４年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。 

８ 前項にかかわらず、代議員が代議員総会議決取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴

え及び役員の解任の訴え(法人法第２６６条第１項、第２６８条、第２７８条、第２８４条)

を提起している場合(法人法第２７８条第１項に規定する訴えの提起の請求をしている場合

を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該

代議員は、役員の選任及び解任(法人法第６３条及び第７０条)並びに定款変更(法人法第１

４６条)についての議決権を有しないこととする。)。 

９ 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の代議員

を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の

満了する時までとする。 

１０ 前項に定める補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しな

ければならない。 

 (１) 当該候補者が補欠の代議員である旨。 

 (２) 当該候補者を１人又は２人以上の特定の代議員の補欠として選任するときは、その

旨及び当該特定の代議員の氏名。 

 (３) 同一の代議員(２人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該２人

以上の代議員)につき２人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間

の優先順位。 

１１ 第９項に定める補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初

に実施される代議員選挙終了の時までとする。 

 

（会費） 

第８条 第６条第１項に定める会員は、別に定める会費を本法人に納入しなければならな

い。 

 

（会員の権利） 

第９条 本法人の正会員及び学生会員は、第４条に定める事業に参加又は利益を受けるこ
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とができるとともに、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、本法人に対して行使す

ることができる。 

（１） 法人法第１４条第２項の権利（定款閲覧等） 

（２） 法人法第３２条第２項の権利（社員名簿の閲覧等） 

（３） 法人法第５７条第４項の権利（社員総会の議事録の閲覧等） 

（４） 法人法第５０条第６項の権利（社員の代理兼証明書面等の閲覧等） 

（５） 法人法第５１条第４項及び第５２条第５項の権利（議決権行使書面の閲覧等） 

（６） 法人法第１２９条第３項の権利（計算書類等の閲覧等） 

（７） 法人法第２２９条第２項の権利（清算法人の貸借対照表等の閲覧等） 

（８） 法人法第２４６条第３項、第２５０条第３項及び第２５６条第３項の権利（合併契

約等の閲覧等） 

２ 第６条第１項第３号及び第４号に定める名誉会員及び賛助会員の権利については、別

に定める。 

 

（退会） 

第１０条 会員は、別に定める届出により、任意に退会することができる。 

 

 (資格の喪失) 

第１１条 会員が、次のいずれかに該当するときは、その本法人の会員の資格を喪失する。 

 （１） 会費の納入が期日を経過して２年以上されなかったとき。 

 （２） 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき。 

 （３） 当該会員の資格喪失を総代議員が同意したとき。 

 （４） 学生会員が別に定める会員資格に該当しなくなったときで、正会員とならないと

き。 

２ 会員がその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免

れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 

３ 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品はこれを返

還しない。 

 

（懲戒及び除名） 

第１２条 本法人は、会員が次に掲げるいずれかの事由該当したときは、理事会の決議によ

り、懲戒することができる。 

 (１) 本定款及び本法人が定める諸規程に違反したとき。 

 (２) 本法人の名誉を著しく毀損したとき。 

 (３) その他懲戒すべき正当な事由があるとき。 
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２ 前項の懲戒は、次の三種とする。  

 (１) 書面又は口頭による厳重注意。 

 (２) 会員としての活動の一部又は全部の停止。 

 (３) 除名。 

３ 第１項の定めにかかわらず、前項第３号の規定により会員を除名する場合は、第１６条

の規定に基づいて、代議員総会における決議によるものとする。この場合において、除名の

対象となる会員に対し、当該代議員総会の開催一週間前までに、その旨を通知するとともに、

当該代議員総会における議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 

４ 前項の規定により会員を除名したときは、理事⾧は、当該除名された会員に対して書面

をもってその旨を通知し、かつ全会員に対して当該除名について周知させるものとする。 

 

 

第４章 総会 

 

（代議員総会） 

第１３条 本法人の代議員総会を、法人法上の社員総会とする。 

２ 代議員総会は、定時総会と臨時総会の２種とし、すべての代議員をもって構成する。 

３ 定時代議員総会は、毎年度１回、事業年度終了後３か月以内に開催するものとし、理事

会の議を経て、理事⾧が招集する。 

４ 臨時代議員総会は、次のいずれかに該当するときに招集する。 

 (１) 理事会が臨時代議員総会の招集を決議したとき。 

 (２) 総代議員の議決権の１０分の１以上の者から臨時代議員総会の招集を求められた

とき。 

 (３) 監事が臨時代議員総会の招集を求めたとき。 

 (４) その他、法令の定めにより、代議員総会の開催が必要なとき。 

５ 代議員総会を開催するときは、開催日の１週間前までに、書面により代議員総会の日時、

場所並びに代議員総会の目的である事項について代議員に通知しなければならない。ただ

し、前項第２号及び第３号に該当するときは、開催日の２週間前までに代議員に通知しなけ

ればならない。 

６ 代議員総会の議⾧は、理事⾧が指名した代議員がこれにあたる。 

７ 代議員総会は、代議員の過半数の出席をもって成立する。 

８ 前項にかかわらず、代議員総会に出席できない代議員は、書面による議決権行使書（電

磁的方法による投票を含む）をもって議決権を行使することができる。この場合においては、

その議決権の数も前条の議決権の数に算入する。 

９ 第７項にかかわらず、代議員総会に出席できない代議員は、委任状その他の代理権を証



8 
 

する書面を理事⾧に提出して、代議員総会に出席する代議員を代理人として議決権を行使

することができる。この場合において、その代議員は出席したものとみなす。 

 

（議決権） 

第１４条 代議員総会における議決権は、代議員１名につき１個とする。 

 

（決議） 

第１５条 代議員総会は、次の事項を決議する。 

 (１) 会費の金額 

 (２) 会員の除名 

 (３) 理事及び監事の選任及び解任  

 (４) 事業報告及び収支決算 

 (５) 定款の変更 

 (６) 解散及び残余財産の処分 

 (７) 理事会において代議員総会に付議した事項 

 (８) 前各号に定めるものの他、法令に規定する事項及び本定款に定める事項 

２ 代議員総会の決議は、第１３条第８項及び第９項により議決権を行使した代議員も含

め、出席代議員の過半数の賛成による。 

３ 代議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成するものとし、

議⾧及び理事⾧が指名した代議員の２名が議事録に署名又は記名押印する。 

 

（特別決議） 

第１６条 前条にかかわらず、以下に掲げる事項については、すべての代議員の半数以上で

あり、かつ、議決権の数が、全ての代議員の議決権の数の３分の２以上の賛成を得なければ

ならない。 

 (１) 会員の除名 

 (２) 監事の解任 

 (３) 定款の変更 

 (４) 解散及び合併 

 

 

第５章 役員 

 

(機関の設置) 

第１７条 本法人は、代議員総会の他、理事、理事会及び監事を置く。 
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（理事） 

第１８条 本法人に理事を置く。 

２ 理事は５名以上２０名以内とする。 

３ 理事のうち、１名を理事⾧とし、２名を副理事⾧とし、若干名を業務執行理事とする。 

４ 理事⾧は、法人法上の代表理事として、本法人の業務を総理し、本法人を代表する。 

５ 副理事⾧は、理事⾧を補佐し本法人の特定の業務を掌る。 

６ 業務執行理事は、理事会において指示された本法人の業務を分担執行する。 

７ 理事のうち１名を事務局⾧とし、本法人の庶務を掌る。 

８ 理事のうち、いずれか１名とその配偶者又は３親等内の親族その他特別の関係にある

者の合計数は、総理事数の３分の１を超えてはならない。 

９ 理事は、法令及び定款並びに代議員総会の決議を遵守し、本法人の目的遂行のために忠

実にその職務を行わなければならない。 

１０ 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、その取引につき重要な事実を開示し、

その承認を受けなければならない。 

 (１) 理事が自己または第三者のために本法人の事業の部類に属する取引をしようとす

るとき。 

 (２) 理事が自己または第三者のために本法人と取引をしようとするとき。 

 (３) 本法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において、本法人と

当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。 

１１ 前項に掲げる取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要

な事実を理事会に報告しなければならない。 

１２ 理事は、毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理

事会に報告しなければならない。 

１３ 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

代議員総会の終結の時までとする。但し再任を妨げない。 

 

（理事の選任） 

第１９条 理事は、代議員総会の決議によって選任する。 

２ 理事⾧、副理事⾧、業務執行理事及び事務局⾧は、理事会の決議によって理事の中から

選定する。 

 

（監事） 

第２０条 本法人に監事を置く。 

２ 監事は２名以上３名以内とする。 
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３ 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。 

 (１) 本法人の理事の職務の執行、その他の業務を監査すること。 

 (２) 本法人の財産の状況を監査すること。 

 (３) 本法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会

計年度終了後２か月以内に理事会に提出すること。 

 (４) 第１号又は第２号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行

為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを

理事会及び代議員総会に報告すること。 

４ 監事は、本法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べなければ

ならない。 

５ 監事は、本法人の理事又は本法人の使用人を兼ねることができない。 

６ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代

議員総会の終結の時までとする。但し再任を妨げない。 

７ 監事のうち、いずれか１名とその配偶者又は３親等内の親族その他特別の関係にある

者の合計数は、総監事数の３分の１を超えてはならない。 

 

 （監事の選任） 

第２１条 監事は、代議員総会の決議によって選任する。 

 

（理事及び監事の解任） 

第２２条 理事及び監事の解任は、代議員総会の決議による。 

２ 前項において、監事の解任は、第１６条に定める特別決議によるものとする。 

 

（理事及び監事の辞任） 

第２３条 理事及び監事は、本人の意思により辞任することができる。 

２ 前項の場合、本法人に対し、辞任届を提出しなければならない。 

 

（理事及び監事の報酬） 

 

第２４条 理事及び監事は、無報酬とする。但し、本法人の会員ではない者を監事に選任し

たときは、この限りではない。 

２ 理事及び監事は、その職務を遂行するために必要な経費を支給することができる。 

 

（理事及び監事の賠償責任） 

第２５条 理事及び監事が、その任務を怠ったときは、本法人に対し、これによって生じた
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損害を賠償する責任を負う。すべての代議員の同意がなければ、これを免除することができ

ない。 

２ 前項にかかわらず、法人法第１１１条第１項で定めるところの賠償責任について、法令

に定める要件に該当する場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低

責任限度額を控除して得た額を限度として、その責任を免除することができる。 

 

 

第６章 理事会 

 

 (理事会) 

第２６条 理事会は、定例の理事会と臨時の理事会とし、臨時の理事会は次の各号のいずれ

かに該当する時に招集する。 

 (１) 理事⾧が招集するとき 

 (２) 理事から会議の目的事項を示して招集の請求があったとき 

 (３) 監事から、第１３条第４項第３号により、招集の請求があったとき 

 (４) その他、法令に別段の定めがあるとき 

２ 定例の理事会は、毎事業年度に２回以上開催する。 

３ 理事会の招集は、理事会開催日の１週間前までに各理事及び監事に対して通知する。 

４ 理事会の議⾧は、理事⾧がこれに当たる。 

５ 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数以上が出席し、出席理事の過

半数をもって行う。ただし、当該議案について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わ

ることができない。 

６ 前項にかかわらず、理事⾧又は理事が、理事会の決議の目的である事項について提案し

た場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁

的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があっ

たものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。 

７ 理事会は、次の職務を行う。 

 (１) 本法人の運営にかかる基本方針の決定 

 (２) 本法人の事業計画、収支予算、事業報告及び決算等 

 (３) 理事⾧、副理事⾧、業務執行担当理事及び事務局⾧の選定及び解任 

 (４) 理事の職務の執行の監督 

 (５) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 

 (６) スピリチュアルケア専門職の資格の認定及び認定取消並びにスピリチュアルケア

専門職養成プログラムの認定及び認定取消 

 (７) 諸規程の制定及び変更又は廃止 
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 (８) その他、本法人の事業にかかる重要事項及び代議員総会において理事会に委任され

た事項 

８ 理事会は、本法人の事業を円滑に遂行するために、理事を委員⾧とする委員会を設置す

ることができる。 

９ 委員会の任務、構成、その他運営にかかる必要事項は、別に定める。 

１０ 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成するものとし、

出席した理事⾧及び監事が議事録に署名又は記名押印する。 

 

 

第７章 会計 

 

（事業年度） 

第２７条 本法人の事業年度は、毎年７月１日から翌年６月３０日までの１年間とする。 

 

（事業報告及び決算） 

第２８条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事⾧が当該事業年

度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時代議員

総会に提出し、第１号の書類については、その内容を報告し、第２号、第３号の書類につい

ては、承認を得なければならない。 

 (１) 事業報告及びその附属明細書 

 (２) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書 

 (３) 財産目録 

２ 理事⾧は、事業報告について、その内容を定時代議員総会に報告しなければならない。 

３ 貸借対照表及び損益計算書については、代議員総会の承認の後、公告しなければならな

い。 

 

 (事業計画及び収支予算) 

第２９条 本法人の事業計画及び収支予算については、理事⾧が以下に掲げる書類を毎事

業年度開始日の前日までに作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する

場合も同様とする。 

 （１） 事業計画書 

 （２） 収支予算書 

２ 前項にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事⾧は、理事

会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することがで

きる。 
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（収入） 

第３０条 本法人の事業費は、会費、本法人が主催する学術大会及び研修会等の参加費、学

会誌、その他の学術誌及び学術図書等の販売、資格認定料及び更新料、他の団体及び個人か

らの寄附並びに助成金及びその他の雑収入並びに基金をもって当てる。 

 

（会計の原則） 

第３１条 本法人は、公益法人会計基準その他の法令等で定めるところにより、正確な会計

帳簿を作成しなければならない。 

２ 本法人は、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を１０年間保存しなければ

ならない。 

 

 

第８章 基金 

 

（基金） 

第３２条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 

２ 拠出された基金は、本法人が解散するまで返還しない。 

３ 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を

清算人において別に定める。 

 

（剰余金の分配の禁止） 

第３３条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

 

 

第９章 定款の変更及び解散 

 

（定款の変更） 

第３４条 本定款は、代議員総会の特別決議をもって変更することができる。 

 

（解散） 

第３５条 本法人は、次の事由によって解散する。 

 (１) 代議員総会の特別決議 

 (２) 合併により本法人が消滅する場合 

 (３) 破産手続開始の決定 
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 (４) その他法令で定める事由 

 

（残余財産） 

第３６条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、

公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人（租税特別措置法第６６条の

１１の２第３項の認定を受けたものに限る。）に贈与する。 

 

 

第１０章 その他 

 

(情報公開) 

第３７条 本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務

資料等を積極的に公開するものとする。 

２ 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

(個人情報の保護) 

第３８条 本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。 

２ 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

（事務局及び職員） 

第３９条 本法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。 

２ 事務局⾧は理事会で選任、解任する。 

３ 職員は理事⾧が任免する。 

４ 職員は有給とする。 

  



15 
 

 

1．理事会運営規程 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会理事会運営規程 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会定款（以下、「定款」という。）

第２６条の規定に基づき、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本法人」

という。）の理事会の適法かつ適切な運営を図るため、必要な事項を定める。 

 

（理事会の種類） 

第２条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の２種とする。 

２ 定例理事会は、毎事業年度に４か月を超える間隔で２回以上開催する。 

３ 臨時理事会は、定款第２６条１項に掲げる各号の一に該当する場合に開催する。 

 

（理事会の構成） 

第３条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

２ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 

 

（関係者の出席） 

第４条 理事会が必要と認めたときは、理事及び監事以外で議事に関係する者の出席を求

めて、その意見を徴することができる。 

 

 

第２章 理事会の招集 

 

（招集者） 

第５条 理事会は理事⾧が招集する。但し、定款第２６条第１項第２号及び第３号により理

事が招集する場合並びに監事が招集する場合を除く。 

 

第６条 理事⾧は、理事会を招集するとき、理事及び監事に対し、会議の日時、場所、目的

である事項を記載した書面をもって、開催日の 1 週間前までに通知しなければならない。 

２ 前項にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、理事⾧は、電磁的方法によ
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り理事会を招集することができる。 

３ 第１項及び第２項にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、理事⾧は、招

集の手続きを経ることなく理事会を招集することができる。 

 

 

第３章 理事会の議事 

 

（定足数） 

第７条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する 

 

（議⾧） 

第８条 理事会の議⾧は、理事⾧がこれに当たる。 

２ 理事⾧が理事会に欠席したときは、出席した副理事⾧、事務局⾧又は業務執行理事の中

から互選された者がこれに当たる。 

３ 定款第１５条に定める代議員総会での理事選任決議後の最初の理事会における議⾧は、

出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。 

 

(決議事項) 

第９条 理事会は、以下に掲げる事項について審議、決議する。 

 (1) 本法人の運営にかかる基本方針の決定 

 (2) 定款第４条に定める本法人の事業計画及び収支予算計画書の決定 

(3) 理事⾧、副理事⾧、業務執行担当理事及び事務局⾧の選任及び解任 

 (4) 理事の職務の執行の監督、並びに理事の取引の承認 

(5) 特定寄附の募集の決定 

(6) 定款第１３条に定める代議員総会の日時及び場所ならびに目的である事項の決定 

 (7) 本法人の定款及び諸規程の制定ならびに変更又は廃止 

 (8) 本法人の委員会の設置及び解散、並びに委員会委員の選任及び解任 

 (9) 重要な財産の処分及び譲受、又は多額の借財の決定 

 (10) 重要な事業にかかる契約の締結、解除、変更、並びに争訟の処理 

 (11) 本法人の名誉会員の推薦、並びに賛助会員の入会の決定 

(12) 重要な使用人の雇用又は解雇 

(13) 従たる事務所その他重要な組織の設置・変更及び廃止 

(14) スピリチュアルケア専門職の資格の取得、更新、休止、停止及び剥奪の決定 

(15) スピリチュアルケア師養成プログラムの認定、認定更新及び認定取消の決定 

(16) その他、本法人の事業にかかる重要事項並びに総会において理事会に委任された事
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項 

 

（決議） 

第８条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

が出席し、その過半数をもって行い、可否同数の時は、議⾧の採決するところによる。 

２ 前項の場合において、議⾧は理事会の議決に理事として加わることはできない。 

３ 代理人による議決権の行使、書面による議決権の行使は認めない。 

 

（決議の省略） 

第９条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案

について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意

思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。但し、

監事が異議を述べたときは、その限りではない。 

２ 前項の電磁的方法とは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実

に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録する方法とし、

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、「法人法」という。）施行規程第８９

条に定めるものとする。 

 

（理事⾧及び副理事⾧の選定） 

第１０条 定款第１４条に定める代議員総会での理事選任決議後の最初の理事会において

選定する理事⾧及び副理事⾧は、出席する理事による選挙により決定する。 

２ 理事⾧は、出席する理事による無記名投票により、定款第１４条に定める代議員総会で

選任された理事の中から、出席する理事の過半数の得票を得た者を選定する。 

３ 前項において、過半数の得票を得た者がいないときは、上位の投票を得た者２名による

決戦投票を行うものとし、この決算投票は、過半数の得票を得る者が出るまで繰り返して

行う。 

４ 副理事⾧は、第２項に定める理事のうち、理事⾧に選定された者を除いた理事の中から、

出席する理事の投票で上位２名の得票を得た者を選定する。 

 

（業務執行理事及び事務局⾧の選定） 

第１１条 定款第１４条に定める代議員総会での理事選任決議後の最初の理事会において

選定する業務執行理事及び事務局⾧は、出席する理事による決議により選定する。 

 

(報告) 

第１２条 理事⾧、副理事⾧、業務担当理事及び事務局⾧は、毎事業年度毎に４か月を超え



18 
 

る間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

２ 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、

又は法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、

これを代議員総会および理事会に報告しなければならない。 

３ 理事が取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければ

ならない。 

 

（議事録） 

第１３条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成するものと

し、理事⾧及び監事が議事録に記名押印する。 

２ 理事会の議事録は、法人法施行規則第１5 条に基づき、次に掲げる事項を内容とする。 

(1) 開催の日時及び場所 

(2) 理事の請求（法人法第９３条第２項）及び理事の招集（同条第３項）並びに監事

の請求（同法第１０１条第２項）及び監事の招集（同条第３項）によって理事会が

招集された場合はその旨 

(3) 理事会の議事の経過の要領及びその結果 

(4) 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事

の氏名 

(5) 取引及び利益相反取引に関する理事説明（法人法第９２条第２項）、理事の不正行

為に関する監事の報告（法人法第１００条）及び監事の意見（法人法第１０１条第 

１項）があるときは、その概要 

(6) 出席した理事の氏名 

(7) 出席した監事の氏名 

 

（規程の改廃） 

第１４条 本規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

 

附則 

１．本規程は、令和 2 年 3 月 27 日から施行する。 
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2．寄附取扱規程 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会寄附取扱規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本スピリチュアルケア会（以下、「本法人」という。）

が受領する寄附に関し、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

  (1) 一般寄附   本法人の事業ならびに運営を円滑に進めることを目的とするもの

で、本法人の会員を含む広く一般社会に募金活動を行うことによ

り受領する寄附をいう。 

(2) 特定寄附   本法人が予め研究発表会の開催等の使途を特定して、本法人の会員

を含む広く一般社会に一定期間募金活動を行うことにより受領す

る寄附をいう。 

(3) 特別寄附   前各号のほか、使途および運用方法を指定して、個人又は団体から

受領する寄附をいう。 

２ この規程における寄附には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。 

 

（一般寄附金の募集） 

第３条 本法人は、一般寄附を常に募集することができる。 

 

（特定寄附の募集並びに報告） 

第４条 第２条第１項第２号に定める特定寄附金を募集するときは、募集総額、募集期間、

募集対象、募集理由、資金使途及びその他必要な事項を説明した書面により、理事会の決

議を得なければならない。 

２ 本法人は、特定寄附金の募集を終了したときは、速やかに寄附総額、使途予定その他必

要な事項を寄附者に報告しなければならない。 

 

（寄附の受入基準） 

第５条 本法人は、寄附が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、その寄附を

受け入れることができないものとする。 

(1) 寄附者が、当該寄附により税の不当な軽減をきたす結果となる場合。 
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(2) 寄附を受け入れることにより、本法人に著しい資金負担が生じる場合。 

(3) 寄附又はその原資が、違法行為又は公序良俗に反する方法により取得されている

と認められる場合。 

(4) 寄附の受け入れに関して、次に掲げる条件等が付されている場合 

① 寄附者に寄附金等の対価として何らかの利益または便宜を供与すること。 

② 寄附者が寄附の経理について監査を行うこと。 

③ 寄附後に寄附者が寄附金等の全部または一部を取り消すことができること。 

④ 寄附を寄附者に無償で譲渡又は使用させること。 

⑤ その他、この法人の運営にあたり支障が生じると認められる条件。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、本法人の業務、財政、または名誉に負担または支障

が生じると認められる場合、及び本法人が寄附を受け入れることにあたり社会通

念上不適当であると認められる場合。 

(6) 特別寄附の使途及び運用方法について寄附者からの条件が付いているときで、当

該条件について理事会が認めない場合。 

 

（寄附の受入手続） 

第６条 本法人に寄附しようとする者は、別に定める所定の様式により、本法人の理事⾧に

対し寄附の申し込みを行う。 

２ 寄附金の申込を受理したとき、理事⾧は、当該寄附が前条に定める受入基準に抵触しな

いかどうかを確認の上、理事会に報告する。 

３ 寄附の受け入れが決定したときは、理事⾧は、寄附者に対し受領書を送付する。 

 

（寄附にかかる結果の報告） 

第７条 本法人は、寄附者の求めに応じて、寄附金総額、使途予定その他必要な事項を記載

する報告書を寄附者に送付するものとする。但し、ニューズレター等への公開をもってこ

れに代えることができるものとする。 

 

（個人情報保護） 

第８条 寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心

の注意を払って情報管理に務めるものとする。 

 

（その他） 

 第９条 本規定に定めるもののほか、寄附金の取扱いに関して必要な事項は理事⾧が別に

定めることができる。 
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（規程の改廃） 

第１０条 この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

 

 

附 則 

 １ この規程は、令和 2 年 3 月 27 日から施行する。 
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3．会員規程 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会会員規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会定款（以下、「定款」とい

う。）第６条及び第８条の規定に基づき、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以

下、「本法人」という。）の会員の種別及び会費の納入について必要な事項を定める。 

 

（会員の種類） 

第２条 本法人の会員の種類は、定款第６条第１項の規定により、以下のとおりとする。 

 (1) 正会員 

(2) 学生会員 

 (3) 名誉会員 

(4) 賛助会員 

 

（正会員及び学生会員の入会） 

第３条 前条第１号に定める正会員及び第２号に定める学生会員になろうとする者は、本

法人所定の入会申込書に必要事項を記入し、理事⾧に提出しなければならない。 

２ 理事⾧は、前項の入会申込に対して、その可否を決定し、これを申込者に通知する。 

３ 入会を許可された者は、所定の期日までに会費を納入しなければならない。 

 

（正会員及び学生会員の会費） 

第４条 第２条に定める正会員及び学生会員の年間の会費は、次のとおりとする 

 (1) 正会員  5,000 円 

 (2) 学生会員 5,000 円 

２ 前項にかかわらず、学生会員が学校教育法に定める国内の大学及び高等専門学校に在

籍しているときは、学生会員の年間の会費を 3,000 円とする。 

３ 前項の規定の適用を希望する者は、第３条に定める入会申込の際、大学及び高等専門学

校に在籍する事実を証明する書類を提出しなければならない。 

４ 年間の会費の期間は、４月１日から翌年３月３１日までの１年間とする。 

５ 期中の入会したとき、又は期中の退会したときであっても、会費の減額は行わない。 

６ 一旦納入した会費は、理由の如何にかかわらず返還しない。 

 

（会費の減免） 
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第５条 前条第１項の定めにかかわらず、会員が次に掲げる各号の一に該当するとき、本法

人は理事会の決議により、当該年度の会費を減免することができる。 

 (1) ⾧期の傷病により、会員としての活動が困難なとき 

 (2) ⾧期の海外滞在により、会員としての活動が困難なとき 

 (3) その他、⾧期にわたって会員としての活動ができない事情があると認められるとき 

２ 前項にかかる手続は、別に定める。 

 

（会費納入の猶予） 

第６条 第３条第３項の定めにかかわらず、スピリチュアルケア師の資格取得を目的とし

て、新たに本法人の会員に入会したときは、スピリチュアルケア師の資格が付与されるま

での間、会費の納入を猶予する。 

 

（会員種別の変更） 

第７条 第２条第２号に定める学生会員が同条第１号に定める正会員に会員種別の変更を

希望するときは、本法人の理事⾧に会員種別の変更願を提出し、その許可を受けなければ

ならない。 

２ 第２条第２号に定める学生会員が定款第６条第３項に定める学生会員の要件に該当し

なくなったときは、本法人の理事⾧に会員種別の変更願を提出し、その許可を受けなけれ

ばならない。 

 

（名誉会員） 

第８条 定款第６条第 1 項第３号に定める名誉会員は、第２条第第１号に定める正会員の

うち、次に掲げる各号のすべてに該当する者について、理事会の推薦に基づいて、代議員

総会の決議により決定する。 

  (1) スピリチュアルケアの研究及び実践において多大な功績を挙げた者又は本法人の

目的達成に多大の貢献をした者であること。 

  (2) 日本スピリチュアルケア学会の正会員として１５年以上の期間を有すること。 

  (3) 名誉会員となる時点において、満 75 歳以上であること。 

  (4) 名誉会員として推薦されることについて、本人が同意していること。 

２ 名誉会員は、会費の納入を免除される。 

３ 名誉会員は、本法人に対し、正会員及び学生会員と同等の義務を負う。 

 

（賛助会員） 

第９条 定款６条第 1 項第４号に定める賛助会員は、本法人の正会員、学生会員及び名誉

会員以外の者で、以下に掲げる各号のすべてに該当する個人または団体とする。 
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(1) 本法人の目的に賛同し、本会の事業並びに運営を経常的に維持するために、本会を

財政的に支援する善意の意思を持つ者 

(2) 10,000 円以上の年会費を払う者、又は、本法人に対して 300,000 円以上の寄附を

行った者。 

２ 賛助会員になろうとする個人又は団体は、法人所定の入会申込書に必要事項を記入し、

理事⾧に提出しなければならない。 

３ 理事⾧は、入会申込書を理事会に付議し、理事会の決議により賛助会員加入の可否を決

定する。 

４ 賛助会員は、第１項第２号に定める年会費の納入を除き、本法人に対する義務を負うこ

とはない。 

 

（会員の権利） 

第１０条 第２条第１号に定める正会員、同条第２号に定める学生会員の権利は、定款第９

条に規定するものの他、以下のとおりとする。 

(1) 学術大会、講演会及び研究会の参加 

(2) 学術大会での研究発表及び学術誌への論文等の投稿 

  (3) ニューズレター及び会誌の配付 

  (4) スピリチュアルケア専門職の資格申請 

  (5) その他、本法人が会員に提供する事業 

２ 第２条第３号に定める名誉会員の権利は、定款第９条に規定するものの他、以下のとお

りとする。 

  (1) 学術大会、講演会及び研究会の参加 

  (2) ニューズレター及び会誌の配付 

  (3) スピリチュアルケア専門職の資格申請 

  (4) その他、本法人が会員に提供する事業 

３ 第２条第４号に定める賛助会員の権利は、定款第９条に規定するものの他、以下のとお

りとする。 

  (1) 学術大会、講演会及び研究会の参加 

  (2) ニューズレター及び会誌の配付 

  (3) その他、本法人が会員に提供する事業 

 

（会員情報の変更） 

第１１条 第２条第１号に定める正会員及び同条第２号に定める学生会員は、本法人の会

員として入会後に、入会時に提出した入会申込書記載事項に変更があったときは、すみや

かに本法人に届け出なければならない。 
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２ 第２条第３号に定める名誉会員は、個人身上または身分情報に変更があったときは、す

みやかに本法人に届け出なければならない。 

３ 第２条第４号に定める賛助会員は、第１０条第２項に定める権利の供与に関わる情報

に変更があったときは、すみやかに本法人に届け出なければならない。 

 

（退会） 

第１２条 第２条の各号に定める会員が本法人から退会するときは、所定の退会届を理事

⾧に提出しなければならない。 

２ 会員が第４条に定める会費を納入していない場合は、退会届の提出の前までに、会費を

納入しなければならない。 

３ 前項にかかわらず、会員が第４条に定める会費を納入せずに退会したときは、本法人は、

会員としての権利を行使することによって得た利益に相当する金額を、当該人に請求す

ることができる。 

 

（再入会） 

第１３条 前条により退会した者が、再度、本法人の会員に入会を希望するときは、第３条

に定める手続によるものとする。 

 

（会員の資格喪失） 

第１４条 第２条第１号に定める正会員及び第２号に定める学生会員の資格の喪失は、定

款第１１条の規定によるものとする。 

２ 第２条第３号に定める名誉会員が死亡し若しくは失踪宣告を受けたときは、会員の資

格を喪失する。 

３ 第２条第４号に定める賛助会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格

を喪失する。 

  (1) 会費の納入が期日を経過して１年以上されなかったとき 

  (2) 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき 

(3) 団体会員にあっては、当該会員団体が解散したとき 

 

（会員の除名） 

第１５条 第２条に定める会員の除名は、定款第１２条の規定によるものとする。 

２ 前項にかかわらず、第２条第４号に定める賛助会員の除名については、理事会の決議に

よるものとする。 

 

（個人情報の取扱） 
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第１６条 本法人は、会員が入会申請の際に提出した個人情報の取扱いに関する同意書に

基づき、本法人の運営に必要な範囲において会員の個人情報を利用する。 

２ 本法人は、法令に基づくものを除き、会員本人の事前の承諾なしに第三者に提供しない。 

３ 前項にかかわらず、本法人の業務の一部を第三者に委託するときは、当該委託者との個

人情報の取扱いに関する秘密保持契約を締結した上で、会員の個人情報を提供すること

ができる。 

４ 会員は、本法人が保有する会員本人の個人情報について、本法人に対し開示の請求を行

い、当該個人情報を閲覧することができる。 

 

（その他） 

第１７条 本規程に定めの無い事項については、理事会においてその都度定める。 

 

（規程の改廃） 

第１８条 本規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

２ 前項にかかわらず、第４条、第８条並びに第９条に定める正会員、学生会員、名誉会員

及び賛助会員の会費の改定については、代議員総会の決議によるものとする。 

 

 

附則 

１．本規程は、令和 2 年 3 月 27 日から施行する。 
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4．代議員選挙規程 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会代議員選挙規程 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会定款（以下、「定款」とい

う。）第７条の規定に基づき、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本法人」

という。）の代議員の選出について、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 本法人の代議員とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、「法人

法」という。）上の社員として、法人法上の社員総会である本法人の代議員総会に出席す

る者をいう。 

 

 

第２章 代議員 

 

（代議員の選出） 

第３条 代議員は、本法人の正会員による選挙により選出する。 

 

（代議員の総定数） 

第４条 代議員の総定数は、定款第７条第１項に規定する基準に基づき、理事会で決定する。 

２ 代議員の総定数は、代議員の選挙が行われる前年の１０月１日現在の正会員数を基準

に算定するものとする。 

 

（代議員の任期） 

第５条 代議員の任期は、４月１日から４年後の３月３１日までとする。なお、最初の代議

員の任期については、令和６年３月３１日までとする。 

 

 

（選挙の時期） 

第６条 代議員選挙は、この規程に定めるところにより、現任の代議員の任期が終了する前

月の末日までに次期代議員の選挙を行わなければならない。 
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（選挙人の資格） 

第７条 正会員における選挙人は、任用始期の前年度の９月３０日までに正会員として会

費を納入している者で、かつ、引き続き任用始期の年度に正会員であることが見込まれる

者とする。 

 

（被選挙人の資格） 

第８条 正会員における被選挙人は、次に掲げる各号のすべてを満たした者とする。 

(1) 代議員の任用始期の属する年度の３年度前の９月３０日までに正会員となった者 

(2) 代議員の任用始期の属する年度の前年度まで会費を納入している者 

      (3) 代議員の任用始期の属する年度の５年度前までの期間において、本法人から

懲戒処 分を受けていない者 

(4) 代議員の任用始期の属する年度に、引き続き正会員であることが見込まれる者 

 

 

第３章 代議員選挙管理委員会 

 

（代議員選挙管理委員会の設置） 

第９条 代議員の選挙候補者の選挙を公正に執行管理するため、本法人に代議員選挙管理

委員会（以下、「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、代議員選挙を実施する前年の代議員総会において、正会員の中から選任した

６名の委員をもって組織する。但し、本法人の理事及び監事を委員に選任することはでき

ない。 

３ 委員会委員の任期は、就任を決議された代議員総会から翌年の代議員選挙の任務が終

了する時までとする． 

４ 委員会に委員会委員⾧（以下、「委員⾧」という。）を置く。 

５ 委員⾧は，委員会を代表し、その事務を統括する。 

６ 委員⾧は、委員の互選により選定する。 

７ 委員会は，委員の半数以上の出席がなければ開くことができない． 

８ 委員会の議事は出席委員の過半数で決し，可否同数のときは委員⾧の決するところに

よる。 

９ 委員⾧及び委員会委員が代議員候補者となったときは、代議員選挙の決定まで委員の

職務遂行を停止する。 

 

（委員会の職務） 



29 
 

第１０条 委員会の業務は、次のとおりとする。 

(1) 会員への代議員選挙の公示に関する事項 

(2) 代議員選挙人名簿及び被選挙人名簿の作成に関する事項 

(3) 代議員候補者名簿の作成に関する事項 

(4) 代議員選挙の投票及び投票結果の管理に関する事項 

(5) その他代議員選挙の実施に必要な事項 

 

 

第４章 代議員選挙 

 

（選挙の実施準備及び選挙実施の公示） 

第１１条 委員会は、代議員の任用始期の前年の１０月１日現在で、代議員選挙の選挙人及

び被選挙人を確定し、選挙人名簿及び被選挙人名簿を作成する。 

２ 委員会は、正会員に対し、代議員選挙を実施する旨を公示し、併せて代議員の選挙人名

簿及び被選挙人名簿（以下、「有権者名簿」をいう。）を公表する。 

 

（有権者名簿に対する異議） 

第１２条 選挙人及び被選挙人（以下，「有権者」という。）は、有権者名簿に脱漏又は誤記

があると認めたときは、選挙の３か月前までに委員会に異議の申し立てをすることがで

きる。 

２ 委員会は、異議が正当であると認めたとき、有権者名簿を訂正し、その旨を有権者に通

知しなければならない。 

３ 委員会は、異議が正当でないと認めたとき、異議を申し立てた有権者に対し、その旨を

通知しなければならない。 

 

（代議員候補者） 

第１３条 委員会は、有権者に対し、代議員候補者を公募する。 

２ 代議員候補者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 代議員の被選挙権を有する正会員で、選挙権を有する正会員２名以上が推薦を受け

て立候補した者。 

 (2) 代議員の被選挙権を有する正会員で、選挙権を有する正会員２名以上から推薦を受

けた者。 

３ 代議員候補者となる者は、所定の様式により、委員会が公示した期日までに委員会に届

け出る。 
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（代議員候補者の公示） 

第１４条 委員会は、選挙の２か月前までに、有権者に対し、代議員候補者名簿を公示する。 

 

（代議員候補者に対する異議申立） 

第１５条 有権者は、次の各号のいずれかに該当する場合、委員会が公示した代議員候補者

について、異議を申し立てることができる。 

 (1) 第８条に定める被選挙人の資格に該当しないと認められるとき 

 (2) 第１３条第２項に定める代議員候補者の推薦に疑義があると認められるとき 

 (3) 本法人の代議員とすることに重大な不適切性があると認められるとき 

２ 委員会は、異議が正当であると認めたとき、代議員候補者名簿を訂正し、その旨を有権

者に通知しなければならない。 

３ 委員会は、異議が正当でないと認めたとき、異議を申し立てた有権者に対し、その旨を

通知しなければならない。 

 

（投票） 

第１６条 投票は、有権者１名につき１票とする。 

 

（投票の方法） 

第１６条 有権者は、次の各号のいずれかの方法により、投票する。 

(1) 委員会から送付された投票用紙に、代議員候補者３名の氏名を自署し、これを選挙

の期日までに委員会宛に郵送する。 

(2) 委員会が指定した電磁的方法により、代議員候補者３名の氏名を記載し、これを選

挙の期日までに投票する。 

２ 投票は、無記名投票とする。 

 

 

第５章 当選者の決定 

 

（開票） 

第１７条 開票は、委員会がこれを行う。 

２ 委員会は、代議員候補者の得票数を確認の上、得票集計表を作成し、委員会委員⾧及び

委員会委員全員がこれに署名する。 

 

（投票の無効） 

第１８条 次の各号の投票は，これを無効とする。 
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(1) 第１６条に定める所定の投票を行わなかった場合 

(2) 代議員候補者以外の者の氏名を記載した場合 

(3) ４名以上の代議員候補者の氏名を記載した場合 

 (4) 代議員候補者の氏名以外の事項を記載した場合。但し、職業、身分又は敬称等を記

入したものは、その限りではない。 

(5) 記載した代議員候補者の氏名が確認できない場合 

(6) 選挙の期日までに委員会に到着しなかった場合 

 

（当選の決定） 

第１９条 代議員候補者について、得票数の最も多い者から、順次、定数に達するまでの者

を代議員の当選者とする。 

２ 得票数が同数の被選挙権者があるとき、委員会は、抽選により順位を決定する。 

３ 委員会は，代議員選挙の結果を理事⾧に報告し、理事⾧は、すみやかに公示する。 

 

（補欠の代議員） 

第２０条 定款第７条第９項に基づき、代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこと

となるときに備えて、代議員に当選しなかった代議員候補者について、得票数の最も多い

者から、順次、５名以上１０名以内の者を補欠の代議員とする。 

２ 委員会は、補欠の代議員について理事⾧に報告し、理事⾧はすみやかに公示する。 

 

（異議の申立） 

第２１条 選挙の効力に関して異議のある有権者は、選挙結果の公示日から１４日以内に、

文書をもって委員⾧に対して異議を申し立てることができる。 

２ 委員会は、異議申し立てがあった場合、その取扱を審議、決定し、理事⾧に報告する。 

 

（規程の改廃） 

第２２条 本規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

 

附則 

１．本規程は、令和 2 年 3 月 27 日から施行する。 

  



32 
 

5．委員会規程 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会委員会規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会定款（以下、「定款」とい

う。）第２６条第９項に基づき、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本法

人」という。）に設置する委員会について必要な事項を定める。 

 

（委員会の設置） 

第２条 本法人の運営、管理及び各事業を円滑に遂行するため、理事会は、以下の各号に定

める常設の委員会を設置することができる。 

  (1) 学術委員会 

  (2) 出版委員会 

(3) 教育委員会 

(4) 資格認定委員会 

(5) 倫理委員会 

(6) 広報委員会 

(7) 個人情報保護委員会 

２ 本法人の運営、管理及び各事業を円滑に遂行するため、理事会は、必要に応じて、以下

の各号に定める特設の委員会を設置することができる。 

(1) 代議員選挙管理委員会 

(2) 公益通報委員会 

(3) 調査委員会 

(4) 懲戒審査委員会 

３ 前項にかかわらず、理事会は、必要に応じて、臨時の委員会を設置することができる。 

４ 前項に定める臨時の委員会を設置するとき、理事会は、委員会の名称、当該委員会を所

管する業務担当理事、設置の目的、期間、委員構成等、必要な事項を決議しなければなら

ない。 

 

（委員会の責務） 

第３条 委員会は、理事⾧及び理事会の諮問事項を審議し、理事⾧及び理事会に審議結果を

上申しなければならない。 

 

（委員の選任） 
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第４条 委員会の委員は、理事会において選任し、理事⾧が任命する。 

２ 前項にかかわらず、理事⾧が任命した委員に事故があり、委員会に欠員を生じたときは、

当該委員会の委員⾧が臨時に委員を任命することができる。 

３ 前項の場合、委員⾧は、すみやかに理事⾧に報告しなければならない。 

 

（委員会の構成） 

第５条 委員会に委員⾧と委員若干名を置く。 

２ 委員⾧は、理事会において理事の中から選任する。但し、第２条第２項第１号に掲げる

代議員選挙管理委員会については、理事は委員⾧に任命しない。 

３ 委員は、理事会において特段の定めをした場合を除き、本法人の正会員の中から選任す

る。 

 

（委員の任期） 

第６条 委員の任期は、原則として４年間とする。但し、再任を妨げない。 

２ 前項にかかわらず、理事会が委員の交代を決議したときは、その限りではない。 

 

（学術委員会） 

第７条 学術委員会は、理事会からの諮問に基づいて、以下に掲げる事項について審議す

る。 

  (1) 本法人の学術大会の企画に関する事項 

  (2) 学術大会における研究発表の倫理審査に関する事項 

  (3) 本法人の出版物に掲載する論文等の倫理審査に関する事項 

(4) その他、前各号に関連する事項 

 

（出版委員会） 

第８条 出版委員会は、理事会からの諮問に基づいて、以下に掲げる事項について審議する。 

(1) 本法人が刊行する学会誌の編集に関する事項 

(2) 本法人が刊行する学術出版物に関する事項 

(3) その他、前各号に関連する事項 

 

（教育委員会） 

第９条 教育委員会は、理事会からの諮問に基づいて、以下に掲げる事項について審議する。 

(1) 本法人が認定する臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の教

育課程に関する事項 

(2) 本法人が認定するスピリチュアルケア師養成プログラムの認定及び認定更新に関
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する事項 

(3) 本法人が認定する指導スピリチュアルケア師の資格認定及び資格更新に関する事

項 

(4) その他、前各号に関連する事項 

 

（資格認定委員会） 

第１０条 資格認定委員会は、理事会からの諮問に基づいて、以下に掲げる事項について審

議する。 

(1) 本法人が認定する臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格

認定及び資格更新に関する事項 

(2) その他、前各号に関連する事項 

 

（倫理委員会） 

第１１条 倫理委員会は、理事会からの諮問に基づいて、以下に掲げる事項について審議す

る。 

 (1) 本法人の会員の行動倫理及び研究倫理に関する事項 

 (2) スピリチュアルケア専門職の行動倫理に関する事項 

(3) 本法人の会員並びにスピリチュアルケア専門職の行動倫理にかかる教育に関する事

項 

(4) その他、前各号に関連する事項 

 

（広報委員会） 

第１２条 広報委員会は、理事会からの諮問に基づいて、以下に掲げる事項について審議す

る。 

 (1) 本法人の内外への広報全般に関する事項 

 (2) 本法人のホームページの管理に関する事項 

(3) その他、前各号に関連する事項 

 

（個人情報保護委員会） 

第１３条 個人情報保護委員会は、理事会からの諮問に基づいて、以下に掲げる事項につい

て審議する。 

(1) 本法人における個人情報の収集、保管及び管理に関する事項 

(2) 本法人における個人情報の個人情報の取扱にかかる個人情報管理者への助言、指導

又は勧告に関する事項 

(3) その他、前各号に関連する事項 
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（代議員選挙管理委員会） 

第１４条 代議員選挙管理委員会は、理事会からの諮問に基づいて、以下に掲げる事項につ

いて審議する。 

 (1) 代議員選挙の実施に関する事項 

 (2) その他、前号に関連する事項 

２ 代議員選挙管理委員会の詳細については別に定める。 

 

（公益通報委員会） 

第１５条 公益通報委員会は、本法人が通報を受理したとき、理事会からの諮問に基づいて、

以下に掲げる事項について審議する。 

 (1) 公益通報の内容に関する事項 

 (2) その他、前号に関連する事項 

２ 公益通報委員会の詳細については別に定める。 

 

（調査委員会） 

第１６条 調査委員会は、本学会の役員及び会員の非違行為又は本法人の定款及び諸規程

への違反について、理事会からの諮問に基づいて、その事実関係を調査する。 

 

（懲戒審査委員会） 

第１７条 懲戒審査委員会は、本学会の役員及び会員の非違行為又は本法人の定款及び諸

規程への違反について、理事会からの諮問に基づいて、懲戒の可否について審議する。 

 

（委員の報酬） 

第１８条 委員会の職務にかかる報酬は支給しない。但し、委員会の職務を遂行するために

必要な経費は支給することができる。 

２ 前項にかかわらず、理事会が特段の定めを行い、理事及び会員以外の者を委員に任命し

た場合は、理事会の決議により、報酬を支給することができる。 

 

（その他） 

第１９条 本法人が設置する委員会について本規程に定めの無い事項については、理事会

においてその都度定める。 

 

（規程の改廃） 

第２０条 本規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 



36 
 

 

 

附則 

１．本規程は令和 2 年 3 月 27 日から施行する。  
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6．会計規程 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会会計規程 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会定款（以下、「定款」という。）

第２7 条から第３１条の規定に基づき、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、

「本法人」という。）の会計処理について必要な事項を定める。 

 

（適用範囲） 

第２条 本法人の財務及び会計は、定款並びに一般社団法人の財務及び会計に関し適用又

は準用される法令等の規定によるほか、この規則の定めるところによる。 

 

（会計年度） 

第３条 本法人の会計年度は、定款の定める事業年度に従い、毎年７月１日から翌年６月３

０日までとする。 

 

（会計区分） 

第４条 本法人の会計は、一般会計及び特別会計に区分し、特別会計は、事業遂行上必要の

ある場合に設ける。 

２ 本法人の会計は、一般会計及び個々の特別会計を通算して、損益計算を行うものとする。 

 

 

第２章 会計責任者 

 

（会計責任者） 

第５条 本法人の会計責任者は、定款第１８条第７項に定める事務局⾧とする。 

２ 事務局⾧は、本法人の会計に関する次の職務を所掌する。 

(1) 理事⾧を補佐し、本法人の会計事務を総括する。 

(2) 本法人の事務局を指揮して、会計を適切かつ効率的に処理する。 

(3) 事務局から定期的に予算執行状況の報告を受け、必要があるときは適切に指示する。 

(4) 会計処理上、問題が発生したときは、直ちに理事⾧に報告するとともに、その指示

を受けて理事会に報告する。 
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（会計処理部局） 

第６条 本法人の会計実務を執行するために、事務局を置く。 

２ 事務局は、事務局⾧の指示により、本法人の会計について次の業務を執行する。 

(1) 収入及び支出等の会計事務の処理 

(2) 預貯金の管理。 

(3) 契約事務の補佐 

３ 事務局は、定期に収入、支出及び預貯金等会計の状況について、事務局⾧に報告しなけ

ればならない。 

 

 

第３章 勘定科目及び帳簿組織 

 

（勘定科目） 

第７条 各会計区分において、収入及び支出の状況並びに財政状態を的確に把握するため

に必要な勘定科目を設ける。 

 

（帳簿等） 

第８条 会計帳簿は次のとおりとする。 

(1) 主帳簿 

① 仕訳帳 

② 総勘定元帳 

(2) 補助簿 

２ 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備えるものとする。 

 

（証憑） 

第９条 証憑とは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のとおりとする。 

(1) 請求書 

(2) 領収書 

(3) 証明書 

(4) 検収票、納品書及び送り状 

(5) 引渡票、支払申請書 

(6) 各種計算書 

(7) 契約書、覚書その他証書 

(8) その他取引を裏付ける参考書類 
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（帳簿書類の保存・処分） 

第１０条 会計に関する帳簿、伝票及び書類（以下「帳簿等」という。）の保存期間は、次

のとおりとする。 

(1) 決算書 永久 

(2) 会計帳簿 永久 

(3) 証憑書類 １０年 

(4) その他の書類 １０年 

２ 前項に定める保存期間は、決算に関する定期代議員総会終結の日から起算する。 

３ 第１項の保存期間を経過した帳簿等は、焼却又は溶解処分とする。 

 

 

第４章 財務 

 

（資金の調達） 

第１１条 本法人の事業運営に要する資金は、基本財産及び運用財産より生ずる利息収入、

配当収入、その他の運用収入並びに会費収入、寄附金収入、事業収入、その他の収入によ

って調達するものとする。 

 

（資金の借入れ） 

第１２条 前条に定める収入によりなお資金が不足する場合が生じても、本学会は原則と

して、金融機関からの借入金による資金調達を行なわない。但し、やむを得ない場合にお

いて理事会の承認を得たときは、この限りではない。 

 

（投資） 

第１３条 本法人は、余剰資金が生じたとしても、原則としてこれを銀行預金に預け入れ、

有価証券投資等を行なわない。 

 

（金融機関との取引） 

第１４条 金融機関と預金取引、その他の取引を開始又は廃止する場合は、理事会の承認を

得て行うものとする。 

 

 

第５章 金銭 
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（金銭の範囲） 

第１５条 この規程において金銭とは、現金、預金及び振替貯金をいう。 

２ 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替貯金証書及び官公署の支払通知書をいう。 

３ 手形及びその他の有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする。 

 

（金銭の出納・収納・保管） 

第１６条 金銭の出納及び収納並びに保管は、事務局⾧が所管する。 

 

（金銭の保管） 

第１７条 収納した現金は、日々金融機関に預け入れ、支出に充ててはならない。 

２ 前項にかかわらず、日々の現金支払いに充てるため、必要最小限に限り手許現金をおく

ことができる。 

３ 手元現金の額は、事務局⾧が決定する。 

 

（残高の照合） 

第１８条 事務局⾧は、現金について、毎月の現金出納終了後、その残高と帳簿残高とを照

合しなければならない。 

２ 事務局⾧は、預貯金について、定期に預貯金の残高の証明できる書類によりその残高を

帳簿残高と照合しなければならない。 

３ 事務局⾧は、現金及び預貯金について、過不足が生じたと認められたとき、遅延なく理

事⾧に報告しなければならない。 

 

 

第６章 予算 

 

（予算の目的） 

第１９条 予算は、事業計画に基づいて、資金の調整を図った上で編成し、実績との関連を

明らかにしながら、事業活動の円滑な運営に資することを目的とする。 

 

（事業計画および収支予算） 

第２０条 本法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、事業年度毎に理事⾧が編成し、

理事会の承認を得るものとする。事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同

様とする。 

 

（予算期間） 
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第２１条 予算期間は、第３条に定める会計年度と同じとする。 

 

（予算執行者） 

第２２条 収支予算の執行責任は理事⾧とし、事務局⾧は、理事⾧の承諾のもと、収支予算

を執行する。 

 

（予算の流用） 

第２３条 事務局⾧は、収支予算の執行にあたり、各科目間において相互に流用してはなら

ない。 

２ 前項にかかわらず、やむを得ない場合がある場合は、理事⾧の承認を得て収支予算の流

用をすることができる。 

 

（予備費の計上） 

第２４条 予測しがたい支出予算の不足を補うため、支出予算に予備費を計上することが

できる。 

２ 予備費を支出する必要のあるときは、事務局⾧は、理事⾧の承認を得て行い、理事会に

報告しなければならない。 

 

（収支予算の補正） 

第２５条 やむを得ない理由により、収支予算の補正を必要とするときは、理事⾧は補正予

算を編成し、理事会の承認を得なければならない。 

 

 

第７章 決算 

 

（決算の目的） 

第２６条 定款第２８条に定める決算は、一会計期間の会計記録を整理し、その収支の結果

を収支予算と比較して、その収支状況や財産の増減状況及び一会計期間末の財政状態を

明らかにすることを目的とする。 

 

（計算書類の作成） 

第２７条 事務局⾧は、年度決算に必要な手続を行い、次に掲げる計算書類を作成し、理事

⾧に報告しなければならない。 

(1)  事業報告及びその附属明細書  

(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書 



42 
 

(3) 財産目録  

 

（計算書類の確定） 

第２８条 理事⾧は、前条に定める計算書類（以下「決算書」という。）について、監事の

監査を受けた後、監事の意見書を添えて理事会へ提出し、その承認を受けなければならな

い。 

２ 理事会は、決算を承認したときは、決算書を代議員総会に提出して、その承認を受けな

ければならない。 

 

（会計処理および決算事務の委託） 

第２９条 本法人は、本規程で定める会計処理を正確かつ適正に行うため、会計事務所に業

務指導並びに決算書の作成を委託することができる。 

 

 

第８章 雑則 

 

（その他） 

第３０条 本法人の会計について本規程に定めの無い事項については、理事会においてそ

の都度定める。 

 

（規程の改廃） 

第３１条 本規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

 

附則 

１．本規程は、令和 2 年 3 月 27 日から施行する。 
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7．旅費規程 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会旅費規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本法人」という。）

の役員及び会員、本法人が雇用した者、又は本法人が委嘱した本法人の構成員以外の者が、

本法人の業務執行のために要した旅費の支出について、必要な事項を定める。 

 

（支出対象） 

第２条 本法人が旅費として支出できるものは、次のとおりとする。 

 (1) 理事会及び委員会への出席にかかる旅費・交通費及び宿泊費 

 (2) スピリチュアルケア専門職及びスピリチュアルケア専門職養成プログラムの資格認

定業務にかかる旅費・交通費及び宿泊費 

 (3) 前各号の他、理事⾧又は理事会の命令により行なわれる本法人の業務執行にかかる

旅費・交通費及び宿泊費 

２ 本法人の学術大会及び代議員総会の出席にかかる経費は支出しない。但し、本法人が雇

用した者で本法人の会員ではない者及び本法人が委嘱した本法人の構成員以外の者につ

いては、この限りではない。 

３ 第１項に関わらず、理事会、委員会及びスピリチュアルケア専門職及びスピリチュアル

ケア専門職養成プログラムの資格認定業務が、本法人の学術大会及び代議員総会と同

日程で開催されるときは、旅費・交通費及び宿泊費は支出しない。 

 

（旅費・交通費の支給基準） 

第３条 旅費・交通費は、鉄道、航空、船舶及び自動車の運賃とし、勤務地又は居住地のあ

る市区町村から出発し、用務地のある市区町村までに到着するために必要とする経費で、

最も合理的かつ経済的な経路により計算した金額を支給する。 

２ 鉄道運賃は、乗車券代のほか、特別料金及び座席指定料金を支給することができる。 

３ 航空運賃は、航空会社による早期割引料金等が適用された安価な航空運賃を利用する

ことを前提とし、領収証に基づいて、実際に支払った金額を支給する。 

４ 車の運賃としてタクシーを利用した場合は、領収証に基づいて、実際に支払った金額を

支給する。 

５ 車の運賃としてレンタカーを利用した場合は、領収証に基づいて、レンタカーの賃貸料、

燃料代、高速道路等通行料金及び駐車料金の実費を支給する。 

６ 旅費・交通費の支給について、前項までの各項により難い場合は、事務局⾧が支給の可
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否を決定する。 

 

（宿泊費の支給基準） 

第４条 宿泊費は、業務上、宿泊が必要と認めた場合に限り、旅行中の夜数に応じて支給す

る。 

２ １夜当たりの宿泊費の上限は原則として１２，０００円とし、領収証に基づいて、実費

を支給する。 

 

（旅費・交通費及び宿泊費の支給調整） 

第５条 本法人の業務遂行に際し、本法人以外の勤務先等から旅費等が支給される場合は、 

本法人は、当該支給額に相当する旅費を支給しない。 

２ 本法人の業務遂行の性質上、事務局⾧が特に必要があると認めた場合、当該業務遂行に

かかる旅費・交通費及び宿泊費について本規程の基準を超えて支給することができる。 

 

（その他） 

第６条 本法人の業務執行にかかる旅費の支出について本規程に定めの無い事項について

は、理事会においてその都度定める。 

 

（規程の改廃） 

第７条 本規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

 

附則 

１．本規程は、令和 2 年 3 月 27 日から施行する。 
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8．個人情報保護規定 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会個人情報保護に関する規程 

 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会定款（以下、「定款」とい

う。）第３０条第２項に基づき、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本法

人」という。）が保有する個人情報の取扱いに関し、その収集、保管、利用について必要

事項を定め、本法人の責務を明確にするとともに、個人情報の適切な保護に資することを

目的とする。 

 

（定義） 

第２条 個人情報とは、特定の個人が識別され又は識別され得るもののうち、本法人が業務

運営上取得又は作成した全ての情報であって、次に掲げるものを含む。 

(1) 当該個人に帰属する情報の他、当該個人に付与された番号、記号、その他の符号、

画像若しくは音声等により当該個人を識別できる又は当該情報のみでは識別でき

ないが、他の情報と照合することによって識別できるもの 

(2) 紙に記入若しくは印刷された情報の他、電子計算機、光学式処理装置等により処

理又は保存されているもの 

 

（本法人の責務） 

第３条 本法人は、個人情報の収集、保管又は利用にあたり、個人の基本的人権を尊重し、

個人情報の保護を図るため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。 

(1) 個人情報を提供する者への周知及び公開 

(2) 本法人の業務運営に従事する者（業務委託を除く。以下、同様とする）及び本法

人の会員に対する規程の遵守の徹底 

(3) その他、本法人が必要と認めた措置 

 

（個人の責務） 

第４条 本法人の本法人の会員及び本法人の業務運営に従事する者は、本規程を遵守し、個

人情報の保護に努めなければならない。 

２ 前項の定めについて、職務等で知り得た個人情報を収集目的以外に流用、第三者に漏え

い又は流失させた場合、又は本法人の会員及び本法人の業務運営に従事する者のみが知

り得る個人情報を本法人の会員以外の者に漏えい又は流失させた場合、本法人は、定款第
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１２条に基づき、懲戒処分に処す。 

３ 第１項の定めについて、本法人の会員であった者及び本法人の業務運営に従事してい

た者は、本法人において過去に知り得た個人情報を第三者に漏えい又は流失してはなら

ない。漏えい又は流失により、本法人に損害を与えた場合は、然るべき対応又は法的処置

を講ずるものとする。 

 

（個人情報管理者の設置） 

第５条 本法人は、本規程の目的を達成するため、個人情報管理者を置く。 

２ 本法人の個人情報管理者は、理事会において選任された理事とする。 

３ 個人情報管理者は、本法人における個人情報の収集、保管及び管理並びに個人情報提供

者本人からの開示、訂正又は削除の請求に関し、本規程の定めに基づいて適切に処理しな

ければならない。 

４ 個人情報管理者は、個人情報の取扱いに関し、個人情報保護委員会の助言、指導又は勧

告があったときは、すみやかに是正その他必要な措置を講じなければならない。 

 

（個人情報保護委員会の設置） 

第６条 本法人は、本規程の目的を達成するため、個人情報保護委員会を置く。 

２ 個人情報保護委員会の詳細については、別に定める。 

 

 

第２章 個人情報の収集、利用及び提供 

 

（収集の制限及び方法） 

第７条 個人情報は、本法人の業務運営に必要な範囲に限定して収集するものとする。 

２ 個人情報は、本人から適正かつ公正な手段によって収集されなければならない。但し、

次の各号のいずれかに該当するときは、本人以外から収集することができる。 

(1) 本人の同意があるとき。 

(2) 法令の規定に基づくとき。 

(3) 出版・報道等により公にされているとき。 

(4) 個人の生命、身体の安全又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認めら

れるとき。 

(5) その他、個人情報管理者又は個人情報保護委員会が本人以外から収集することに

相当の理由があると認めたとき。 

３ 本人からの個人情報の収集にあたっては、本法人が定める就業規則等により本法人が

雇用する者に対して規定するものを除き、原則として次の事項について明らかにし、それ
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を通知又は公表しなければならない。 

(1) 収集の目的 

(2) 用途 

(3) 保有期間 

(4) 個人情報の提供に関する本人の任意性および当該情報を提供しなかった場合に生

じる結果  

(5) 個人情報の開示を求める権利および開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂

正又は削除を要求する権利の存在ならびに当該権利を行使するための具体的方法 

(6) 情報処理を委託する等の目的のため、個人情報を外部に委託することが予定され

ている場合には、その旨。  

(7) 個人情報を第三者に提供することが予定されている場合においては、その旨 

４ 前項第７号において、本法人が収集する個人情報について、本人から第三者への提供を

拒否された場合は、これに応ずるものとする。但し、本人及び公共の利益の保護又は本法

人が保有する個人情報の適正な管理運営のために必要な場合においては、この限りでは

ない。 

５ 個人情報の収集は、思想・信条及び宗教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事

項を調査することを目的として行ってはならない。但し、次に掲げる各号の一つに該当す

るときは、この限りではない。 

(1) 当該情報を収集することについて、本人の明示的な同意があるとき。 

(2) 法令の規定に基づくとき。 

(3) 出版・報道等により公にされているとき。 

(4) 個人の生命、身体の安全又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認めら

れるとき。 

 

（本人の同意の方法） 

第８条 本人の同意の方法については、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 個人情報を記載する所定の紙媒体又は電子媒体の様式に、前条第３項に掲げる事

項を明記した上で本人が個人情報を提供した場合は、同意したものとする。 

(2) インターネットを経由して本法人のホームページ等から個人情報収集する場合は、

前条第３項に掲げる事項を明記した上で本人が個人情報を提供した場合は、同意

したものとする。 

(3) 本人の同意の方法については、前２項の定めを原則とする。但し、本人の意思に

より、前２項の定めによらず口頭及び電話等での情報提供がなされた場合は本人

が同意したものとみなす。 
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（個人情報の利用及び提供の制限） 

第９条 個人情報管理者は、個人情報を収集する目的以外のために利用又は第三者に提供

してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 本人の同意があるとき。 

(2) 法令の定めがあるとき。 

(3) その他、個人情報保護委員会が適当と認めたとき。 

 

 

第３章 個人情報の管理等 

 

（適正管理） 

第１０条 個人情報管理者は、個人情報の安全保護の維持のため、次の各号に掲げる事項に

ついて、適正な措置を講じなければならない。 

(1) 紛失、毀損、破壊その他の事故の防止 

(2) 改ざん及び漏えいの防止 

(3) 不要となった個人情報の廃棄又は消去 

 

（個人情報の正確性及び最新性の維持） 

第１１条 個人情報管理者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の正確性

及び最新性を維持するよう努めなければならない。 

 

（個人情報の保存・保管等に関する事項） 

第１２条 本法人は、個人情報に関する次の事項について取扱い規定を設け、適正に管理し

なければならない。 

(1) 保存、保管 

(2) アクセス制限、管理 

(3) 複製等の制限 

(4) 移送及び送信 

(5) 破棄 

 

（収集の届出） 

第１３条 本法人の業務運営上、従前に収集していなかった新たな個人情報を収集すると

きは、個人情報管理者は、あらかじめ次の事項を個人情報保護委員会に届け出て承認を得

なければならない。 

(1) 名称 
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(2) 利用目的 

(3) 収集の対象者 

(4) 収集方法 

(5) 記録項目 

(6) 記録の形態 

(7) その他個人情報保護委員会が必要と認めた事項 

２ 前項の規定に基づき届け出た事項を変更又は廃止するときは、個人情報管理者はあら

かじめこれを個人情報保護委員会に届け出て承認を得なければならない。 

 

 

第４章 個人情報の開示等 

 

（個人情報の開示） 

第１４条 本人は、自己に関する個人情報の開示を本法人に請求することができる。 

２ 前項に規定する請求は、本人であることを明らかにし、当該開示請求に必要な事項を明

記した文書を、個人情報管理者あてに提出するものとする。 

３ 開示の請求があったとき、個人情報管理者はこれを開示しなければならない。但し、そ

の個人情報が、開示しないことが明らかに正当であると認められるときは、その個人情報

の全部又は一部を開示しないことができる。 

４ 個人情報の全部又は一部を開示しないときは、個人情報管理者は、その理由を文書によ

り本人に通知しなければならない。 

 

（個人情報の開示制限） 

第１５条 本法人は、個人情報が次に掲げる各号に該当する場合、本人に対して個人情報を

開示しないものとする。 

(1) 法令の定めるところにより本人に開示することができないと認められるとき。 

(2) 本人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する個人情報であって、開示

することにより、本法人の業務運営に支障が生ずるおそれがあるとき。 

(3) 捜査、取締り、調査、争訟等に関する個人情報であって、開示することにより、

本法人の業務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき。 

(4) 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるとき。 

(5) その他、開示が適当でないと個人情報管理者が判断したとき。 

 

（個人情報の訂正又は削除） 

第１６条 本人は、自己に関する個人情報の記録に誤りがあると認めたときは、個人情報管
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理者に対し、その訂正又は削除を請求することができる。 

２ 個人情報管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに調査のうえ、必

要な措置を講じ、結果を本人に通知しなければならない。但し、訂正又は削除に応じない

ときは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。 

 

（個人情報の利用停止） 

第１７条 本人は、自己に関する個人情報が不適正に利用又は提供が行われていると認め

たときは、本人であることを明らかにして、個人情報管理者に対し、利用停止の請求を行

うことができる。 

２ 個人情報管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに調査のうえ、必

要な措置を講じ、結果を本人に通知しなければならない。但し、利用停止に応じないとき

は、その理由を文書により本人に通知しなければならない。 

 

 

第５章 その他 

 

（委託先の選定及び管理） 

第１８条 個人情報の取扱いを第三者に委託する場合、個人情報管理者は、適切に委託先を

管理しなければならない。 

２ この場合において、本法人は、委託業者との間で、個人情報の保護に関する覚書を締結

しなければならない。 

 

（手数料） 

第１９条 本法人は、個人から個人情報の利用目的の通知又は開示の請求を求められた場

合、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。 

２ 手数料については、別に定める。 

 

（規程外の取扱） 

第２０条 個人情報管理者は、本規程に定める事項以外の取扱いを行う場合は、理事⾧の承

認を得なければならない。 

２ 理事⾧は、前項に関し重要なものについて承認する場合、事前に個人情報保護委員会の

意見を徴した上で、理事会の決議を得るものとする。 

 

（規程の改廃） 

第２１条 この規程の改廃は、個人情報保護委員会の意見を徴し、理事会の決議による行う。 
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附則 

１ この規程は、令和 2 年 3 月 27 日から施行する。 
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8-1．個人情報保護方針 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会 個人情報保護方針 

 

 

１．基本的な考え方 

本法人は、個人情報を取り扱うにあたり、個人情報保護に関する関係法令等を遵守すると

ともに、適正な管理を行うように努めます。 

 

２．個人情報の定義 

個人情報とは、その情報により特定の個人が特定され、または、識別され得る情報のうち、

本法人が、本法人の業務運営上取得または作成したすべての情報を言います。 

なお、この情報には、紙に記入もしくは印刷された情報の他、コンピュータ、光学式処理

装置等により処理または保存されているものも含まれます。 

 

３．個人情報の収集について 

本法人は、会員並びに会員以外から個人情報を取得する場合、利用目的を明確に定めると

ともに、提供者の同意を得た上で、その目的達成のために必要な範囲で、適正かつ公正な手

段により収集します。 

  

４．個人情報の利用目的について 

本法人は、収集した個人情報について、以下に掲げる利用目的の範囲内でのみ利用します。 

(1) 本法人が本法人の会員並びに会員以外の者に提供する本法人の事業の実施にかかる

通知、連絡、案内 

(2) 本法人の管理運営にかかる通知、連絡、案内 

(3) 上記の他、本法人の会員の共益に資する通知、連絡、案内 

 

５．個人情報の適正管理について 

本法人は、個人情報を取り扱うにあたり、本法人内に管理責任者を置き、適切に管理する

体制を確立するとともに、本法人が保有する個人情報に関する外部への漏洩、不正アクセス、

紛失、破壊、改ざん等の危険に対して、適切な安全管理措置を講じます。 

 

６．個人情報処理の委託について 

本法人は、保有する個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託することがあります。委託

先においても個人情報の管理や機密保持の遵守、個人情報の漏洩や再提供等が無いように、
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本法人と委託先との契約を行い、適切な管理と監督を行います。 

 

７．個人情報の第三者への提供について 

本法人は、以下のいずれかに該当する場合を除き、保有する個人情報を第三者に開示や提

供は行いません。 

(1) 事前に本人から同意を得た場合 

(2) 法令に基づき提供を求められた場合 

(3) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得る

ことが困難である場合 

 

８．個人情報の開示・訂正・削除について 

本法人が保有する個人情報について、本人が情報の照会、修正、削除等及び第三者提供の

停止を求めた場合には、本法人事務局にご連絡いただいて、規定に基づいて、速やかに対応

します。 

 

９．個人情報保護方針の継続的改善について 

本法人は、個人情報保護に関係する法令及びその他の規範等に適合させるため、必要に応

じて 継続的に見直しを行うよう努めます。 

 

１０．個人情報の取り扱い等に関する窓口 

本法人における個人情報保護に関する連絡やご質問等がある場合は、下記までご連絡下

さい。 

 

 一般社団法人日本スピリチュアルケア学会事務局 

 住所 〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町 7-1 上智大学グリーフケア研究所内  

         一般社団法人日本スピリチュアルケア学会 事務局 

 Email：info@spiritualcare.jp 

 

以上 
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９．公益通報規程 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会公益通報に関する規程 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本法人」という。）

並びに本法人の会員の法令違反ないし不正行為による不祥事の防止及び早期発見及び是

正並びに公益通報者の保護を図るため、通報制度に関する必要な事項を定め、もって本法

人の社会的信頼の維持及び業務運営の公正・公平性の確保に資することを目的として、必

要な事項を定める。 

 

（対象） 

第２条 この規程は、本法人の役員並及び会員、又は本法人が雇用する者（以下、「会員等」

という。）のすべてに適用する。 

 

（役員の責務） 

第３条 本法人の理事⾧並びに役員は、本法人の社会的信頼の維持及び業務運営の公正・公

平性を阻害するような違法行為等の防止及び排除に努めるとともに、違法行為等が生じ

た場合には、この規程及び一般社団法人日本スピリチュアルケア学会定款（以下、「定款」

という。）並びに関連する本法人の諸規程に基づき、迅速かつ適切に措置を講じなければ

ならない。 

 

（会員の責務） 

第４条 本法人の会員は、法令及び本法人の規程を遵守することの重要性を深く認識し、本

法人の事業目的の遂行に協力しなければならない。 

２ 本法人の会員は、本規程が定める公益通報に関する調査に対しては、正当な理由がない

かぎり、これに応じなければならない。 

 

（公益通報の範囲） 

第５条 会員等が、次に掲げる各号のいずれかに該当する行為を行ったとき、本法人が設置

する機関に公益通報することができる。 

  (1) 法令、本法人の定款及び規程等に違反、又は違反するおそれのある行為 

  (2) 本法人の会員の立場による研究が研究倫理に抵触する行為 

  (3) 本法人が認定するスピリチュアルケア専門職の立場による活動がスピリチュアル

ケア専門職の倫理規程に抵触する行為 
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(4) その他、本法人の社会的信頼又は業務運営の公平・公正性を失わせ、又は失わせ

るおそれのある行為 

２ 前項に定める公益通報は、本法人の会員等のみならず、本法人の会員等ではない第三者

も本法人に対して行うことができる。 

 

（通報者の責務） 

第６条 公益通報を行う者は、客観的で合理的根拠に基づいて公益通報を行うものとし、誹

謗中傷等その他の不正の目的で行ってはならない。  

 

（通報窓口） 

第７条 本法人に、法令及び本法人の諸規程の遵守を推進するために、本法人の事務局に公

益通報の対応を行う通報窓口を置く。 

２ 通報窓口は、公益通報に係る事前又は事後の相談に応じることができる。 

３ 公益通報の適切な管理のため、通報受付責任者を定め、定款第１７条第４項に定める事

務局⾧がこれにあたる。 

 

（公益通報の受理等） 

第８条 事務局⾧は、第７条に定める通報窓口において公益通報を受け付けたときは、速や

かに理事⾧に報告しなければならない。 

２ 理事⾧は、公益通報委員会の開催を指示し、その委員会においてその受理又は不受理を

決定するものとする。 

 

（調査） 

第９条 公益通報委員会は、前条第２項により理事⾧から公益通報を受理した旨の報告を

受けた場合、公益通報の内容の真否等について速やかに調査するものとする。 

２ 公益通報委員会は、前項の調査を行う場合にあっては、必要に応じ、理事⾧が委嘱した

委員会委員に法律専門家等を加えることができる。 

３ 公益通報委員会は、調査を行う場合にあたり、関係者に対し必要な資料の提出を求め、

若しくは説明又は意見を聴くことができる。 

 

（理事⾧への報告） 

第１０条 公益通報委員会は、前条の調査の結果を理事⾧に報告するものとする。 

２ 公益通報委員会は、第１項の報告を行う場合は、次条第１項に規定する理事⾧が行う措

置について意見を述べることができる。但し、理事⾧はこの意見に拘束されない。 
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（公益通報に係る措置） 

第１１条 理事⾧は、前条第１項に規定する委員会の報告を受けたときは、当該報告におけ

る公益通報の内容の真否及び重要性の程度に応じて、公益通報の事実に係る違法行為等

を停止し、又は適法な状態に回復するために必要な措置をとるとともに、再発防止のため

に必要な措置を講じなければならない。 

２ 理事⾧は、調査等の結果、違法行為等が明らかになった場合には、当該違法行為等に関

与した者に対し、本法人が別に定める規程に基づき、懲戒処分、告訴又は告発等の措置を

講じるものとする。 

 

（公益通報を行った者の保護） 

第１２条 本法人は、公益通報者保護法その他関係法令等を遵守し、公益通報を行ったこと

を理由として、公益通報者に対し、不利益な取扱いを行ってはならない。 

２ 本法人は、公益通報者が本法人の会員等以外の者であった場合、当該公益通報者の人権

並びにプライバシーの保護に十分に留意しなければならない。 

３ 公益通報者は、公益通報を行ったことが理由と思われる不利益な取扱いを受けたとき

は、通報窓口を通じて理事⾧に申し立てることができる。 

 

（通知） 

第１３条 本法人は、公益通報者に対して、公益通報の受領、受理・不受理の決定、調査結

果及び是正結果について、公益通報において違法行為等に関わっているとされる者のプ

ライバシーに配慮しながら、遅滞なく通知しなければならない。但し、匿名通報の場合、

又は通報者が特定できない場合にはこの限りではない。 

 

（秘密保持義務） 

第１４条 事務局⾧、公益通報委員会委員及びその他公益通報に関与した者は、職務上知り

得た秘密及び通報者及び被通報者の個人情報を漏らしてはならない。この場合における

義務は、当該関与者がその職を退いた後も存続するものとする。 

 

（利益相反関係の排除） 

第１５条 事務局⾧、公益通報委員会委員は、その他公益通報に関与する者は、自らが関係

する公益通報の処理に関与してはならない。 

 

（規程の改廃） 

第１６条 本規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 



57 
 

 

附則 

１．本規程は、令和 2 年 3 月 27 日から施行する。  
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10．文書管理規程 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会文書管理規程 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本法人」という。）

が保管する文書について適切に保存管理するとともに、個人情報の適切な保護を図るた

めに、必要な事項を定める。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程で、文書とは、本法人の運営と事務にかかる一切の書面、並びに電磁的に

記録された書面、画像、映像及び音声等を含み、一定期間にわたり保存を要するものをい

う。 

 

（文書管理責任者） 

第３条 本法人に文書管理責任者を置く。 

２ 文書管理責任者は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会定款第１７条第４項に

定める事務局⾧とする。 

３ 文書管理責任者は、本規程に基づいて、適切に文書を管理しなければならない。 

 

（文書の保存） 

第４条 文書の保存期間は、別表第１のとおりとする。ただし、文書の正本から複製された

文書については、この限りではない。 

２ 別表第１に保存期間の定めの無い文書については、文書管理責任者がその都度定める。 

３ 第１項にかかわらず、事務局⾧が必要と認めた場合は、別表第１に定める文書の保存期

間を延⾧することができる。 

 

（文書の廃棄） 

第５条 保存期間を満了した文書は、廃棄する。 

２ 文書の廃棄にあたっては、文書の悪用又は個人情報の漏洩が起きないように十分に配

慮し、裁断、焼却又は溶解としなければならない。 

 

（秘密文書の取扱） 

第６条 本法人の人事・経理、スピリチュアルケア専門職の資格認定申請及びその他の重要

事項で、本法人内において関係者以外には秘密を要する文書を、秘密文書とする。 
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２ 秘密文書の保管は、一般文書とは別に保管し、他に閲覧させてはならない。 

３ 秘密文書の取扱は、原則として当該業務を所管する責任者又は担当者が自ら行うもの

とする。 

 

（公印） 

第７条 本法人が官公庁及び他の機関に対し発信する公的文書には、公印を押印しなけれ

ばならない。 

２ 本法人の公印は、代表理事の印章とする。 

３ 本法人の公印は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会定款第１７条第４項に定

める事務局⾧が管理する。 

４ 本法人が発信する文書に公印を押印するときは、事務局⾧の承認を得なければならな

い。 

５ 前項にかかわらず、特に重要な文書については、理事⾧の承認を得なければならない。 

 

（規程の改廃） 

第８条 本規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

 

附則 

１．本規程は、令和 2 年 3 月 27 日から施行する。 
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10-1．文書管理規程別表 文書管理期間 

（一般社団法人日本スピリチュアルケア学会 文書管理規程 別表第１） 

 

文書の保存期間 

 

定款、諸規程   永久 

登記関係書類   永久 

訴訟関係書類   永久 

官公庁への提出文書、官公署からの許可書・認可書通達などに関する重要な書類   永久 

知的所有権に関する関係書類   永久 

効力の永続する契約文書及び覚書文書   永久 

重要な権利や財産の得喪等に関する文書   永久 

役員名簿   永久 

会員名簿   永久 

スピリチュアルケア専門職の資格取得、喪失、除名等に関する手続書類   永久 

学術大会のプログラム  永久 

学術大会の研究発表のレジュメ  永久 

各種の刊行物   永久 

代議員総会議事録   10 年 

理事会議事録   10 年 

事業計画書及び事業報告書   10 年 

会計帳簿   10 年 

各事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び損益計算書   10 年 

商取引及び税務に関する資料   10 年 

会員の入退会等に関する手続書類   5 年 

代議員選挙にかかる選挙人名簿   5 年 

代議員選挙に関する手続書類   5 年 

各委員会の議事録   5 年 

スピリチュアルケア専門職の認定に関する申請資料   6 か月 

スピリチュアルケア専門職の認定に関する選考資料   5 年 

スピリチュアルケア専門職の認定に関する手続資料   5 年 

労働者の雇用・給与・社会保険等に関する資料   5 年 

代議員総会委任状、議決権行使書   3 年 

代議員総会、理事会、各委員会等において配布される会議資料   3 年 
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以上 
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11．研究倫理審査細則 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会研究倫理審査細則 

 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会倫理規程（以下、「規程」

という。）第１８条第２項に基づき、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、

「本法人」という。）の会員の研究活動にかかる倫理審査について、必要な事項を定める。 

 

（適用範囲） 

第２条 本法人は、本法人の会員が以下に掲げるいずれかの活動を行なうとき、研究倫理審

査を実施する。 

  (1) 本法人が主催する学術大会での研究発表を行なうとき 

(2) 本法人が発行する出版物に研究論文等を掲載するとき 

(3) その他、本法人の事業として研究成果を公表するとき 

 

（会員が所属する機関での研究倫理審査） 

第３条 会員は、前条にかかる研究を開始するにあたり、会員が所属する機関において研究

倫理審査を受けなければならない。但し、会員が研究倫理審査を実施することができる機

関に所属していないときは、この限りではない。 

 

（研究倫理審査基準） 

第４条 本法人は、会員による第２条の各号に定める研究活動が、広く社会一般に公表又は

公開又は公刊されることの研究倫理上の妥当性について、以下の各号の観点から審査す

る。 

  (1) 個人の尊厳と人権の尊重 

(2) 個人情報及びプライバシーの保護 

(3) 研究対象者及び研究に関係する個人・機関・団体等に対する説明と同意 

  (4) 研究対象者との関係性及び利益相反 

  (5) その他、規程第９条から第１１条に規定する事項 

 

（研究倫理の審査体制） 

第５条 研究倫理審査は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会委員会規程第２条に

定める学術委員会が所管する。 
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（研究倫理審査申請書） 

第６条 本法人の会員が、第２条の各号に定める活動を行うときは、学術委員会に対して、

所定の期日までに研究倫理審査申請書を提出する。 

２ 研究倫理審査申請書の様式については、別に定める。 

３ 学術委員会は、審査にあたり、研究倫理審査の申請者に対して、追加の資料等の提出を

求めることができる。 

 

（審査及び審査結果の通知） 

第７条 学術委員会は、速やかに審査を行い、その結果について当該会員に対して通知する。 

２ 審査の結果、研究倫理上不適切と認められたときは、当該会員は、申請した研究活動を

行うことができない。 

３ 前項において、学術委員会が当該会員に対し、不適切と認められる箇所を指摘し、これ

が是正されたときは、当該会員は、申請した研究活動を行うことができる。 

 

（細則の改廃） 

第８条 本細則の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

 

附則 

１．本細則は、令和 2 年 3 月 27 日から施行する。 
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12．代議員総会運営規程 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会代議員総会運営規程 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会定款（以下、「定款」という。）

第１３条の規定に基づき、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本法人」

という。）における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、「法人法」という。）

の社員総会にあたる代議員総会を適法かつ適切に運営するため、必要な事項を定める。 

２ この規程に定めの無い事項は、法人法の定めるところによる。 

 

（構成） 

第２条 代議員総会は、定款１７条第１項に定める法人法に定める法律上の社員であって、

同条第３項に定める代議員選挙によって選出されたすべての代議員をもって構成する。 

２ 前項にかかわらず、定款第６条に定める本法人の総ての会員は、代議員総会に出席する

ことができる。但し、議決権を有しない。 

 

 

第２章 代議員総会の開催 

 

（開催時期） 

第３条 定期代議員総会は、年１回、本法人が学術大会を開催する時期に合わせて開催する。 

２ 臨時代議員総会は、定款第１３条第２項に定めるときに開催する。 

 

（招集手続） 

第４条 代議員総会を招集するときは、理事会の決議によって、次の事項を定めなければな

らない。 

(1) 代議員総会の日時及び場所 

(2) 代議員総会の目的である事項があるときは、当該事項 

(3) 代議員総会に出席しない代議員が書面によって議決権を行使することができるこ

ととするときは、その旨 

(4) 代議員総会に出席しない代議員が電磁的方法によって議決権を行使することがで

きることとするときは、その旨 
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(5) 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 

 

（招集） 

第５条 理事⾧は、代議員総会を開催するとき、開催日の１週間前までに、書面により代議

員総会の日時、場所並びに代議員総会の目的である事項について書面をもって代議員に

通知しなければならない。 

２ 前項にかかわらず、前条第３号並びに第４号を定めたときは、理事⾧は、開催日の２週

間前までに書面をもって通知しなければならない。 

３ 定款第１３条第４項に基づき、次の各同に該当するときは、開催日の２週間前までに書

面をもって代議員に通知しなければならない。 

  (1) 代議員の１０分の１以上の者から臨時代議員総会の召集を求められたとき。 

  (2) 監事が臨時代議員総会の召集を求めたとき。 

４ 第１項及び第３項にかかわらず、あらかじめ代議員全員の同意があるときは、理事⾧は、

招集の手続を経ることなく代議員総会を開催することができる。但し、前条第３号並びに

第４号を定めたときは、この限りでない。 

 

（代議員総会参考書類及び議決権行使書面の交付） 

第６条 理事⾧は、第４条第３号並びに第４号を定めたときは、前条の招集に際し、代議員

に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類及び代議員が議決権

を行使するための書面（以下、「議決権行使書面」という。）を交付しなければならない。 

 

（定足数） 

第７条 代議員総会は、代議員の過半数の出席をもって成立する。 

２ 前項にかかわらず、代議員総会に出席できない代議員は、書面による議決権行使書（電

磁的方法による投票を含む）をもって議決権を行使することができる。この場合において

は、その議決権の数も前条の出席の数に算入する。 

３ 第１項にかかわらず、代議員総会に出席できない代議員は、委任状その他の代理権を証

する書面を理事⾧に提出して、他の代議員を代理人として議決権を行使することができ

る。この場合において、その代議員は出席したものとみなす。 

 

（議⾧） 

第８条 代議員総会の議⾧は、理事⾧が指名した者とする。 

２ 議⾧は、代議員総会の秩序を維持し、議事を整理する。 

３ 議⾧は、議事を円滑に進めるために必要と判断するときは、次の者に対して退場を命じ

ることができる。 
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(1) 代議員会総会に出席する資格を有しないことが判明した者 

(2) 議⾧の指示に従わない者 

(3) 代議員総会の秩序を乱した者 

３ 議⾧は、議⾧の指示に従わない発言、議題に関係しない発言、他人の名誉を毀損し又は

侮辱する発言、代議員総会の品位を汚す発言、その他議事を妨害し又は議場を混乱させる

発言に対し必要な注意を与え、発言を制限又は中止させることができる。 

 

（定足数の確認） 

第９条 議⾧は、代議員総会の開会に先立ち、事務局に出席者数を確認させ、代議員総会に

報告しなければならない。 

 

（開会時間の繰り下げ） 

第１０条 議⾧は、やむを得ない事由がある場合には、開会時間を繰り下げることができる。

この場合、すでに入場している代議員及び会員に対して遅滞なく繰り下げられた時刻を

通知しなければならない。 

 

（議題の付議の宣言） 

第１１条 議⾧は、各議事に入るに当たり、その議題を付議することを宣言する。 

２ 議⾧は、予め招集通知に示された順序に従い議題を付議する。ただし、理由を述べてそ

の順序を変更することができる。 

３ 議⾧は、複数の議題を一括して付議することができる。 

 

（理事等の報告又は説明） 

第１２条 議⾧は、議題付議の宣言後、必要と認めるときは、理事及び監事に対しその議題

に関する事項の報告又は説明を求めることができる。この場合、理事及び監事は、議⾧の

許可を得て、補助者に報告又は説明をさせることができる。 

２ 代議員及び会員が理事又は監事に対し特定の事項について説明を求めるときは、議⾧

は理事又は監事に対し説明を求めなければならない。但し、当該事項が当該代議員総会の

目的である事項に関しないものである場合、又はその説明をすることが代議員並びに会

員の共同の利益を著しく阻害する場合、その他正当な理由がある場合と議⾧が認める場

合はこの限りではない。 

３ 法人法第４３条の規定により、代議員から提案があった場合、法人法第４４条の規定に

より議案の提出があった場合、又は法人法第４９条第３項ただし書きに係る議案の提出

があった場合、議⾧はその代議員に議題の説明を求め、また、理事又は監事に対してこれ

に係る意見を述べさせることができる。 
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（議題の審議） 

第１３条 議題について発言するときは、議⾧の許可を受けなければならない。 

２ 発言の順序は、議⾧が決定する。 

３ 発言は、簡潔明瞭であることを要し、議⾧は、議事の進行上必要があると認めるときは、

発言時間を制限することができる。 

 

（議決） 

第１４条 議⾧は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了

を宣言し、議決することができる。 

２ 議⾧は、一括して審議した議題については、一括して議決することができる。但し、理

事又は監事を選任する議案については、候補者毎に議決しなければならない。 

３ 議⾧は、議題原案に対して修正案が提出された場合は、原案に先立ち修正案の議決を行

う。 

４ 修正案の議決において、書面又は電磁的方法によって、原案に賛成の旨行使された議決

権については、修正案に反対の意思が表明されたものとし、また、原案に反対又は棄権の

旨行使された議決権については、修正案の採決につき棄権したものとして取り扱う。 

５ 法人法第５５条第１項及び第２項並びに第１０９条第２項に規定する議案が提出され

たときは、書面又は電磁的方法によって行使された議決権については、賛成の意思が表明

されたものとして取扱う。 

７ 議⾧は、議決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。 

８ 議⾧は議決に先立って、議題及び自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べる

ことはできない。 

９ 議⾧が議決権を行使するときは、その議決権は採決の結果を確認する直前にのみ行使

し、採決の結果に算入することができる。 

 

（出席した代議員の議決権の数） 

第１５条 代議員総会の決議については、次の数の合計数を、出席した代議員の議決権の数

とする。 

(1) 出席した代議員本人の議決権の数 

(2) 他の代議員を代理人として委任した代議員の議決権の数 

(3) 議決権行使書面を開催日の前日までに提出した代議員の議決権の数 

(4) 電磁的方法により開催日の前日までに議決権を行使した代議員の議決権の数 

 

（議決結果の宣言） 



68 
 

第１６条 議⾧は、議決が終了したとき、その結果並びにその議題の決議に必要な賛成数を

充足しているか否かを確認し、当該議題の採否を宣言する。 

 

（休憩） 

第１７条 議⾧は、必要と認めるときは、再開時刻を定めて、代議員総会の休憩を宣言する

ことができる。 

 

（延期又は続行） 

第１８条 代議員総会を延期又は続行する場合、延期又は継続の日時及び場所を含めて、代

議員総会で決議しなければならない。 

 

（閉会） 

第１９条 議⾧は、すべての議事が終了した場合、又は延期若しくは続行が決議された場合

に、閉会を宣言する。 

 

（議事録） 

第２０条 代議員総会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しな

ければならない。 

２ 議事録には、次に掲げる事項を記載又は記録し、議⾧及び議事録署名人はこれに記名押

印しなければならない。 

(1) 開催日時 

(2) 開催場所 

(3) 議事の経過の要領及びその結果 

(3) 出席役員の氏名 

(4) 議⾧の氏名 

(5) 議事録作成者 

 

（議事の結果の報告） 

第２１条 理事⾧は、代議員総会の議事の経過及びその結果の概要を、本法人のニューズレ

ターに掲載するものとする。 

 

（規程の改廃） 

第２２条 本規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 
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附則 

１．本規程は、令和 2 年 3 月 27 日から施行する。 
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13．専門職規程 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会スピリチュアルケア専門職規程 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会定款（以下、「定款」とい

う。）第４条に基づき、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本法人」とい

う。）が認定するスピリチュアルケア専門職について必要な事項を定める。 

 

（名称） 

第２条 本法人は、スピリチュアルケア専門職を「スピリチュアルケア師」と称する。 

 

（スピリチュアルケア師の定義） 

第３条 スピリチュアルケア師とは、医療・福祉・教育・産業を始めとする諸分野で、他職

種との連携の中で、責任をもってスピリチュアルケア領域の専門職として活動し、自身が

自らのスピリチュアリティの涵養を通して、「限界ある人間による人間へのケア」の力動

と相互性を理解し、臨床的状況で必要とされる援助を行う者で、本法人が当該資格を認定

した者をいう。 

２ スピリチュアルケア師について、ケア臨床及び本法人において期待される役割に応じ

て次のとおり区分を設ける。 

(1) 臨床スピリチュアルケア師 

① さまざまな困難や課題とともに生きる人々に、ケア者自身のスピリチュア

リティを自覚し続けながら、スピリチュアルケアの視点からケアを提供す

ることができる。 

② 多職種協同のケアの臨床現場において、スピリチュアルケアの視点から貢

献できる実践力及びコミュニケーション能力を備えている。 

(2) 専門スピリチュアルケア師 

① さまざまな困難や課題とともに生きる人々に、ケア者自身のスピリチュア

リティを自覚し続けながら、スピリチュアルケアの視点から高度な実践的

ケアを提供することができ、かつ、実践研究または基礎研究の活動を行うこ

とができる。 

② 多職種協同のケアの臨床現場において、スピリチュアルケアの視点から貢

献できる高度な実践力及びコミュニケーション能力を備え、必要に応じて

スピリチュアルケアの視点から指導的役割を取ることができる。 

(3)  指導スピリチュアルケア師 
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① 本法人又はスピリチュアルケア師を教育するプログラム、もしくは多職種

協同のケアの臨床現場において、スピリチュアルケア師の臨床教育に貢献

できる実践力及びコミュニケーション能力を備えている。 

② スピリチュアルケア師倫理綱領に基づき、スピリチュアルケア師及び候補

者の臨床スーパービジョンを行う能力を備えている。 

 

（スピリチュアルケア師の倫理） 

第４条 スピリチュアルケア師は、スピリチュアルケアの実践に際し、自らの職務に伴う社

会的責任を自覚し、かつ、絶えず自己研鑽を行い、適切なスピリチュアルケアを提供しな

ければならない。 

２ スピリチュアルケア師の倫理に関する規程は別に定める。 

 

（スピリチュアルケア師の資格付与） 

第５条 第３条第２項第１号に定める臨床スピリチュアルケア師の資格は、次の各号のす

べてに該当し、かつ、本法人が実施する資格認定試験に合格して本法人が設置する資格認

定委員会の推薦を受け、本法人の理事会が承認した者に付与する。 

  (1) 定款第６条に定める正会員又は学生会員であること。 

  (2) 本法人が認定するスピリチュアルケア師教育プログラム（以下、「認定教育プログ

ラム」という。）において、別表第１に定める所定の教育を修了していること。 

(3) 認定教育プログラムの代表者が、臨床スピリチュアルケア師資格審査受験の手続

きを行っていること。 

２ 第３条第２項第２号に定める専門スピリチュアルケア師の資格は、次の各号のすべて

に該当し、かつ、本法人が実施する資格認定試験に合格して本法人が設置する資格認定委

員会の推薦を受け、本法人の理事会が承認した者に付与する。 

  (1) 定款第６条に定める正会員又は学生会員であること。 

  (2)  原則として、第３条第２項第１号に定める臨床スピリチュアルケア師の資格を有

していること。 

(3) 原則として、スピリチュアルケア師教育課程修了後２年以上の臨床スピリチュア

ルケアの実践経験（１２０時間以上）があり、認定教育プログラムにおいて専門ス

ピリチュアルケア師養成のための６０時間以上のスーパービジョンを受けている

こと。 

(4) 事例報告等を含む学術的発表能力を示す業績があること。 

(5) 認定教育プログラムの代表者が、専門スピリチュアルケア師の資格審査受験の手

続きを行っていること。 

３ 第３条第２項第３号に定める指導スピリチュアルケア師の資格については、次の各号
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のすべてに該当し、本法人が設置する教育委員会の推薦を受け、理事会が承認した者に付

与する。 

  (1) 定款第６条に定める正会員であること。 

  (2) 原則として、第３条第２項第２号に定める専門スピリチュアルケア師の資格を有

していること。 

  (3) 認定教育プログラムにおいて別表第１に定める専門領域Ｂ教育課程の指導に２年

間以上携わっていること、又はこれに準ずる臨床教育の経験を有すること。 

  (4) 指導スピリチュアルケア師２名以上から推薦を受けること。なお、そのうち１名

以上は、前号の認定教育プログラム以外に所属する者とする。 

  (5) 認定教育プログラムの代表者が、指導スピリチュアルケア師の資格審査受験の手

続きを行っていること。 

４ 第１項、第２項及び第３項の規定にかかわらず、日本以外の国において本法人が第１項

に定める所定の教育と同等以上と認められる教育を受け、かつ、臨床現場における実務経

験を有し、スピリチュアルケア師の資格を付与することが適当と認められる者に対して、

以下の手続きを経て、臨床、専門、指導のいずれかのスピリチュアルケア師資格を付与す

ることができる。 

(1) 定款第６条に定める正会員であること。 

(2) 申請者の教育歴、実務経験を詳細に示す書類を提出すること。 

(2) 認定教育プログラムの代表者からの推薦を受けること。 

(3) 前号の推薦とは別に、指導スピリチュアルケア師 3 名以上の推薦を受けること。

なお、そのうち 2 名以上は、前号の認定教育プログラム以外に所属する者とする。 

  (4) 認定教育プログラムの代表者が、申請の手続きを行う。 

 (5) 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師については資格認定委

員会で審査する。指導スピリチュアルケア師の申請は教育委員会で審査する。なお、

審査においては面接試験を課すことがある。 

(6) 前号の審査を経て、本法人の理事会の承認を得る。 

５ 本条に定める資格付与にかかる審査方法及び手続については、別に定める。 

   

（スピリチュアルケア師の資格更新） 

第６条 第５条によりスピリチュアルケア師の資格を付与された者は、原則として５年間

に１回、資格更新を行わなければならない。 

２ スピリチュアルケア師の資格更新にかかる方法及び手続については、別に定める。 

 

（スピリチュアルケア師の資格の喪失） 

第７条 スピリチュアルケア師が、以下に掲げる各号のいずれかに該当したときは、スピリ
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チュアルケア師の資格を喪失する。 

  (1) 定款第１０条の規定により本法人を退会したとき 

(2) 定款第１１条第１項の規定により、本法人の会員の資格を喪失したとき 

(3) スピリチュアルケア師の資格の更新を行わなかったとき、又はスピリチュアルケ

ア師の資格の更新が認められなかったとき 

 

（スピリチュアルケア師の資格の停止及び剥奪） 

第８条 スピリチュアルケア師が、以下に掲げる各号のいずれかに該当したときは、スピリ

チュアルケア師の資格を停止、又は剥奪される。 

  (1) 定款第１２条第１項に抵触し、同条第２項の定めにより、本法人の会員としての

活動の停止、又は除名の懲戒処分を受けたとき 

  (2) 第４条第２項に定める倫理規程に抵触し、スピリチュアルケア師の資格を停止又

は剥奪することが適当と認められたとき 

２ 前項第２号によりスピリチュアルケア師の資格を停止又は剥奪されるときは、本人に

弁明の機会を与えなければならない。 

 

（スピリチュアルケア師の資格の休止） 

第９条 スピリチュアルケア師がやむを得ない事情により１年間以上の期間にわたってス

ピリチュアルケア師としての活動ができないことが明らかな場合、本法人は、理事会の決

議により、本人からの願い出に基づいて、スピリチュアルケア師の資格の休止を認めるこ

とができる。 

２ 前項により資格の休止が認められた期間は、資格の更新の期限を最⾧３年まで延⾧す

ることができる。 

 

（スピリチュアルケア師の資格の返上） 

第１０条 スピリチュアルケア師は、本法人に対して、スピリチュアルケア師の資格を返上

することができる。 

２ スピリチュアルケア師が資格を返上しようとするときは、本法人に対して、所定の資格

返上届を提出しなければならない。 

 

（スピリチュアルケア師教育プログラム） 

第１１条 本法人は、スピリチュアルケア師を教育するためのプログラムについて認定を

行う。 

２ 本法人が認定した教育プログラムを「一般社団法人日本スピリチュアルケア学会認定

スピリチュアルケア師教育プログラム」と称する。 
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３ スピリチュアルケア師教育プログラムの認定は、理事会が設置する教育委員会が所管

し、詳細については別に定める。 

 

（研修参加） 

第１２条 本法人が認定するスピリチュアルケア師は、資質と技能の向上に努め、本法人が

実施する研修等に積極的に参加しなければならない。 

２ 前項の目的のため、本法人は、研修等を実施する。 

３ 研修等の実施方法等については、別に定める。 

 

 

（規程の改廃） 

第１３条 本規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

 

附則 

１． 本規程は、令和２年 9 月６日から施行する。 

２． 本法人の前身である任意団体日本スピリチュアルケア学会から一般社団法人日本スピ

リチュアルケア学会への移行に伴い、次のように資格名称を変更した。 

  (1) 旧資格名「スピリチュアルケア師（認定）」を、新資格名「臨床スピリチュア

ルケア師」とする。 

  (2) 旧資格名「スピリチュアルケア師（専門）」を、新資格名「専門スピリチュア

ルケア師」とする。 

  (3) 旧資格名「スピリチュアルケア師（指導）」を、新資格名「指導スピリチュア

ルケア師」とする。 

３． 本法人の前身である任意団体日本スピリチュアルケア学会から暫定資格を付与された

スピリチュアルケア師の資格更新の審査については別に定める。 
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別表 1 

基礎領域 「臨床」 

資格 

「専門」 

資格 

1．思想・宗

教・伝統・文化 

日本を中心としつつ、広く人類の思想・宗教・

伝統・文化に関する基礎的な知識を持つと同時

に、その中におけるケア提供者自身を基礎づけ

ているスピリチュアリティの位置づけと特徴に

ついての深い理解に繋がる教育。特に、ケアの

基礎となる、共同体と個人との関係について、

その変遷や潜在的可能性への洞察力を養う教

育。 

36 時間 

2．心理・力

動・援助 

個人の成⾧に関わる個人因子と環境因子への理

解、対人関係における社会学的心理学的メカニ

ズムの理解、援助関係における「権力」構造の

理解のための教育。社会構造、言語と解釈、非

指示的療法、傾聴、パターナリズム、自立・自

律、投影、転移・逆転移等の基本概念の教育。 

36 時間 

3．臨床専門職

倫理 

  

専門領域 A  

1．スピリチュ

アリティ論 

思想・宗教・伝統・文化の歴史性・多様性に基

づく、スピリチュアリティの体系的教育。 
24 時間 

2．スピリチュ

アルケア論 

援助者・対象者間のスピリチュアリティの力動

に基づく、ケアの体系的教育。 
24 時間 

専門領域 B   

1．グループワ

ーク 

心理およびスピリチュアリティの次元でおこ

る、自己および他者の内的力動と対人的力動を

体験的に理解し、効果的にケアを提供できる能

力を養う教育。 60 時間 120 時間 

2．臨床スーパ

ービジョン 

スピリチュアルニーズを理解しケアする臨床力

を、個人スーパービジョンならびにグループス

ーパービジョンをとおして育成する教育。 

3．臨床実習 スピリチュアルケアが求められる医療・福祉・

教育・産業その他の、臨床現場におけるチーム

ケアに参加する。 

120 時間 240 時間 
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14．専門職資格認定細則 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会スピリチュアルケア専門職 

資格認定に関する細則 

 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会スピリチュアルケア専門

職規程（以下、「規程」という。）第５条第５項に基づき、一般社団法人日本スピリチュア

ルケア学会（以下、「本法人」という。）が認定するスピリチュアルケア専門職（以下、「ス

ピリチュアルケア師」という。）資格付与にかかる審査方法及び手続について必要な事項

を定める。 

 

（申請） 

第２条 規程第３条第２項第１号に規定する臨床スピリチュアルケア師（以下、「臨床スピ

リチュアルケア師」という。）及び規程第３条第２項第２号に規定する専門スピリチュア

ルケア師（以下、「専門スピリチュアルケア師」という。）の資格の申請をしようとする者

は、本法人が定める手続により、本法人が認定するスピリチュアルケア師教育プログラム

（以下、「認定教育プログラム」という。）を修了しなければならない。 

２ 認定教育プログラムの修了後２年間以内に審査を受けなければならない。 

３ 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格の申請をしようとす

る者は、所定の審査手数料を本法人に支払わなければならない。 

 

（提出書類） 

第３条 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格の申請をしよう

とする者は、次に掲げる各号のすべての書類を、所定の期日までに所属する養成プログラ

ムを通して本法人に提出しなければならない。 

 (1) スピリチュアルケア師資格審査 願書（臨床・専門） 

 (2) 経歴書 

(3) 自己理解に関する論述書 

 (4) 事例報告書（専門資格受験者のみ） 

 (5) 認定教育プログラム作成の内申書 

 (6) 認定教育プログラム修了証の写し 

 (7) 住民票記載事項証明書（氏名、生年月日、性別、住所が記載されたもの） 
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２ 規程第３条第２項第３号に定める指導スピリチュアルケア師（以下、「指導スピリチュ

アルケア師」という。）の資格の取得にかかる提出書類は、別に定める。 

３ 第１項及び第２項に定める書式については、別に定める。 

 

（審査方法） 

第４条 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格審査は、次のと

おりとする。 

 (1) 書類審査 

(2) 筆記試験 

(3) 面接試験 

２ 指導スピリチュアルケア師の資格は、認定教育プログラムの代表者からの推薦書類、又

は、指導スピリチュアルケア師３名以上の推薦書類に基づいて審査する。 

 

（審査基準） 

第５条 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格審査は、当該資

格申請者の能力、資質及び適性について、別表に定める資格審査基準に基づいて評価、審

査する。 

２ 指導スピリチュアルケア師の資格審査は、当該資格申請者の能力、資質及び適性並びに

実績に基づいて評価、審査する。 

３ 指導スピリチュアルケア師の資格審査基準は、別に定める。 

 

（審査員） 

第６条 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格審査は、本法人

の理事会が任命する資格認定委員会の委員がこれにあたる。 

２ 指導スピリチュアルケア師の資格審査は、本法人の理事会が任命する教員委員会の委

員がこれにあたる。 

３ 第１項及び前項にかかる審査員は、自らが関わるスピリチュアルケア師認定教育プロ

グラムを修了した者の資格審査には関与しない。 

４ 資格認定委員会及び教育委員会に関する規程は別に定める。 

 

（資格の認定の決定） 

第７条 本法人は、前条に定める審査員による推薦に基づいて、理事会が審査結果を総合的

に評価し、スピリチュアルケア師の資格認定の可否を決定する。 

２ スピリチュアルケア師の資格付与の可否の決定結果は、理事⾧が、申請者本人及び申請

者が修了した認定教育プログラムの代表者に通知する。 
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３ 第１項により、認定されたスピリチュアルケア師の資格の期間は、認定された日の属す

る年度の翌年の４月１日より５年間とする。 

４ 前項にかかわらず、任意団体日本スピリチュアルケア学会で認定された資格の有効期

限は、移行措置として、資格が失効する年度の 9 月 30 日まで延⾧する。 

 

（資格認定手数料） 

第８条 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格認定を受けた者

は、別に定める資格認定手数料を納付しなければならない。 

 

（審査の猶予願い） 

第９条 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格の取得を申請し

た者が、やむを得ない事由により筆記試験及び面接試験を受験できなかったときは、当該

事由を付して、本法人に対して審査の猶予を願い出ることができる。 

２ 前項の場合、本法人は、理事会において次回審査の受験可否を決定する。 

 

（資格付与が認められない場合の特例措置） 

第１０条 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格の取得が認め

られなかった者は、初回の出願から 3 年以内に、再度、資格認定の審査を申請することが

できる。 

２ 前項の再申請にあたって本法人より再教育の指示があった場合には、当該再教育を受

けた上で、本法人に資格申請のための手続きを再度行わなければならない。 

 

（下位の資格の保持） 

第１１条 臨床スピリチュアルケア師を有している者が、専門スピリチュアルケア師の資

格の取得が認められなかった場合、臨床スピリチュアルケア師の資格の有効期限までの

間、引き続き、同資格を保持することができる。 

 

（資格付与の公表） 

第１２条 本法人は、スピリチュアルケア師の資格を取得した者について、本法人が発行す

るニューズレターにおいて、その氏名を公表する。 

 

（細則の改廃） 

第１３条 本細則の改廃は、理事会の決議によるものとする。 
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附則 

１．本細則は、令和２年 9 月６日から施行する。 
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別表第１ 資格審査基準 

臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師資格審査基準 

 

スピリチュアルケアの前提 

スピリチュアルケアの実践には、人間同士の対等な関係性と、それを尊重しようとする謙虚

な姿勢が求められる。＜ケアの焦点となる他者＞と＜ケア実践者＞とが、共に歴史・個性・

スピリチュアリティ・関係性を持つ尊厳ある人間存在であり、両者のダイナミックな関係こ

そがスピリチュアルケアに資する、ということを基本理解とした上で、以下の能力を備えて

いること。 

 

スピリチュアルケア資格審査基準５領域 

１．自己理解 

 ① 生育歴や人間関係ならびに臨床経験を振り返り、ケア実践者として、等身大の自己の

姿や特徴を理解できる。 

 ② 学術的知見の拡大や仲間との学習を通して、ケア実践者としての能力向上に努める

ことができる。 

 ③ 自己の個性・特徴・課題を、ケアにダイナミックに生かすことができる。 

 

２．他者理解 

 ① 他者の心の動き（感情、情緒など）を感じることができる。 

 ② 偏見や先入観を持たずに、他者とありのままに向き合うことができる。 

 ③ 他者を、ケアの対象としてだけでなく、課題を多く抱えた現代社会を生きる仲間とし

て、優しさ、労わり、思いやり、共感を持って向き合うことができる。 

 

３．関係力・共感力 

 ① 他者と信頼を築き、適切なケア関係に留まることができる。 

 ② 他者から信頼され、課題や苦悩をともに担う関係となることができる。 

 ③ 自己他者間のダイナミズムやそこに働くスピリチュアリティを感じ取り、適切に対

応できる。 

 

４．概念化力・表現力 

 ① ケアを導いている概念を自覚しようと努め、関係やケアの意味を振り返ることがで

きる。 

 ② 臨床経験をスピリチュアルケアの視点から整理し言語化でき、ケアの焦点となって



81 
 

いる他者やケアチームに、必要に応じて適切に伝えることができる。 

 ③ 意味の広がりや重層性を大切にしつつ言葉を理解し表現することができる。 

 

５．臨床倫理実践力 

 ① 他者をスピリチュアルな存在として尊敬をもって受け入れ、互いの力関係（パワーバ

ランス）を意識し、適切に対応できる。 

 ② 臨床での問題に人権意識をもって対応できる。 

 ③ 個人情報の守秘義務を守る意識がある。 

 

以上 
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15．専門職資格更新細則 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会スピリチュアルケア専門職 

資格更新に関する細則 

 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会スピリチュアルケア専門

職規程（以下、「規程」という。）第６条第２項に基づき、一般社団法人日本スピリチュア

ルケア学会（以下、「本法人」という。）が認定するスピリチュアルケア専門職（以下、「ス

ピリチュアルケア師」という。）の資格更新にかかる審査方法及び手続について必要な事

項を定める。 

 

（資格更新の時期） 

第２条 規程第６条第１項に基づき、スピリチュアルケア師の資格は５年間とし、資格の有

効期限を迎える年度において、資格更新の審査を受けなければならない。 

２ 前項において、規程第３条第２項第１号に定める臨床スピリチュアルケア師の資格を

付与された者が、当該資格の有効期限内に、規程３条第２項第２号又は第３号に定める専

門スピリチュアルケア師又は指導スピリチュアルケア師の資格を付与された場合は、そ

の付与された資格の有効期限を資格更新の時期とする。 

 

（資格更新の要件） 

第３条 臨床スピリチュアルケア師の資格更新のための申請を行うことができる者は、以

下の各号のすべてを満たした者でなければならない。 

 (1) 臨床スピリチュアルケア師として、５年間で４００時間以上の臨床活動を行ってい

ること。 

 (2) 本法人が指定する書式により、事例報告を５本提出すること。なお、うち３本は本

法人が認定するスピリチュアルケア師教育プログラム（以下、「認定教育プログラム」

とする。）の指導者による指導を受けていること 

 (3) 本法人が主催する学術大会に５年間に２回以上参加していること。 

２ 専門スピリチュアルケア師の資格更新のための申請を行うことができる者は、以下の

各号のすべてを満たした者でなければならない。 

 (1) 専門スピリチュアルケア師として、５年間で４００時間以上の臨床活動を行ってい

ること。 

 (2) 本法人が指定する書式により、事例報告を５本提出すること。なお、うち３本は認



83 
 

定教育プログラムの指導者による指導を受けていること。 

 (3) 本法人が主催する学術大会に５年間に２回以上参加していること。 

 (4) 本法人が別表に定める学術ポイントを３０ポイント以上有していること。 

３ 専門スピリチュアルケア師で、前項に定める専門スピリチュアルケア師の資格更新申

請のための要件を満たしていない者が、第１項に定める臨床スピリチュアルケア師の資

格更新申請の資格要件を満たしている場合は、臨床スピリチュアルケア師の資格更新の

申請をすることができる。 

４．指導スピリチュアルケア師の資格更新ができる者は、以下の各号のすべてを満たした者

でなければならない。 

 (1) 本法人又は本法人が認定した養成プログラムにおいて、５年間で１００時間以上、

グループワーク、臨床スーパービジョン及び臨床実習等、スピリチュアルケアにか

かる臨床教育に携わっていること。 

 (2) 本法人が主催する学術大会に５年間に２回以上参加していること。 

 (3) 本法人が主催もしくは指定する倫理講習に５年間に１回以上参加していること。 

(4) スピリチュアルケアにかかわる著作、学術論文、研究報告または講義録等を、５年

間に１回以上発表していること。 

 

（資格更新の猶予） 

第４条 第２条第１項にかかわらず、以下に掲げる各号のいずれかに該当する事由により、

スピリチュアルケア師としての活動ができないことにより第３条に定める資格更新の要

件に該当せず、第４条に定める資格更新の審査を受けることができない場合は、本法人に

対して所定の「資格更新審査猶予願」を提出することができる。 

 (1) 本人が⾧期にわたって海外渡航していたとき 

 (2) 傷病等により本人が⾧期療養していたき、又は家族の傷病等により⾧期にわたり家

族の介護をしていたとき 

 (3) 本人が出産又は育児をしていたとき 

 (4) その他、スピリチュアルケア師としての活動ができないことについて相当の理由が

あると認められるとき 

２ 本法人は、前項の願い出について理事会で審査の上、資格更新猶予の可否を決定し、本

人に通知する。 

３ 前項において、資格更新の猶予を許可する場合、更新の猶予は 1 年間を単位とし、最⾧

で３年間とする。 

 

（資格更新の審査方法） 

第５条 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格更新の審査は、
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次のとおりとする。 

(1) 申請書類の審査 

(2) 面接試験による審査 

２ 前項にかかわらず、本法人の前身である任意団体日本スピリチュアルケア学会から暫

定資格を付与された臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格更

新の審査は、初回の資格更新に限り、次のとおりとする。 

(1) 申請書類の審査 

(2) 筆記試験による審査 

(3) 面接試験による審査 

３ 指導スピリチュアルケア師の資格更新の審査は、次のとおりとする。 

 (1) 認定教育プログラムの代表者からの内申書、又は指導スピリチュアルケア師３名以

上からの内申書の審査 

 (2) 指導スピリチュアルケア師活動実績書の審査 

 

（提出書類） 

第６条 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格更新を申請する

者は、所定の期日までに、認定教育プログラムを通じて、次に掲げる各号のすべての書類

を本法人に提出しなければならない。 

 (1) スピリチュアルケア師資格更新申請書 

 (2) 事例報告書 

 (3) 認定教育プログラムの代表者が作成した内申書 

 (4) 住民票記載事項証明書（氏名、生年月日、性別、住所が記載されたもの） 

２ 指導スピリチュアルケア師の資格更新の審査は、前条第３項第１号及び第２号に定め

る内申書及び活動実績報告書を、所定の期日までに提出しなければならない。 

３ 第１項及び第２項に定める書式については、別に定める。 

４ 第１項に定める審査にあたっては、申請者は、別に定める資格更新審査料を納入しなけ

ればならない。 

 

（審査基準）  

第７条 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格更新の審査は、

当該資格申請者の能力、資質及び適性について、別表１に定める資格審査基準に基づいて

評価、審査する。 

２ 指導スピリチュアルケア師の資格更新の審査は、規程第５条第３項の規定に基づいて

評価、審査する。 
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（審査員） 

第８条 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格更新の審査は、

理事会が任命する資格認定委員会の委員がこれにあたる。 

２ 指導スピリチュアルケア師の資格更新の審査は、理事会が任命する教育委員会の委員

がこれにあたる。 

３ 第１項にかかる資格審査委員は、自らが関わる認定教育プログラムの修了者の資格更

新の審査に関与しない。 

４ 資格認定委員会及び教育委員会に関する規程は別に定める。 

 

（資格更新の決定） 

第９条 本法人は、前条に定める審査員による推薦に基づいて、理事会が審査結果を総合的

に評価し、スピリチュアルケア師の資格更新の可否を決定する。 

２ 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格更新の可否の決定結

果は、理事⾧が申請者本人及び申請者が修了した認定教育プログラムの代表者に通知す

る。 

３ 第１項により、更新が認定されたスピリチュアルケア師の資格の期間は５年間とする。 

 

（資格更新手数料） 

第１０条 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格更新の審査に

合格した者は、別に定める資格更新手数料を納付しなければならない。 

 

（資格更新不合格者への措置） 

第１１条 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格更新審査を受

けて不合格となった者は、受験した年度以降の実習事例２本の提出をすることで、２年以

内に１回のみ、再審査を受けることができる。 

２ 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格更新審査を申請した

にもかかわらず、やむを得ない事情により試験当日に受験できず不合格となった者は、事

後７日以内に所定様式にて審査の猶予を願い出ることができる。 

３ 前項による審査の猶予願いが認められたときは、次回の審査を受けることができる。 

４ 第２項に定める審査の猶予願いが不許可となった場合は、本条第１項の規定を適用す

る。 

５ 第１項及び第２項によって不合格となった者は、再審査までの間、資格は失効する。 

 

（資格更新未申請者の取扱） 

第１２条 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師で、第３条に定める
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資格更新の要件を満たしているにもかかわらず、資格更新の申請を行わなかった者は、前

条第１項の規定を適用する。 

２ 臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師で、第３条に定める資格更

新の要件を満たしていない者が資格更新を希望する場合、又は前条第１項及び第２項に

定める再審査が不合格となった者は、認定教育プログラム又は本法人において別に定め

る再教育を受けることにより、資格更新申請を行うことができる。 

 

（資格付与の公表） 

第１３条 本法人は、スピリチュアルケア師の資格を更新した者について、本法人が発行す

るニューズレターにおいて、その氏名を公表する。 

 

（細則の改廃） 

第１４条 本細則の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

 

附則 

１．本細則は、令和２年 9 月６日から施行する。 
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別表 「専門」資格更新時の教育・研究活動ポイント（学術ポイント） 

2020 年 9 月 6 日 

・以下のポイント制において、5 年間に 30 ポイント以上が必要です。（小数点以下は切り捨

て） 

・Ｄ）～Ｆ）、Ｈ）のその他の大会・学会については、学会事務局まで可否を確認ください。 

 

Ａ）日本スピリチュアルケア学会学術大会への参加、5 年間で 2 回（必須）：5p 

上記に加え、１回以上学術大会へボランティア参加した場合は更に 2p 加算 

 

Ｂ）論文：15p・単著 15p・共著申請者が自己申告で貢献度を明示（10 段階で示し、それに

従いポイント 0.1～1.0 倍する）。 

 

Ｃ）本（翻訳書を含む）：20p・単著 20p・共著申請者が自己申告で貢献度を明示（10 段階

で示し、それに従いポイント 0.1～1.0 倍する）。 

 

Ｄ）日本スピリチュアルケア学会学術大会での口頭発表：10p 

・単独発表 10p 

・共同発表申請者が自己申告で貢献度を明示（10 段階で示し、それに従いポイント 0.1～

1.0 倍する）。 

 

Ｅ）その他の口頭発表することでポイントになる学会・研究会：10p 

・単独発表 10p 

・共同発表申請者が自己申告で貢献度を明示（10 段階で示し、それに従いポイント 0.1～

1.0 倍する）。 

【留意点】・抄録または発表スライドなどを提出。 

・内容に「スピリチュアル・スピリチュアルケア・スピリチュアリティ」などの用語が入っ

ていること。 

 

Ｆ）学会等ポスター発表：5p 

・単独発表 5P 

・共同発表申請者が自己申告で貢献度を明示（10 段階で示し、それに従いポイント 0.1～

1.0 倍する）。 

【留意点】 

・抄録または発表ポスター内容を提出。 

・内容に「スピリチュアル・スピリチュアルケア・スピリチュアリティ」などの用語が入っ
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ていること。 

 

Ｇ）講演・研修会・勉強会・シンポジウムの、発表または講師：5p 

【留意点】 

・スピリチュアルケアに関連する内容であること。 

・プログラム団体による実践研究発表会での発表も含む。 

・チラシや発表資料などを提出。 

 

Ｈ）「認定教育プログラム」の科目担当：5p 

【留意点】 

・1 科目担当 5p 

・1 科目内での担当回数は問わない。 

・教育・実習補助（チューター、TA 含む）3p 

 

Ｉ）本法人と共通する目的を持つ他の学会・研究会：1p 

【留意点】 

・参加を証明するものを提出すること。 

・その他、スピリチュアルケアに関係するものがあれば、プログラム等を提出し、可否を判

断する。 

・プログラム団体による実践研究発表会の参加もポイントに含む。 
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16．専門職認定教育プログラム細則 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会認定スピリチュアルケア師 

認定教育プログラムに関する細則 

 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会スピリチュアルケア専門

職規程（以下、「規程」という。）第１１条第３項に基づき、一般社団法人日本スピリチュ

アルケア学会（以下、「本法人」という。）が認定する、一般社団法人日本スピリチュアル

ケア学会認定スピリチュアルケア師教育プログラム」（以下、「認定教育プログラム」とい

う。）について、必要な事項を定める。 

 

（養成プログラムの認定要件） 

第２条 本法人は、次に掲げる各号のすべてに該当する教育プログラムを、認定教育プログ

ラムとして認定する。 

  (1) 規程別表 1 に定める所定の教育課程のうち、専門領域Ａ及び専門領域 B の教育課

程のすべてを継続的に提供できること。 

  (2) 本法人が認定する指導スピリチュアルケア師が３名以上所属しており、かつ、 

    専門領域Ｂのグループワーク、実習スーパービジョン及び臨床実習を担当してい

ること。 

  (3) 認定教育プログラムの認定を申請する年度において、規程別表 1 に定める所定の

教育課程に準ずる教育プログラムを２年間以上にわたって実施していること。 

２ 前項第１号にかかわらず、専門領域Ａ又は専門領域Ｂのいずれか一方の専門領域を継

続的に提供することができ、かつ、自らは提供できない他の一方の専門領域について他の

認定教育プログラムとの協定により、当該専門領域を教育することができるときは、認定

教育プログラムとして認定する。 

 

（認定の申請） 

第３条 認定を申請する教育プログラムを運営する機関の代表者（以下、「教育プログラム

代表者」という。）は、認定教育プログラムの認定を受けるために、認定を受けようとす

る年度の前年の６月までに、次の各号に掲げる本法人所定の申請書類を本法人に提出し

なければならない。 

  (1) 一般社団法人日本スピリチュアルケア学会認定スピリチュアルケア師教育プログ

ラム認定申請書 

    (2) 一般社団法人日本スピリチュアルケア学会認定スピリチュアルケア師教育プログ
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ラム教育課程表 

  (3) 一般社団法人日本スピリチュアルケア学会認定スピリチュアルケア師教育プログ

ラム指導者の業績・実績調書 

  (4) 認定を申請する教育プログラムに所属しない２名の指導スピリチュアルケア師に

よる推薦書 

 

（認定の可否の決定） 

第４条 本法人は、第 6 条に定める審査員による審査に基づいて、理事会が申請書類を総

合的に評価し、認定教育プログラムとしての認定の可否を決定する。 

２ 本法人は、前項に定める認定の可否の決定にあたって、認定を申請する教育プログラム

代表者の意見を徴すことができる。 

３ 本法人は、認定教育プログラムとして認定するにあたり、認定を申請する教育プログラ

ム代表者に対し、教育プログラムの教育課程、指導者、その他の事項について、認定の条

件を付すことができる。 

 

（認定の更新） 

第５条 本法人の認定を受けた認定教育プログラムは、５年間に１回、本法人の認定更新審

査を受けなければならない。 

２ 認定教育プログラムの認定更新審査を受けるときは、教育プログラム代表者は、認定を

受けようとする年度の前年の６月までに、次の各号に掲げる本法人所定の申請書類を本

法人に提出しなければならない。 

(1) 一般社団法人日本スピリチュアルケア学会認定スピリチュアルケア師教育プログ

ラム認定更新申請書 

    (2) 一般社団法人日本スピリチュアルケア学会認定スピリチュアルケア師教育プログ

ラム教育課程表 

  (3) 一般社団法人日本スピリチュアルケア学会認定スピリチュアルケア師教育プログ

ラム指導者の業績・実績調書 

(4)  認定教育プログラム実績報告書 

 

（審査員） 

第６条 認定教育プログラムの認定更新審査は、本法人の理事会が任命する教育委員会の

委員がこれにあたる。 

２ 審査員は、自らが関わる認定教育プログラムの認定更新審査には関与しない。 

３ 教育委員会に関する規程は別に定める。 
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（認定更新の可否の決定） 

第７条 本法人は、前条に定める審査員による審査に基づいて、理事会が申請書類を総合的

に評価し、認定教育プログラム認定更新の可否を決定する。 

２ 本法人は、前項に定める継続認定の可否の決定にあたって、認定を申請する教育プログ

ラム代表者に意見を徴すことができる。 

３ 本法人は、認定教育プログラムとして継続認定するにあたり、認定更新を申請する教育

プログラム代表者に対し、教育プログラムの教育課程、指導者、その他の事項について、

認定の条件を付すことができる。 

 

（変更届） 

第８条 本法人の認定を受けた教育プログラム代表者は、以下に掲げる各号のいずれかに

該当する事項に変更があったときは、本法人に対し変更届を提出しなければならない。 

  (1) 認定教育プログラムの名称 

  (2) 認定教育プログラムの代表者 

  (3) 認定教育プログラムの所在地 

  (4) 教育課程 

  (5) グループワーク、実習スーパービジョン及び臨床実習を担当する指導スピリチュ

アルケア師 

  (6) その他、認定教育プログラムの運営にかかる重要事項 

 

（認定の取消） 

第９条 本法人は、認定教育プログラムが次に掲げる各号のいずれかに該当した場合、本法

人の理事会の決議により、当該団体に対して認定教育プログラムの認定を取り消す。 

  (1) 認定教育プログラムとしての活動を行わないとき、又は認定教育プログラムを運

営する団体が解散したとき 

(2) 第２条第１項の認定要件を満たしていないとき 

  (3) 第５条に定める認定の更新を行わなかったとき 

  (4) 認定教育プログラムが法律に違反、若しくは、反社会的な行為を為したと認めら

れるとき 

  (5) 本細則第１０条、第１１条及び第１２条に定める認定教育プログラムの責務を怠

ったとき 

(6) 認定教育プログラムの運営に重大な問題があり、本法人が認定する教育プログラ

ムとして不適切であると認められたとき 

２ 第１項に定める認定の取消において、当該認定教育プログラム代表者に対し、本法人に

対し弁明の機会を与える。 
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（認定の取下げ） 

第１０条 教育プログラム代表者は、本法人に対し、認定教育プログラムの認定の取り下げ

をすることができる。 

２ 前項に定める認定教育プログラムの取下げを行うときは、当該教育プログラム代表者

は本法人の理事⾧に対し、認定教育プログラムの認定取り下げを願い出なければならな

い。 

 

（スピリチュアルケア師候補者の推薦） 

第１１条 認定教育プログラムは、本法人が認定するスピリチュアルケア師候補者の資格

審査受験にかかる業務を行わなければならない。 

 

（継続教育） 

第１２条 認定教育プログラムは、本法人が認定したスピリチュアルケア師に対して、臨床

活動を行う援助者を継続的にサポートし専門性を維持するための教育を行わなければな

らない。 

 

（細則の改廃） 

第１３条 本細則の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

 

附則 

１．本細則は、令和２年 9 月６日から施行する。 
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17．資格認定委員会細則 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会資格認定委員会細則 

 

（目的） 

第 1 条 この細則は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本法人」という。）

委員会規程に基づき、本法人に設置する資格認定委員会（以下、「本委員会」という。）の業

務について必要な諸事項を定める。 

 

（委員会の任務） 

第２条 本委員会は、本法人の理事⾧及び理事会の諮問事項を審議し、理事⾧及び理事会に

審議結果を上申する。 

２ 本委員会は、以下に掲げる事項について審議する。 

 (1) 本法人が認定する臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格

認定及び資格更新に関する事項 

 (2) その他、前号に関連する事項 

３ 本委員会は、以下に掲げる業務を行う。 

 (1) 本法人が認定する臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の資格

認定及び資格更新に関する審査 

 (2)  その他、前号に関連する業務 

 

（委員会の構成） 

第３条 本委員会に委員⾧、副委員⾧と委員若干名を置く。 

２ 委員⾧は、理事会において理事の中から選任する。 

３ 副委員⾧及び委員は、理事会において特段の定めをした場合を除き、本法人の正会員の

中から選任する。 

４ 理事⾧が任命した委員⾧に事故があったときには、副委員⾧が委員⾧の業務を代行す

る。 

 

（委員の選任） 

第４条 本委員会は、本法人の正会員若干名によって構成する。 

２ 委員は理事会において選任し、理事⾧が任命する。 

３ 前項にかかわらず、理事⾧が任命した委員に事故があり、委員会に欠員を生じたときは、

委員⾧が臨時に委員を任命することができる。 

４ 前項の場合、委員⾧は、すみやかに理事⾧に報告しなければならない。 
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（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、原則として４年間とする。但し、再任を妨げない。 

２ 前項にかかわらず、理事会が委員の交代を決議したときは、その限りではない。 

 

（審査会議） 

第６条 本細則第２条に掲げた業務遂行のため、本委員会は審査会議を開催する。 

２ 審査員は、本委員会の委員がこれにあたる。 

３ 委員⾧は、審査会議の座⾧を務める。但し、委員⾧が本条第６項に該当する場合には、

一時的に副委員⾧が座⾧を務める。 

４ 委員⾧は、審査件数・審査内容に応じて、本委員会の委員以外から特別審査員を任命で

きる。 

５ 特別審査員は、本法人の会員・非会員を問わず、専門的知識・経験を有する者をもって

これにあたる。 

６ 審査員及び特別審査員は、自らが関わる認定教育プログラムを修了した者の資格認定

審査・資格更新審査には関与しない。 

 

（細則の改定） 

第７条 本細則の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

附則 

１． 本細則は、令和 2 年 9 月 6 日から施行する。 
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18．教育委員会細則 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会教育委員会細則 

 

（目的） 

第 1 条 この細則は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本法人」という。）

委員会規程に基づき、本学会に設置する教育委員会（以下、「本委員会」という。）の業務に

ついて必要な諸事項を定める。 

 

（委員会の任務） 

第２条 本委員会は、本法人の理事⾧及び理事会の諮問事項を審議し、理事⾧及び理事会に

審議結果を上申する。 

２ 本委員会は、以下に掲げる事項について審議する。 

 (1) 本法人が認定する臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師の教育

課程に関する事項 

 (2) 本法人が認定するスピリチュアルケア師教育プログラム（以下、「認定教育プログラ

ム」という。）の認定及び認定更新に関する事項 

 (3) 本法人が認定する指導スピリチュアルケア師の資格認定及び資格更新に関する事項 

 (4) その他、前各号に関連する事項 

３ 本委員会は、以下に掲げる業務を行う。 

 (1) 認定教育プログラムの認定及び認定更新に関する審査 

 (2) 本法人が認定する指導スピリチュアルケア師の資格認定及び資格更新に関する審査 

 (3) 本法人が認定するスピリチュアルケア師の資質と技能の向上のための研修等 

 (4) 認定教育プログラムの教育活動の進展のための研修等 

 (5) その他、前各号に関連する業務 

 

（委員会の構成） 

第３条 本委員会に委員⾧、副委員⾧と委員若干名を置く。 

２ 委員⾧は、理事会において理事の中から選任する。 

３ 副委員⾧及び委員は、理事会において特段の定めをした場合を除き、本法人の正会員の

中から選任する。 

４ 理事⾧が任命した委員⾧に事故があったときには、副委員⾧が委員⾧の業務を代行す

る。 

 

（委員の選任） 

第４条 本委員会は、本法人の正会員若干名によって構成する。 
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２ 委員は理事会において選任し、理事⾧が任命する。 

３ 前項にかかわらず、理事⾧が任命した委員に事故があり、委員会に欠員を生じたときは、

委員⾧が臨時に委員を任命することができる。 

４ 前項の場合、委員⾧は、すみやかに理事⾧に報告しなければならない。 

 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、原則として４年間とする。但し、再任を妨げない。 

２ 前項にかかわらず、理事会が委員の交代を決議したときは、その限りではない。 

 

（審査会議） 

第６条 本細則第２条に掲げた業務遂行のため、本委員会は審査会議を開催する。 

２ 審査員は、本委員会の委員がこれにあたる。 

３ 委員⾧は、審査会議の座⾧を務める。但し、委員⾧が本条第６項に該当する場合には、

一時的に副委員⾧が座⾧を務める。 

４ 委員⾧は、審査件数・審査内容に応じて、本委員会の委員以外から特別審査員を任命で

きる。 

５ 特別審査員は、本法人の会員・非会員を問わず、専門的知識・経験を有する者をもって

これにあたる。 

６ 審査員並びに特別審査員は、自らが関わる認定教育プログラムの認定審査・認定更新審

査には関与しない。 

 

（研修等） 

第７条 本細則第２条第 3 項に掲げた業務遂行のため、本委員会は、研修等を開催する。 

２ 研修等の開催概要は、開催日の１ヶ月前までに関係者に通知する。 

３ 研修等の開催につき、本法人と共通の目的を持つ他の団体と共催することができる。 

 

（細則の改定） 

第１０条 本細則の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

附則 

１．本細則は、令和 2 年 9 月 6 日から施行する。 
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19．倫理規程 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会倫理規程 

 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本法人」という。）

の目的を達成するため、本法人の会員の研究及び臨床現場における行動倫理を定め、もっ

て、スピリチュアルケアにかかる研究と活動の発展に資することを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会定款（以下、「定款」とい

う。）第６条に定める本法人のすべての会員に適用する。 

 

（遵守事項） 

第３条 会員は、会員としての活動のみならず、スピリチュアルケアに関わる研究とスピリ

チュアルケアの諸活動において、わが国の法律及びわが国の社会規範、並びに別に定める

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会倫理綱領を遵守しなければならない。 

 

（スピリチュアルケア専門職の倫理） 

第４条 本法人が認定するスピリチュアルケア専門職にかかる行動倫理については、本規

程によるものの他、別に定める一般社団法人日本スピリチュアルケア学会スピリチュア

ルケア師倫理綱領及び専門職行動倫理細則を適用する。 

 

 

第２章 スピリチュアルケアの研究と諸活動に共通する遵守事項 

 

（個人の尊厳と人権の尊重） 

第５条 会員は、関係者の個人の尊厳と人権を尊重し、年齢、性別、人種、国籍、思想信条、

文化的背景、宗教、信念、信仰、社会的地位、障碍の有無などにおいて差別的な取り扱い

をしてはならない。 

 

（個人情報とプライバシーの保護） 

第６条 会員は、関係者の個人情報やプライバシーが守られるように、適切に配慮しなけれ
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ばならない。 

 

（関係者への説明と同意） 

第７条 会員は、関係者に対して、当該研究又は活動の趣旨等を十分に説明し同意を得なけ

ればならない。 

 

（誹謗中傷及びハラスメントの禁止） 

第８条 会員は、他者を誹謗中傷、又はハラスメントを行なってはならない。 

 

 

第３章 スピリチュアルケアの研究における遵守事項 

 

（研究目的、方法、結果の倫理性の確保） 

第９条 会員は、社会に対する責任と義務を自覚し、研究目的および研究方法、研究結果に

倫理性を確保しなければならない。 

 

（剽窃・捏造・改竄の禁止） 

第１０条 会員は、研究活動において、他者の研究成果の剽窃、調査データ等の偽造、捏造

又は改竄等の行為をしてはならない。 

 

（多重投稿の禁止） 

第１１条 会員は、研究成果を原著論文等によって公表する際、多重投稿をしてはならない。 

 

（知的所有権侵害の禁止） 

第１２条 会員は、研究において他者の知的所有権を侵害してはならない。 

 

（利益相反への対応） 

第１３条 会員は、研究の公正性、信頼性を確保するため、利害関係が想定される団体等と

の関わりについて適正に対応しなければならない。 

 

 

第４章 スピリチュアルケアの諸活動における遵守事項 

 

（関係者との適切な関係の維持） 

第１４条 会員は、ケア対象者及び当該活動に関わる関係者及び関係団体との間で、適切な
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関係を維持しなければならない。 

 

（自己認識及び自己研鑽） 

第１5 条 会員は、常に自らの活動を反省的に振り返るとともに、自らの能力の向上のため

に研鑽しなければならない。 

 

 

第５章 倫理にかかる諸制度 

 

（倫理委員会の設置） 

第１６条 本法人は、学会内外から寄せられる各種の倫理問題に関する事案に適切に対処

するため，理事会の下に倫理委員会を設置する。 

２ 倫理委員会は、理事会の諮問に基づいて、本規程の運用について答申するとともに、社

会的状況の変化等に応じて本規程及び倫理綱領の改定を検討しなければならない。 

 

（研究倫理審査） 

第１７条 本法人が主催する学術大会での研究発表を行なうとき、又は、本法人の出版物に

研究論文等を掲載するときは、本法人の倫理審査を受けなければならない。 

２ 本法人が実施する研究倫理審査の方法については、別に定める。 

 

（倫理違反への措置） 

第１８条 本法人の会員が本規程に抵触する行為があったときは、定款第１２条の規定に

より、当該会員を懲戒処分とする。 

 

（倫理違反にかかる懲戒） 

第１９条 本法人の会員が本規程に抵触する行為があったとの通報、申立又は報告等があ

ったとき、理事⾧は、倫理委員会に対し、本規程の抵触する行為の有無についての意見具

申を求める。 

２ 倫理委員会の意見具申に基づいて、定款第１２条に規定する懲戒の審査が必要である

と認めたとき、懲戒審査を行う。 

３ 懲戒の手続については、別に定める。 

 

 

第６章 雑則 
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（規程の改廃） 

第２０条 本規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

 

附則 

本規程は、令和２年９月６日から施行する。 
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20．専門職行動倫理細則 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会スピリチュアルケア専門職行動倫理細則 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会倫理規程（以下、「倫理規

程」という。）第４条及び一般社団法人日本スピリチュアルケア学会スピリチュアルケア

師倫理綱領第１０−１に基づき、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本

法人」という。）が認定するスピリチュアルケア専門職（以下、「スピリチュアルケア師」

という。）にかかる行動倫理について必要な事項を定める。 

 

（適用範囲） 

第２条 この細則は、スピリチュアルケア師によるスピリチュアルケア領域の専門職とし

ての活動に適用する。 

 

（遵守事項） 

第３条 スピリチュアルケア師は、スピリチュアルケア領域の専門職としての活動におい

て、自らの職務に伴う社会的責任を自覚するとともに、常にスピリチュアルケア活動の適

切性の担保に留意しなければならない。 

２ スピリチュアルケア師は、わが国の法律及びわが国の社会規範、並びに倫理規程及び本

法人が定める定款その他の諸規程を遵守しなければならない。 

 

（倫理綱領） 

第４条 スピリチュアルケア師は、別に定めるスピリチュアルケア師倫理綱領を遵守しな

ければならない。 

 

（懲戒） 

第５条 スピリチュアルケア師が次の各号のいずれかに該当すると認められたとき、本法

人は、倫理規程第１９条の規定により、懲戒処分を行う。 

(1) 倫理規程、本細則及び本法人が定める定款、並びに諸規程に違反したとき 

(2) スピリチュアルケア師の信用を毀損又は失墜させたとき 

(3) スピリチュアルケア活動又はその他の行為によって本法人の名誉を傷つけたとき 

(4) スピリチュアルケア活動又はその他の行為によってわが国の法令に違反したとき 

(5) 他のスピリチュアル師又は本法人の会員の名誉又は信用を傷つけたとき 

(6) スピリチュアルケア対象者及びスピリチュアルケア関係者の名誉又は信用を傷つけ
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たとき 

(7) その他スピリチュアルケア師としての不適切な言動があったとき 

 

（細則の改廃） 

第６条 本細則の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

附則 

本細則は、令和２年９月６日から施行する。 
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21．ケア師倫理綱領 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会スピリチュアルケア師倫理綱領 

 

〈前文〉 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本法人」という。）により、スピリチ

ュアルケアに関する「指導」、「専門」、「臨床」資格のいずれかを認定されたスピリチュアル

ケア師（以下、「スピリチュアルケア師」という）は、ケアに必要とされるスピリチュアリ

ティと知識、技能を有し、ケア対象者の基本的人権を守り、人々に適切なスピリチュアルケ

アを提供する専門職である。 

本法人は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会倫理規程第 4 条にもとづき、一般

社団法人日本スピリチュアルケア学会スピリチュアルケア師倫理綱領を定める。有資格者

及び資格認定を目指す者は、本綱領の理念を理解し遵守する義務を負うと共に、よりよいス

ピリチュアルケアの実践に不断の努力を行うものとする。 

 

〈ケア対象者を傷つけない〉 

１ スピリチュアルケア師は、ケア対象者を傷つけてはならない。 

 

〈ケア対象者の尊厳を守る〉 

２ スピリチュアルケア師は、ケア対象者を尊厳ある存在として接する。 

 

〈人種、性別、年齢、国籍、社会的地位等によって差別しない〉 

３−１ スピリチュアルケア師は、ケア対象者を人種、性別、年齢、国籍、社会的地位、文

化的背景、思想信条、宗教・信仰等によって差別しない。 

３−２ スピリチュアルケア師は、ケア対象者を自らの先入観や偏見に基づいて見ること

がないよう努める。 

 

〈ケア対象者・関係者との適切な関係〉 

４−１ スピリチュアルケア師は、ケア対象者との関係において、「ケア対象者―ケア専門

家」以外の関係を持たない。 

４−２ スピリチュアルケア師は、ケア対象者及びその関係者に対し、支配的な立場となら

ず、また支配的な力を行使しない。 

４−３ スピリチュアルケア師は、ケア対象者及びその関係者との関係において、転移や依

存等の関係が生じることに留意し、私的な関係を結ばない。 

４−４ スピリチュアルケア師は、ケア対象者へのケアにあたり、公共空間において開かれ

たケアを心がける。密室での面接や、身体接触、過度の自己開示、個人的通信、会食、金品
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の贈答等を慎み、ケア対象者または第三者の誤解を招くことがないよう努める。 

４−５ スピリチュアルケア師は、ケア対象者のケアを行う専門職であり、単なる研究対象

としてケア対象者を利用しない。研究倫理については別に定める。 

 

〈自らの信念、信仰、価値観、対人傾向の相対化〉 

５−１ スピリチュアルケア師は、ケア対象者の宗教・信仰、思想信条、価値観等を尊重す

る。そのためスピリチュアルケア師は、絶えず自らの内なる信念等を自覚するよう心がけ、

ケアにおいて、自らの信念がケア対象者と同じではないことを知る必要がある。 

５−２ スピリチュアルケア師は、自分自身の心身の状態がケア対象者へ影響を与える虞

れがあることを自覚し、自身の対人関係の傾向などを把握するよう努める。 

 

〈ケア対象者の自主性の尊重〉 

６ スピリチュアルケア師は、ケア対象者の自主性・自己決定権を尊重し、自らの個人的信

念等に基づいてケア対象者にアドバイスや指導をすることのないよう心がける。 

 

〈ケア対象者に関する情報の守秘義務〉 

７−１ スピリチュアルケア師は、ケア対象者に関わる情報・相談内容の秘密を保持し、適

切に管理する。自らの利益のために用いたり第三者に漏洩したりしない。 

７−２ ケア対象者の情報を第三者と共有することが、ケア対象者の利益となる場合は、ケ

ア対象者の同意を得て共有することができる。 

７−３ スピリチュアルケア師は、自傷他害の虞れのある場合及び法による定めがある場

合は守秘義務の例外となることがあることを、ケア対象者に予め伝え了解を得る。 

７−４ スピリチュアルケア師は、ケア対象者の秘密保持を守りつつ、ケアの場である所属

機関への適切な報告と協働の維持構築につとめ、ケア対象者へのよりよいケアと福祉の向

上に努めなければならない。 

７−５ スピリチュアルケア師の守秘義務は、その職を辞し、または資格を喪失した後も課

せられる。 

７−６ スピリチュアルケア師は、ケアの内容について客観的かつ正確に記録をしておく。

ケア対象者から開示を求められた場合は、原則として応じるものとする。 

 

〈スピリチュアルケア師としての適切なふるまいと報告義務〉 

８−１ スピリチュアルケア師は、公的な性格を有する社会的役割を担っている。したがっ

て、その社会的役割にふさわしく適切にふるまう責任を有し、スピリチュアルケア師の信用

を損ない不名誉となるような行為をしない。 

８−２ スピリチュアルケア師は、その社会的役割の立場・地位を濫用・悪用しない。自ら
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の思想信条、宗教・信仰、利益のためにケア対象者を利用しない。 

８−３ スピリチュアルケア師は、ケア対象者のみならず、その関係者、所属機関等関係す

る組織・個人、地域社会等と適切かつ良好な関係の構築・維持に努める。自身やケアに関す

る誇張・虚偽の情報を提供せず公正を期し、社会的信用を損なわない。各種メディアへの露

出については、ケア対象者の人権を侵害しないよう配慮すると共に、スピリチュアルケアが

誤解されないよう慎重な対応をとる。 

８−４ スピリチュアルケア師は、スピリチュアルケアを行うにあたり、可能な限り公共

性・透明性を確保し、不審・疑念を抱かれることがないようにする。疑念を抱かれた場合、

守秘義務を踏まえつつ適切な説明を行わなければならない。 

８−５ スピリチュアルケア師は、その社会的役割に対し、不適切なふるまいをした場合、

そのケア対象者、関係者、所属機関、社会、本法人等に対し責任を負う。当事者は本法人倫

理委員会に報告しなければならない。そのふるまいの事実を知った会員は、当事者に自覚を

促すと共に、本学会倫理委員会に報告し、調査に協力する義務を負う。 

８−６ スピリチュアルケア師は、不適切なふるまいがあったと指摘された場合、本学会倫

理委員会の調査に応じる義務を負い、また弁明の権利をもつ。 

８−７ スピリチュアルケア師は、不適切なふるまいが本法人理事会で認められた場合，教

育・研修の機会、または別に定める懲戒処分を受ける。 

 

〈自己の限界の認識と向上義務〉 

９−１ スピリチュアルケア師は、自己のケアの専門的能力と限界をよく認識し、その範囲

内でケアを提供する。 

９−２ スピリチュアルケア師は、スピリチュアルケアを、医療的（身体・精神）ケアや身

体的ケア、宗教的ケアと混同してはならない。またケア対象者とその関係者などから誤解を

招かないようにする。 

９−３ スピリチュアルケア師は、ケア対象者の利益と自らのケア力向上のため、絶えず自

己研鑽に努める。 

９−４ スピリチュアルケア師は、有資格者・関係者と共に相互研鑽に努め、ケア対象者の

利益のため互いに連携し支え合う。 

 

〈雑則〉 

１０−１ 本綱領の理念を実現するため、スピリチュアルケア専門職行動倫理細則を制定

する。 

１０−２ 本綱領の改廃は，理事会の決議によるものとする。 

 

〈附則〉 
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本綱領は、令和２年４月１８日から施行 

令和２年９月 6 日、改定 
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21−1 学会倫理綱領 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会倫理綱領 

 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会会員は、すべての人びとがスピリチュアリティ

を有しているという認識に基づき、スピリチュアルケアの学術的・学際的研究及びその発表

と実践とを通して、スピリチュアルケアを含む全人格的なケアが社会のあらゆる場面で実

践されるよう推進し、もって社会の発展と人類の福祉に貢献する。 

 

１．研究者としての倫理 

 (1) 会員は、スピリチュアルケアの領域にかかる専門的知識の向上のために自己研鑽を

図る。 

(2) 会員は、研究に際して、法を遵守し、個人の尊厳と人権を尊重して行動する。 

(3) 会員は、事実に対しては常に謙虚、誠実であり、研究成果の知見を広く社会に公表

し、公表にあたっては先人と他者の業績を尊重する。 

 (4) 会員は、スピリチュアルケア関連研究領域との交流を進めることを通して、学術の

向上を図る 

 (5) 会員は、スピリチュアルケアの領域における学術の継承と発展、次世代を支える人

材の育成を図る。 

 

２．ケア実践者としての倫理 

 (1) 会員は、ケア実践者であることの公共的性格と社会的責任を自覚する。 

(2) 会員は、ケア対象者及び関係者の個人の尊厳と人権を尊重して行動する。 

(3) 会員は、ケア対象者及び関係者の個人情報及びプライバシーを保護する。 

(4) 会員は、自らの能力を認識し、絶えず自己研鑽を行う。 

 

３．本綱領の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

附則 

本綱領は、令和２年９月６日から施行する。 
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22．懲戒規程 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会懲戒規程 

 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会定款（以下、「定款」とい

う。）第１２条に基づき、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本法人」と

いう。）の会員の懲戒処分を公正に行うため、懲戒の審査及び手続等について必要な事項

を定める。 

 

 

第２章 調査手続 

 

（調査委員会の設置） 

第２条 理事⾧は、会員が定款第１２条第１項に定めるいずれかの懲戒事由に該当するか

若しくは該当するおそれがあるとの報告を受理したときで、当該報告に基づいて、いずれ

かの懲戒事由に該当するおそれがあると認めた場合には、調査委員会を設置し、当該報告

の事実関係の調査を行う。 

２ 前項にかかわらず、次に掲げる場合には、調査委員会の設置を要しない。但し、懲戒審

査委員会は、必要に応じて前項に定める調査を行うことができる。 

(1) 懲戒事由にかかる事実の内容が極めて明白である場合。 

(2) 一般社団法人日本スピリチュアルケア学会公益通報に関する規程により、公益通報

委員会から理事⾧に報告がなされた場合。 

  

（調査委員会の構成） 

第３条 調査委員会の構成は、委員⾧及び委員若干名とし、調査の対象となる事案に応じて、

理事⾧が任命する。 

２ 理事⾧は、調査の対象となる事案により必要と認められるときは、外部有識者を委員に

加えることができる。 

３ 報告の対象となった会員と利害関係を有する者、その他の関係者は、調査委員会の委員

⾧及び委員に任命することはできない。 

 

（調査委員会の責務） 
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第４条 調査委員会は、報告の対象となった会員及び調査の対象となる事案にかかる関係

者等から、速やかに事情聴取等の調査を行い、調査結果を理事⾧に報告しなければならな

い。 

 

（懲戒審査終了までの措置） 

第５条 理事⾧は、調査委員会の報告に基づき、懲戒審査が終了するまでの間、報告の対象

となった会員に対して、本法人の会員としての活動の一部又は全部の停止を命じる等、秩

序の回復に必要な措置を講じることができる。 

 

 

第３章 懲戒審査手続 

 

（懲戒審査委員会の設置） 

第６条 理事⾧は、調査委員会からの調査結果又は公益通報委員会の報告に基づき、定款第

１２条第１項のいずれかに定める懲戒事由に該当するか否かを審査する必要があると認

めた場合、懲戒審査委員会を設置し、報告の対象となった会員（以下、「被審査人」とい

う。）に対する懲戒の審査を諮問する。 

２ 理事⾧は、前項に定める懲戒審査の必要の可否を決定するにあたり、懲戒事由に応じ弁

護士、公認会計士等、外部の専門家の意見を聞くことができる。 

 

（懲戒審査委員会の構成等） 

第７条 懲戒審査委員会は、次の委員で構成し、理事⾧が任命する。但し、次の各号に定め

る委員が被審査人又は被審査人と利害関係を有する者、その他懲戒事案にかかる関係者

である場合は、理事⾧は別の者を任命しなければならない。 

(1) 理事⾧が指名する理事（委員⾧） 

(2) 理事⾧が指名する会員 若干名 

(3) 理事⾧が委嘱する本法人の会員ではない有識者 １名 

２ 懲戒審査委員会は、委員の３分の２以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数

をもって決する。 

３ 委員の任期は、理事⾧に対して、諮問された懲戒事案にかかる審査結果を答申したこと

をもって終了し、これをもって懲戒審査委員会は解散する。 

 

（懲戒審査委員会の責務） 

第８条 懲戒審査委員会は、理事⾧が諮問した懲戒事案について、理事⾧が指定する期日ま

でに審査を行い、審査結果を理事⾧に答申しなければならない。 
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２ 懲戒審査委員会は、被審査人の審査にあたり、調査委員会の報告に加え、独自の調査を

行うことができる。 

３ 懲戒審査委員会は、被審査人から顛末書の提出を求めるとともに、被審査人に対し、懲

戒審査委員会への出席を求め、弁明の機会を与えなければならない。 

４ 被審査人が、正当な理由無く指定された期日までに顛末書を提出せず、又は指定された

日時に出席しなかったときは、弁明の機会を放棄したものとみなす。 

５ 懲戒審査委員会は、必要に応じ、参考人に委員会への出席を求め、意見を聞くことがで

きる。 

６ 懲戒審査委員会は、必要に応じて弁護士、公認会計士等、外部の専門家の意見を聞くこ

とができる。 

 

（懲戒の決定） 

第９条 理事⾧は、懲戒審査委員会から懲戒事案にかかる審査結果が答申されたとき、理事

会に付議し、被審査人への懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合の内容（処分内容、

処分発令日、処分期間）を決定し、文書をもって被審査人に通知する。 

２ 前項において、懲戒処分が定款１２条第２項第３号に規定する除名となる場合は、定款

第１６条の規定に基づいて、代議員総会における決議によるものとする。この場合におい

て、除名の対象となる被審査人に対し、当該代議員総会の開催一週間前までに、その旨を

通知するとともに、当該代議員総会における議決の前に被審査人に弁明の機会を与えな

ければならない。 

３ 理事⾧は、理事会又は代議員総会に懲戒審査を付議するにあたり、必要に応じて弁護士、

公認会計士等、外部の専門家の意見を求めることができる。この場合において、理事⾧は、

専門家から意見があるときには、これを理事会又は代議員総会に報告しなければならな

い。 

４ 理事⾧は、次に掲げる場合には、懲戒審査委員会からの答申を理事会に付議の上、不承

認とすることができる。 

(1) 調査委員会、公益通報委員会又は懲戒審査委員会による調査内容に不備がある場合 

(2) 懲戒審査委員会による審査手続に瑕疵がある場合 

(3) 懲戒審査委員会による事実認定に誤りがある場合 

５ 前項により、答申が不承認とされた場合、理事⾧は、懲戒審査委員会に対して審査のや

り直しを求めることができる。又は、新たに懲戒審査委員会を設置し、懲戒の審査を諮問

することができる。 

 

（不服申立） 

第１０条 懲戒処分を通知された被審査人は、前条第１項及び第２項により決定した懲戒
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処分について同意できないときは、不服申立を行なうことができる。 

２ 前項の不服申立を行なうときは、被審査人は、通知を受けた日から２週間以内に、理事

⾧に対し不服申立書を提出しなければならない。 

 

（不服申立による再審査） 

第１１条 前条に定める不服申立があったとき、理事⾧は、新たに懲戒審査委員会を設置し、

懲戒の審査を諮問する。 

２ 前項に定める再審査の懲戒審査委員会の構成・責務等については、第７条及び第８条の

規定を準用する。また、懲戒審査の決定については、第９条の規定を準用する。 

３ 不服申立による再審査によって決定した懲戒について、被審査人は、再度の不服申立を

行うことはできない。 

 

 

第４章 雑則 

 

（懲戒処分の公示及び公表）  

第１２条 本法人は、本法人の会員を懲戒処分とした場合は、本法人が発行するニューズレ

ターにより公表する。 

２ 前項にかかわらず、次の各号の場合は、本法人のホームページにより公表する。 

(1) 除名した場合 

(2) 非違行為のうち、刑事事件に係る事案に対して、懲戒処分を行った場合 

(3) 特に社会的関心が高い事案または社会に及ぼす影響の著しい事案である場合 

３ 前項にかかわらず、被害者が事件を公表しないよう求めるとき、又は公表により被害者

が特定される可能性が大きいときなど、被害者の人権に十分配慮する必要がある場合は

公表しない。 

 

（規程の改廃） 

第１３条 この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

附則 

１．本規程は、令和２年９月６日から施行する。 
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23．倫理委員会細則 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会 倫理委員会細則 

 

（目的） 

第 1 条 この細則は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本法人」とい

う。）委員会規程に基づき、本学会に設置する倫理委員会（以下、「本委員会」という。）

の業務について必要な諸事項を定める。 

 

（委員会の責務） 

第２条 本委員会は、本法人の理事⾧及び理事会の諮問事項を審議し、理事⾧及び理事会

に審議結果を上申する。 

 

（委員の選任） 

第３条 本委員会は、本法人の正会員若干名によって構成する。 

２ 委員は理事会において選任し、理事⾧が任命する。 

３ 前項にかかわらず、理事⾧が任命した委員に事故があり、委員会に欠員を生じたとき

は、委員⾧が臨時に委員を任命することができる。 

４ 前項の場合、委員⾧は、すみやかに理事⾧に報告しなければならない。 

５ 委員会は必要に応じて非会員の法律・医療等の専門家を臨時に委員として招聘するこ

とができる。 

６ 前項の場合、委員⾧は理事会に報告し、承認を得、理事⾧によって任命されなければ

ならない。急を要する場合は、すみやかに理事⾧に報告するものとする。 

 

（委員会の構成） 

第４条 本委員会に委員⾧、副委員⾧と委員若干名を置く。 

２ 委員⾧は、理事会において理事の中から選任する。 

３ 副委員⾧及び委員は、理事会において特段の定めをした場合を除き、本法人の正会員

の中から選任する。 

４ 理事⾧が任命した委員⾧に事故があったときには、副委員⾧が委員⾧の業務を代行す

る。 

 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、原則として４年間とする。但し、再任を妨げない。 

２ 前項にかかわらず、理事会が委員の交代を決議したときは、その限りではない。 
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（審議事項） 

第６条 本委員会は、第１条の目的を達成するために、本法人理事会からの諮問に基づい

て、以下に掲げる事項について審議する。 

(1) 本法人の会員の行動倫理及び研究倫理に関する事項 

(2) スピリチュアルケア専門職の行動倫理に関する事項 

(3) 本法人の会員及びスピリチュアルケア専門職の行動倫理にかかる教育に関する事項 

(4) その他、前各号に関連する事項 

 

（業務） 

第７条 本委員会は、第１条の目的を達成するために、以下に掲げる業務を行う。 

(1) 本法人の会員の行動倫理及び研究倫理に関する規程の整備と事案の審査。研究倫理に

ついての規程の整備と事案の審査は、学術委員会あるいは出版委員会との連携のもとに

行う。 

(2) スピリチュアルケア専門職の行動倫理に関する規程の整備と事案の審査 

(3) 本法人の会員並びにスピリチュアルケア専門職の行動倫理にかかる教育の実行 

(4) その他、前各号に関連する事項 

 

（倫理委員会会議） 

第８条 前条第１号及び第２号に掲げた業務遂行のため、本委員会は、倫理委員会会議を

開催する。 

 

（細則の改定） 

第９条 本細則の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

附則 

１．本細則は、令和２年９月６日から施行する。 
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23−1 倫理委員会内規 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会 倫理委員会内部規定 

 

（目的） 

１ 本内規は，一般社団法人日本スピリチュアルケア学会倫理委員会細則第 8 条にもとづ

く倫理委員会会議について定める。 

 

（会議の成立） 

２ 本委員会の会議は，委任状を含む委員の２分の１以上の出席をもって成立する。 

 

（議事録） 

３ 議事録はこれを作成する。ただし委員の自由な発言を阻害しないため決定事項及び継

続事項についてのみ記載する。 

 

４ 審議資料等は、委員会が厳重に保管し、廃棄するなど適切に管理する。 

 

（内規の改廃） 

５ 本内規の改廃は、理事会の承認を得るものとする。 

 

附則 

本内規は、令和２年９月６日より施行する。 
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24．代議員・理事・監事の選挙に関する内規 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会 選挙に関する内部規定 

 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会(以下、「本法人」という。) において、本法人の

定款(以下、「定款」という。) の規定にもとづき執り行われる選挙は、関連する諸規程及び

本内規によって行うものとする。 

 

１、 代議員の選出 

定款第７条の規定にもとづき、本法人の代議員の選出について定めた一般社団法人日本ス

ピリチュアルケア学会代議員選挙規程(以下、「代議員選挙規程」という。) に則る。 

開票結果は、当選者の氏名のみを発表し、得票数は公表しない。 

 

２、 理事の選任 

代議員総会での投票により選出する理事の定数は、定款第 18 条第 2 項に則り、理事会で決

定し代議員総会の承認を得るが、当初は 13 名とする。投票により新たに選出された理事が、

若干名を追加選出の上、代議員総会の承認を得る。当初の理事総数は 18 名を超えないこと

とする。 

投票は、三名連記無記名式とする。あらかじめ決定された理事の定員に、得票順に理事当選

者とする。下位得票同数者があって定員を超えるときは、下位得票同数者に対する投票を行

い選出するものとする。 

開票結果の公表は代議員の選出に準ずる。 

 

３、 監事の選任 

監事の定員は理事会において決定する。監事候補を理事会から推薦し、代議員総会において

審議選任されるものとする。当初の定数は 2 名とする。 

投票を行う場合には、単記無記名式とし、理事の選任の仕方に準ずる。 

 

４、役員選挙管理委員会 

正会員の中から選出した３名または４名を以って役員選挙管理委員会を構成する。ただし

本学会の理事及び監事を委員に選任することはできない。 

役員選挙管理委員は、理事／監事の選任を以てその任期を終了する。 

 

附則 

本内部規定は、令和２年９月６日から施行する。  
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25．広報委員会細則 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会広報委員会細則 

 

 

（目的）  

第 1 条 この細則は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下、「本法人」という。） 

委員会規程に基づき、本法人に設置する広報委員会（以下、「本委員会」という。）の業務に

ついて必要な諸事項を定める。  

 

（委員会の任務）  

第２条 本委員会は、本法人の理事⾧及び理事会の諮問事項を審議し、理事⾧及び理事会に

審議結果を上申する。  

２ 本委員会は、以下に掲げる事項について審議する。 

(1) 本法人の内外への広報・啓発全般に関する事項  

(2) 本法人のホームページの管理に関する事項  

(3) その他、前各号に関連する事項 

３ 本委員会は、以下に掲げる業務を行う。 

本法人の内外への広報・啓発全般に関する業務 

本法人のホームページの管理・更新に関する業務  

ニューズレター等、会員向け情報提供に関する業務 

国内外の関連学術団体並びに教育機関との情報共有に関する業務 

(5) 病院・福祉施設等、スピリチュアルケア臨床機関との情報共有に関する業務 

(6) その他、前各号に関連する業務  

 

（委員会の構成）  

第３条 本委員会に委員⾧、副委員⾧と委員若干名を置く。  

２ 委員⾧は、理事会において理事の中から選任する。  

３ 副委員⾧及び委員は、理事会において特段の定めをした場合を除き、本法人の正会員の

中から選任する。  

４ 理事⾧が任命した委員⾧に事故があったときには、副委員⾧が委員⾧の業務を代行する。  

 

（委員の選任）  

第４条 本委員会は、本法人の正会員若干名によって構成する。  

２ 委員は理事会において選任し、理事⾧が任命する。  

３ 前項にかかわらず、理事⾧が任命した委員に事故があり、委員会に欠員を生じたときは、 
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委員⾧が臨時に委員を任命することができる。  

４ 前項の場合、委員⾧は、すみやかに理事⾧に報告しなければならない。  

 

（委員会会議） 

第５条 本委員会は、第２条の業務遂行のため、広報委員会会議を開催する。 

２ 会議の出席者は、本委員会委員とする。但し、必要に応じて、委員⾧の判断のもと、本

法人理事・事務局⾧・監事・代議員及び会員の出席を認めることができる。 

３ 第２条の業務遂行のため、本法人会員外で、専門家及び参考人の協力または助言が必要

な場合は、本委員会の承認のもと、出席を認めることができる。 

 

（委員の任期）  

第６条 委員の任期は、原則として４年間とする。但し、再任を妨げない。  

２ 前項にかかわらず、理事会が委員の交代を決議したときは、その限りではない。  

 

（細則の改定）  

第７条 本細則の改廃は、理事会の決議によるものとする。  

 

附則  

１．本細則は、令和 2 年 12 月 16 日から施行する。 
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参考：定款変更箇所（登記時） 

 公開定款案 登記原始定款 

英語表記 General Incorporated Association for 

Society of Spiritual Care in Japan 

The Japan Society for Spiritual Care 

主たる事務所 (決定前のため記載されていなかった) 東京都杉並区 

資格の喪失 会費の納入が期日を経過して３年以上さ

れなかったとき 

会費の納入が期日を経過して２年以上さ

れなかったとき 

監事 (追加された) 監事のうち、いずれか 1 名とその配偶者

又は３親等内の親族その他特別の関係に

ある者の合計数は、総監事数の３分の１

を超えてはならない 

収入 (追加された) 資格認定料及び更新料 

設立時社員 (氏名の記載がなかった) 髙木 慶子 

柏木 哲夫 

窪寺 俊之 

島薗 進 

鈴木 岩弓 

関本 雅子 

山﨑 章郎 

瀧口 俊子 

伊藤 高章 

大村 哲夫 

松田 真理子 

葛西 賢太 

谷山 洋三 

森崎 雅好 

設 立 時 代 表 理

事、設立時理事

及び設立時監事 

(氏名の記載がなかった) 設立時代表理事  髙木 慶子 

設立時理事    髙木 慶子 

設立時理事    柏木 哲夫 

設立時理事    窪寺 俊之 

設立時理事    島薗 進 

設立時理事    鈴木 岩弓 

設立時監事    関本 雅子 

設立時監事    山﨑 章郎 
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26．業務執行理事会議細則 

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会業務執行会議細則 
 
 
（目的） 

第１条  本細則は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会（以下「本法人」とい

う）の事業に関し、業務執行会議（以下「本会議」という）について、定款および理

事会規程に基づき、構成および業務を定めることを目的とする。 
 
 
（本会議の構成） 

第２条  本会議は、定款第１９条に則り選任された理事⾧、副理事⾧、業務執行理事、

事務局⾧によって構成される。そのうち一名を総務担当とする。 

 
 
（本会議の業務） 

第３条  本会議は、第１条の目的を達成するために、本法人理事⾧（以下「理事⾧」

という）の指示のもとに、次の審議および業務を行う。 

（１）理事会および諸委員会の審議に基づく本法人の事業執行に関する事項 

（２）事務局⾧が職務の執行のために求める事項 

（３）緊急対応を要する事項 

（４）会員の入退会に関する事項 

（５）諸委員会等の人事に関する事項 

（６）その他本法人の事業に関し、理事⾧が必要と考える事項 

 
 
（細則の改定） 

第４条  本細則の改定は、本法人理事会の承認による。 
 
 
附則 

１．本細則は、令和３年２月５日より施行する。 
 


