
平成 26年度 日本家政学会被服衛生学部会総会議事録 
 

日時：平成 26年 5月 24日（土）12：00～13：00（大会 2日目） 
場所：北九州国際会議場 2階 国際会議室（大会第 C会場） 
出席者数：17名 
 
1． 開会の辞 
深沢庶務幹事より，開会が宣言された． 

2． 部会長挨拶 
諸岡部会長より，参集の部会員に感謝の辞が述べられた． 

3． 議長選出 
慣例にしたがい，部会長を議長に推薦し，拍手をもって承認された．諸岡部会長が議長となり，
議事に入った． 
4． 議題 
4.1 報告事項 
1）平成 25年度事業報告 
丸田企画幹事より，資料１を用いて，平成 25年度に実施した事業が報告された． 

2）平成 25年度決算報告 
斎藤副部会長（高野倉会計幹事の代理）より，資料 2-1 と資料 2-2 を用いて，平成 25 年度決算
報告がなされた．当期収支残額増額と事業費支出に関する説明（下に付記）と併せて，斎藤副部会
長（監事の鎌田幹事と成瀬幹事の代理）より，資料 3-1と資料 3-2のとおり，会計処理には問題の
ないことが報告された． 
なお、 
・ 収入残額の増額理由について：年会費長期未納入者からの徴収． 
・ 事業費支出について：事業費支出中の大会等関連費用（472,626 円）の内訳は，第 32回衛生
学セミナー（資料 7）の会計支出に詳細が記載． 

また，監事担当の幹事よりいくつかの指摘があったが，今回，会計担当幹事が欠席であるため，
臨時総会（第 33回被服衛生学セミナー開催中）にて審議することとした． 
3）企画 
報告事項 1）で報告済みのため，省略． 

4）編集 
與倉編集幹事より，資料 4を用いて，第 33号被服衛生学の発行について報告がなされた． 

5）会計        
報告事項 2）にて報告済みのため，省略． 

6）庶務 
深沢幹事より，資料 5を用いて会員動向について報告された．なお，学生会員について、在籍校
で現在の所属などを確認願いたい旨依頼があった． 
7）ホームページ 
深沢庶務幹事（佐藤（真）ホームページ担当幹事の代理）より，資料 6を用いて，ホームページ
更新や部会メーリングリスト管理等の活動状況について報告された． 
8）第 32回被服衛生学セミナー報告 
平林セミナー実行委員長より，資料 7 を用いて，昨年夏に開催された第 32 回被服衛生学セミナ
ーについて説明がなされた． 
9）第 33回被服衛生学セミナー準備状況報告  
内田セミナー実行委員長より，2014年 8月 23・24日開催の第 33回被服衛生学部会セミナーの
準備状況が説明された．総会出席者には案内状が配布された．総会欠席会員への案内状は郵便発送
すること，セミナーで行われる研究紹介を募集中であることが報告された． 
10）活動助成申請の結果報告 
丸田企画幹事より，日本家政学会平成 25年度助成活動Ⅰ期への申請が採択されたこと，その助
成金は第 32 回被服衛生学セミナーにて用いられたことが報告された．あわせて，平成 26 年度科
学研究費助成事業（研究成果公開発表（B））への申請は不採択であったことが報告された．  

11）その他 
特になし 

4.2 審議事項 
1）平成 26年度事業計画について 
丸田企画幹事より資料 8を用いて，平成 26年度事業計画が提案され，拍手をもって承認された．
なお，「活動助成申請」において，本年度 4月に申請済みの日本家政学会平成 26年度活動助成Ⅰ期
申請は採択されたことが併せて報告された． 
2）平成 26年度予算案について 



斎藤副部会長（高野倉会計幹事の代理）より、資料 9 を用いて，平成 26 年度予算案が提案され
た．本年度は，部会長選挙と公開講座（後述を参照）の事業を実施するため，通信費，旅費交通費，
大会等開催関連費，講演会等関連関係費の計上額を，例年より増額したことが説明された．予算案
は，拍手を持って承認された． 
3）第 34回被服衛生学セミナー開催について  
諸岡部会長より，第 34 回被服衛生学セミナー開催地区は，中国・四国・九州地区であることが
説明された．セミナー実行委員長は，臨時総会までに検討する旨提案され，異議なく承認された． 
4）公開講座の開催について 
諸岡部会長ならびに丸田企画幹事より，平成 26年度科学研究費助成事業（研究成果公開発表（B））
（結果：不採択）に基づいて，小規模な公開講座を開催することが説明された．開催は平成 26 年
12月頃の午後として，会場は共立女子大学，構成は基調講演と一般講演数題を予定していることが
提案された．なお，日本家政学会平成 26 年度活動助成第Ⅱ期には，公開講座に係る経費の一部を
申請することが併せて提案された．拍手を持って承認された． 
5）選挙管理委員会について 
諸岡部会長より，次期部会長選任のための部会長選挙が本年度に実施されることが告げられた．
資料 10 に示した内規に基づき，諸岡部会長より，潮田幹事，乾幹事，深沢幹事の 3 名を選挙管理
委員とすることが提案され，異議なく承認された． 
6）名誉会員の推挙について 
深沢庶務幹事より，名誉会員の候補者にふさわしい正会員のいることが説明された．臨時総会で
の名誉会員推挙に向けて，資料 11 に示した規定に則り準備を進めることが提案され，異議なく承
認された． 
7）名誉会員の推挙に関する部会規約第 4条 4項について  
深沢庶務幹事より，名誉会員の推挙にあたり，名誉会員選考規定と選考委員会における申し合わ
せ事項（平成 23年 4月施行）を部会規約内規に追記することが提案され，承認された. 
 

現 修正案 
第 2 条 名誉会員の決定は，幹事会において
その資格を審議し-----． 

第 2 条 名誉会員の決定は，役員会においてそ
の資格を審議し-----． 

日本家政学会被服衛生学部会の会員歴が連続
20年以上で，-----． 

日本家政学会被服衛生学部会の会員歴が原則20
年以上で，-----． 

選考委員会の構成は，会長，副会長，各委員
長で組織する． 

選考委員会の構成は，部会長，副部会長，各責
任幹事で組織する． 

 
8）その他 
なし 

6．議長解任 
以上をもって予定の議事を終了し，議長は解任された． 

7．閉会の辞 
深沢庶務幹事により，総会は閉会された． 

 
【資料】 
資料 1：平成 25年度事業報告 
資料 2-1：平成 25年度決算報告 収支計算書 
資料 2-2：平成 25年度決算報告 貸借対照表 
資料 3-1：平成 25年度決算報告 監査報告書（家政学会宛） 
資料 3-2：平成 25年度決算報告 監査報告書（当部会宛） 
資料 4：編集 平成 25年度活動報告および平成 26年度活動計画案 
資料 5：庶務 会員動向の報告 
資料 6：ホームページ 平成 25年度下半期から平成 26年度総会までの活動報告 
資料 7：第 32回被服衛生学セミナー報告書 
資料 8：平成 26年度事業計画（案） 
資料 9：平成 26年度予算（案） 
資料 10：部会規約・内規 
資料 11：名誉会員選考規定 
 
 

（文責：久慈・深沢） 
 
 



資料 1 
平成 25年度事業報告 
 

1. 総会 
日時：平成 25年 5月 18日（土）12：20～13：20 
会場：昭和女子大学 大学１号館 F会場（3S08教室） 
 
2. 臨時総会 
日時：平成 25年 8月 25日（日）11：10～12：00 
会場：アクトシティ浜松 研修交流センター 52研修交流室 
 
3. 役員会 
第 1回：平成 25年 5月 17日（金） 於昭和女子大学 大学 1号館 8S01 
第 2回：平成 25年 8月 24日（土） 於アクトシティ浜松研修交流センター 404会議室 
 
4. 第 32回被服衛生学セミナー 
会期：平成 25年 8月 24日（土），25日（日） 
会場：アクトシティ浜松 研修交流センター 

• 一般公開講演（被服材料学部会との合同開催）：2講演（平成 25年 8月 24日（土）） 
• 公開講演（被服材料学部会との合同開催）：2講演 （平成 25年 8月 24日（土）） 
• 見学会：浜松市楽器博物館見学（平成 25年 8月 25日（日）） 

 
5. 第 33号被服衛生学 
発行：平成 26年 1月 15日 
 
6. 活動助成申請 
• 日本家政学会平成 25年度助成活動第 I期：平成 25年 4月申請 
• 平成 26年度科学研究費助成事業（研究成果公開発表（B））：平成 25年 10月申請 



資料 2-1 
 （⑧被服衛生学部会）収支計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科　　目 注意点 予算 決算 備考

Ⅰ事業活動収支の部
　１.事業活動収入
基本財産運用益

特定資産運用益 定期預金の利息分計上 0 0 確認してません

受取入会金

受取会費 300,000 397,500

事業収入 235,000 420,000

会誌購読料　

大会等参加費 235,000 420,000

広告料

学会刊行物売上

著者負担金

受取補助金 国、市区町村、民間団体からの補助金、助成金 0 どこから頂いたものか明記

一般寄付金　

特別寄付金　 用途が決まっている寄付金

雑収入　 普通預金利息は全てこちらに計上して下さい。 45

★本部からの繰入金収入 本部からの入金はこちらに記入 100,000 48,979

事業活動収入計 635,000 866,524

　2.事業活動支出

①事業費支出 555,000 608,710

大会等関連費用 内訳を以下の5科目にご記入ください。 235,000 472,626

会場使用料 41,050

消耗品 31,537 見学、茶菓、封筒、昼食

印刷費 17,325

通信運搬費 2,390 郵送、振込、駐車、郵パック

臨時雇賃金 0

講演会等関連費用 内訳を以下の5科目にご記入ください。 100,000 0

会場使用料

講師謝金

消耗品

通信運搬費

臨時雇賃金

学会誌等関連費用 内訳を以下の3科目にご記入ください。 100,000 61,045

印刷費 51,880 インク、シール、印刷2件

通信費 9,165

編集委員会費 0

研究発表要旨集関連費用

研究補助費

表彰費

関連学会費

給料手当 事務関係のアルバイト代 20,000 0

広報費 20,000 20,000

福利厚生費

旅費交通費

通信運搬費 20,000 6,780

備品費

消耗品費 8,000 9,078

光熱水料費

雑費

総会費

事務委託費

租税公課

地代

会議費 50,000 38,551

支払負担金 2,000 630

印刷費

諸謝金

修繕費

減価償却費

リース料

事務所管理費

②管理費支出

事業活動支出計 555,000 608,710

事業活動収支差額 80,000 257,814

Ⅱ投資活動収支の部

1.投資活動収入 基金（定期預金）を取り崩した際に計上

2.投資活動支出 ※基金（定期預金）を積み立てた際に計上

　投資活動収支差額 0 0

Ⅲ財務活動収支の部 借金等なので無し

1.財務活動収入

2.財務活動支出

　　財務活動収支差額 0 0

当期収支差額 80,000 257,814

前期繰越収支差額 164,227 164,227

次期繰越収支差額 244,227 422,041

※新法人化に当たり、基金の取り崩し計画を立てているので、当年度も基金の金額を増やさないで下さい。



資料 2-2 
 

貸借対照表　（⑧被服衛生学部会）

（平成26年3月31日現在）

25 24

科　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　資産の部

　　１．流動資産

　　　　　手許現金 0 0 0

　　　　　普通預金（　　　　　　　）

　　　　　通常貯金（ゆうちょ銀行 10840-15925191） 422,041 164,227 257,814

　　　　　振替口座（ゆうちょ銀行 00250-9-100560） 0 0 0

　　　　流動資産合計 422,041 164,227 257,814

　　２．固定資産

　　 部会大会基金引当預金

　　　　定期預金（　　　　　　　）

　　　　定額貯金（ゆうちょ銀行 50870-263086） 700,000 700,000 700,000

　　　　　　固定資産合計 700,000 700,000 700,000

　　　　　　資産合計 1,122,041 864,227 257,814

Ⅱ　負債の部

　　１．流動負債

　　　　　未払い金

　　　　　負債合計

Ⅲ　正味財産の部

　　正味財産

　　１．指定正味財産

　　２．一般正味財産 1,122,041 864,227 257,814

　　　　　負債及び正味財産合計 1,122,041 864,227 257,814
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資料 4 

 

 

 

被服衛生学部会資料（2014年 5月） 
 

編集委員会関係資料 
      

      文責：嶋根 shimane@wayo.ac.jp 
 

 

１）編集委員会報告(2013年度) 

・被服衛生学、第 33号を発行した。概要は以下の

通り。総経費 6万 1045円、印刷部数 135部、１

冊の総頁数 42頁、モノクロにて印字、記事は、

巻頭言、原著 1篇、資料 1篇、講評 2篇、追悼、

特別寄稿 2篇、海外レポート、研究室紹介、著

書紹介、公開講座報告、セミナー報告、庶務報

告、会計報告、規約、役員名簿、入退会等手続

き、投稿要領、編集後記から成る。 

・国内外の部会員および国会図書館へ郵送した。 

・部会ＨＰに公開した。 

・経費の内訳は以下の通り。 

 印刷費（135部、モノクロ）   51985円 

 郵送費（国内、含国会図書館）    8040円 

 郵送費（韓国）             1020円 

              合  計           61045円 

 

２）今後の計画 

・冊子の体裁および編集方針は従来通り。 

・６月：原稿執筆の依頼、募集。 

・締切：11月 15日頃を予定。 

・印刷と発送：平成 27年 1月の完了を目標とする。 

・国立国会図書館へ２冊を送付する。 

 

３）2014年度の構成案 

・巻頭言（  １  ）  

・投稿論文（総説： １  ）  

・投稿論文（原著論文： ２篇程度 ） 

・海外レポート（  １   ）  

・研究室紹介（  １   ）  

・著書紹介（  １  ） 

・2014年度夏季セミナー報告（内田先生） 

・公開講座報告 

・提言、その他 

・編集後記（  １  ） 

 

 

       参考：論文投稿規程 

１） 筆頭者は本部会会員または編集委員会が認め

た者とする。 

２） 投稿区分は総説、原著論文、短報（原著論文

より簡明なもの）、報告・技術報告・資料（実

験や調査結果をまとめたもの、研究手法の工

夫や提案等）とする。未発表のものに限る。 

３）総説を除き原則として６頁以内とする。ただ  

  し編集委員会が認めた場合はこの限りではな    

  い。 

４）原稿は和文または英文とする。和文原稿では

英文を添える。英文要約は原著論文では必須、

その他では任意とする。 

５）書式は別途定める。 

６）倫理、個人情報、著作権等について配慮した

ものでなければならない。 

付則 

①本規程の改廃は役員会に諮り、了承を得る。 

②本規程の解釈に疑義が生じた場合、編集委員会 

においてこれを定める。 

③査読は、原著論文は２名、その他は１名とする。 

詳細は別途定める。 

④論文の著作権は本研究部会に属する。 

⑤本規程は 2009年９月１日より施行する。 

 

      特記事項：編集方針 

・投稿料は当面無料とする。 

・別刷は提供しない（ただし部会誌に残があれば、

総説、論文、およびセミナー報告担当者には多

めに郵送する）。 

・寄稿者へ謝金は支払わない。 

・モノクロ版とカラー版の２種原稿を用意してお

き、部会ＨＰにはカラー版を使用する。 

 



資料 5 

庶務 報告事項 部会員の動向 
 

1. 会員数 
95名（平成 26年度 5月 2日現在） 
内訳 名誉会員：11名，正会員：78名，学生会員：4名，賛助会員：2社 
 
2. 入会（2013年 9月以降から 2014年 5月 2日現在） 
正会員：2名 眞鍋 郁代（愛媛大学） 

高橋 和雄（Advanced X Laboratory・元和洋女子大学） 
 

3. 退会 
正会員：5名 相澤 清香（東京都老人総合研究所） 

河地 洋子（香蘭女子短期大学） 
林 千穂（元長野県立短期大学） 
牟田 緑（元東京田中短期大学） 
山崎 和彦（実践女子大学） 

賛助会員：1社  グンゼ株式会社（野村 宏樹） 
 
4. 変更 
正会員：1名 葛西 美樹（東北女子大学） 
 
5. その他 
学生会員 4名継続の確認： 尾上 望（京都女子大学） 

張 静風（文化学園大学） 
傳法谷 郁乃（文化学園大学） 
朴 敬淳（文化学園大学） 

 
 



資料 6 

 

!"担当活動報告：!#$年度臨時総会～!#%年度第 &回役員会まで'
'
○レンタルサーバー及びドメイン契約更新'
'
○!"更新'
・平成 #$年度臨時総会議事録'
・会則（被服衛生学部会規約）'
・入会案内（庶務・会計連絡先等、変更）'
・平成 #%年度第 &回役員会のお知らせ'
・平成 #%年度第 &回総会のお知らせ'
・第 ((回被服衛生学部会セミナーのご案内'
'
○メーリングリストの整備と更新'
'

以上'
'

!"担当 佐藤真理子・加藤三貴'
'
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第 32回被服衛生学セミナー役員会報告 

 
1．日程 平成 25年 8月 24日（土）、25日（日） 
2．会場 アクトシティ浜松 研修交流センター（〒460-7790 静岡県浜松市中区板屋町 111-1） 
3．総合テーマ 「人と環境にやさしい衣服 ～快適性を科学する～」 
4．内容（被服材料学部会と合同・並列で開催） 

１日目：合同開催 一般公開講演２件、公開講演２件 
２日目：並列開催 講演１件、若手研究発表４件、楽器博物館見学 

5．参加費 
講演会（見学会を含む）：会員・賛助会員 5,000円、学生会員 2,500円 
懇親会：会員・賛助会員 7,500円、学生会員 3,500円（オークラアクトシティホテル浜松） 

6．参加者 
合同セミナー  家政学会会員 65名、学生 25名、非会員 5名、一般 0名 計 95名 
一般公開講演  家政学会会員 65名、学生 25名、非会員 5名、一般 0名 計 95名 
第 31回被服衛生学セミナー 家政学会会員 35名、学生 6名、非会員 2名 計 43名 

（第 41回被服材料学セミナー 家政学会会員 30名、学生 19名、非会員 2名 計 51名） 
7．実行委員会 

実行委員長 平林由果（金城学院大学） 
顧問 成瀬正春（金城学院大学） 
委員 三野たまき（信州大学）、間瀬清美（名古屋女子大学）、 
 伊藤海織（金城学院大学）、内田有紀（金城学院大学）、平岩暁子（金城学院大学） 

8．助成 （一社）日本家政学会活動助成 
9．日程 
平成 25年 8月 24日（土）合同セミナー 於：62研修交流室 

13:30～14:30 一般公開講演「高所・極地の気候と衣料装備」 
農業・食品産業技術総合研究機構 フェロー 横山宏太郎 氏 

14:30～15:30 一般公開講演「アスリートからの提言 ‐快適なスポーツウェアとは？」 
静岡大学教育学部・教授 村越 真 氏 

15:50～16:50 公開講演「生理的機能量計測に基づく感性評価・設計の試み」 
信州大学繊維学部・准教授 金井博幸 氏 

16:50～17:30 公開講演「浜松の地場産業と緑茶染め ―糸から織物へとその応用―」 
株式会社エルブ・専務取締役 吉田貴美 氏 

17:30～18:20 パネルディスカッション 
（パネラー：横山宏太郎、村越 真、金井博幸、吉田貴美、コーディネーター：牛腸ヒロミ、諸岡晴美） 

19:00～21:00 懇親会 オークラアクトシティホテル浜松 
 
平成 25年 8月 25日（日）被服衛生学部会セミナー（交流自由） 於：52研修交流室 

9:20～10:10 講演「ファッションの力を科学するための試み ― 脳波解析により心をはかる ―」 
京都女子大学・教授 諸岡晴美 氏 

10:10～11:10 若手研究発表 
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研究発表「なぜ靴底の踵は偏って摩耗するのか ―下肢の体型・歩容の違いから検討―」

金城学院大学 伊藤海織，元福岡女子大学 森藤絵里沙

研究発表「履き物が歩容に及ぼす動態力学的影響 ―若年者と高齢者を比較して―」

文化学園大学大学院 青木識子 永井伸夫 田村照子

研究発表「レッグファッションの審美性評価

―アイマークレコーダによる視線解析法を用いて―」

文化学園大学大学院 鈴木千怜 小柴朋子 田村照子

研究発表「乳児型サーマルマネキンを用いた乳児用衣服の熱抵抗測定」

京都教育大学 柴田 ゆい乃，深沢 太香子

九州大学大学院，放送大学福岡学習センター 栃原 裕

11:10～12:00 臨時総会 
12:00～ 楽器博物館見学 
 

 

収入の部 項　目 備　考 金　額

1 参加費
正会員65名＠5,000，　学生25名＠
2,500（387,500円/2）

¥193,750

2 懇親会費
正会員58名＠7,500，　学生5名＠
3,500（452,500円/2）

¥226,250

3 家政学会活動助成金 （97,959円/2） ¥48,979

4 被服衛生学部会補助 ¥20,000

収入合計 ¥488,979

支出の部 項　目 備　考 金　額

1 施設利用料 2日間（82,100円/2） ¥41,050

2 講師謝金（一般公開講演①） 横山宏太郎氏（33,411円/2） ¥16,705

3 講師謝金（一般公開講演②） 村越　真 氏（33,411円/2） ¥16,705

4 講師謝金（公開講演①） 金井博幸氏（33,411円/2） ¥16,706

5 講師謝金（公開講演②） 吉田貴美氏（11,137円/2） ¥5,569

6 講師謝金（講演②） 諸岡晴美氏 ¥11,137

7 謝金（研究紹介①） 伊藤海織氏 ¥5,568

8 謝金（研究紹介②） 青木識子氏 ¥5,568

9 謝金（研究紹介③） 鈴木千怜氏 ¥5,568

10 謝金（研究紹介④） 柴田　ゆい乃氏 ¥5,568

11 講師交通費（一般公開講演①）横山宏太郎氏（30,660円/2） ¥15,330

12 講師交通費（公開講演①） 金井博幸氏（29,060円/2） ¥14,530

13 講師交通費（一般公開講演②）村越　真 氏（5,660円/2） ¥2,830

14 懇親会費 （7,500円×66＝495,000円/2) ¥247,500

15 印刷費 要旨集印刷代金（34,650円/2） ¥17,325

16 見学会 楽器博物館（22,080円/2） ¥11,040

17 コーヒー コーヒーケータリング（32,200円/2） ¥16,100

18 お茶代 参加者への飲料（7,428円/2） ¥3,714

19 菓子代 配布お菓子（6,930円/2） ¥3,465

20 郵送費 切手（案内送付） ¥880

21 封筒（謝金用） のし袋、茶封筒 ¥258

22 昼食費 実行委員+学生昼食代 ¥8,000

23 振込手数料 施設使用料の振込（420円/2） ¥210

24 駐車料金 荷物搬入用 ¥500

25 ゆうパック 会計へ資料送付 ¥800

支出合計 ¥472,626

差引 ¥16,353

¥488,979

¥472,626

¥16,353

支出合計

差引残高

収入合計

第32回被服衛生学セミナー収支報告

金銭出納帳
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平成 26年度事業計画（案） 
 

1. 総会の開催 
日時：平成 26年 5月 24日（土）12:00-13:00 
会場：北九州国際会議場 2階 国際会議室（大会第 C会場） 
 
2. 臨時総会の開催 
日時：平成 26年 8月 23日（土）セミナー開催時 
会場：高崎健康福祉大学 
 
3. 役員会の開催 
（1）第 1回役員会 
日時： 平成 26年 5月 23日（金）16:30-18:30 
会場： 北九州国際会議場 3階 31会議室 

（2）第 2回役員会 
日時：平成 26年 8月 23日（土）セミナー開催前 
会場：高崎健康福祉大学  

 
4. 第 33回被服衛生学セミナーの開催 
会期：平成 26年 8月 23日（土）・24日（日） 
会場：高崎健康福祉大学 
 
5. 第 34号被服衛生学の発刊 
発行：平成 27年 1月中旬（予定） 
 
6. 活動助成申請 
（1）日本家政学会平成 26年度活動助成第 I期 
申請内容：第 33回被服衛生学セミナー 
締切：平成 26年 4月（申請済） 

（2）日本家政学会平成 26年度活動助成第 II期 
申請内容：検討中 
締切：平成 26年 6-7月頃 

 
7. 公開講座の開催（予定） 
 
8. 部会長の選出選挙 
 
9. 名誉会員の推挙 
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 (⑧被服衛生学部会）収支予算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科　　目 注意点 当年度予算 前年度予算 備考

Ⅰ事業活動収支の部

　１.事業活動収入

基本財産運用益

特定資産運用益 定期預金の利息分計上

受取入会金

受取会費 300,000 300,000

事業収入 235,000 235,000

会誌購読料　

大会等参加費 235,000 235,000

広告料

学会刊行物売上

著者負担金

受取補助金 国、市区町村、民間団体からの補助金、助成金 どこから頂いたものか明記

一般寄付金　

特別寄付金　 用途が決まっている寄付金

雑収入　 普通預金利息は全てこちらに計上して下さい。

★本部からの繰入金収入 本部からの入金はこちらに記入 100,000 100,000

事業活動収入計 635,000 635,000

　2.事業活動支出

①事業費支出 817,000 555,000

大会等関連費用 内訳を以下の5科目にご記入ください。 335,000 235,000

会場使用料

消耗品

印刷費

通信運搬費

臨時雇賃金

講演会等関連費用 内訳を以下の5科目にご記入ください。 200,000 100,000

会場使用料

講師謝金

消耗品

通信運搬費

臨時雇賃金

学会誌等関連費用 内訳を以下の3科目にご記入ください。 100,000 100,000

印刷費

通信費

編集委員会費

研究発表要旨集関連費用

研究補助費

表彰費

関連学会費

給料手当 事務関係のアルバイト代 20,000 20,000

広報費 20,000 20,000

福利厚生費

旅費交通費 50,000 臨時役員会交通費実費補助

通信運搬費 30,000 20,000 選挙年であるため増額

備品費

消耗品費 10,000 8,000

光熱水料費

雑費

総会費

事務委託費

租税公課

地代

会議費 50,000 50,000

支払負担金 2,000 2,000

印刷費

諸謝金

修繕費

減価償却費

リース料

事務所管理費

②管理費支出

事業活動支出計 817,000 555,000

事業活動収支差額 ▲ 182,000 80,000

Ⅱ投資活動収支の部

1.投資活動収入 基金（定期預金）を取り崩した際に計上

2.投資活動支出 ※基金（定期預金）を積み立てた際に計上

　投資活動収支差額 0 0

Ⅲ財務活動収支の部 借金等なので無し

1.財務活動収入

2.財務活動支出

　　財務活動収支差額 0 0

Ⅳ予備費支出

当期収支差額 ▲ 182,000 80,000

前期繰越収支差額 422,041 164,227

次期繰越収支差額 240,041 244,227

※新法人化に当たり、基金の取り崩し計画を立てているので、当年度も基金の金額を増やさないで下さい。
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 一般社団法人日本家政学会被服衛生学部会規約 
 
第１条（名称） 
本会は、一般社団法人日本家政学会被服衛生学部会と称する。 
第２条（目的） 
本会は、一般社団法人日本家政学会の部会として、被服衛生学領域の研究・教育を

推進し、併せて家政学の発展に寄与することを目的とする。 
第３条（事業） 
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。なお、その事業計画と事業報

告を理事会に報告するものとする。 
（１）本会総会の開催 
（２）本会セミナーの開催 
（３）部会誌の発行 
（４）その他、本会の目的達成上の必要な事業 
第４条（構成員） 
本会は、次の構成員で組織する。 
（１）正会員 原則として日本家政学会員で、被服衛生学領域に関連する研究・

教育者 
（２）賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する個人または団体 
（３）学生会員 被服衛生学領域に関心をもつ学生 
（４）名誉会員 本会の発展に特に貢献した 70才以上の会員で、役員会が推挙し、

総会で承認された者 
第５条（役員） 
本会に次の役員をおく。 

部 会 長         1名 
副部会長 1名 
幹 事         25名以内 
監 事 2名 
顧 問 若干名 

第６条（部会長の選任・解任） 
部会長（日本家政学会会員に限る）の選任および解任は総会にて行い、理事会の承

認を受ける。なお、その詳細は別に定める。 
第７条（部会長以外の役員の選任・解任） 
副部会長、幹事及び監事の選任は本会会員の互選とし、総会の承認を受ける。また、

解任は総会にて行う。 
顧問は役員会において推挙し、総会の承認を受ける。また、解任は総会にて行う。 
第８条（役員の任期） 
役員の任期は１期２年とし、連続２期を上限とする。 
ただし、総会において本会運営上必要と認められた場合はこの限りでない。なお、

役員交代時期における引継ぎに係る詳細は別に定める。 
第９条（役員の職務） 
役員の職務は次の通りとする。 
（１）部会長は、本会を代表し会務を統括する。 
（２）副部会長は、部会長を補佐し、必要により部会長の職務を代行する。 
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（３）幹事は、本会の業務を遂行し、必要に応じて業務を分担する。 
（４）監事は、本会会計と業務執行を監査する。 
（５）顧問は、必要な助言を行う。 
第 10条（総会） 
総会は、原則として日本家政学会の年次大会時に開催する。また、適宜臨時総会を

開催することができる。 
第 11条（会費） 
（１）会費を徴収するにあたっては、使途を記載した事業計画・予算を理事会に報

告するものとする。 
（２）会費は年額、（ア）正会員 2500円、（イ）賛助会員１口以上（１口 20000円）、

（ウ）学生会員 1000円とする。なお、学生会員は年度始めに指導教員を通じ
て申請する。（エ）名誉会員は会費を徴収しない。 

第 12条（寄付金） 
本会は事業を推進するにあたり寄付金を収受できる。ただしこの場合、理事会に報

告するものとする。 
第 13条（補助金） 
本会は事業を推進するための資金として、補助金の交付を理事会に申請することが

できる。 
第 14条（会計）  
（１）本会の運営経費は、会費、寄付金および補助金による。 
（２）会計年度は、4月 1日より翌年 3月 31日までとする。 
（３）本会の予算・決算は、理事会に報告するものとする。 
第 15条（個人情報の保護） 
本会は個人情報の安全管理のため以下を定める。 
（１）本会会員は、個人情報保護の義務を負う。 
（２）個人情報の管理は、庶務が担当する。 
（３）個人情報は、名簿管理、諸経費徴収、資料等送付、広報、役員選出、各賞推

薦のため、および役員会が特に必要と認めた場合に利用できる。 
（４）各役員が個人情報を必要とする場合、目的を添えて庶務に請求する。庶務は

部会長の承認を経て、必要箇所のみを提示する。各役員は、業務遂行後、速

やかに得た個人情報を廃棄する。 
（５）本会会員が本人の個人情報を要求するとき、庶務はこれに応じることができ

る。 
第 16条（事務局） 
本会の事務局を庶務責任者および会計責任者の所属する機関内におく。各々を事務

局（庶務）、事務局（会計）と表記する。なお、その詳細は別に定める。 
第 17条（入退会） 
本会への入会および退会は、事務局（庶務）に申し出る。２年間会費を滞納したも

のは退会とみなす。 
第 18条（廃止） 
本会の廃止は総会にて議決し、理事会の承認を受けるものとする。 

第 19条（規約の改廃） 
本規約の改廃は，総会において承認を受け、一般社団法人日本家政学会理事会に報

告する。 
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第 20条（その他） 
本会の運営に必要な事項は、役員会で検討し、総会の承認を受けるものとする。 

 
【附則】 

1. この規約は、平成22年5月29日より施行し、同年4月1日に遡及して適用する。 
2. この規約は、平成24年5月12日から施行する。 
 



資料 10 

一般社団法人日本家政学会被服衛生学部会内規 
 

＜所在地＞ 
この部会の所在地を部会長宅におく。 

 
＜事務局＞ 
庶務責任者を〒612-8522 京都市伏見区深草藤森町 1 番地 京都教育大学 深沢太

香子、会計責任者を〒654-8585 神戸市須磨区東須磨青山 2-1 神戸女子大学 高野

倉睦子におく。期間は、平成 25年 4月 1日より平成 27年 3月 31日までとする。 
なお、会計責任者が口座の管理を行う。 

 
＜役員交代時期における引継ぎ＞ 
役員交代時期においては交替の前年度における 12月までを引継ぎ期間とし、１月以
降は原則として次期役員が部会運営にあたる。ただし会計および会員管理等の一部

業務については新旧の役員が協力して任にあたる。 
 
＜次期部会長の選任＞ 

1. 次期部会長は、当該年度初頭において一般社団法人日本家政学会被服衛生学部会
の会員歴 5年以上の部会員（名誉会員、部会長 2期経験者を除く）の中から選任
されるものとする。その選任作業は、現部会長が指名した選挙管理委員 3 名から
成る部会長選挙管理委員会が選挙によって行なうものとする。委員長は 3 名の互
選によるものとする。 

2. 部会長選挙管理委員会は、有効投票総数の過半数を得たものを、次期部会長候補
者として総会に推薦する。過半数を得たものがいない場合は、上位 2 名について
再選挙を行い、獲得票の多いものを次期部会長候補者として総会に推薦する。同

数の場合は、部会員歴の長いものを次期部会長候補者として総会に推薦する。無

効投票とは、①所定の投票用紙を用いないもの、②所定の投票書式を用いないも

の、③投票用紙に記名があるもの、④所定の人数を超えて投票したものとする。 
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名誉会員選考規定

第１条 会則第４条に定める名誉会員は、会員の中から候補者が選考される。

第２条 名誉会員の決定は、幹事会においてその資格を審議し、総会で承認

されなければならない。

第３条 名誉会員の資格審議にあたっては、次の基準によるものとする。

１．永年、会員として本会に尽力した人

２．被服衛生学領域に著名な業績を残した人

付 記

この内規は、平成２３年４月１日に遡及し、施行する。

改訂 平成２３年５月２８日

選考委員会における申し合わせ事項

・ 日本家政学会被服衛生学部会の会員歴が連続２０年以上で、部会の活動上、又は発展に功績が

あった７０歳以上のものとする。

・ 選考委員会の構成は、会長、副会長、各委員長で組織する。

 
 

（参考 本ファイルの最終更新日：2011年 3月 4日） 


