
一般社団法人日本家政学会	 

	 

平成 28 年度	 代議員総会議案書（案）	 
 
 
 

日時	 平成 28 年 5 月 28 日（土）13 時 20 分～15 時 10 分	 

	 

会場	 〒463-8521 愛知県名古屋市守山区大森 2 丁目 1723 番地 

金城学院大学	 アニー・ランドルフ記念講堂	 

	 

	 

議案	 

	 

第１号議案	 	 	 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認に関する件	 

	 

第２号議案	 	 	 平成 28・29 年度会長、筆頭副会長、副会長、理事および	 

監事の選任に関する件	 

	 

第３号議案	 	 	 次期会長指名理事の選任に関する件	 

	 

第４号議案	 	 	 名誉会員推薦に関する件	 

	 

	 

報告	 

	 

報告事項１	 	 	 平成 27 年度事業報告	 	 

	 

報告事項２	 	 	 公益目的支出計画実施報告	 

	 

報告事項３	 	 	 平成 28 年度事業計画及び予算書	 

	 

報告事項４	 	 	 代議員（任期	 平成 28 年 1 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日）	 

	 

以上	 
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［第 1 号議案］ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認に関する件 

貸借対照表（案）（平成 28 年 3 月 31 日現在） 
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正味財産増減計算書（案）（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで） 
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正味財産増減計算書内訳表（案）（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31

日まで） 
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財務諸表に対する注記 
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附属明細書 
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財産目録（平成 28 年 3 月 31 日現在） 
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[第２号議案] 平成 28・29 年度会長、筆頭副会長、副会長、理事及び監事の選任に関

する件 

 

 

役名 氏名 所属 備考 

会長	 石井	 克枝	 淑徳大学	 	 

筆頭副会長	 大塚	 美智子	 日本女子大学	 	 

副会長	 赤塚	 朋子	 宇都宮大学	 	 

副会長	 河田	 哲典	 岡山大学	 	 

理事	 東	 	 珠実	 椙山女学園大学	 中部支部長	 

理事	 天野	 晴子	 日本女子大学	 	 

理事	 今川	 真治	 広島大学	 中国・四国支部長	 

理事	 久保	 桂子	 千葉大学	 	 

理事	 定行	 まり子	 日本女子大学	 	 

理事	 高村	 仁知	 奈良女子大学	 関西支部長	 

理事	 仲西	 正	 お茶の水女子大学	 	 

理事	 堀内	 かおる	 横浜国立大学	 	 

理事	 松本	 美鈴	 大妻女子大学	 	 

理事	 峯木	 眞知子	 東京家政大学	 関東支部長	 

理事	 森田	 みゆき	 北海道教育大学札幌校	 東北・北海道支部長	 

理事	 安田	 みどり	 西九州大学	 九州支部長	 

	 
	 

監事	 香西	 みどり	 お茶の水女子大学	 	 

監事	 田島	 真理子	 鹿児島大学	 	 
 
任期：平成 2８年度代議員総会の終結の時から、平成 30 年度代議員総会の終結の時まで	 
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[第３号議案] 	 次期会長指名理事の選任に関する件 

 
 

 
任期：平成 28 年度代議員総会の終結の時から、平成 30 年度代議員総会の終結の時まで 

 

役 名 氏  名 所  属 備考 

理	 事	 杉山	 智美	 東京ガス株式会社	 	 
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[第４号議案] 名誉会員推薦に関する件 

	 

	 

名誉会員候補者	 

	 
 

大竹	 美登利	 氏	 

平成 22，23 年度	 会長	 
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[報告事項１]  平成 27 年度事業報告 
	 	 
１．研究発表会・公開講演会等の開催	 	 
	 (1)	 研究発表会	 

1）本部：第67回大会、平成27年5月22～24日、いわて県民情報交流センター	 アイーナ、参加者554名、
研究発表：口頭発表101題、ポスター発表166題	 

2）支部：関東支部（2月20日）、中部支部（9月5日、2月20日）、関西支部(10月25日)、中国・四国支部（9
月20日）、九州支部（10月3日）が、研究発表会や卒業論文・修士論文発表会等を行った。	 

3）部会：家政学原論部会（8月23・24日）、生活経営学部会（8月26日）、家族関係学部会（10月11日）、食
文化研究部会(11月22日)、被服衛生学部会（8月28日）が研究発表会を行った。	 

	 
(2)	 公開講演会・シンポジウム等	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1)	 本部：第 67 回大会時に公開講演会『生活復興と家政学』；特別講演「三陸鉄道復旧・復興の取組み」、基調

講演「東日本大震災からの復興をめざした長い道程の始まり」及び日本家政学会東日本大震災生活研究プ
ロジェクトによるシンポジウム、国際交流パネルディスカッション「国際学会への日本人の積極的な参画
のあり方を考える」、ランチョンセミナー、教育講演を実施した。暮らしカフェを1回（3月12日、三省
堂成城コルティ）実施した。。	 

2）支部：東北・北海道支部（12月 5日）、関東支部（9月12 日、11 月 29 日）、中部支部（9月5日、2月 20
日）、関西支部(10月25日)、中国・四国支部（9月19日）、九州支部（10月3日）で公開講演会を開催し
た。	 

3）部会：生活経営学部会（8月27 日）、家族関係学部会（10月 10 日）、食文化研究部会（11月 22 日）、被服
衛生学部会（8月29日）、色彩・意匠学部会（8月27・28日、2月27日）、服飾史・服飾美学部会（10月
10日）、住居学部会（5月23日）で公開講演会を、家政学原論部会（5月24日）で公開シンポジウムを、
児童学部会(5月24日)、被服心理学部会（8月25・26日、3月5日）、服飾史・服飾美学部会（5月24日）
でシンポジウムを、家政学原論部会（8月 23・24 日）、被服材料学部会（9月 8・9 日）、被服整理学部会
（8月27・28日）、被服構成学部会（8月27・28日）、被服衛生学部会（8月28・29日）、家政教育部会(家
政学原論部会、生活経営学部会、家族関係学部会と合同8月25日）、家政教育部会（3月25日）でセミナ
ーを、食品組織部会（5月23日）、被服整理学部会（5月23日）、家政教育部会（5月25日）で部会企画
を実施した。	 

4）若手の会：第67回大会時に講演会・ワークショップ（5月23日）を実施した。	 
	 
	 
２．学会誌・その他の図書の刊行	 	 
(1)	 本部	 
1)	 学会誌：「日本家政学会誌」66 巻 4 号～12 号及び67 巻 1 号～3号（12 回）を各3,100 部発行し、J-stage

上で公開した。	 
【掲載された論文の種類・部門別編数内訳及び総ページ数】	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

【投稿された論文の部門別内訳】	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ▲減少（編）	 

	 
	 
【審査が終了した論文の内訳】	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （編）	 
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2）大会要旨集：第67回大会研究発表要旨集を、平成27年5月に900部発行し、アーカイブ化を行った。	 	 
3)「石巻わかめ創作料理グランプリ」ブクレット	 平成27年2月に2.000部発行した。	 
4)「東日本大震災による高校生の生活や防災及び進路等の意識や行動への影響～石巻市及び近隣地域の高校生
調査の結果～」を120部刊行。	 

5)「衣服の百科事典」を平成27年4月25日、「児童学事典」を平成28年1月25日に発行した。	 
	 
	 (2)	 支部：関東支部「家政学関連卒業論文・修士論文発表会要旨集」	 

中部支部「第60回（平成27年度）大会要旨集」「若手の会主催公開講演会	 第15回家政学関連院生・学生
研究発表会要旨集」	 

	 
(3)	 部会：以下の部会誌・研究誌、セミナー要旨集等を刊行した。	 	 

家政学原論部会；「家政学原論研究」「家政学原論部会夏期セミナー発表要旨集」、生活経営学部会；「生活経
営学研究」「生活経営学部会夏期セミナー報告要旨集」、家族関係学部会；「家族関係学」「家族関係学セミナ
ー	 公開シンポジウム・自由報告要旨集」「家族関係学部会ニューズレター」、児童学部会；「児童学研究」、食
品組織部会；「食品組織部会会報」、食文化研究部会；「会誌食文化研究」「18歳までの私の食生活」（3月末出
版）、被服材料学部会；「被服材料学部会部会報」「被服材料学部会夏季セミナー講演要旨集」、被服整理学部
会；「被服整理学部会第45回夏季セミナー要旨集」、被服構成学部会；「被服構成学部会誌」「被服構成学部会
夏期セミナー要旨集」、被服衛生学部会；「被服衛生学」「被服衛生学セミナー要旨集」、被服心理学部会；「被
服心理学夏季セミナーテキスト」「被服心理学春季セミナーテキスト」、色彩・意匠学部会；「色彩・意匠学部
会会報」「色彩・意匠学部会公開講演会	 講演要旨集」「色彩・意匠学部会公開講演会	 春季セミナー要旨集」、
服飾史・服飾美学部会；「服飾史・服飾美学部会報」、家政教育部会；「家政教育部会ニュースレター」	 
	 

	 
３．研究及び調査の実施	 	 
(1)	 本部：東日本大震災生活研究プロジェクトでは、平成27年5月に伝統的な生活文化の聞き取り調査、8月に地

域包括センター長ならびに見守り支援員への聞き取り調査、仮設住宅住民調査、10月に半島部の仮設住宅状
況調査、11月に高校生調査、12月に災害復興公営住宅住民調査、平成28年2月に仮設住宅環境調査、平成
27年8月～平成28年3月に伝統食聞き取り調査を実施した。平成27年5月23日日本家政学会大会（岩手
県盛岡市アイーナホール）で実施された公開講演会「生活復興と家政学」において、坂田隆氏、萬羽郁子氏、
野田奈津実氏が本プロジェクトの報告を行った。平成27年10月12日石巻専修大学で（一社）日本家政学会	 
東日本大震災生活研究プロジェクト報告会を実施した。	 	 

	 
(2)	 支部：関東支部において、講習会、見学会を、関東支部、中部支部において若手の会勉強会を、関西支部にお

いて講演会を実施した。	 
	 
(3)	 部会：家政学原論部会、食文化研究部会、被服材料学部会、被服整理学部会、被服構成学部会、被服心理学部

会、色彩･意匠学部会、服飾史・服飾美学部会、家政教育部会において、研究会、調査、見学会等を実施した。	 
	 
	 
４．研究の奨励及び研究業績の表彰	 	 
(1)	 本部	 

1）平成27年度日本家政学会賞として以下の通り表彰した。	 
学会賞：猪又美栄子氏、佐々井啓氏	 
奨励賞：赤石記子氏	 
功労賞：大村知子氏	 

2）活動助成として以下の支部、部会および若手の会に助成を行った。	 
支部：関東支部、中部支部、九州支部 
部会：生活経営学部会、家族関係学部会、食文化研究部会、被服整理学部会、被服構成学部会、被服
衛生学部会、被服心理学部会、色彩・意匠学部会、服飾史・服飾美学部会	 

3）第67回大会活性化提案企画として以下の部会および若手の会に助成を行った。	 
部会：家政学原論部会、児童学部会、服飾史・服飾美学部会、住居学部会	 

4）公益信託家政学研究助成基金より山岸あづみ氏、本間太郎氏に対し研究助成を行った。	 
5)	 第67回大会において優秀なポスター発表を行った川嶋比野氏に「若手研究者ポスター賞」を授与した。 

	 
(2)	 支部	 
1）東北・北海道支部：若手研究者4名へ研究助成金を支給した。	 
2)	 関東支部：①家政学関連卒業論文・修士論文発表会において修論6名、卒論9名の表彰を行った。	 ②若手
の会活動に研究奨励金を支給した。	 

3）中部支部：①若手の会の活動に奨励金を支給した。②支部大会発表者1名に中部支部大会発表奨励賞を授与
した。③家政学関連院生・学生発表会発表者2名に中部支部院生・学生発表奨励賞を授与した。④日本家政
学会誌論文掲載者1名に中部支部論文奨励賞を授与した。	 	 	 

4）関西支部：若手研究者4名に若手優秀発表賞を授与した。	 	 
5）九州支部：高校生による家政学研究発表会を開催し感謝状を授与した。	 

	 
(3)	 部会	 

1）家政学原論部会：各地区会および行動計画研究グループに研究活動費を補助した。	 
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2）生活経営学部会：各地区会および若手の会に研究活動費を補助した。	 
3）食文化研究部会：石川松太郎食文化研究奨励賞を1名に授与した。	 
4)	 被服構成学部会：第16回全国中学生創造ものづくり教育フェアで被服構成学部会賞及び奨励賞を授与した。	 
	 

	 
５．内外の関連学協会との連携及び協力	 
(1)	 国際交流委員会：国際家政学会（IFHE）・アジア地区家政学会（ARAHE）の組織や大会に関する広報、IFHEとの

連携活動（年次理事会への国際担当特別委員の派遣、国際家政学会日本連絡会の活動、平成28年韓国大会の
プレコングレスの企画、IFHE 会費代行サービスの実施）、ARAHE との連携活動（第18回香港大会への協力、
第 19 回日本大会に向けての準備委員会、実行委員会の活動)、学会誌に「国際的研究・交流活動の紹介」シ
リーズ掲載等の活動を行った。	 

	 
(2)	 関連学会との交流	 
1）日本学術会議関係：日本学術会議健康・生活科学委員会生活科学分科会及び関連学会と連携して、生活科学
系コンソーシアムへの活動を推進した。	 

2）学協会関係：（一社）日本調理科学会、（一社）日本繊維製品消費科学会、日本家庭科教育学会他、関連学協
会との事業の共催、学会誌の交換、情報の交換等を行った。	 

	 	 
(3)	 部会：家族関係学部会	 10月に開催した公開シンポジウムに日韓学術交流事業として韓国の報告者を招聘した。

食文化研究部会	 一般社団法人和食文化国民会議に団体会員登録した。	 
	 
	 
６．その他の目的を達成するために必要な事業	 
(1)	 規程等集の整備：一般社団法人移行に伴い諸規程等の全面見直しを行ってきたが、平成27年度も引き続き「規

程等集」の整備を行った。	 	 
	 
(2)	 ホームページ委員会：①ホームページの安定した維持管理、運営、掲示内容の充実を図った。②掲載依頼記事

の迅速なアップロードを行った。③会員への能動的情報発信の一環としてメルマガ配信システムを導入し、
必要に応じて会員への情報伝達を事務局から発信できるようにした。	 

	 
(3)	 編集委員会：①編集委員会を、編集委員会に出席し会誌編集及び論文審査を担当する会誌編集委員と、編集委

員会には出席せず主に論文審査を担当する論文編集委員からなる組織に改編した。②編集委員会に属する規
程等の見直しを行った。③査読の迅速化に努めた。④シリーズ原稿の掲載を定期化し、新たなシリーズ「助
成企画」を立ち上げた。	 

	 
	 
７．本部，支部及び部会の総会等の開催	 
(1)	 総会	 
1）本部：平成27年度代議員総会、5月23日、いわて県民情報交流センター	 アイーナ、参加者72名（代議員

52名（内書面出席15名）、理事他20名）	 
2)	 支部：通常総会；東北･北海道支部、関東支部、中部支部、関西支部、中国･四国支部、九州支部	 

臨時総会；関東支部	 
3)	 部会：	 
通常総会；家政学原論部会、生活経営学部会、家族関係学部会、児童学部会、食品組織部会、食文化研究

部会、被服材料学部会、被服整理学部会、被服構成学部会、被服衛生学部会、被服心理学部会、色
彩・意匠学部会、服飾史・服飾美学部会、家政教育部会	 	 	 

臨時総会；家族関係学部会、被服材料学部会、被服整理学部会、被服構成学部会、被服衛生学部会、	 
	 
(2)	 理事会、役員会等	 
1)	 本部：理事会4回、臨時理事会4回、役員連絡会3回、全体部会長会1回、被服学関係部会長会1回	 
2)	 支部：東北･北海道支部（1回）、関東支部（6回）、中部支部（支部役員会3回、支部役員連絡会2回）、関

西支部（5回）、中国･四国支部（支部常任幹事会1回、支部機関幹事会1回）、九州支部（1回）	 	 
3）部会：家政学原論部会（常任委員会6回、新旧役員会1回）、生活経営学部会（部会常任委員会7回、部会

役員会１回）、家族関係学部会（部会役員会2回）、児童学部会（2回）、食品組織部会（1回）、食文化研
究部会（7回）、被服材料学部会（部会幹事会2回）、被服整理学部会（1回）、被服構成学部会（部会運営
委員会 3回）、被服衛生学部会（2回）、被服心理学部会（2回）、色彩・意匠学部会（3回）、服飾史・服
飾美学部会（3回）、住居学部会（1回）、家政教育部会（4回）	 

4)	 若手の会：幹事会1回	 	 
	 
(3)	 各種委員会	 
1）本部：企画・広報委員会3回、国際交流委員会4回、編集委員会4回、研究発表審査委員会1回、刊行委員

会1回、学会賞選考委員会4回、功労賞推薦委員会1回、名誉会員審査委員会1回、被服学関係部会合
同夏季セミナー準備委員会4回、役員選挙管理委員会4回、家族生活アドバイザー資格検討準備委員会1
回	 

2)	 支部：関東支部；若手の会幹事会3回、選挙管理委員会2回、中部支部；若手の会役員会2回、中部支部奨
励賞選考委員会3回、中国･四国支部；選挙管理委員会2回、九州支部；支部賞選考委員会1回、選挙管
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理委員会2回	 
3)	 部会：家政学原論部会；編集委員会他8回、家族関係学部会；編集委員会他17回、児童学部会；編集委員

会他2回、食品組織部会；ポスター展示実行委員会他1回、食文化研究部会；会誌編集委員会他11 回、
被服材料学部会；夏季セミナー実行委員会他 4 回、被服構成学部会；夏期セミナー実行委員会他 3 回、
被服衛生学部会；セミナー実行委員会 2 回、色彩意匠学部会；夏季セミナー実行委員会 2 回、服飾史・
服飾美学部会；編集委員会他2回、家政学原論部会・生活経営学部会・家族関係学部会・家政教育部会；
４部会合同セミナー準備委員会１回	 

	 
	 
８．会員	 	 
(1)	 会員の状況(平成28年3月31日現在)	 	 	 	 

	 
	 
(2)	 分野別会員数（延べ人数）(平成28年3月31日現在)	 	 	 

	 
	 
	 
９．附属明細書に関する事項	 

平成27年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定す
る附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しません。	 	 

	 



	 

15 
	 

[報告事項２]	 	 公益目的支出計画実施報告	 

公益目的支出計画実施報告書	 （平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの概要）	 

	 

	 
	 

公益目的支出計画の状況	 
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[報告事項３]  平成 28 年度事業計画及び予算書 

平成 28年度事業計画	 

１．研究発表会・公開講演会等の開催	 	 
(1)	 研究発表会	 	 
1)	 本部：第68回大会、平成28年5月27～29日、金城学院大学	 
2)	 支部：東北・北海道支部（9月予定）、関東支部（2月中旬）、中部支部（10月 29 日、2月 18 日）、関西支

部（10月30日）、中国・四国支部（10月2日）、九州支部（10月15日）において、研究発表会や卒業論
文・修士論文発表会等を行う。	 

3)	 部会：家政学原論部会（8月22・23日）、生活経営学部会（8月25日）、家族関係学部会（10月9日）、食
品組織部会（9月1日）食文化研究部会（11月予定）、被服衛生学部会（8月25日）において、研究発表
会を行う。	 

(2)	 公開講演会・シンポジウム等	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1)	 本部：第 68 回大会時に公開講演会「家庭生活を支える家政学の役割」、東日本大震災生活研究プロジェク

ト報告会、国際交流ワークショップ、ランチョンセミナー、教育講演等を開催する（5月27～29日）。暮
らしカフェを開催する。	 

2)	 支部：東北・北海道支部（9月予定）、関東支部（9月中旬、11月中旬）、中部支部（10月29日、2月18日）、
関西支部（10月30日）、中国・四国支部（10月1日）、九州支部（10月15日）で公開講演会を開催する。	 

3)	 部会：生活経営学部会（8月26日）、家族関係学部会（10月8日）、食文化研究部会（11月予定）、被服衛
生学部会（8月26日、11月26日）、色彩・意匠学部会（8月22・23日、3月上旬）、服飾史・服飾美学部
会(5月29日)、住居学部会（5月28日）で公開講演会を、児童学部会(5月29日)でシンポジウムを、食
品組織部会（5月28日）、被服整理学部会（5月28日）、家政教育部会（5月23・24日）で部会企画を、
家政学原論部会（8月22・23日）、被服構成学部会（8月24・25日）、被服衛生学部会（8月25・26日）、
被服心理学部会（8月29～31日：合同、3月）、家政学原論部会・生活経営学部会・家族関係学部会・家
政教育部会合同シンポジウム（5月 29 日）、家政教育部会（8月下旬、3月下旬）でセミナーを、被服材
料学部会、被服整理学部会、被服心理学部会で被服学関係部会合同夏季セミナー（8 月 29～31 日）を開
催する。	 

4）若手の会：第68回大会時に講演会・パネルディスカッション（5月29日）を開催する。	 
	 

２．学会誌・その他の図書の刊行	 	 
(1）本部	 

1)	 学会誌：「日本家政学会誌」67巻4号～12号及び68巻1号～3号（12回）を各3,100部発行するとともに
J-stage上で公開する（1年間は会員のみ）。	 
2)	 大会要旨集：第68回大会要旨集	 5月に900部発行するとともに、アーカイブ化を行う。	 

(2）支部：関東支部「家政学関連卒業論文・修士論文発表会要旨集」	 
中部支部「第61回（平成28	 年度）大会要旨集」「若手の会主催公開講演会	 第16回家政学関連院生・
学生研究発表会要旨集」	 

(3）部会：以下の部会が部会誌・研究誌、セミナー要旨集等を刊行する。	 	 
家政学原論部会；「家政学原論研究」「家政学原論部会夏期セミナー発表要旨集」、生活経営学部会；「生活経
営学研究」「生活経営学部会夏期セミナー報告要旨集」、家族関係学部会；「家族関係学」「家族関係学セミナ
ー	 公開シンポジウム・自由報告要旨集」「家族関係学部会ニューズレター」、児童学部会；「児童学研究」、食
品組織部会；「食品組織部会会報」、食文化研究部会；「会誌食文化研究」、被服材料学部会；「被服材料学部会
部会報」、被服整理学部会；「被服整理学部会第46回夏季セミナー要旨集」、被服構成学部会；「被服構成学部
会誌」「被服構成学部会夏期セミナー要旨集」、被服衛生学部会；「被服衛生学」、「被服衛生学部会セミナー要
旨集」、「被服衛生学部会公開講座要旨集」、被服心理学部会；「被服心理学春季セミナーテキスト」、色彩・意
匠学部会；「色彩・意匠学部会会報」、「色彩・意匠学部会セミナー要旨集」、服飾史・服飾美学部会；「服飾史・
服飾美学部会報」、家政教育部会；「家政教育部会ニュースレター」、被服材料学部会・被服整理学部会・被服
心理学部会；「被服学関係部会合同夏季セミナー要旨集」	 

	 
３．研究及び調査の実施	 	 
(1)	 本部：東日本大震災生活研究プロジェクトでは被災者への支援として料理教室等を実施するとともに調査の実

施・分析を行ない、学会等で発表する。さらにその成果を10月に単行本として発行する。また、科学研究費
による「東日本大震災後のコミュニティの生活再建プロセスにみる課題解決の方法」を実施する。	 

(2）支部：関東支部において講習会、見学会を、中部支部において若手の会勉強会を、関西支部において講演会を
実施する。	 

(3）部会：家政学原論部会、食文化研究部会、被服材料学部会、被服整理学部会、被服構成学部会、被服衛生学部
会、被服心理学部会、色彩･意匠学部会、服飾史・服飾美学部会、住居学部会、家政教育部会において研究会、
調査、見学会等を実施する。	 

	 
４．研究の奨励及び研究業績の表彰	 	 
(1）本部	 
①平成 28 年度日本家政学会賞（学会賞、奨励賞、功労賞）として表彰する。	 ②活動助成として支部・部会等
の企画に助成をする。③第68回大会活性化のための部会企画に助成をする。④公益信託家政学研究助成基金よ
り研究助成をする。⑤大会時に、「若手研究者ポスター賞」の表彰事業を行う。	 
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(2）支部	 
1)	 東北・北海道支部：若手研究者に研究助成金を支給する。	 
2)	 関東支部：①家政学関連卒業論文・修士論文発表会において、表彰を行う。	 ②若手の会活動に研究奨励金
を支給する。	 

3)	 中部支部：①若手の会の活動に奨励金を支給する。	 ②優れた若手支部大会発表者に中部支部大会発表奨励
賞を授与する。③優れた家政学関連院生・学生発表会発表者に中部支部院生・学生発表奨励賞を授与する。
④日本家政学会誌に優れた論文が掲載された若手研究者に中部支部論文奨励賞を授与する。	 	 

4)	 関西支部：若手研究者に若手優秀発表賞を授与する。	 
5)	 中国・四国支部：若手研究者に支部賞を授与する。	 
6)	 九州支部：若手研究者に支部賞を授与する。	 

(3）部会	 	 
1)	 家政学原論部会：常見研究奨励賞、亀髙学術出版賞を授与する。各地区および行動計画研究グループに研

究活動費を補助する。	 
2)	 生活経営学部会：研究会、各地区会、若手の会に、研究活動費を補助する。	 
3)	 食文化研究部会：石川松太郎食文化研究奨励賞を授与する。	 
4)	 被服構成学部会：第17回全国中学生創造ものづくり教育フェアで被服構成学部会賞及び奨励賞を授与する。	 	 
	 

５．内外の関連学協会との連携及び協力	 
(1)	 国際交流委員会：国際家政学会（IFHE）・アジア地区家政学会（ARAHE）の組織や大会に関する広報、IFHEとの

連携活動（年次理事会への国際担当特別委員の派遣，国際家政学会日本連絡会の活動、平成28年韓国大会の
プレコングレスの実施）、ARAHEとの連携活動(第19回ARAHE大会に関する実行委員会としての活動と協力)、
学会誌に「国連の持続可能な開発目標(SDGs)と家政学の取り組み」シリーズ掲載等の活動を行う。	 

(2）関連学会との交流	 	 	 	 	 	 
1)	 日本学術会議関係：日本学術会議健康･生活科学委員会家政学分科会及び関連学会と連携して、生活科学系
コンソーシアムへの活動を推進する。	 

2)	 学協会関係：（一社）日本調理科学会、（一社）日本繊維製品消費科学会、日本家庭科教育学会他の関連学
協会との事業の共催、学会誌の交換、情報の交換等を行う。	 

	 
６．その他の目的を達成するために必要な事業	 
(1）ホームページ委員会	 ①ホームページの安定した維持管理、運営、掲示内容の充実を図る。②掲載依頼記事の
迅速なアップロードを行う。③大会実行委員会との連携により年次大会の情報の配信、演題登録の円滑な運営
を図る。	 

(2）会員数の拡大について、会員サービスの充実と併せ、本部、支部、部会の諸事業との連携により取り組む。	 
(3）編集委員会：投稿数増加や学会誌の充実化に取り組む。	 
(4)	 家政学の活性化と学会財政の健全化に向けて、新たな収益事業に取り組む。	 

	 
７．本部，支部及び部会の総会等の開催	 
(1）総会	 

1)	 本部:	 平成28年度代議員総会、5月28日、金城学院大学	 
2)	 支部:	 6支部の各通常総会	 
3)	 部会:	 15部会の各通常総会	 

(2）理事会、役員会等	 	 
1)	 本部：理事会4回、役員連絡会3回、全体部会長会1回	 
2)	 支部：東北･北海道支部（2回）、関東支部（5回）、中部支部（支部役員会3回、支部役員連絡会2回）、	 

関西支部	 （5回）、中国･四国支部（支部常任幹事会1回、支部機関幹事会1回）、九州支部（2回）	 
3)	 部会：家政学原論部会	 （常任委員会 5 回、新旧役員会 1 回）、生活経営学部会（部会常任委員会７回、部

会役員会１回）、家族関係学部会（3回、新旧役員会1回）、児童学部会（2回）、食品組織部会（1回）、
食文化研究部会（6 回）、被服材料学部会（部会幹事会 2 回）、被服整理学部会（2 回）、被服構成学部会
（部会運営委員会4回）、被服衛生学部会（2回）、被服心理学部会（2回）、色彩・意匠学部会（3回）、
服飾史・服飾美学部会（3回）、住居学部会（1回）、家政教育部会	 （4回）	 

4)	 若手の会:幹事会1回	 
(3）各種委員会	 

1)	 本部：企画・広報委員会3回、国際交流委員会6回、編集委員会4回、研究発表審査委員会1回、刊行委
員会2回、学会賞選考委員会2回、功労賞推薦委員会1回、名誉会員審査委員会2回、被服学関係部会
合同夏季セミナー実行委員会3回、家族・家庭生活アドバイザー（仮称）検討委員会3回	 

2)	 支部：関東支部；若手の会幹事会3回、中部支部；若手の会役員会2回、中部支部奨励賞選考委員会3回、
中国･四国支部；支部賞選考委員会、九州支部；支部賞選考委員会	 

3）部会：家政学原論部会；常見研究奨励賞選考委員会他8回、生活経営学部会；選挙管理委員会他2回、家
族関係学部会；セミナー実行委員会他20回、食品組織部会；ポスター展示実行委員会他1回、食文化研
究部会；会誌編集委員会他9回、被服材料学部会；セミナー実行委員会他5回、被服整理学部会；夏季
セミナー実行委員会他2回、被服構成学部会；夏期セミナー実行委員会他4回、被服衛生学部会；セミ
ナー実行委員会等2回、被服心理学部会；夏季合同セミナー実行委員会他4回、色彩・意匠学部会；セ
ミナー実行委員会他3回、服飾史・服飾美学部会；編集委員会他2回、家政教育部会；選挙管理委員会
他3回	 
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平成 28 年度予算書（正味財産増減計算書内訳表）（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31

日まで）	 
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[報告事項４]  代議員 （任期：平成 28 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 月 31 日まで） 
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