
 
(一社)日本家政学会 2019 年度第 1 回(通算 475 回)理事会議事抄録 

 
 
開催日時：2019 年 4 月 13日(土)13: 30～17：40 
開催場所：日本家政学会会議室 
出席者：大塚会長、久保、戸田、平田各副会長、綾部、今

川、岸本、杉浦、高村、堀、堀内、増渕、松本、峯

木、山口各理事、河田監事 
【議案】 
第 1 号議案 総務委員会(平田副会長) 
(1)入会申し込み者の承認  
2018 年度学生会員 2名、2019 年度正会員 5名、学生会

員 5 名計 12名の入会を満場一致で承認した。 
(2)規程等集の改正 
1)会費規程  
海外会員の年会費を 10,000 円から 12,000 円に改正する

案を満場一致で承認し、代議員総会の議案とすることを承

認した。 
2)常置委員会規程  
関東以外の会員に委員を委嘱する場合は、可能な限り、

委員会はWEB会議で開催することを、満場一致で承認し

た。 
3)著作権規程(久保副会長) 
学会誌掲載著作物の複写に関する注意書き改正案を満

場一致で承認した。 
4)事務局就業規則 
給与規程についての改正を、満場一致で承認した。 
第 2 号議案 財務委員会 
(1)2018 年度本部事業予算決算対比表(戸田副会長) 
2018年度決算が報告された。 
(2)アマゾンジャパンでの出版物の販売(戸田副会長) 
学会が販売権を有する出版物の販売を、アマゾンジャパン

に試行的に委託することについて、満場一致で承認した。 
第 3 号議案 年次大会運営委員会 
(1)2019 年度代議員総会・第 71 回大会(中国・四国支部) 
1) 2019 年度代議員総会  
①代議員総会議案書(案) 
a.第 1号議案(戸田副会長) 
満場一致で承認し、代議員総会議案として承認した。 
b.第 2号議案(平田副会長) 
満場一致で承認し、代議員総会議案として承認した。 
c.監査報告(河田監事) 
監事から監査報告があった。 
d.報告事項 1 2018年度事業報告(平田副会長) 
満場一致で代議員総会報告事項とすることを承認した。 
e.報告事項 2 2019 年度事業計画(平田副会長) 
満場一致で代議員総会報告事項とすることを承認した。 
f.報告事項 2 予算書(戸田副会長) 
満場一致で代議員総会報告事項とすることを承認した。 
②代議員宛出席依頼状(案)(平田副会長) 
提案内容を確認の上、満場一致で承認した。 

 
 
③代議員総会次第、理事等の役割分担(綾部理事) 
内容が検討され、一部修正の上満場一致で承認した。 
2)学会賞授与式(平田副会長) 
内容が検討され、満場一致で承認した。 
3)大会プログラム  
①公開講演会・教育講演・シンポジウム、②大会活性化企

画・部会企画、③研究発表、若手研究者ポスター賞、④ラ

ンチョンセミナー、企業展示、懇親会等について報告され

た。 
4)要旨集(峯木理事) 
要旨集の進捗状況が報告された。 
5)臨時理事会、代議員懇談会、全体部会長会(平田副会

長、久保副会長) 
臨時理事会、代議員懇談会、全体部会長会等の日程と議

題案について確認し、議題を承認した。 
(2)2020 年度第 72回大会(久保副会長、綾部理事) 
高崎健康福祉大学で開催されることが報告された。 
第 4 号議案 家政学夏季セミナー 
(1)2019 年度第 4 回家政学夏季セミナー(久保副会長) 
内容および予算案が報告され、満場一致で承認した。 
(2)2020 年度第 5 回夏季セミナー(大塚会長) 
東京オリンピックと重なり本部(関東圏)開催は難しいため、

支部・部会開催の可否も含めて、全体部会長会の議案と

することを、満場一致で承認した。 
第 5 号議案 企画・広報委員会(久保副会長) 
(1)2019 年度活動助成申請 
学会本部の財政は厳しい状況が続いているため、各活動

助成申請額から一律に減額して助成総額を予算内に収め

ることを、満場一致で承認した。 
(2)部会長の交代  
被服整理学部会長、被服衛生学部会長、色彩・意匠学部

会長の交代を満場一致で承認した。 
第 6 号議案 国際交流委員会(堀内理事) 
IFHE2020大会から依頼された家政学領域の査読者につ

いて、学会から推薦する候補者案を、満場一致で承認した。

国際家政学会日本連絡会会則（経費の負担）の改正を提

案することとした。 
第 7 号議案 編集委員会(峯木理事) 
(1)2019・2020 年度編集委員候補者 
2019年度編集委員会委員を満場一致で承認した。  
第 8 号議案 その他 
(1)協賛依頼等について(平田副会長) 
5 件の協賛、1 件の後援依頼があり、満場一致で承認し

た。 
(2) 学会誌裏表紙の広告について(峯木委員長) 
広告申込状況について報告された。 
【報告】 
報告事項 1 退会者及び会員現況報告等(平田副会長) 



会員動向が報告された。 
報告事項 2 支部報告(各支部長) 
各支部から、活動実績及び予定が報告された。 
報告事項 3 総務委員会(平田理事、峯木理事) 
論文審査内規の改正が報告された。 
報告事項 5 企画・広報委員会(久保副会長) 
リーフレット 2019 版作成の進捗状況が報告された。 
報告事項 9 家庭生活アドバイザー資格認定委員会(戸田

副会長)  
ロゴマーク著作権について報告された。 
報告事項 11 その他 
(1)公益信託家政学研究助成基金について(大塚会長) 
基金を若手の国際的活動の助成に活用することを検討し

ていることが報告された。 
(2)学会賞授賞候補者の扱いについて(平田副会長) 
(3)2019 年度理事会・役員連絡会の開催日(大塚会長)      

以上 
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