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審議事項１～４についての説明資料 

審議事項１．「第 16 期 収支決算」について 

 第 16 期の受取基本活動費は 300,000 円、受取会員数割活動費は会員数が 657 人で 98,550 円でした。

実践栄養学研究セミナー事業費として実費申請した金額 75,320 円を追加活動費としました。実践栄養学

研究セミナーに関する経費（セミナー事業費）は会場利用費、スタッフ日当、旅費で 179,916 円でした。 

第 8 回東海支部学術総会の会計報告について、収入の部では、参加者は 155 人、広告協賛企業は 8 社、

展示協賛企業は 3 社あり、学術総会事業収入 694,801 円でした。活動費収入を含む収入総合計は 994,801

円でした。支出の部では、事業費は 841,250 円、管理費は 149,556 円で、支出合計 990,806 円となり、

残金 3,347 円（振込手数料 648 円除く）が支部会に返金されました。 

以上のことから、経常収益計は 1,190,674 円および経常費用計は 1,387,014 円でした。当期正味財産は

196,340 円の減額となり、第 17 期への繰越金額は 128,268 円となりました。 

 

審議事項 2．「第 17 期 活動状況」について 

 第 17 期の受取基本活動費は 300,000 円、受取会員数割活動費は会員数が 602 人で、90,300 円でした。

実践栄養学研究セミナー事業費として実費申請した金額 82,630 円を追加活動費としました。新型コロナ

ウイルスの感染拡大を受けて、第 9 回東海支部会学術総会が 1 年延期になったため、事業収入は実践栄

養学研究セミナー参加費 56,000 円のみになり、経常収益計は 528,934 円を見込んでいます。経常費用で

は、学術総会会場のキャンセル対応にかかった費用が 130,030 円です。実践栄養学研究セミナー事業費

162,760 円を計上して、経常費用計 353,769 円となる見込みで、当期正味財産を増額 175,165 円に補正し

ました。 

 

審議事項 3．「第 18 期 活動（案）」について 

 第 18 期の受取活動費は、17 期の過剰分 199,291 円（受取活動費計 390,300－活動費計 191,009 円）を

差し引いた額になります。会員数割活動費は前年の金額を想定して、受取活動費 100,709 円としました。

第 18 期については、新型コロナウイルスの感染拡大防止に配慮して実践栄養学研究セミナーを延期する

ため、受取追加活動費、セミナー事業収入およびセミナー事業費の予算はありません。 

 

審議事項４．「第１８・１９期役員の選出」について 

 第 18 期・19 期の役員候補者をご提案します。総会(書面表決)にて役員候補者名簿の幹事が承認された

場合、後日、幹事の互選により支部長を決定します。決定後、日本栄養改善学会東海支部会ホームページ

(http://tokaieiyoukaizen.jp/yakuin/）の役員名簿の中で承認された役員と併せて会長についても公表しま

す。 
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特定非営利活動法人　日本栄養改善学会　東海支部会

Ⅰ　収入の部経常収益

1.　受取活動費

受取基本活動費 300,000

受取会員数割活動費 98,550

受取追加活動費 75,320 473,870

2.　事業収益

学術総会および市民公開講座事業収益 694,801

セミナー事業収入 22,000 716,801

3.　受取寄付金 0 0

4.　その他収益

受取利息 3 3

経常収益計（Ａ） 1,190,674

Ⅱ　経常費用

1.　事業費

学術総会および市民公開講座事業費 990,806

セミナー事業費 179,916 1,170,722

2.　管理費

（１）人件費

臨時雇賃金 0

人件費計 0

（2）その他経費

会議費 122,948

印刷製本費 12,320

通信運搬費 78,024

事務用品費 464

支払手数料 2,536

その他経費計 216,292

管理費計 216,292

経常費用計　（B） 1,387,014

-196,340

324,608

128,268次期繰越正味財産額　（A）-（B）+（C）

第16期　活動計算書　（決算書）

2018年8月1日から2019年7月31日まで

科　　目 金　　額　（単位：円）

当期正味財産増減額　（A）-（B）

前期繰越正味財産額　（C）
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【収入の部】 （単位：円）
大項目 中項目 金額 内訳 単価 数 小計

活動費 基本活動費（学会支部） ¥200,000 ¥200,000 1 ¥200,000
市民公開講座事業費 ¥100,000 ¥100,000 1 ¥100,000

事業収支 学会総会事業収入 参加費 ¥306,500 正会員(事前） ¥2,000 33 ¥66,000
正会員(当日） ¥3,000 13 ¥39,000

学生正会員(事前） ¥500 8 ¥4,000
学生正会員(当日） ¥1,500 0 ¥0

非会員（事前） ¥2,500 20 ¥50,000
非会員（当日） ¥3,500 9 ¥31,500

　
学生非会員（事前） ¥1,500 64 ¥96,000
学生非会員（当日） ¥2,500 8 ¥20,000

　
抄録(当日販売） ¥1,000 0 ¥0

協賛金(展示・広告・その他） ¥220,000 大幸財団学会助成金 ¥100,000 1 ¥100,000

広告料1/2頁 ¥5,000 4 ¥20,000
広告料1頁 ¥10,000 4 ¥40,000
展示料 ¥20,000 3 ¥60,000

¥154,000 正会員・非会員他 ¥7,000 22 ¥154,000

食料費 ¥14,300 昼食弁当申込13名 ¥1,100 13 ¥14,300
お茶代（192本）提供 ¥0 192 ¥0

その他の収入利息収入 ¥1 利息 ¥1 0 ¥1
解約利息 ¥0 0 ¥0

¥694,801
¥994,801 　 　

【支出の部】 （単位：円）
大項目 中項目 金額 内訳 単価 数 小計

1.事業費 学術総会事業費 会場費 ¥362,480 会場、設営、机、他
施設利用料 ¥277,680 1 ¥277,680
附属設備利用料 ¥84,800 一式 ¥84,800

印刷製本費 ¥129,600 要旨集 (本文80P） 200部
消費税

¥350 200 ¥70,000
消費税 ¥5,600 1 ¥5,600
参加証 ¥100 200 ¥20,000
消費税 ¥1,600 1 ¥1,600
立て看板 ¥45,000 1式 ¥0
ポスター製作費 ¥32,400 1 ¥32,400
A3ポスター印刷（50枚) ¥0
A4ポスター印刷(300枚) ¥0

懇親会費 ¥187,110 正会員他（25名） 　 　 ¥187,110
　

報償費 ¥102,000 講師交通費 ¥26,000 1 ¥26,000
講師交通費 ¥24,000 1 ¥24,000
学生謝礼(クオカード） ¥2,000 26 ¥52,000

食料費 ¥60,060 昼食弁当代55名 ¥1,092 55 ¥60,060

会議費 ¥40,500 最終報告会(35名） ¥40,500 1 ¥40,500
    

旅費・交通費 ¥8,700 会場等確認交通費 ¥1,000 5 ¥5,000
駐車場代金（2台） ¥1,850 2 ¥3,700
　 　 　 　

通信運搬費 ¥10,915 切手、郵送代 ¥10,915 ¥10,915

消耗品費 ¥61,384 手土産（講師4名） ¥61,384 ¥61,384

事務用品費 ¥26,977 文房具・封筒他 ¥26,977 ¥26,977

支払手数料 ¥1,080 振り込み手数料 ¥1,080 ¥1,080

2.予備費
¥990,806

¥994,801
¥990,806

第８回　日本栄養改善学会東海支部会学術総会　会計報告　

内容

懇親会費

学会支部学術総会事業収入会計
収入総合計（基本活動費学会支部、市民公開講座を含む）

内容

収入総合計（基本活動費学会支部、市民公開講座を含む）
支出合計

（講師旅費・学生アル
バイト謝礼）

事業費

管理費

（講演要旨集・ポス
ター・その他）

支出合計
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特定非営利活動法人　日本栄養改善学会　東海支部会

Ⅰ　収入の部経常収益

1.　受取活動費

受取基本活動費 300,000

受取会員数割活動費 90,300

受取追加活動費 82,630 472,930

2.　事業収益

学術総会および市民公開講座事業収益 0

セミナー事業収入 56,000 56,000

3.　受取寄付金 0 0

4.　その他収益

受取利息 4 4

経常収益計（Ａ） 528,934

Ⅱ　経常費用

1.　事業費

学術総会および市民公開講座事業費 130,030

セミナー事業費 162,760 292,790

2.　管理費

（１）人件費

臨時雇賃金 0

人件費計 0

（2）その他経費

会議費 21,395

印刷製本費 2,680

通信運搬費 32,860

事務用品費 1,978

支払手数料 2,066

その他経費計 60,979

管理費計 60,979

経常費用計　（B） 353,769

175,165

128,268

303,433次期繰越正味財産額　（A）-（B）+（C）

第17期　活動計算書　（補正）

2019年8月1日から2020年7月31日まで

科　　目 金　　額　（単位：円）

当期正味財産増減額　（A）-（B）

前期繰越正味財産額　（C）
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特定非営利活動法人　日本栄養改善学会　東海支部会

Ⅰ　収入の部経常収益

1.　受取活動費

受取基本活動費 100,709

受取会員数割活動費 90,300

受取追加活動費 0 191,009

2.　事業収益

学術総会および市民公開講座事業収益 560,000

セミナー事業収入 560,000

3.　受取寄付金 0 0

4.　その他収益

受取利息 4 4

経常収益計（Ａ） 751,013

Ⅱ　経常費用

1.　事業費

学術総会および市民公開講座事業費 846,000

セミナー事業費 0 846,000

2.　管理費

（１）人件費

臨時雇賃金 0

人件費計 0

（2）その他経費

会議費 20,000

印刷製本費 10,000

通信運搬費 30,000

事務用品費 5,000

支払手数料 2,500

その他経費計 67,500

管理費計 67,500

経常費用計　（B） 913,500

-162,487

303,433

140,946次期繰越正味財産額　（A）-（B）+（C）

第18期　活動計算書　（案）

2020年8月1日から2021年7月31日まで

科　　目 金　　額　（単位：円）

当期正味財産増減額　（A）-（B）

前期繰越正味財産額　（C）
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特定非営利活動法人 日本栄養改善学会東海支部会 役員候補者名簿 

任期：第 18・19 期( 2020/08/01 – 2022/07/31 ) 

 

（五十音順） 

役 職 名 氏  名 所  属   備 考 

幹事 安達 内美子 名古屋学芸大学  

〃 安藤 明美 愛知学泉大学  

〃 今枝 奈保美 至学館大学  

〃 後藤 千穂 名古屋文理大学  

〃 白井 禎朗 金城学院大学  

〃 塚原 丘美 名古屋学芸大学 日本栄養改善学会理事 

〃 中出 美代 東海学園大学 〃 

〃 中村 美詠子 浜松医科大学 〃 

〃 堀田 千津子 鈴鹿医療科学大学  

〃 宮村 みさ子 三重大学医学部附属病院  

監 事 近藤 今子 中部大学  

〃 三田 有紀子 椙山女学園大学  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

9



第 9 回日本栄養改善学会東海支部会学術総会 

 

2020 年 6 月 7 日(日)に開催予定だった、第 9 回日本栄養改善学会東海支部会学術総会は、

新型コロナウイルス(COVID19)の感染拡大の防止の観点から 1 年後に延期となりました。 

 

テーマ：ＴＨＥ ２０２０ プラス１！食事のアセスメント 

開催日：２０２１年６月６日（日）  

場 所：ウインクあいち (名古屋市中村区名駅 4−4−38) 

 

特別講演・市民公開講座 ＜情報学における「食メディア研究」の現状＞ 

講師：名古屋大学数理・データ科学教育研究センター 教授 井手一郎先生 

教育講演 ＜日本食品標準成分表のプロフェッショナルな活用法＞ 

講師： 淑徳大学 教授 渡邊智子先生 

※一般演題およびワークショップも予定しております。 

 

特定非営利活動法人日本栄養改善学会東海支部会 学術総会長 

 回 氏　　名 所　　属 備　　考

第１回 西堀すき江 東海学園大学 第 8 期

第２回 白木まさ子 常葉大学 第10期

第３回 長村　洋一 鈴鹿医療科学大学 第11期

第４回 辻　とみ子 名古屋文理大学 第12期

第５回 丸山　智美 金城学院大学 第13期

第６回 安藤　明美 愛知学泉大学 第14期

第７回 栗木　清典 静岡県立大学 第15期

第８回 森　圭子 愛知学院大学 第16期

第９回 今枝奈保美 至学館大学 第18期

第10回 山田　紀子 岐阜市立女子短期大学 第19期
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日本栄養改善学会東海支部会 実践栄養学研究セミナー（初級編）報告 

 

第 17 期 (2019 年度)の事業として 2 度目となる実践栄養学研究セミナー（初級編）を開催しました。

医療機関、学校、行政に勤務している実践栄養実務者の皆様と全 4 回のセミナーを実施しました。本セ

ミナーは若手大学教員が中心となって運営・講師を担当して、東海支部会幹事がオブザーバーとしてセ

ミナーをサポートしました。 今回の初級編では、短い期間のなかでデータを収集し、統計解析をして、

4 名の方が発表できるところまで到達しました。そして、そのうち 2 名の方が第 67 回日本栄養改善学会

学術総会に演題を登録することができました。 

 今回のセミナーは、まだ研究経験の浅い実践栄養実務者の方が、実践現場の課題を解決するための情

報を研究として発信していく手助けとなり、また、若手研究者と実践栄養実務者とがネットワークを構

築する良い機会になったのではないかと思います 

  

 

日程・プログラム 

第 1 回 2019 年 8 月 17 日（土）13:15～16:45 

ウインクあいち 904 会議室 

１）講義「セミナーの目的と内容」 

２）講義「実務から生まれる研究の意義」 

３）講義「研究計画の作り方（初級編）」 

４）演習「課題を見つけて研究計画を作る」 

 

第 2 回 2019 年 9 月 28 日（土）13:15～16:45 

名古屋会議室名駅モリシタ 第 1 会議室 

１）プレゼンテーションと討議「研究計画の発表」 

２）演習「研究計画の修正」 

３）講義「研究論文とは（読み方など）」 

４）講義「データのまとめ方、結果の比較」 

 

第 3 回 2019 年 12 月 14 日（土）13:15～6:45 

ウインクあいち 1305 会議室 

１）プレゼンテーションと討議 

「研究の進捗状況と結果予想」 

２）演習「データのまとめ方、統計入門」 

３）演習「統計処理と図表作成」 

４）講義「研究発表のための抄録の作り方」 

 

 

第 4 回 2020 年 2 月 29 日（土）13:15～16:45 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、「発表会・デ

ィスカッション・まとめ」を中止し、Web を使っ

てセミナーを実施した。 

１）講師・オブザーバーによる発表資料の精読 

２）精読コメントのまとめファイルの受取 

３）メールでの質疑応答、Web アンケート（任意） 

 

講師/ファシリテーター（五十音順、敬称略） 

上島寛之 (愛知学泉大学)、佐久間理英 (椙山女学

園大学)、白井禎朗（金城学院大学）、鈴木規恵 (名

古屋学芸大学)、高橋圭 (名古屋文理大学)、塚原丘

美（名古屋学芸大学）、平田なつひ (金城学院大学) 

オブザーバー 

日本栄養改善学会東海支部会 幹事 

 

研究課題 

・非がん患者の整形外科術後の喫食不良原因探索 

・腹膜透析患者の透析歴による栄養状態の比較 

・児童養護施設で生活する児童の食意識及び知識

について 

・中学生の学校給食における食意識からの検討  

・当院での褥瘡患者の喫食状況と栄養補助食品の

必要性について
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