
第１号議案

Ⅰ．事業の状況

１．研究発表会および学術講演会などの開催（定款第5条1号）

1）本部開催

　（1）第57回 快適性を考えるシンポジウム　高齢者の健康　－歩行を中心として－　　　　　　　　　　　

　　　 日時：2019年4月19日　場所：キャンパスプラザ京都　（参加者：31名）

　　　　　　1．基調講演　「二足歩行から見た、老いると言うこと」　　　　　・・・・・・慶応大学　元教授　井口　傑
　　　　　　2．研究発表　「高齢者の3次元歩容解析」　　　　　　・・・・(株)ノビデック　高橋　隆宜

　　　　　　3．基調講演　「高齢者における歩行を中心とした健康づくり」　　　　・・・・・大阪市立大学　岡崎　和伸

　　　　　　4．研究発表「高齢女性の歩行特性並びに靴の履用効果に関する研究」　　・・・・・文化学園大学　青木　識子

　　　　　　5．研究発表　「高齢者の靴の設計について」　　　　　・・・・・・ミズノ(株)　八幡　健太郎　

　（2）第35回消費科学講座　～AIテクノロジーが拓くファッション産業の未来～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 日時：2019年5月17日（京都）　場所：キャンパスプラザ京都（参加者：京都34名、東京20名）
　　 　　　　　　　　　　5月24日（東京）　場所：日本女子大学新泉山館
　　　　　　1．「デジタルとファッションの融合とその未来」　・・・クチュールデジタル(株) 　代表取締役　森田　修史
　　　　　　2．「ＡＩが変革するアパレル･ファッションの未来とは？」　・・・・ニューラルポケット株式会社CSO　周　涵
　　　　　　3．「パーソナル人工知能が拓くファッション産業の未来」　・・・・SENSY　代表取締役CEO　渡辺 祐樹

　（3） 2019年年次大会総会（第60回）
　　　　日時：2019年6月29日　場所：奈良女子大学
　　　　出席会員数　435名　　　（総会出席者　51名　　委任状　384名）

 （4） 2019年 年次大会研究発表会　　　
　　　　日時：2019年6月29日～30日 　場所：奈良女子大学
　　　　発表件数：研究発表142件（口頭発表60件、ポスター発表82件）、企画発表4件　　
　　　　参加者　347名
　　　　　　創立60周年記念式典
　　　　　　挨拶　・・・（一社）日本繊維製品消費科学会、横浜国立大学　教授　大矢　勝
　　　　　　来賓祝辞　・・・（一社）繊維学会会長　木村　邦生、㈱クラレ代表取締役専務　松山貞秋
　　　　　　記念講演「スマートテキスタイル開発の現状」・・・・・・福井大学名誉教授　堀　照夫
　　　　　　特別講演「「具現化、医学を基礎とするまちづくり　MBT（Medhicine-Based Town」　　

　　　　　　～データヘルス時代の新たな健康管理サービス～」
　　　　　　　　・・・・・・・MBTリンク　代表取締役社長／奈良県立医科大学　梅田　智広

　　　　　　企画発表1・「繊維からクラウドまで」
　　　　　　　　「ウェアラブルを支える銀メッキ導電性繊維AGposs®」　・・・・・ミツフジ㈱　三寺　秀幸
　　　　　　企画発表2・「災害・安全」
　　　　　　　　「災害関連死を防ぐ取り組み　国・行政と業界との連携」　

　　　　・・・・全国段ボール工業組合連合会防災アドバイザー、避難所・避難生活学会理事、　
Jパックス㈱　水谷　嘉浩　　

　　　　　　　　「大規模災害発生時の『衣』の支援を考える」　・・・・・・㈱TOSEI　須田　雅太郎
　　　　　　企画発表3・「オリンピック・パラリンピック」
　　　　　　　　「金メダリスト小平奈緒の成長を支えて」　・・・・信州大学　結城　匡啓

　（5）第38回 クリーニングに関する情報セミナー　　最近のクリーニングトラブルの紹介と防止ための対処法　　　
　　　　日時：2019年8月6日（大阪）　場所：ドーンセンター　　　　　　（参加者：大阪　24名、東京　20名）
　　　　　　　　　　　　8月20日（東京）　場所：日本女子大学新泉山館
　　　　　　1. 大阪府クリーニング生活衛生同業組合クリーニング研究所所長　桑野　富夫
　　　　　　2. 洗濯工房ラスカル　・・・・・吉瀬　史康
　　　　　　3. 実物トラブル事例を囲んでのディスカッション

2019年度（令和元年度）事業報告
（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

―1―
− 1 −



　（6）創立60周年記念　快適性とスマートテキスタイル国際シンポジウム
　　　　日時：2019年9月5日～7日　場所：奈良春日野国際フォーラム甍　　参加者469名　
　　　　発表件数133件　　展示30件　
　　　　　特別招待講演「人間型ロボットとスマートテキスタイル」・・・・・・大阪大学栄誉教授　石黒　浩
　 　　　　スマートテキスタイル最前線
　　　　　　　「Project Jacquard: Interactive Digital Textile at Scale」・・・・・Google ATAP　福原　志保
　　　　　　　「ソサエティ5.0のためのインダストリー4.0 とスマートテキスタイル」

・・・・ITA　der RWTH Aachen Univ. Thomas Gries
　　　　　　　「自動車アッセンブリにおけるスマートテキスタイル」・・・・BMW　Fabian Schroeter, Christian Boekels
　　　　　　　「スマートテキスタイルの健康見守り技術への応用」　・・・・奈良女子大学　才脇　直樹
　　　　　　欧州スマートテキスタイル交流
　　　　　　　「人間情報学に基づいた快適冷暖房衣服の開発」・・・東京大学名誉教授　板生　清、WIN　駒澤 真人
　　　　　　　EuraMaterials 　Virginie Canart 、ENSAIT Vladan Koncar、E&T Symbiose 　Alexandre Mortier
　　　　　　　TECHTERA 　Corinne FARACE 、Jet Metal Sébastien Fourneron
　　　　　　　「着衣型ウェアラブルデバイス hitoeⓇ」・・・・・東レ㈱　杉原 宏和・浅井 直希
　　　　　　　「生体情報計測ウェア向けのフレキシブル導電性素材「COCOMI®」」・・・・・東洋紡㈱　権　義哲
　　　　　　　「帝人フロンティアのウエアラブル開発と展望」・・・・・帝人フロンティア㈱　海老名　亮祐
　　　　　　　「伸縮電線 ロボ電（ROBODEN）のウェアラブル製品への適応性」・・・・旭化成㈱　小川　修平
　　　　　　　「e-skin -次世代スマートアパレル」・・・・・Xenoma　中島　正雄
　　　　　　　「ウェアラブルエレクトロニクスの国際標準化」・・・・・IEC/TC124国内委員会 代表　前田　郷司
　　　　　　快適性ワークショップ
　　　　　　　「加齢と発汗機能」・・・・・大阪国際大学　井上　芳光
　　　　　　　「人体の生理反応と知覚との関連と着衣の温熱的快適性」

・・・Loughborough University, UK　George Havenith
　　　　　　　「心と体をつなぐ脳のネットワーク」・・・・・東京工業大学　小谷 泰則
　　　　　　　「Grapheneの温熱的作用と着衣への応用」・・・・・・Seoul National University, Korea　Joo-Young Lee
　　　　　　　「人の発汗調節と適応」　・・・・・新潟大学　天野 達郎
　　　　　　　「個人対応の温熱制御のための温熱調整衣服」

・・・・・The Hong Kong Polytechnic University，China　Jintu Fan
　　　　　　　「生体電気シグナル記録のための繊維束を結合した伝導性のポリマー」・・・・・NTT　塚田　信吾

　（7）深喜毛織株式会社　見学会　　
　　　　日時：2019年10月9日　　場所：深喜毛織株式会社　　（参加者：13名）
　　　　　　1．企業紹介・各紡績工程についての講義（ビデオ込み）
　　　　　  2. 資料室・工場見学

　（8）実践アパレル講座「洗浄・洗濯・クリーニング」入門　　
　　　　日時：2019年11月15日 　場所：ドーンセンター　　　　　　（参加者：15名）
　　　　　　1．「洗浄の理論と家庭洗濯」　　　　・・・・・・大阪樟陰女子大学 教授 小林 政司
　　　　　　2．「商業クリーニング」　　　・・・・・品質情報研究所 所長 住連木 政司

　（9）第7回オリンピック・パラリンピック勉強会　　
　　　　日時：2019年11月16日　　場所：日本女子大学泉山館　　　　　　（参加者：15名）
　　　　　　1．「車いす使用者に適したズボンパターンの設計」

・・・・・日本女子大学学術研究員（元熊本大学教授）　雙田　珠己
　　　　　　2．「最先端の大人用紙おむつ開発の実際と課題」　・・・・・花王(株)　 小山　貴夫

　（10）第36回 消費科学講座　　～SDGsに取り組む企業の革新　～　　　　
　　　　　日時：2019年11月22日（東京）　　場所：日本女子大学新泉山館　　　　（参加者：大阪33名、東京31名）
　　　　　　　　　　　　　11月29日（大阪）　　場所：ドーンセンター
　　　　　　1．基調講演「SDGsの国内外の最新動向と企業取組のあり方」

・・・・(公財)地球環境戦略研究機関　小野田　真二
　　　　　　2．「世界のデジタルテキスタイル動向」　

　　　　・・・（東京）大野インクジェットコンサルティング　大野彰得、（大阪）コニカミノルタ㈱稲田 寛樹
　　　　　　3．「地球環境問題に貢献する合成繊維―繊維グリーンイノベーション事業について」　　

・・・・東レ(株)　寺井　秀徳
　　　　　　4.「テキスタイルケミカルの環境対応とイノベーションへの取り組み」・・・・日華化学㈱　齋藤　嘉孝
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　　　　　　5.「横編み機とデザインシステムの融合で総合的なものづくりの提案」・・・・㈱島精機製作所　赤井 信之
　　　　　　6.「市民とつくる、市民がつくる「捨てない未来」」・・・・日本環境設計㈱　岩元　美智彦

　（11）第31回 ファッション造形学セミナー　　3Dテクノロジーでアパレル企画・設計・販売はどのように変わるのか　
　　　　　日時：2019年11月30日　　場所：日本女子大学百年館低層棟　　　（参加者：81名）
　　　　　　1．ISO/TC133の３D-CADにかかわる規格と今後の動向　・・・・・東レＡＣＳ㈱ 久保　忠博
　　　　　　2．ファッション業界における3DCGの役割とは　・・・・デジタルファッション㈱　森田　修史
　　　　　　3．アパレル設計工程における弊社3Dソリューションの活用状況・・・・・東レACS㈱　土屋　慶一
　　　　　　4．簡単にリアルな結果が得られる- BROWZWEARパターンシミュレーション・・・㈱アベイル　胡蝶
　　　　　　5．CLOが目指すアパレルのデザインとサンプル制作・・・・㈱ユカアンドアルファ　中村　恵子
　　　　　　6．高精度ボディスキャナーとヒューマンメトリクスサービス・・・・・㈱スペースビジョン　亀嶋　英人
　　　　　　7．３Ｄボディスキャナ（SS20）の特徴と３Ｄ人体計測データの活用

・・・・・ビーエム・ディーシステム㈱　佐藤　隆三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（12） 実践アパレル講座「快適性」入門　～温熱生理の基礎と商品開発の手法を学ぶ～　　
　　　　　日時：2019年12月5日　　場所：ドーンセンター　　　　　　（参加者：27名）　　
　　　　　　1．「快適性商品開発の手順と感覚計測技術」　　・・・・・元東洋紡績㈱技監　原田　隆司
　　　　　　2．「衣服の温熱的快適性に関する研究手法と評価手法」　・・・・・文化学園大学名誉教授　田村　照子

　（13） 実践アパレル講座「人工皮革・合成皮革」入門　　～その構成とポリウレタン樹脂、評価方法～　
　　　　　日時：2019年12月19日　　場所：文化学園大学　　　　　　　（参加者：23名）
　　　　　　1．人工皮革・合成皮革の構成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　2．ポリウレタン樹脂の組成・物性・劣化と耐久性評価方法　　・・・京都女子大学　榎本　雅穗

　（14）第37回 消費科学講座　　「健康に生きる」～生涯現役社会の実現～　　　　
　　　　　日時：2020年2月14日（東京）　　場所：日本女子大学新泉山館　　　　　　（参加者：東京21名）
　　　　　　　　　　　　　 2月28日（大阪）　　　　※新型コロナウイルス感染予防のため、大阪会場は中止になりました　
　　　　　　1．（基調講演）「地域高齢者の健康・見守り支援に対する異分野連携による新たな可能性」」

・・・金沢工業大学　佐藤　進
　　　　　　2．「AGposs®を用いたスマートウェアhamon®の体調管理システム」

・・・ミツフジ㈱（東京）小副川博通、（大阪）三寺秀幸
　　　　　　3. （基調講演）「自宅で簡単に出来る『ホーム貯金術のすすめ』」　　

ｰ使って貯めよう筋肉貯筋、使えば無くなるお金の貯金ｰ　　
・・・・鹿屋体育大学前学長　東京大学名誉教授　福永　哲夫

　　　　　　4.「シニア世代の歩行寿命を支えるシューズ開発」・・・・㈱アシックス　市川　将
　　　　　　5.「パワーアシストスーツの原理・効果・市場動向・今後の展開について」・・・・㈲アトリエケー　北浦　基広
　　　　　　6.「生涯現役社会への着るロボットによる貢献」・・・・㈱ＡＴＯＵＮ　藤本　弘道

　（15）第8回オリンピック・パラリンピック勉強会　　
　　　　　日時：2020年2月21日　　　場所：京都教育大学　　　　　　　　（参加者：22名）
　　　　　　1．「ブラインドマラソンの魅力と競技環境、暑さ対策について」

・・・滋賀銀行・陸上部　ﾊﾟﾗｱｽﾘｰﾄ　近藤寛子
　　　　　　2．「アスリートが感じる夏季スポーツ活動中のHeat Stress とその発生要因」

・・・・京都工芸繊維大学　山下　直之

　（16）第47回 消費性能試験法講習会　繊維製品の付加価値とリスク～機能と事故を考える～　　
※新型コロナウイルス感染予防のため、中止になりました

　　　　　日時：2020年3月6日（東京）　　場所：（一財）日本繊維製品品質技術センター
　　　　　　　　　　　　　3月19日（大阪）　　場所：（一財）ボーケン品質評価機構
　　　　　　1．講演「ポリウレタン衣料品のクリーニングトラブル防止について」　・・・・クリーニング研究所　桑野　富夫
　　　　　　2．講演「繊維の機能加工について」・・・日華化学㈱　笹田　祥弘
　　　　　　3．実習：ポリウレタン弾性糸、ウレタンコーティング、抗菌加工、防汚加工、滑脱防止加工、はっ水加工

　（17）第32回ファッション造形学セミナー「実践！レディスパターン教室　テーラード・ジャケット編」
　　　　　　　　　　 ※新型コロナウイルス感染予防のため、中止になりました
　　　　　日時：2020年3月7～8日　場所：文化学園大学
　　　　　　　1日目　講義・計測・作図師範　　　・・・・・・・元イトキン株式会社　菊地　正哲（東京マイスター）
　　　　　　　2日目　作図実習、試着デモンストレーション
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　（18）第39回クリーニングに関する情報セミナー「コインランドリーを含むクリーニング業と商業クリーニングの理解」
※新型コロナウイルス感染予防のため、中止になりました

　　　　　日時：2020年3月17日　　場所：㈱TOSEI静岡工場
　　　　　　1．講演１「商業クリーニングと各種クリーニング機の解説」
　　　　　　2. 講演２「コインランドリーについて」
　　　　　　3．工場見学（洗濯機、真空包装機、コインランドリーなど）

　（19）岡本株式会社　見学会　　　　　　　　※新型コロナウイルス感染予防のため、中止になりました
　　　　　日時：2020年3月25日　　場所：岡本㈱奈良事業所
　　　　　　1．岡本株式会社の紹介、及び講演

（靴下 の歴史、会社紹介、商品紹介（含 脱げないココピタ）、研究部門の紹介、その他）
　　　　　　2. 工場見学（工場の概要説明と靴下の生産工程）、
　　　　　　　　研究部門および靴下工房見学（環境実験室、研究成果、古い編機など）

2）支部開催

（1）関東支部

　　　a）総会・講演会
　　　　　日時：2019年4月13日　場所：大妻女子大学　　参加者：15名
　　　　　講演会： 「50余年の研究から得た“我が真珠”とは」・・・真珠科学研究所　小松博

　　　b）第１回見学・講演会
　　　　　日時：2019年9月3日　　場所：スガ試験機株式会社　　参加者：17名
　　　　　講演：「スガ試験機の各種環境試験機の事例について　－生活環境における使用例を踏まえて－」

・・・スガ試験機㈱　篠原　晃典 
　　　　　見学：施設内見学

　　　c）第２回見学・講演会 ※新型コロナウイルス感染予防のため、中止になりました
　　　　　日時：2020年2月27日　　場所：コニカミノルタ㈱　東京サイト八王子　　
　　　　　講演：「個が輝く世界に向けたコニカミノルタのデジタルテキスタイルの最前線」

・・・コニカミノルタ㈱　竹内節
　　　　　見学：ショールーム見学・捺染装置見学

　　　d）第53回卒論発表会
　　　　　日時：2020年2月13日　　場所：共立女子大学神田一橋キャンパス　参加者：33名　　発表件数：7件

（2）北陸支部
　　　a)幹事会・総会並びに特別講演会
　　　　日時：2019年4月26日　　場所：富山国際学園サテライトオフィス　　参加者：総会21名　　講演会：31名
　　　　特別講演会：「最近のスポーツウエアを取り巻く現状と課題　－パラリンピックを中心に－」

京都女子大学　諸岡晴美

（3）東海支部
　　　a)総会並びに講演会
　　　　日時：2019年4月13日　　場所：金城学院大学　　参加者：総会；26名　講演会；30名　
　　　　講演：「繊維製品の開発と今後の展望」　　　中河原毅

　　　b)見学会　　
　　　　日時：2019年9月4日　　場所：岐阜県産業技術総合センター、カーボンファイバーリサイクル工業㈱
　　　　参加者：19名

　　　ｃ）第33回東海支部若手繊維研究会（共催）
　　　　日時：2019年12月7日　　場所：名古屋工業大学　　参加者：45名　　発表件数：20件

　　　ｄ）研究談話会　 ※新型コロナウイルス感染予防のため、中止になりました
　　　　日時：2020年3月11日　　場所：名古屋女子大学　
　　　　講演：「被服材料系におけるE-Learning」　名古屋女子大学　間瀬清美

―4―
− 4 −



（4）中・四国支部
　　　a)総会並びに見学会
　　　　日時：2019年4月22日　　場所：倉敷市立短期大学　　参加者：総会；16名　　見学会；19名
　　　　見学会：倉敷市立短期大学　施設および授業見学

　　　ｂ）講演・見学会
　　　　日時：2019年11月22日　　場所： アシックス・スポーツ工学研究所   参加者：40名
　　　　講演 : スポーツギアの高機能化   ㈱アシックス・スポーツ工学研究所　原野健一　
　　　　見学会 : アシックス・スポーツ工学研究所

 　　 ｃ）研究及び事例発表会（共催）                 参加者：23名　　発表件数：6件
　　　　日時：2019年12月13日　　場所：岡山県立図書館

3）共催・協賛

　　　（1）第50回「感性研究フォーラム」講演会　感性の研究と未来
　　　　　日時：2019年6月22日　　場所：ドーンセンター

　　　（2）スマートテキスタイル研究会（第18回）
　　　　　日時：2019年7月8日　　場所：ナガセグローバル人材開発センター

　　　（3）第35回ファジィシステムシンポジウム（FSS2019）
　　　　　日時：2019年8月29日・30日・31日　　場所：大阪大学　豊中キャンパス

　　　（4）第28回日本睡眠環境学会学術大会
　　　　　日時：2019年9月5日～6日　　場所：東広島市市民文化センター

　　　（5）第21回日本感性工学会大会
　　　　　日時：2019年9月12日～14日　　場所：芝浦工業大学　豊洲キャンパス

　　　（6）2019年度　繊維学会東海支部講演会
　　　　　日時：2019年10月4日　　場所：ザ・コンダーハウス

　　　（7）スマートテキスタイル研究会（第19回）
　　　　　日時：2019年10月25日　　場所：ミツフジ㈱

　　　（8）第40回日本熱物性シンポジウム
　　　　　日時：2019年10月28日～30日　　場所：長崎ブリックホール

　　　（9）スマートテキスタイル研究会（第20回）
　　　　　日時：2019年10月31日　　場所：福井大学産学連携本部

　　　（10）第51回洗浄に関するシンポジウム　特集「泡による洗浄メカニズムと応用展開」
　　　　　日時：2019年11月11日～12日　　場所：大阪科学技術センター

　　　（11）生活科学系コンソーシアム　第8回シンポジウム
　　　　　日時：2019年12月21日　　場所：日本女子大学

　　　（12）2020学術ミキサー
　　　　　日時：2020年1月24日　　場所：大阪科学技術センタービル

　　　（13）スマートテキスタイル研究会（第21回）
　　　　　日時：2020年1月28日　　場所：京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパス60周年記念館

　　　（14）京都工芸繊維大学繊維科学センター「第7回東京地区講演会」
　　　　　「時を超えて維ぐテクノロジー」
　　　　　日時：2020年3月13日　　場所：東京農工大学　小金井キャンパス
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２． 学会誌および学術図書の刊行

３． 学会賞(論文賞，年度論文賞，奨励賞，功績賞）の表彰（定款第5条4号）

学会賞(消費科学フロンティア賞）の表彰（定款第5条4号）

消費科学エクスポジションアワード（解説賞）の表彰（定款第5条4号）

功績賞

創立60周年記念研究委託

2019年年次大会（奈良女子大学）にて6月29日実施

1） 論文賞 石原久代 （椙山女学園大学）

「服装色に関する研究」

2） 年度論文賞 村﨑夕緋 （京都女子大学大学院，現ミズノ㈱）

中橋美幸 （富山県産業技術研究開発センター生活工学研究所）

諸岡晴美 （京都女子大学）

3） 奨励賞 谷 明日香（四天王寺大学短期大学部）

　　「卵殻膜・リン脂質ポリマー同時加工布に関する研究」

松原詩緒 （文化学園大学，現岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校）

　　「着装行動に関する研究」

4） 消費科学フロンティア賞
花王株式会社　山口光明
花王株式会社　植松潤平
　　「ドライ効果を有する柔軟仕上げ剤の商品開発」

岡本株式会社　原　進

岡本株式会社　濵﨑直視

岡本株式会社　大林勇士

　　「新しい滑り止め機構を有する脱げにくいカバーソックス」

5） 消費科学エクスポジションアワード（解説賞）

株式会社河合産業皮膚医学研究所　五十嵐亮介

　　「繊維製品の皮膚に対する刺激性および有用性の評価方法」

文化服装学院　早渕千加子

文化服装学院　吉村とも子

6） 功績賞 小林政司 （大阪樟蔭女子大学
平田耕造 （神戸女子大学）
諸岡晴美 （京都女子大学）

7） 創立60周年記念研究委託

傳法谷郁乃　（神奈川大学）

「背部体表面の圧縮特性とそれに影響を及ぼす要因」

　　「子ども用高視認性安全服 文化服装学院による取り組み
　　　ファッション+αによる社会貢献」

会 誌 名 発　行　年　月

繊維製品 2019年4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2020年1月,2月,3月

消費科学 (第60巻 第4号, 第5号, 第6号, 第7号, 第8号, 第9号, 第10号, 第11号, 第12号, 第61巻 第1号, 第2号, 第3号)

―6―
− 6 −



４． 理事会、委員会、その他（定款第32条、第49条，第50条）

(1)　理事会 3回

(2)　会長・副会長会 6回

(3） 学会賞受賞候補者推薦委員会 1回

(4） 学会賞受賞候補者選考委員会 1回

(5)　消費科学フロンティア賞選考委員会 2回

(6)　事業企画委員会 12回

(7)　学会誌編集委員会 12回

(8)　論文編集委員会 1回

(9) 60周年記念事業実行委員会 8回

(10) クリーニングに関する情報研究委員会 2回

(11) ｢快適性・健康｣研究委員会 2回

(12) ファッション造形学研究委員会 2回

(13) スマートテキスタイル研究委員会 1回

(14) オリンピック・パラリンピック研究委員会    2回

(15）災害と安全研究委員会 1回

５． 支部事業（定款第3条）

(1) 関東支部幹事会（関東地区，甲信地区） 6回

(2) 東海支部幹事会（東海地区） 3回

(3) 北陸支部幹事会(北陸地区） 1回

(4) 中・四国支部幹事会（中国地区，四国地区） 1回

６． 会員

2020年3月31日
現在

2019年3月31日
現在

増減数

正 会 員 691 685 6
学生会員 36 32 4
名誉会員 6 7 -1
維持会員 18 19 -1
賛助会員 51 51 0
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Ⅱ．処務の概要

１　役員等に関する事項

職名 常勤・非常勤 氏名 就任(重任)年月日 担当職務 現職
理事 非常勤  牛田　　智 2019.6.29 会長・学会統括 武庫川女子大学　教授
理事 非常勤  大塚美智子 2013.6.22 副会長・運営統括・ファッション造形学研究委員長 日本女子大学　教授
理事 非常勤  才脇　直樹 2017.6.24 副会長・企画統括・学会誌編集委員会委員 奈良女子大学　教授
理事 非常勤  保城　秀樹 2015.6.27 副会長・財務総括 ㈱クラレ
理事 非常勤  阿部　栄子 2015.6.27 関東支部長・運営 大妻女子大学　教授
理事 非常勤  榎本　雅穗 2017.6.24 学会誌編集委員会副委員長・運営 京都女子大学　教授
理事 非常勤  岡野　哲也 2017.6.24 財務 花王㈱
理事 非常勤  小田　直規 2019.6.29 企画 東レ㈱
理事 非常勤  上條　正義 2015.6.27 企画 信州大学　教授
理事 非常勤  薩本　弥生 2019.6.29 快適性・健康研究委員会委員長・運営 横浜国立大学　教授
理事 非常勤  佐伯　宏一 2015.6.27 財務 （一財）カケンテストセンター
理事 非常勤  清水　祐輔 2019.6.29 企画 東洋紡㈱
理事 非常勤  高橋　朋子 2017.6.24 企画 旭化成㈱
理事 非常勤  竹下　皇二 2017.6.24 財務 帝人フロンティア㈱
理事 非常勤  坪内　敬治 2017.6.24 企画 ㈱デサント
理事 非常勤  鳴尾　丈司 2019.6.29 企画 ミズノ㈱
理事 非常勤  箱井　英寿 2013.6.22 論文編集委員会委員長・運営 大阪人間科学大学　教授
理事 非常勤  原田　妙子 2019.6.29 東海支部長・運営 名古屋女子大学短期大学部　教授

理事 非常勤  藤井　明彦 2017.6.24 財務 (一社)繊維評価技術協議会
理事 非常勤  藤吉　一隆 2017.6.24 企画 ㈱レナウンアパレル科学研究所
理事 非常勤  増井　宏之 2018.6.23 企画 ライオン㈱
理事 非常勤  森下あおい 2017.6.24 学会誌編集委員会委員長・運営 滋賀県立大学　教授
理事 非常勤  米山　雄二 2013.6.22 財務 文化学園大学　教授
理事 非常勤  四衢 　　晋 2017.6.24 事業企画委員会委員長・企画 クラレトレーディング㈱
監事 非常勤  池田　武彦 2012.6.25 監査 ユニチカガーメンテック㈱
監事 非常勤  諸岡　晴美 2011.6.25 監査 京都女子大学　教授
顧問 非常勤  田村　照子 2014.6.28 文化学園大学　名誉教授
顧問 非常勤  原田　隆司 2013.6.22 　 元　東洋紡績㈱技監

２　職員に関する事項

職名 常勤・非常勤 氏名 採用年月日 担当事務 備考
事務局長 常勤 西　　良造 2005.5.1 事務総括
職員 常勤 高野　直子 2001.4.1 庶務・会計・編集
職員 常勤 中山　靖子 2014.4.1 庶務・行事

３　会議等に関する事項
　1）理事会

回 会議の結果
第194 2018年度事業報告

2018年度決算報告
2018年度公益目的支出計画実施報告
2018年度収支監査報告
2019年度事業計画
2019年度収支予算
理事及び監事選出の件
諮問委員選出の件
学会賞,功績賞,消費科学フロンティア賞,解説賞の承認

研究奨励金授与の件
創立60周年記念「研究委託」の件
創立60周年記念「国際シンポジウム」の件

第195

第196 　2020年度年次大会について
　学会賞，消費科学フロンティア賞，解説賞の件
　60周年記念事業の確認と今後について
　60周年記念醵金について
　2020年度委員会委員の交代の件

　　　　　2019年度末現在

　　　　　2019年度末現在

開催年月日 議　事　事　項
2019年6月1日

全会一致で承認・可決

2019年10月12日 　年次大会　参加登録費改定の件
承認された

（台風のため電磁的書面審議）
　年次大会　部門責任者・部門委員承認の件
　消費科学フロンティア賞選考委員承認の件

2020年1月25日

承認された
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　2）総会

会議の結果

第3号議案　理事及び監事の選出，諮問委員の選出
全会一致で承認・可決

60周年記念事業・予算

　3）委員会

会議の結果

　消費科学フロンティア賞選考委員会

　消費科学解説賞選考委員会

４　許可、認可、承認、証明等に関する事項　

許可年月日

５　契約に関する事項

契約の種類

６　寄付金に関する事項

備　考

７　主務官庁からの連絡事項等

履行状況

８　その他重要事項
特になし

2019年5月13日

2019年6月29日 第1号議案　2018年度事業報告
開催年月日 議　事　事　項

全会一致で承認

2019年4月6日 　学会賞受賞候補者推薦委員会

2019年4月6日 　学会賞受賞候補者選考委員会

2019年3月16日

第2号議案　2018年度決算報告，2018年度公益目的
　　　　　 支出計画報告，2018年度監査報告

第4号議案　2019年度事業計画
第5号議案　2019年度収支予算

開催年月日 議　事　事　項

申請年月日 申請事項

連絡年月日 連絡事項

なし

契約年月日 契約相手

2019年9月1日 辻・本郷税理士法人

寄付の目的 寄付者　　　申込金額　　　領収金額

なし

顧問契約更新

一般社団法人日本繊維製品消費科学会

なし

2019年度（令和元年度）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
しないので作成しない。

2020年（令和2年） 5月
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　2）総会

会議の結果

第3号議案　理事及び監事の選出，諮問委員の選出
全会一致で承認・可決

60周年記念事業・予算

　3）委員会

会議の結果

　消費科学フロンティア賞選考委員会

　消費科学解説賞選考委員会

４　許可、認可、承認、証明等に関する事項　

許可年月日

５　契約に関する事項

契約の種類

６　寄付金に関する事項

備　考

７　主務官庁からの連絡事項等

履行状況

８　その他重要事項
特になし

2019年5月13日

2019年6月29日 第1号議案　2018年度事業報告
開催年月日 議　事　事　項

全会一致で承認

2019年4月6日 　学会賞受賞候補者推薦委員会

2019年4月6日 　学会賞受賞候補者選考委員会

2019年3月16日

第2号議案　2018年度決算報告，2018年度公益目的
　　　　　 支出計画報告，2018年度監査報告

第4号議案　2019年度事業計画
第5号議案　2019年度収支予算

開催年月日 議　事　事　項

申請年月日 申請事項

連絡年月日 連絡事項

なし

契約年月日 契約相手

2019年9月1日 辻・本郷税理士法人

寄付の目的 寄付者　　　申込金額　　　領収金額

なし

顧問契約更新

一般社団法人日本繊維製品消費科学会

なし

2019年度（令和元年度）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
しないので作成しない。

2020年（令和2年） 5月
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