
2019年度事業報告
事 業 名 時 期 場 所 備 考

1支部大会

夏季研究発表会 7月20日 苫小牧高専 一般講演91件、特別講演2件
147名

2講演会

地区化学講演会 9月20日 北大函館ｷｬﾝﾊﾟｽ 35名

10月24日 北見工大 20名

11月8日 北教大旭川校 74名

外国人学者講演会 随時 6件

日本人学者講演会 随時 2件

3講習会

環境・安全推進事業 11月15日 苫小牧高専 40名

4北海道支部奨励賞表彰 1月29日 北大 2名

5支部優秀講演賞表彰 9月25日 北大 7名



事 業 名 時 期 場 所 備 考
6化学普及事業

化学系大学への体験入学 7月20,27日 北教大函館 28名

化学系大学への体験入学 7月30,31日 北大 95名

地区化学教育研究協議会 11月26日 北海道科学大 72名

中学生のための化学実験講座 7月27日 苫小牧高専 7名

7月27日 旭川高専 40名

8月3,4日 函館高専 75名

12月14日 理科教育センター 19名

支部奨励賞（高校生の部） 1月28日 北大 2校

化学グランプリ2019 *本部事業7月15日 札幌・旭川・室蘭・
釧路・北見・函館

118名

化学グランプリ北海道支部長賞
表彰

1月28日 北大 5名

北見おもしろ科学実験 8月3日 北見工大 554名



事 業 名 時 期 場 所 備 考
7会員増強

支部賞（高専） 3月上旬 旭川、苫小牧、函館
各高専

3名

第9回CSJ化学ﾌｪｽﾀ参加支援 6月中旬 25名 各5,000円支給

8共催事業

討論会 随時 3件

セミナー 随時 2件

冬季研究発表会 1月28,29日 北大 講演103件、ポスター101件
389名

9会議等

第一回化学教育協議会 4月19日 北大

第一回幹事会 4月19日 北大

代議員推薦委員会 4月19日 北大

学会賞・学術賞等推薦委員会 7月19日 北大



事 業 名 時 期 場 所 備 考
支部役員選考委員選挙 9月

支部役員選考委員会 10月30日 北大

支部奨励賞選考会議 11月1日 北大

第二回幹事会 11月27日 北大

次期役員候補者選考委員選考
会

11月上旬 北大

第二回化学教育協議会 2月4日 北大

第三回幹事会 2月4日 北大



2020年度事業計画
事 業 名 時 期 場 所 備 考

1支部大会

夏季研究発表会 7月18日 北大函館ｷｬﾝﾊﾟｽ 支部優秀講演賞審査 中止

日本化学会常務理事
支部訪問予定(会長代理)

2講演会

地区化学講演会 未定 苫小牧

未定 旭川

未定 北見

外国人学者講演会 随時

日本人学者講演会 随時

3講習会

環境・安全推進事業 未定 旭川高専

4北海道支部奨励賞表彰 1月下旬 北大 冬季研究発表会会場にて表彰

5支部優秀講演賞表彰 9月中旬 北大 中止



事 業 名 時 期 場 所 備 考
6化学普及事業

化学系大学への体験入学 7月下旬 北教大 函館 中止

7月下旬 北大 中止

地区化学教育研究協議会 11月中旬 北海道科学大

中学生のための化学実験講座 7月下旬 苫小牧高専 延期（未定）

8月上旬 旭川高専 9月に延期（未定）

7月18,19日 函館高専 中止

8月上旬 理科教育センター 中止

中学生、高校生のための化学 随時 （4～5回予定） 出前講義・講演・実験
小中学生も対象

支部奨励賞（高校生の部） 1月下旬 北大 冬季研究発表会会場にて表彰

化学グランプリ2020 *本部事業 7月23日 札幌・旭川・室蘭・
釧路・北見・函館

延期（未定）

化学グランプリ北海道支部長賞
表彰

1月下旬 北大 冬季研究発表会会場にて表彰

北見おもしろ科学実験 8月1日 北見工大 中止



事 業 名 時 期 場 所 備 考
7会員増強

支部賞（高専） 3月上旬 旭川、苫小牧、函館
各高専

推薦依頼、決定、授与

第10回CSJ化学フェスタ（オンラ
イン開催）発表参加支援

6月 5千円支給

8共催事業

討論会 随時

セミナー 随時

冬季研究発表会 1月下旬 北大

9会議等

第一回化学教育協議会 4月27日 北大 メール審議

第一回幹事会 4月27日 北大 メール審議

代議員推薦委員会 5月11日 北大 支部所属代議員候補者推薦
メール会議

学会賞・学術賞等推薦委員会 7月16日 北大

支部役員選考委員選挙 9月

支部役員選考委員会 10月中旬 北大 次期支部役員選出/次期本部
役員選出



事 業 名 時 期 場 所 備 考

支部奨励賞選考会議 10月下旬 北大

第二回幹事会 11月初旬 北大 2021年度事業計画・予算

次期支部役員決定

支部奨励賞（若手・高校）およ
び

化学ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ北海道支部長賞
の決定

次期役員候補者選考委員選考
会

11月中旬 北大 支部代議員による互選（メール
会議）

第二回化学教育協議会 2月中旬 北大 決算事業報告

第三回幹事会 2月中旬 北大 決算事業報告･引継



2019年度決算

１．積立金取崩収入 ０ １．事業費

２．支部費 ４，５２５，０００ ・支部大会 ５８３，８４１

３．支部事業収入 ・講演会 ３８２，５３７

・支部大会 ６０８，５００ ・講習会 １９，１１５

・講演会 ２４，０００ ・表彰事業 １２１，１７２

・講習会 ０ ・化学普及事業 １，４３５，５７１

・支部奨励賞（印刷代分担金） ８，０００ ・会員増強事業 １８５，５７１

・化学普及事業 １６８，０００ ・共催分担金 ２２０，０００

４．その他 ２．人件費 １，１７０，１９５

・預金利息 ５７２ ３．一般経費（会議費、旅費等） ７０３，００４

・懇親会費 ５０，０００ ４．積立金 ５６３，０６６

合計 ５，３８４，０７２ 合計 ５，３８４，０７２

<収入> <支出>



2020年度予算

2020予算 2019予算 2020予算 2019予算

１．積立金取崩収入 ０ ０ １．事業費

２．支部費 ４，４２４，０００ ４，５２５，０００ ・支部大会 ７５０，０００ ７５０，０００

３．支部事業収入 ・講演会 ４８７，０００ ４８７，０００

・支部大会 ７００，０００ ７００，０００ ・講習会 ９０，０００ ９０，０００

・講演会 ６０，０００ ６０，０００ ・表彰事業 １４３，０００ １４３，０００

・講習会 ２０，０００ ２０，０００ ・化学普及事業 １，４８２，０００ １，４８２，０００

・化学普及事業 １８０，０００ １８０，０００ ・会員増強事業 ８４，０００ １８５，０００

４．その他 ・共催分担金 ２５０，０００ ２５０，０００

・預金利息 １，０００ １，０００ ２．人件費 １，４００，０００ １，４００，０００

・懇親会費
４０，０００ ４０，０００

３．一般経費（会議費、
旅費等）

７３９，０００ ７３９，０００

４．積立金 ０ ０

合計 ５，４２５，０００ ５，５２６，０００ 合計 ５，４２５，０００ ５，５２６，０００

<収入> <支出>


