
一般財団法人 
日本看護学教育評価機構 
説明会     2019年3月23日 
1.本機構が行う、分野別評価とは 
2.理事会・評議員会報告 
3.試行評価対象校の募集について 
4.評価員研修について 
5.予算案について（100校、150校の場合） 
6.今後のスケジュールについて 
 



1.本機構が行う 
看護学教育分野別評価とは 

皆さんの質問にお答えする形で 
 

    日本看護学教育評価機構 

   代表理事  高田 早苗 

 

 

 
2019年3月23日JABNE説明会資料 
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機関別評価機構と分野別評価
機構はどう違うのか？ 
 ー機関別評価と分野別評価 
 ー評価機構の違い 
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高等教育における質保証： 
     機関別評価と分野別評価 
2004年機関別認証評価開始：法律で義務化 

「教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の総合的 

な状況」について、1回／7年以内 評価を受けることの義務化 

第3者機関による適格認定の性質  

国の認証を受けた機関が定める評価基準に、各大学が適合し 

ているかについての、適格認定を受ける 

大学の自己点検・評価に基づく 

各大学の自己点検・評価に基づき実施する、大学の質向上へ 
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日本の高等教育における動向 
中央教育審議会「学士課程教育の構築に向けて（答申）」 2008年 

• 高等教育のグローバル化が進む中、学習成果を重視する国際的な流れを
踏まえながら、我が国の学士の水準の維持・向上のため、教育の中身の
充実を図っていく必要性 

• →教育の質保証システムの在り方に関する提言 
• →「学士力」が提示されるも、それだけでは実際の教育課程への対応性と
いう意味で大きな制約がある 

日本学術会議 
「大学教育の分野別質保証の在り方について」 2010年 

• 分野別に学士課程教育の質保証を図る枠組みを構築することが必要 
• →法学分野、理工農系分野、生物学分野等をはじめとして、各分野では質
保証に向けた取り組みが開始（当該分野のカリキュラム編成参照基準） 

• →医療系でも薬学分野、医学分野ではすでに取り組みが開始 
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分野別評価への着目 
►教育組織中心の考え方（設置基準）から、学位プロ
グラム中心の考え方へ 

学位：各学問分野 

►グローバル化への対応 
例：JABEE、医学教育 

►専門職業人育成の教育（例：専門職大学院） 
質保証の観点からモデル・コア・コンピテンシー等の策定・・・職能団体 
学会等との協力連携のもと。専門職大学院は5年ごと、義務化。 

 
 看護学は、学部、学科、専攻・・・大学における位置

づけが多様・・・機関別では取り上げられないことも 
 教育課程、教授学習活動、学生成果に焦点！ 
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機関別評価における評価の視点 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

内部質保証の手続き（プロセス） 

使命・目的 

管理運営 

教員の資格要件（専門性・教授力） 

施設・設備 

学生のフィードバック 

研究環境 

研究活動の戦略性 

学生に対する学習支援・生活支援 

学習環境 

教育と研究の連動 

非常に重要 

重要 

ある程度重要 

あまり重要でない 

重要でない 

該当なし 

ENQA(European Association for Quality Association) 
Quality Procedures in the European Higher Education Area and Beyond – Second ENQA Survey より （2008年調査 51機関から回答） 

25項目の設問に

対して重要度を問
う形式 

7 



専門分野別評価における評価の視点 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

教員の資格要件（専門性・教授力） 

カリキュラム・シラバス 

施設・設備 

内部質保証の手続き（プロセス） 

使命・目的 

学習環境 

学習構造 

教育方法・学習方法 

学生のフィードバック 

学生に対する学習支援・生活支援 

卒業時の学習成果の適切性 

非常に重要 

重要 

あまり重要でない 

ある程度重要 

重要でない 

該当なし 

ENQA(European Association for Quality Association) 
Quality Procedures in the European Higher Education Area and Beyond – Second ENQA Survey より （2008年調査 51機関から回答） 
 

25項目の設問に

対して重要度を問
う形式 
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25項目重要度の回答比較 
• 機関別評価               
 1.内部質保証   
 2.使命・目的 
 3.管理運営 
 4.教員の資格要件 
 5.学生のフィードバック 
 6.施設・設備 
 7.研究活動の戦略性 

• 分野別評価 
 1.カリキュラム・シラバス 
 2.教員の資格要件 
 3.使命・目的 
 ４.学習構造 
 5.内部質保証 
 6.学生のフィードバック 
 7.卒業時の学修成果 
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機関別評価と分野別評価 
 

• 「看護学教育評価システム」（平成30年10月）
参照 

•機関別評価：法律による一律義務化 
 分野別評価：各学問分野の主体的努力 
 （専門職大学院では義務化のように、特に専
門職業人養成に携わる分野では質保証は社会
的責任とみなされてきている） 
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評価機構の別 
•義務化されている機関別評価を行う機関 
 国の認証を受けた第3者機関 
  公益財団法人 大学基準協会 
 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 
  公益財団法人 日本高等教育評価機構 

•分野別評価を行う機関（例） 
 一般社団法人 薬学教育評価機構 
 一般社団法人 医学教育評価機構 
 一般財団法人 日本助産評価機構（国の認証を受けている） 
 一般社団法人 日本技術者教育認定機構(JABEE) 
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評価対象は？ 免許取得との関連 
○○大学からの問い合わせ 
看護師教育：○○大学××学部・・・学科 看護学専攻 
助産師教育：同大学大学院△学総合研究科保健学専攻・・・分野 
保健師教育：学部選択制から大学院教育へ 
この場合、看護学教育評価機構の評価対象となるのは、「看護師教 
育：○○大学××学部・・・学科 看護学専攻」のみになるのか？ 
大学院で実施している助産師教育、現在準備中の保健師教育につ
いては評価対象にならないと理解してよいか？ 

      イエスであり、ノーでもある 
当面は学士課程教育を対象とする。大学院の評価は評価事業 
が軌道に乗ってから実施。ただし、 
看護学士教育 ＝ 看護師教育 ではない！ 
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学位（教育）プログラム：看護学士 
＊2002年 21世紀の看護学教育（大学基準協会） 
・看護専門職として知識と技術を体得させ、卒業直後から指導や助言のもと 
 に独力で看護ケアができる実力を付与する。 
・看護学研究に関する思考力と創造性を養い、将来高度な専門職業人とし 
 ての看護実践者または看護学研究者となるための基礎的能力を培う。 

＊看護学教育カリキュラムの前提 
（文科省 看護学教育のあり方に関する検討会 2004 
 JANPUコアコンピテンシーと卒業時到達目標 2018において
確認､p5） 
1)保健師・助産師・看護師に共通した看護学の基礎を教授する課程である 
2)看護生涯学習の出発点となる基礎能力を培う課程である 
5)教養教育が基盤に位置付けられた課程である 

13 



学士教育と免許教育 
• 日本学術会議参照基準 ７ 看護学を学修して修得できる主な資格と能力  
 社会の中で専門職業人として機能する人材の育成もまた看護学教育の使
命である。保健師助産師看護師学校養成所指定規則で示された教育課程
を修めること により、卒業生は、国家試験受験資格を得て国家試験を受験
し合格すれば免許を取得する。 学士課程教育としての看護学教育は、さら

に学問としての発展を志向する教育として、各大学の独自性・創造性を盛り
込んだ内容が期待される。 
• JANPU2008 看護学教育に関する見解3)看護学教育を担う大学の自治 
 大学は、学問や教育における自律性を有して・・・。看護系大学も、学術や
社会の変化に対応して、自らを進化させていく必要がある。助産師教育は
学士課程養成、専門職大学院、修士課程、さらに大学専攻科など、多様に
なっている。保健師教育のあり方についても、こ うした多様性を追求する議

論が真摯に行われている・・・。本協議会は、・・・各大学が理念を明確にし、
自らの責任において行う意思決定や教育課程編成を行うことを尊重するも
のである。  
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学士課程教育プログラムの評価 
• 免許受験資格、指定規則充足は一つの要素であり、すべてで
はない。 

• 受審大学がどのような理念のもとに、ポリシーを定め、免許受
験資格に結び付く教育課程を準備しているのか、学ぶ学生や
社会にとってどうか、といった点を評価していくことになる。 

 
 
１．教育理念・教育目標に基づく教育課程の枠組み 
当該大学の教育理念・教育目標、ディプロマ・ポリシーと一貫す
る、看護学学士課程の教育理念・教育目標、ディプロマ・ポリシ
ー、カリキュラム・ポリシーに基づき、独自の教育課程の枠組み
ができていること 
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 評価基準 
 



 
 ２．教育課程における教育・学習活動 

教育課程の枠組みに沿った教科目が配置され、その内容、担当 
する教員、教育方法が適切であり、学生が自ら学習できる環境が
整っていること。 
３．教育課程の評価と改革 
各教科目及び教育課程に対する評価を組織的に調査し、評価 
結果に基づき継続的に改善する体制が整っており、改善・改革が
実施されていること。 
４．入学者選抜 
看護学学士課程の教育理念・教育目標、ディプロマ・ポリシーに 
賛同して学修を希望する入学生を獲得するために、アドミッション・
ポリシーを明示し、それに合った入学者選抜を行っていること。 
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その他の疑問・質問 
• 機構設立記念講演会の説明の中で、「機関別評価受審の翌年に分
野別評価を受けるとよい」と言っていた、その意味は? 

 機関別と分野別は焦点が異なるとはいえ、重なりもある。大学の規
模によるが、自己点検評価報告書の一部は、機関別評価提出の内
容を活用できる可能性があるので、翌年に受けると評価負担の軽減
が期待できる。各大学で判断を。 
• 短期大学は対象となるのか？ なりますが、開始時期は、ずれます 
 定款第３条：・・・日本の大学における看護学教育の質・・・ 
 学校教育法が定める目的が異なる。    評価基準を変える必要 
（83条）大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専

門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させる
ことを目的とする。 
（108条）・・・深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必
要な能力を育成することを主な目的とすることができる。（短期大学） 
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分野別評価は7年サイクルで決定か？ 
現在はその考えであるが、試行評価・本評価の実施の 
中で必要があれば、再検討していく。 

JANPUの会員校は、JABNEへの入会はMUSTか？ 
MUSTではないが、機構設置はJANPUの機関決定。医

学・薬学は全て入会している。社会的責任を果たすため
にも、看護学教育を担う大学として一致して分野別評価
で質の保証を図りたい。 

10万円(会費）は払えるか、と教員から問われるが 
（事務職）     捻出をお願いします！ 
年会費 看護10万円 薬学80万円 医学100万円 
入会金     ０      90万円     50万円 
受審料   150万円   350万円    385万円 



2. 理事会、評議員会報告（2019年2月8日開催） 
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１．理事3名を増員 
 

２．業務執行理事2名を選任 
 

３．「評価事業」基本原則と「企画運営」基本原則を制定 
 

４．2つの部会（総合評価部会と企画運営部会）と 
  その下部に組織される7つの委員会の担当と構成員を  
  決定 
 

５．入会と会費納入の時期とプロセスを最終確認 
 

６．次年度の事業活動計画と予算案の策定 
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・小山田 恭子（聖路加国際大学） 総務・渉外担当理事 
 
 
・石井 邦子（千葉県立保健医療大学） 財務担当理事 
 
 
・佐々木 幾美（日本赤十字看護大学） 広報担当理事 
 

理事3名の増員の承認（評議員会） 



JABNE理事13名・監事2名：担当業務 
代表理事 高田早苗 ● 企画運営部会  

業務執行理事 井上智子 ◎ 評価委員会 

理事 武田利明 〇 評価委員会  

理事 尾形由起子     評価委員会 

業務執行理事 菱沼典子 ◎ 評価基準検討委員会  

理事 秋元典子 〇 評価基準検討委員会  

理事 岸田佐智     評価基準検討委員会 

理事 北川眞理子 ◎ 評価員研修委員会  

理事 原祥子 〇 評価員研修委員会 

理事 大日向輝美 ◎ 異議審査委員会  

理事 小山田恭子 ◎ 総務・渉外委員会 

理事 石井邦子 ◎ 財務委員会 

理事 佐々木幾美 ◎ 広報委員会 

監事 石垣和子 

監事 鈴木志津枝 
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注）●部会長、 ◎委員長、 〇副委員長 



3. 試行評価対象校の募集について 
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• 2020年度 試行評価  ３～４校（予定） 75万円・認証 
 対象校：完成年次を迎えている、会員手続きを終了している、 
      機関別評価受審を経験していること 
• 2019年4月募集  5月中旬 決定 
           6月 試行大学説明  ～～大学側報告書作成準備 
• 2020年1月 評価チーム決定（1チーム3名評価員） 
• 2020年4月 試行大学 自己点検評価報告書等提出 
•   5月~6月  評価チーム 書面調査 
•           7月  試行大学へ 質問・追加資料請求 
•           8月  試行大学 回答・資料提出 
•           10月 実地調査（1日の予定） 
  



•    11月 評価チーム 評価結果報告書原案作成 
    12月 評価委員会 原案について審議、 

   評価結果報告書(案)作成 試行大学へ提示 
• 2021年1月 試行大学 意見申し立て（機会） 

評価委員会 意見申し立てに対する検討・回答 
         評価結果報告書修正 
2月 総合評価部会 評価結果報告書確定 
    試行大学へ 評価結果報告書 提出 
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評価基準検討委員会 
 ＊評価チーム・試行受審校へのヒヤリング実施 
 ＊評価基準・要項改訂案 
総合評価部会 
 ＊評価基準・要項改訂の確定 
1月 2021年度要項作成(第2版)    本評価実施へ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. 評価員研修について 
• 基礎研修と審査前研修の2本立て 
 基礎研修：機関別評価と分野別評価、評価基準等について基 
        礎的理解を得る研修、 
        半日程度、ブロック別に開催、9～10月頃を予定 
  修了者は、評価員登録へ 
 審査前研修：登録された者が年度の評価員として分野別評価  
         に携わる前に受ける実践的研修 
         半日程度、東京で開催、３～4月頃を予定 
• 学部長等、教育責任者へのお願い 
  基礎研修受講者の推薦：①機関別評価員経験者、②学科 
  長、教務委員長経験者等、看護学教育の全体がわかる人  
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5. 予算案①（会員校100校の場合） 
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2019年度
入会開始

2020年度
試行評価

2021年度
本評評価

2022年度
本評価2年目

備考

Ⅰ．収入の部
１．繰越

前年度繰越金 22,000,000 13,575,000 8,620,000 4,860,000
2018年の収入はJANPUからの出資金3,000
万円、年度末で2,200万円の残高

２．会費収入
会費 10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 会費10万円×会員校数。

３．評価審査料収入

審査料 -          3,000,000  10,500,000  31,500,000  

2020年度は試行評価(75万円×4校)。
2021年度から本評価を7校から開始。
2022年度から本評価21校(1ブロック3
校）

32,020,000 27,645,000 31,220,000 49,570,000

Ⅱ．支出の部
１．事業費
（会議・委員会関連）

小計 3,690,000 3,990,000 4,290,000 4,490,000
（広報、評価管理システム）

小計 3,200,000 2,700,000 2,700,000 1,000,000
２．評価事業費

小計 1,330,000  2,310,000  2,895,000   5,625,000   
３．管理費

人件費（社会保険料等を含む） 5,800,000  5,800,000  12,000,000  18,500,000  
2020年度まで正職員1人、2021年度から2
人、2020年度から3人

小計 10,225,000 10,025,000 16,475,000 23,525,000

18,445,000 19,025,000 26,360,000 34,640,000

13,575,000 8,620,000 4,860,000 14,930,000収支差額

科目

収入合計

途中省略

支出合計


201903(100校）

				一般財団法人　日本看護学教育評価機構　収支予算書案 イッパン ザイダン ホウジン ニホン カンゴ ガク キョウイク ヒョウカ キコウ アン

				(2018年度～2022年度の5年間） ネンド ネンド ネンカン

																		(単位:円） タンイ エン

				科目 カモク				2018年度 ネンド		2019年度
入会開始 ネンド ニュウカイ カイシ		2020年度
試行評価 ネンド シコウ ヒョウカ		2021年度
本評評価 ネンド ホン ヒョウ ヒョウカ		2022年度
本評価2年目 ネンド ホン ヒョウカ ネンメ		備考 ビコウ

				Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

				１．繰越 クリコシ

						前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		30,000,000		22,000,000		13,575,000		8,620,000		4,860,000		2018年の収入はJANPUからの出資金3,000万円、年度末で2,200万円の残高 ネン シュウニュウ シュッシキン マンエン ネンドマツ マンエン ザンダカ		　

				２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

						会費 カイヒ		-		10,000,000		11,000,000		12,000,000		13,000,000		会費10万円×会員校数。		100

				３．評価審査料収入 ヒョウカ シンサ リョウ シュウニュウ														※初年度の会員を100校と仮定。次年度以降10校ずつ増加すると仮定 ショネンド カイイン コウ カテイ ジネンド イコウ コウ ゾウカ カテイ

						審査料 シンサ リョウ		-		-		3,000,000		10,500,000		31,500,000		2020年度は試行評価(75万円×4校)。2021年度から本評価を7校から開始。2022年度から本評価21校(1ブロック3校） ネンド シコウ ヒョウカ マンエン コウ ネンド ホン ヒョウカ コウ カイシ ネンド ホン ヒョウカ コウ コウ

						評価ハンドブック収入 シュウニュウ				20,000		70,000		100,000		210,000		2,000円/冊として、審査校が5冊程度×2,000円の収入を見込む エン サツ シンサ コウ サツ テイド エン シュウニュウ ミコ

				収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				30,000,000		32,020,000		27,645,000		31,220,000		49,570,000

				Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

				１．事業費 ジギョウヒ

				（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

						説明会 セツメイ カイ		2,000,000		300,000		300,000		300,000		300,000		説明会を年2回開催 セツメイカイ ネン カイ カイサイ

						理事会 リジカイ		960,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000		年4回の開催。 ネン カイ カイサイ		←実際の13人の交通費概算に変更 ジッサイ ニン コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		170,000		170,000		170,000		170,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ		←実際の７人の交通費概算に変更 ジッサイ ニン コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						9つの委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		-		1,500,000		1,800,000		2,000,000		2,000,000		2019年度は2つの部会と委員会は年２回以上開催を前提。2020年度より7委員会も本格始動。計9つの委員会で年間計21回開催 ネン ド ブカイ イイン カイ ネン カイ イジョウ カイサイ ゼンテイ ネン ド イイン カイ ケイ イイン カイ ネンカン ケイ カイ カイサイ		←実際の部会・委員会メンバーを対象に交通費概算に変更 ジッサイ ブカイ イイン カイ タイショウ コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						予備費 ヨビ ヒ		200,000		200,000		200,000		300,000		500,000		　



				（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

						パンフレット印刷 インサツ		-		500,000		-		-		-

						評価ハンドブック制作/印刷費 ヒョウカ セイサク インサツ ヒ		-		200,000		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						評価管理システム調査/準備/構築費 ヒョウカ カンリ チョウサ ジュンビ コウチク ヒ		150,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		500,000

						ホームページ作成、維持費 サクセイ イジ ヒ		750,000		500,000		500,000		500,000		300,000

						小計 ショウケイ		4,330,000		6,890,000		6,690,000		6,990,000		5,490,000

				２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

						認定マークデザイン、登録料 ニンテイ トウロク リョウ		500,000

						評価者研修会(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ リョヒ				1,120,000		1,120,000		1,120,000		1,120,000		講師2名派遣、研修参加者は10名×7ブロック コウシ メイ ハケン ケンシュウ サンカシャ メイ

						会議費 カイギ ヒ		-		210,000		210,000		210,000		210,000		会場費は会員大学の協力を得る(1ブロック30,000円を計上） カイジョウ ヒ カイイン ダイガク キョウリョク エ エン ケイジョウ

						評価事業旅費 ヒョウカ ジギョウ リョヒ		-		-		780,000		1,365,000		4,095,000		評価者3名、評価会議2回、訪問1回の旅費 ヒョウカ シャ メイ ヒョウカ カイギ カイ ホウモン カイ リョヒ

						評価報告書印刷費 ヒョウカ ホウコク ショ インサツ ヒ		-		-		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						小計 ショウケイ		500,000		1,330,000		2,310,000		2,895,000		5,625,000

				３．管理費 カンリヒ

						人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		750,000		5,800,000		5,800,000		12,000,000		18,500,000		2020年度まで1人、2021年度から2人、2020年度から3人 ネンド ニン ネンド ニン ネンド ニン		←人件費の圧縮が必須 ジンケンヒ アッシュク ヒッス

						旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		50,000		350,000		350,000		500,000		600,000		専任理事と職員の交通費 センニン リジ ショクイン コウツウヒ

				途中省略 トチュウ ショウリャク

						賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		648,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		JANPU7階会議室の賃借料 カイ カイギシツ チンシャクリョウ

						印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		100,000		200,000		300,000		300,000		300,000

						通信運搬費（電話、郵便、ﾈｯﾄ/ｻｰﾊﾞｰ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		200,000		350,000		350,000		350,000		500,000

						消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		500,000		750,000		300,000		300,000		500,000		2018-2019度は事務系家具/備品やパソコン周辺機器購入 ド

						法人税、都民税、消費税等の租税公課 ホウジンゼイ トミン ゼイ ショウヒゼイ ナド		70,000		150,000		300,000		400,000		500,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						手数料 テスウリョウ		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						委託料 イタクリョウ		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ		←委託費をJANPUより安価にして、150⇒120万に減額 イタク ヒ アンカ マン ゲンガク

						予備費 ヨビヒ		300,000		300,000		300,000		300,000		300,000

						小計 ショウケイ		3,643,000		10,225,000		10,025,000		16,475,000		23,525,000

				支出合計 シシュツ ゴウケイ				8,473,000		18,445,000		19,025,000		26,360,000		34,640,000

				収支差額 シュウシ サガク				22,000,000		13,575,000		8,620,000		4,860,000		14,930,000

								↑

								未払の金額を考慮するとこの金額は妥当な繰越金となる ミハライ キンガク コウリョ キンガク ダトウ クリコシ キン



(案①:会員100校の場合）



201903(100校）スライド

				一般財団法人　日本看護学教育評価機構　収支予算書案 イッパン ザイダン ホウジン ニホン カンゴ ガク キョウイク ヒョウカ キコウ アン

				(2018年度～2022年度の5年間） ネンド ネンド ネンカン

																		(単位:円） タンイ エン

				科目 カモク				2018年度 ネンド		2019年度
入会開始 ネンド ニュウカイ カイシ		2020年度
試行評価 ネンド シコウ ヒョウカ		2021年度
本評評価 ネンド ホン ヒョウ ヒョウカ		2022年度
本評価2年目 ネンド ホン ヒョウカ ネンメ		備考 ビコウ

				Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

				１．繰越 クリコシ

						前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		30,000,000		22,000,000		13,575,000		8,620,000		4,860,000		2018年の収入はJANPUからの出資金3,000万円、年度末で2,200万円の残高 ネン シュウニュウ シュッシキン マンエン ネンドマツ マンエン ザンダカ		　

				２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

						会費 カイヒ		-		10,000,000		11,000,000		12,000,000		13,000,000		会費10万円×会員校数。		100

				３．評価審査料収入 ヒョウカ シンサ リョウ シュウニュウ

						審査料 シンサ リョウ		-		-		3,000,000		10,500,000		31,500,000		2020年度は試行評価(75万円×4校)。2021年度から本評価を7校から開始。2022年度から本評価21校(1ブロック3校） ネンド シコウ ヒョウカ マンエン コウ ネンド ホン ヒョウカ コウ カイシ ネンド ホン ヒョウカ コウ コウ

						評価ハンドブック収入 シュウニュウ				20,000		70,000		100,000		210,000		2,000円/冊として、審査校が5冊程度×2,000円の収入を見込む エン サツ シンサ コウ サツ テイド エン シュウニュウ ミコ

				収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				30,000,000		32,020,000		27,645,000		31,220,000		49,570,000

				Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

				１．事業費 ジギョウヒ

				（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

						説明会 セツメイ カイ		2,000,000		300,000		300,000		300,000		300,000		説明会を年2回開催 セツメイカイ ネン カイ カイサイ

						理事会 リジカイ		960,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000		年4回の開催。 ネン カイ カイサイ		←実際の13人の交通費概算に変更 ジッサイ ニン コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		170,000		170,000		170,000		170,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ		←実際の７人の交通費概算に変更 ジッサイ ニン コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						9つの委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		-		1,500,000		1,800,000		2,000,000		2,000,000		2019年度は2つの部会と委員会は年２回以上開催を前提。2020年度より7委員会も本格始動。計9つの委員会で年間計21回開催 ネン ド ブカイ イイン カイ ネン カイ イジョウ カイサイ ゼンテイ ネン ド イイン カイ ケイ イイン カイ ネンカン ケイ カイ カイサイ		←実際の部会・委員会メンバーを対象に交通費概算に変更 ジッサイ ブカイ イイン カイ タイショウ コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						予備費 ヨビ ヒ		200,000		200,000		200,000		300,000		500,000		　



						小計				3,690,000		3,990,000		4,290,000		4,490,000

				（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

						パンフレット印刷 インサツ		-		500,000		-		-		-

						評価ハンドブック制作/印刷費 ヒョウカ セイサク インサツ ヒ		-		200,000		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						評価管理システム調査/準備/構築費 ヒョウカ カンリ チョウサ ジュンビ コウチク ヒ		150,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		500,000

						ホームページ作成、維持費 サクセイ イジ ヒ		750,000		500,000		500,000		500,000		300,000

						小計 ショウケイ		4,330,000		3,200,000		2,700,000		2,700,000		1,000,000

				２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

						認定マークデザイン、登録料 ニンテイ トウロク リョウ		500,000



						評価者研修会(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ リョヒ				1,120,000		1,120,000		1,120,000		1,120,000		講師2名派遣、研修参加者は10名×7ブロック コウシ メイ ハケン ケンシュウ サンカシャ メイ

						会議費 カイギ ヒ		-		210,000		210,000		210,000		210,000		会場費は会員大学の協力を得る(1ブロック30,000円を計上） カイジョウ ヒ カイイン ダイガク キョウリョク エ エン ケイジョウ

						評価事業旅費 ヒョウカ ジギョウ リョヒ		-		-		780,000		1,365,000		4,095,000		評価者3名、評価会議2回、訪問1回の旅費 ヒョウカ シャ メイ ヒョウカ カイギ カイ ホウモン カイ リョヒ

						評価報告書印刷費 ヒョウカ ホウコク ショ インサツ ヒ		-		-		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						小計 ショウケイ		500,000		1,330,000		2,310,000		2,895,000		5,625,000

				３．管理費 カンリヒ

						人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		750,000		5,800,000		5,800,000		12,000,000		18,500,000		2020年度まで正職員1人、2021年度から2人、2020年度から3人 ネンド セイショクイン ニン ネンド ニン ネンド ニン		←人件費の圧縮が必須 ジンケンヒ アッシュク ヒッス

						旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		50,000		350,000		350,000		500,000		600,000		専任理事と職員の交通費 センニン リジ ショクイン コウツウヒ

						賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		648,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		JANPU7階会議室の賃借料 カイ カイギシツ チンシャクリョウ

						印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		100,000		200,000		300,000		300,000		300,000

						通信運搬費（電話、郵便、ﾈｯﾄ/ｻｰﾊﾞｰ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		200,000		350,000		350,000		350,000		500,000

						消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		500,000		750,000		300,000		300,000		500,000		2019度は事務系家具/備品やパソコン周辺機器購入 ド

						途中省略 トチュウ ショウリャク

						法人税、都民税、消費税等の租税公課 ホウジンゼイ トミン ゼイ ショウヒゼイ ナド		70,000		150,000		300,000		400,000		500,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						手数料 テスウリョウ		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						委託料 イタクリョウ		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ		←委託費をJANPUより安価にして、150⇒120万に減額 イタク ヒ アンカ マン ゲンガク

						予備費 ヨビヒ		300,000		300,000		300,000		300,000		300,000

						小計 ショウケイ		3,643,000		10,225,000		10,025,000		16,475,000		23,525,000

				支出合計 シシュツ ゴウケイ				8,473,000		18,445,000		19,025,000		26,360,000		34,640,000

				収支差額 シュウシ サガク				22,000,000		13,575,000		8,620,000		4,860,000		14,930,000

								↑

								未払の金額を考慮するとこの金額は妥当な繰越金となる ミハライ キンガク コウリョ キンガク ダトウ クリコシ キン



(案②:会員100校の場合）



201903(150校）

				一般財団法人　日本看護学教育評価機構　収支予算書案 イッパン ザイダン ホウジン ニホン カンゴ ガク キョウイク ヒョウカ キコウ アン

				(2018年度～2022年度の5年間） ネンド ネンド ネンカン

																		(単位:円） タンイ エン

				科目 カモク				2018年度 ネンド		2019年度
入会開始 ネンド ニュウカイ カイシ		2020年度
試行評価 ネンド シコウ ヒョウカ		2021年度
本評評価 ネンド ホン ヒョウ ヒョウカ		2022年度
本評価2年目 ネンド ホン ヒョウカ ネンメ		備考 ビコウ

				Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

				１．繰越 クリコシ

						前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		30,000,000		22,000,000		18,575,000		12,420,000		7,160,000		2018年の収入はJANPUからの出資金3,000万円、年度末で2,200万円の残高 ネン シュウニュウ シュッシキン マンエン ネンドマツ マンエン ザンダカ		　

				２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

						会費 カイヒ		-		15,000,000		16,000,000		17,000,000		18,000,000		会費10万円×会員校数。		150

				３．評価審査料収入 ヒョウカ シンサ リョウ シュウニュウ

						審査料 シンサ リョウ		-		-		3,000,000		10,500,000		31,500,000		2020年度は試行評価(75万円×4校)。2021年度から本評価を7校から開始。2022年度から本評価21校(1ブロック3校） ネンド シコウ ヒョウカ マンエン コウ ネンド ホン ヒョウカ コウ カイシ ネンド ホン ヒョウカ コウ コウ

						評価ハンドブック収入 シュウニュウ				20,000		70,000		100,000		210,000		2,000円/冊として、審査校が5冊程度×2,000円の収入を見込む エン サツ シンサ コウ サツ テイド エン シュウニュウ ミコ

				収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				30,000,000		37,020,000		37,645,000		40,020,000		56,870,000

				Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

				１．事業費 ジギョウヒ

				（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

						説明会 セツメイ カイ		2,000,000		300,000		300,000		300,000		300,000		説明会を年2回開催 セツメイカイ ネン カイ カイサイ

						理事会 リジカイ		960,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000		年4回の開催。 ネン カイ カイサイ		←実際の13人の交通費概算に変更 ジッサイ ニン コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		170,000		170,000		170,000		170,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ		←実際の７人の交通費概算に変更 ジッサイ ニン コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						9つの委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		-		1,500,000		1,800,000		2,000,000		2,000,000		2019年度は2つの部会と委員会は年２回以上開催を前提。2020年度より7委員会も本格始動。計9つの委員会で年間計21回開催 ネン ド ブカイ イイン カイ ネン カイ イジョウ カイサイ ゼンテイ ネン ド イイン カイ ケイ イイン カイ ネンカン ケイ カイ カイサイ		←実際の部会・委員会メンバーを対象に交通費概算に変更 ジッサイ ブカイ イイン カイ タイショウ コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						予備費 ヨビ ヒ		200,000		200,000		200,000		300,000		500,000		　



						小計				3,690,000		3,990,000		4,290,000		4,490,000

				（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

						パンフレット印刷 インサツ		-		500,000		-		-		-

						評価ハンドブック制作/印刷費 ヒョウカ セイサク インサツ ヒ		-		200,000		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						評価管理システム調査/準備/構築費 ヒョウカ カンリ チョウサ ジュンビ コウチク ヒ		150,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		500,000

						ホームページ作成、維持費 サクセイ イジ ヒ		750,000		500,000		500,000		500,000		300,000

						小計 ショウケイ		4,330,000		3,200,000		2,700,000		2,700,000		1,000,000

				２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

						認定マークデザイン、登録料 ニンテイ トウロク リョウ		500,000



						評価者研修会(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ リョヒ				1,120,000		1,120,000		1,120,000		1,120,000		講師2名派遣、研修参加者は10名×7ブロック コウシ メイ ハケン ケンシュウ サンカシャ メイ

						会議費 カイギ ヒ		-		210,000		210,000		210,000		210,000		会場費は会員大学の協力を得る(1ブロック30,000円を計上） カイジョウ ヒ カイイン ダイガク キョウリョク エ エン ケイジョウ

						評価事業旅費 ヒョウカ ジギョウ リョヒ		-		-		780,000		1,365,000		4,095,000		評価者3名、評価会議2回、訪問1回の旅費 ヒョウカ シャ メイ ヒョウカ カイギ カイ ホウモン カイ リョヒ

						評価報告書印刷費 ヒョウカ ホウコク ショ インサツ ヒ		-		-		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						小計 ショウケイ		500,000		1,330,000		2,310,000		2,895,000		5,625,000

				３．管理費 カンリヒ

						人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		750,000		5,800,000		12,000,000		18,500,000		18,500,000		2019年度は正職員1人、2020年度は２人、2021年度から3人 ネンド セイショクイン ニン ネンド ニン ネンド ニン		←人件費の圧縮が必須 ジンケンヒ アッシュク ヒッス

						旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		50,000		350,000		350,000		500,000		600,000		専任理事と職員の交通費 センニン リジ ショクイン コウツウヒ

						賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		648,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		JANPU7階会議室の賃借料 カイ カイギシツ チンシャクリョウ

						印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		100,000		200,000		300,000		300,000		300,000

						通信運搬費（電話、郵便、ﾈｯﾄ/ｻｰﾊﾞｰ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		200,000		350,000		350,000		350,000		500,000

						消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		500,000		750,000		300,000		300,000		500,000		2019度は事務系家具/備品やパソコン周辺機器購入 ド

						途中省略 トチュウ ショウリャク

						法人税、都民税、消費税等の租税公課 ホウジンゼイ トミン ゼイ ショウヒゼイ ナド		70,000		150,000		300,000		400,000		500,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						手数料 テスウリョウ		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						委託料 イタクリョウ		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ		←委託費をJANPUより安価にして、150⇒120万に減額 イタク ヒ アンカ マン ゲンガク

						予備費 ヨビヒ		300,000		300,000		300,000		300,000		300,000

						小計 ショウケイ		3,643,000		10,225,000		16,225,000		22,975,000		23,525,000

				支出合計 シシュツ ゴウケイ				8,473,000		18,445,000		25,225,000		32,860,000		34,640,000

				収支差額 シュウシ サガク				22,000,000		18,575,000		12,420,000		7,160,000		22,230,000

								↑

								未払の金額を考慮するとこの金額は妥当な繰越金となる ミハライ キンガク コウリョ キンガク ダトウ クリコシ キン



(案②:会員150校の場合）



201902現在

				一般財団法人　日本看護学教育評価機構　収支予算書案 イッパン ザイダン ホウジン ニホン カンゴ ガク キョウイク ヒョウカ キコウ アン

				(2018年度～2022年度の5年間） ネンド ネンド ネンカン

																		(単位:円） タンイ エン

				科目 カモク				2018年度 ネンド		2019年度
入会開始 ネンド ニュウカイ カイシ		2020年度
試行評価 ネンド シコウ ヒョウカ		2021年度
本評評価 ネンド ホン ヒョウ ヒョウカ		2022年度
本評価2年目 ネンド ホン ヒョウカ ネンメ		備考 ビコウ

				Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

				１．繰越 クリコシ

						前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		30,000,000		21,527,000		5,567,000		(7,000,500)		(14,973,000)		初年度の3,000万円はJANPUからの出資金 ショネンド マンエン シュッシキン		　

				２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

						会費 カイヒ		-		10,000,000		11,000,000		12,000,000		13,000,000		会費10万円×会員校数。		100

				３．評価審査料収入 ヒョウカ シンサ リョウ シュウニュウ														※初年度の会員を100校と仮定。次年度以降10校ずつ増加すると仮定 ショネンド カイイン コウ カテイ ジネンド イコウ コウ ゾウカ カテイ

						審査料 シンサ リョウ		-		-		3,000,000		10,500,000		31,500,000		2020年度は試行評価(75万円×4校)。2021年度から本評価を7校から開始。2022年度から本評価21校(1ブロック3校） ネンド シコウ ヒョウカ マンエン コウ ネンド ホン ヒョウカ コウ カイシ ネンド ホン ヒョウカ コウ コウ

						評価ハンドブック収入 シュウニュウ				20,000		70,000		100,000		210,000		2,000円/冊として、審査校が5冊ぐらい×2,000円の収入を見込む エン サツ シンサ コウ サツ エン シュウニュウ ミコ

				収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				30,000,000		31,547,000		19,637,000		15,599,500		29,737,000

				Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

				１．事業費 ジギョウヒ

				（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

						説明会 セツメイ カイ		2,000,000		300,000		300,000		300,000		300,000		初年度は設立記念講演会と説明会の2回開催 ショネンド セツリツ キネン コウエンカイ セツメイカイ カイ カイサイ

						理事会 リジカイ		960,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000		年4回の開催。初年度のみ年2回。 ネン カイ カイサイ ショネンド ネン カイ		←実際の13人の交通費概算に変更 ジッサイ ニン コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		170,000		170,000		170,000		170,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ		←実際の７人の交通費概算に変更 ジッサイ ニン コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						9つの委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		-		1,085,000		1,627,500		1,627,500		1,627,500		2019年度は2つの部会と委員会は年２回開催を前提。2020年度より7委員会も本格始動。計9つの委員会で年間計21回開催 ネン ド ブカイ イイン カイ ネン カイ カイサイ ゼンテイ ネン ド イイン カイ ケイ イイン カイ ネンカン ケイ カイ カイサイ		←実際の部会・委員会メンバーを対象に交通費概算に変更 ジッサイ ブカイ イイン カイ タイショウ コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						予備費 ヨビ ヒ		200,000		200,000		200,000		300,000		500,000		　



				（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

						パンフレット印刷 インサツ		-		500,000		-		-		-

						評価ハンドブック制作/印刷費 ヒョウカ セイサク インサツ ヒ		-		200,000		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						評価管理システム調査/準備/構築費 ヒョウカ カンリ チョウサ ジュンビ コウチク ヒ		150,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		500,000

						ホームページ作成、維持費 サクセイ イジ ヒ		750,000		300,000		300,000		300,000		300,000

						小計 ショウケイ		4,330,000		6,275,000		6,317,500		6,417,500		5,117,500

				２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

						認定マークデザイン、登録料 ニンテイ トウロク リョウ		500,000

						評価者研修会(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ リョヒ				1,120,000		1,120,000		1,120,000		1,120,000		講師2名派遣、研修参加者は10名×7ブロック コウシ メイ ハケン ケンシュウ サンカシャ メイ

						会議費 カイギ ヒ		-		210,000		210,000		210,000		210,000		会場費は会員大学の協力を得る(1ブロック30,000円を計上） カイジョウ ヒ カイイン ダイガク キョウリョク エ エン ケイジョウ

						評価事業旅費 ヒョウカ ジギョウ リョヒ		-		-		1,365,000		1,950,000		4,095,000		評価者3名、評価会議2回、訪問1回の旅費 ヒョウカ シャ メイ ヒョウカ カイギ カイ ホウモン カイ リョヒ

						評価報告書印刷費 ヒョウカ ホウコク ショ インサツ ヒ		-		-		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						小計 ショウケイ		500,000		1,330,000		2,895,000		3,480,000		5,625,000

				３．管理費 カンリヒ

						人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		750,000		13,000,000		13,000,000		16,000,000		18,500,000		専任理事報酬と事務局長1名と事務員1-2名程度 センニン リジ ホウシュウ ジム キョクチョウ メイ ジムイン メイ テイド		←人件費の圧縮が必須 ジンケンヒ アッシュク ヒッス

						旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		50,000		350,000		350,000		500,000		600,000		専任理事と職員の交通費 センニン リジ ショクイン コウツウヒ

						賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		648,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		JANPU7階会議室の賃借料 カイ カイギシツ チンシャクリョウ

						印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		100,000		200,000		300,000		300,000		300,000

						通信運搬費（電話、郵便、ﾈｯﾄ/ｻｰﾊﾞｰ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		200,000		350,000		350,000		350,000		500,000

						消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		500,000		1,500,000		300,000		300,000		500,000		2018-2019度は事務系家具/備品やパソコン周辺機器購入 ド

						法人税、都民税、消費税等の租税公課 ホウジンゼイ トミン ゼイ ショウヒゼイ ナド		70,000		150,000		300,000		400,000		500,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						手数料 テスウリョウ		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						委託料 イタクリョウ		1,000,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ		←委託費をJANPUより安価にして、150⇒120万に減額 イタク ヒ アンカ マン ゲンガク

						予備費 ヨビヒ		300,000		300,000		300,000		300,000		300,000

						小計 ショウケイ		3,643,000		18,375,000		17,425,000		20,675,000		23,725,000

				支出合計 シシュツ ゴウケイ				8,473,000		25,980,000		26,637,500		30,572,500		34,467,500

				収支差額 シュウシ サガク				21,527,000		5,567,000		(7,000,500)		(14,973,000)		(4,730,500)

								↑

								未払の金額を考慮するとこの金額は妥当な繰越金となる ミハライ キンガク コウリョ キンガク ダトウ クリコシ キン



2019/2/18現在



201807現在

				一般財団法人　日本看護学教育評価機構　収支予算書案 イッパン ザイダン ホウジン ニホン カンゴ ガク キョウイク ヒョウカ キコウ アン

				(2018年度～2022年度の5年間） ネンド ネンド ネンカン

																		(単位:円） タンイ エン

				科目 カモク				2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2021年度 ネンド		2022年度 ネンド		備考 ビコウ

				Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

				１．繰越 クリコシ

						前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		30,000,000		21,527,000		10,927,000		5,112,000		5,792,000		初年度の3,000万円はJANPUからの出資金 ショネンド マンエン シュッシキン		　

				２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

						会費 カイヒ		-		17,000,000		18,000,000		19,000,000		20,000,000		会費10万円×会員校数

				３．評価審査料収入 ヒョウカ シンサ リョウ シュウニュウ

						審査料 シンサ リョウ		-		-		5,250,000		15,000,000		31,500,000		2020年度は試行評価(75万円×7校)。2021年度から本評価を10校から開始。2022年度から本評価21校(1ブロック3校） ネンド シコウ ヒョウカ マンエン コウ ネンド ホン ヒョウカ コウ カイシ ネンド ホン ヒョウカ コウ コウ

						評価ハンドブック収入 シュウニュウ				20,000		70,000		100,000		210,000		2,000円/冊として、審査校が5冊ぐらい×2,000円の収入を見込む エン サツ シンサ コウ サツ エン シュウニュウ ミコ

				収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				30,000,000		38,547,000		34,247,000		39,212,000		57,502,000

				Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

				１．事業費 ジギョウヒ

				（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

						説明会 セツメイ カイ		2,000,000		300,000		300,000		300,000		300,000		初年度は設立記念講演会と説明会の2回開催 ショネンド セツリツ キネン コウエンカイ セツメイカイ カイ カイサイ

						理事会 リジカイ		960,000		1,920,000		1,920,000		1,920,000		1,920,000		年4回の開催。初年度のみ年2回。 ネン カイ カイサイ ショネンド ネン カイ

						評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		270,000		270,000		270,000		270,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ

						9つの委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		-		1,925,000		3,325,000		3,675,000		3,675,000		2019年度は2つの部会を立ち上げ7委員会は各1回開催を前提。2020年度より7委員会も本格始動。計9つの委員会で年間計21回開催 ネン ド ブカイ タ ア イイン カイ カク カイ カイサイ ゼンテイ ネン ド イイン カイ ケイ イイン カイ ネンカン ケイ カイ カイサイ

						予備費 ヨビ ヒ		200,000		200,000		200,000		300,000		500,000		　



				（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

						パンフレット印刷 インサツ		-		500,000		-		-		-

						評価ハンドブック制作/印刷費 ヒョウカ セイサク インサツ ヒ		-		200,000		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						評価管理システム調査/準備/構築費 ヒョウカ カンリ チョウサ ジュンビ コウチク ヒ		150,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		500,000

						ホームページ作成、維持費 サクセイ イジ ヒ		750,000		300,000		300,000		300,000		300,000

						小計 ショウケイ		4,330,000		7,615,000		8,515,000		8,965,000		7,665,000

				２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

						認定マークデザイン、登録料 ニンテイ トウロク リョウ		500,000

						評価者研修会(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ リョヒ				1,120,000		1,120,000		1,120,000		1,120,000		講師2名派遣、研修参加者は10名×7ブロック コウシ メイ ハケン ケンシュウ サンカシャ メイ

						会議費 カイギ ヒ		-		210,000		210,000		210,000		210,000		会場費は会員大学の協力を得る(1ブロック30,000円を計上） カイジョウ ヒ カイイン ダイガク キョウリョク エ エン ケイジョウ

						評価事業旅費 ヒョウカ ジギョウ リョヒ		-		-		1,365,000		1,950,000		4,095,000		評価者3名、評価会議2回、訪問1回の旅費 ヒョウカ シャ メイ ヒョウカ カイギ カイ ホウモン カイ リョヒ

						評価報告書印刷費 ヒョウカ ホウコク ショ インサツ ヒ		-		-		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						小計 ショウケイ		500,000		1,330,000		2,895,000		3,480,000		5,625,000

				３．管理費 カンリヒ

						人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		750,000		13,000,000		13,000,000		16,000,000		18,500,000		専任理事報酬と事務局長1名と事務員1-2名程度 センニン リジ ホウシュウ ジム キョクチョウ メイ ジムイン メイ テイド

						旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		50,000		350,000		350,000		500,000		600,000		専任理事と職員の交通費 センニン リジ ショクイン コウツウヒ

						賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		648,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		JANPU7階会議室の賃借料 カイ カイギシツ チンシャクリョウ

						印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		100,000		200,000		300,000		300,000		300,000

						通信運搬費（電話、郵便、ﾈｯﾄ/ｻｰﾊﾞｰ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		200,000		350,000		350,000		350,000		500,000

						消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		500,000		1,500,000		300,000		300,000		500,000		2018-2019度は事務系家具/備品やパソコン周辺機器購入 ド

						法人税、都民税、消費税等の租税公課 ホウジンゼイ トミン ゼイ ショウヒゼイ ナド		70,000		150,000		300,000		400,000		500,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						手数料 テスウリョウ		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						委託料 イタクリョウ		1,000,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ

						予備費 ヨビヒ		300,000		300,000		300,000		300,000		300,000

						小計 ショウケイ		3,643,000		18,675,000		17,725,000		20,975,000		24,025,000

				支出合計 シシュツ ゴウケイ				8,473,000		27,620,000		29,135,000		33,420,000		37,315,000

				収支差額 シュウシ サガク				21,527,000		10,927,000		5,112,000		5,792,000		20,187,000



２０１８年８月現在



201807現在前提

				■前提：基本的な考え方 ゼンテイ キホン テキ カンガ カタ

				１．業務内容とスケジュール ギョウム ナイヨウ

				　　①2018年：機構設立、設立シンポジウム開催、会員募集開始、事務員1名 ネン キコウ セツリツ セツリツ カイサイ カイイン ボシュウ カイシ ジム イン メイ

				　　②2019年：会員収入初年度、評価者トレーニング開始1年目、事務員1-2名 ネン カイイン シュウニュウ ショネンド ヒョウカ シャ カイシ ネンメ ジム イン メイ

				　　③2020年：試行評価事業開始5-10校程度、評価者トレーニング2年目、事務員1-2名 ネン シコウ ヒョウカ ジギョウ カイシ コウ テイド ヒョウカ シャ ネンメ ジム イン メイ

				　　④2021年：本評価事業開始初年度（5-10校程度）、評価者トレーニング開始3年目、事務員2-3名 ネン ホン ヒョウカ ジギョウ カイシ ショネンド コウ テイド ジム イン メイ

				　　⑤2022年：評価事業本格始動（30校程度）、これ以降の評価者トレーニングをどのように更新するか？ ネン ヒョウカ ジギョウ ホンカク シドウ コウ テイド イコウ ヒョウカ シャ コウシン

				２．会員校数 カイイン コウ スウ

				　前提※ ゼンテイ		200		校 コウ		※170校から1年ずつ10校増えて2022年で200校とする コウ ネン コウ フ ネン コウ

				３．会費、評価審査料 カイヒ ヒョウカ シンサ リョウ

				　１）会費 カイヒ		100,000		円 エン

				　２）受審料 ウケ シン リョウ		1,500,000		円 エン

				　３）試行評価審査料 シコウ ヒョウカ シンサ リョウ		750,000		円 エン

				４．役員、評議員数 ヤクイン ヒョウギイン スウ

				　１）役員 ヤクイン		16		名 メイ		定款には最大16名と定義 テイカン サイダイ メイ テイギ

				　２）理事会開催数 リジカイ カイサイ スウ		4		回/.年 カイ ネン

				　３）評議員 ヒョウギイン		9		名 メイ		定款には最大9名と定義 テイカン サイダイ メイ テイギ

				　４）評議員会開催数 ヒョウギイン カイ カイサイ スウ		1		回/.年 カイ ネン

				　５）1人の交通費 ニン コウツウ ヒ		30,000		円：1人1回の平均交通費 エン ニン カイ ヘイキン コウツウ ヒ		JANPU理事会の歴代の交通費1人当たりの平均は1,8,000～26,000円 リジカイ レキダイ コウツウヒ ニン ア ヘイキン エン

				５．評価者数と関連する基礎数字 ヒョウカ シャ スウ カンレン キソ スウジ

				　１）評価者育成数 ヒョウカ シャ イクセイ スウ		200		名 メイ

				　２）ブロック数 スウ		7		ブロック

				　３）説明会講師人数 セツメイ カイ コウシ ニンズウ		2		名を説明会に派遣 メイ セツメイ カイ ハケン



				６．委員会数と委員会会議の開催数 イイン カイ スウ イインカイ カイギ カイサイ スウ						※2018/6/7高田先生作成の資料を前提 タカダ センセイ サクセイ シリョウ ゼンテイ

				　１）委員会数 イイン カイ スウ		9		委員会 イイン カイ		※2018/7/30打合せ時に変更 ウチアワ ジ ヘンコウ

				　２）開催数 カイサイ スウ		19		回(9委員会のトータル開催数） カイ イイン カイ カイサイ スウ

				　３）各委員会交通費 カクイイン カイ コウツウヒ		175,000		円 エン		委員人数未定のため1回の交通費 イイン ニンズ ミテイ カイ コウツウヒ

				７．本評価実施 ホン ヒョウカ ジッシ

				　１）派遣評価者数 ハケン ヒョウカ シャ スウ		3		名を評価に派遣 メイ ヒョウカ ハケン

				　２）評価会議数 ヒョウカ カイギ スウ		2		回 カイ

				　４）評価会議交通費 ヒョウカ カイギ コウツウヒ		20,000		円 エン

				　５）評価訪問 ヒョウカ ホウモン		1		日（1泊2日） ニチ ハク ニチ

				　６）訪問旅費 ホウモン リョヒ		25,000		円（宿泊費込み） エン シュクハクヒ コ

				　7）本評価大学数 ホン ヒョウカ ダイガクスウ		21		1年で本評価する大学数 ネン ホン ヒョウカ ダイガク スウ		1ブロック3校×7=21校 コウ コウ





①2018年度



		【①2018年度：機構設立、設立シンポジウム開催、会員募集開始、事務員1名】　 キコウ セツリツ セツリツ カイサイ カイイン ボシュウ カイシ ジムイン メイ

		科目 カモク				金額 キンガク		備考 ビコウ

		Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

		１．準備金 ジュンビキン

				日本看護系大学協議会準備金 ニホン カンゴ ケイ ダイガク キョウギカイ ジュンビキン		30,000,000		JANPUから出資 シュッシ		実際には3000万円から、準備委員会で支出した金額を控除する。 ジッサイ マンエン ジュンビ イインカイ シシュツ キンガク コウジョ

		収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				30,000,000

		Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

		１．事業費 ジギョウヒ

		（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

				設立シンポジウム開催 セツリツ カイサイ		2,000,000		11/5設立記念講演会と3/23の説明会 セツリツ キネン コウエンカイ セツメイカイ

				理事会 リジカイ		960,000		初年度は年2回の開催 ショネンド ネン カイ カイサイ

				評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ

				７委員会活動費 イインカイ カツドウ ヒ		-		初年度はなし ショネンド

				予備費 ヨビ ヒ		300,000

		（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

				ホームページ作成 サクセイ		750,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				評価管理システム構築 ヒョウカ カンリ コウチク		150,000		調査、準備 チョウサ ジュンビ



				小計 ショウケイ		4,430,000

		２．管理費 カンリヒ

				人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		1,000,000		事務員1名程度(10月以降、アルバイト含） ジムイン メイ テイド ガツ イコウ フク

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		72,000		職員の交通費 ショクイン コウツウヒ

				賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		648,000		JANPU7階会議室間借り(10月以降） カイ カイギシツ マガ ガツ イコウ

				印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		100,000

				通信運搬費（電話、郵便、他） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン ホカ		200,000

				消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		1,500,000		事務系家具/備品やパソコン周辺機器購入 ジムケイ カグ ビヒン シュウヘン キキ コウニュウ

				租税公課 ソゼイ コウカ		50,000

				法人税 ホウジンゼイ		70,000

				手数料 テスウリョウ		25,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				委託料 イタクリョウ		1,000,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ

				予備費 ヨビヒ		300,000

				小計 ショウケイ		4,965,000

		支出合計 シシュツ ゴウケイ				9,395,000

		収支差額 シュウシ サガク				20,605,000









































































②2019年度

		【2019年度：会員収入初年度、評価者トレーニング開始1年目、事務局長1名を含み1-2名】　 ネン ド カイイン シュウニュウ ショネンド ヒョウカ シャ カイシ ネンメ ジム キョクチョウ メイ フク メイ

		科目 カモク				金額 キンガク		備考 ビコウ

		Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

		１．繰越 クリコシ

				前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		20,605,000		　		　

		２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

				会費 カイヒ		17,000,000		会費10万円×170校

		収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				37,605,000

		Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

		１．事業費 ジギョウヒ

		（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

				理事会 リジカイ		1,920,000		年3回の開催 ネン カイ カイサイ

				評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ

				7委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		2,625,000		6委員会でトータル15回開催 イイン カイ カイ カイサイ		まだ異議申立ては開始しないため イギ モウシタ カイシ

				予備費 ヨビ ヒ		300,000		　



		（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

				説明会 セツメイ カイ		200,000		JANPU総会の会場を利用 ソウカイ カイジョウ リヨウ

				パンフレット印刷 インサツ		500,000

				評価ハンドブック制作費 ヒョウカ セイサクヒ		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

				評価管理システム構築 ヒョウカ カンリ コウチク		2,000,000		今後3年間で各200万円、計600万円を計上 コンゴ ネンカン カク マンエン ケイ マンエン ケイジョウ

				ホームページ維持費 イジ ヒ		300,000

				小計 ショウケイ		8,315,000

		２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

				評価者研修会1年目(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ ネンメ リョヒ		1,120,000		講師2名派遣、研修参加者は10名×7ブロック コウシ メイ ハケン ケンシュウ サンカシャ メイ

				会議費 カイギ ヒ		210,000		会場費は会員大学の協力を得る カイジョウ ヒ カイイン ダイガク キョウリョク エ

				小計 ショウケイ		1,330,000

		３．管理費 カンリヒ

				人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		13,000,000		常任理事報酬と事務局長1名と事務員1名程度 ジョウニン リジ ホウシュウ ジム キョクチョウ メイ ジムイン メイ テイド

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		350,000		常任理事と職員の交通費 ジョウニン リジ ショクイン コウツウヒ

				賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		1,300,000		JANPU7階会議室間借り カイ カイギシツ マガ

				印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		200,000

				通信運搬費（電話、郵便、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		350,000

				消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		500,000

				租税公課 ソゼイ コウカ		30,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				法人税 ホウジンゼイ		70,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				手数料 テスウリョウ		25,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				委託料 イタクリョウ		1,500,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ

				予備費 ヨビヒ		300,000

				小計 ショウケイ		17,625,000

		支出合計 シシュツ ゴウケイ				27,270,000

		収支差額 シュウシ サガク				10,335,000





③2020年度

		【2020年度：試行評価事業開始5-10校程度、評価者トレーニング2年目、事務員1-2名】　 ド

		科目 カモク				金額 キンガク		備考 ビコウ

		Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

		１．繰越 クリコシ

				前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		10,335,000		　		　

		２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

				会費 カイヒ		18,000,000		会費10万円×180校

		３．試行評価審査料収入 シコウ ヒョウカ シンサ リョウ シュウニュウ

				審査料 シンサ リョウ		5,250,000		試行評価審査料75万円×7校(1ブロック1校）		試行評価対象校は1回目の本評価を免除 シコウ ヒョウカ タイショウ コウ カイメ ホン ヒョウカ メンジョ

		収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				33,585,000

		Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

		１．事業費 ジギョウヒ

		（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

				理事会 リジカイ		1,920,000		年3回の開催 ネン カイ カイサイ

				評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ

				7委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		2,625,000		6委員会でトータル15回開催 イイン カイ カイ カイサイ		まだ異議申立ては開始しないため イギ モウシタ カイシ

				予備費 ヨビ ヒ		300,000		　



		（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

				評価ハンドブック制作費 ヒョウカ セイサクヒ		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

				評価管理システム構築維持費 ヒョウカ カンリ コウチク イジヒ		2,000,000

				ホームページ維持費 イジ ヒ		300,000

				小計 ショウケイ		7,615,000

		２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

				評価者研修会2年目(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ ネンメ リョヒ		1,120,000		講師2名派遣、研修参加者は10名×7ブロック コウシ メイ ハケン ケンシュウ サンカシャ メイ

				会議費 カイギ ヒ		210,000		会場費は会員大学の協力を得る カイジョウ ヒ カイイン ダイガク キョウリョク エ

				試行評価 シコウ ヒョウカ		1,365,000		評価者3名、評価会議2回、訪問1回の旅費 ヒョウカ シャ メイ ヒョウカ カイギ カイ ホウモン カイ リョヒ

				試行評価報告書 シコウ ヒョウカ ホウコク ショ		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

				小計 ショウケイ		2,895,000

		３．管理費 カンリヒ

				人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		13,000,000		常任理事報酬と事務局長1名と事務員1名程度 ジョウニン リジ ホウシュウ ジム キョクチョウ メイ ジムイン メイ テイド

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		350,000		常任理事と職員の交通費 ジョウニン リジ ショクイン コウツウヒ

				賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		1,300,000		JANPU7階会議室間借り カイ カイギシツ マガ

				印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		200,000

				通信運搬費（電話、郵便、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		350,000

				消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		300,000

				租税公課 ソゼイ コウカ		30,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				法人税 ホウジンゼイ		70,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				手数料 テスウリョウ		25,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				委託料 イタクリョウ		1,000,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ

				予備費 ヨビヒ		300,000

				小計 ショウケイ		16,925,000

		支出合計 シシュツ ゴウケイ				27,435,000

		収支差額 シュウシ サガク				6,150,000		※要注意：300万円を下回る ヨウチュウイ マンエン シタマワ





④2021年度

		【2021年度：本評価事業開始初年度（5-10校程度）、評価者トレーニング開始3年目、事務員1-2名】　 ド

		科目 カモク				金額 キンガク		備考 ビコウ

		Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

		１．繰越 クリコシ

				前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		6,150,000		　		　

		２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

				会費 カイヒ		19,000,000		会費100000円×190校

		３．本評価審査料収入 ホン ヒョウカ シンサ リョウ シュウニュウ

				審査料 シンサ リョウ		15,000,000		本評価審査料150万円×10校

		収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				40,150,000

		Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

		１．事業費 ジギョウヒ

		（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

				理事会 リジカイ		1,920,000		年3回の開催 ネン カイ カイサイ

				評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ

				7委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		2,975,000		7委員会でトータル17回開催 イイン カイ カイ カイサイ

				予備費 ヨビ ヒ		300,000		　



		（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

				評価ハンドブック制作費 ヒョウカ セイサクヒ		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

				評価管理システム構築費 ヒョウカ カンリ コウチク ヒ		2,000,000

				ホームページ維持費 イジ ヒ		300,000

				小計 ショウケイ		7,965,000

		２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

				評価者研修会3年目(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ ネンメ リョヒ		1,120,000		講師2名派遣、研修参加者は10名×7ブロック コウシ メイ ハケン ケンシュウ サンカシャ メイ

				会議費 カイギ ヒ		210,000		会場費は会員大学の協力を得る カイジョウ ヒ カイイン ダイガク キョウリョク エ

				本評価事業旅費 ホン ヒョウカ ジギョウ リョヒ		1,950,000		評価者3名、評価会議2回、訪問1回の旅費 ヒョウカ シャ メイ ヒョウカ カイギ カイ ホウモン カイ リョヒ

				評価報告書 ヒョウカ ホウコク ショ		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

				小計 ショウケイ		3,480,000

		３．管理費 カンリヒ

				人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		16,000,000		常任理事報酬と事務局長1名と事務員1-2名程度 ジョウニン リジ ホウシュウ ジム キョクチョウ メイ ジムイン メイ テイド

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		500,000		常任理事と職員の交通費 ジョウニン リジ ショクイン コウツウヒ

				賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		1,300,000		JANPU7階会議室間借り カイ カイギシツ マガ

				印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		200,000

				通信運搬費（電話、郵便、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		350,000

				消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		300,000

				租税公課 ソゼイ コウカ		30,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				法人税 ホウジンゼイ		70,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				手数料 テスウリョウ		25,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				委託料 イタクリョウ		1,000,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ

				予備費 ヨビヒ		300,000

				小計 ショウケイ		20,075,000

		支出合計 シシュツ ゴウケイ				31,520,000

		収支差額 シュウシ サガク				8,630,000





⑤2022年度

		【2022年度：評価事業本格始動（21校程度）、事務員2-3名】　 ド

		科目 カモク				金額 キンガク		備考 ビコウ

		Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

		１．繰越 クリコシ

				前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		8,630,000		　		　

		２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

				会費 カイヒ		20,000,000		会費10万円×200校

		３．本評価審査料収入 ホン ヒョウカ シンサ リョウ シュウニュウ

				審査料 シンサ リョウ		31,500,000		本評価審査料150万円×21校

		収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				60,130,000

		Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

		１．事業費 ジギョウヒ

		（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

				理事会 リジカイ		1,920,000		年3回の開催 ネン カイ カイサイ

				評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ

				7委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		2,975,000		7委員会でトータル17回開催 イイン カイ カイ カイサイ

				予備費 ヨビ ヒ		500,000		　



		（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

				評価ハンドブック制作費 ヒョウカ セイサクヒ		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

				評価管理システム構築維持費 ヒョウカ カンリ コウチク イジヒ		500,000

				ホームページ維持費 イジ ヒ		300,000

				小計 ショウケイ		6,665,000

		２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

				評価者研修会4年目(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ ネンメ リョヒ		-				評価者研修会4年目以降はどのようにするか？ ヒョウカ シャ ケンシュウカイ ネンメ イコウ

				会議費 カイギ ヒ		-

				本評価事業旅費 ホン ヒョウカ ジギョウ リョヒ		4,095,000		21校、評価者3名、評価会議2回、訪問1回の旅費

				本評価事業報告書 ホン ヒョウカ ジギョウ ホウコク ショ		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

				小計 ショウケイ		4,295,000

		３．管理費 カンリヒ

				人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		18,500,000		常任理事報酬と事務局長1名と事務員2-3名程度 ジョウニン リジ ホウシュウ ジム キョクチョウ メイ ジムイン メイ テイド

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		600,000		常任理事と職員の交通費 ジョウニン リジ ショクイン コウツウヒ

				賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		1,300,000		JANPU7階会議室間借り カイ カイギシツ マガ

				印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		300,000

				通信運搬費（電話、郵便、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		500,000

				消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		500,000

				租税公課 ソゼイ コウカ		30,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				法人税 ホウジンゼイ		70,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				手数料 テスウリョウ		25,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				委託料 イタクリョウ		1,000,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ

				予備費 ヨビヒ		300,000

				小計 ショウケイ		23,125,000

		支出合計 シシュツ ゴウケイ				34,085,000

		収支差額 シュウシ サガク				26,045,000







予算案②（会員校150校の場合） 

26 

2019年度
入会開始

2020年度
試行評価

2021年度
本評評価

2022年度
本評価2年目

備考

Ⅰ．収入の部
１．繰越

前年度繰越金 22,000,000 18,575,000 12,420,000 7,160,000
2018年の収入はJANPUからの出資金3,000
万円、年度末で2,200万円の残高

２．会費収入
会費 15,000,000 16,000,000 17,000,000 18,000,000 会費10万円×会員校数。

３．評価審査料収入

審査料 -          3,000,000   10,500,000  31,500,000  

2020年度は試行評価(75万円×4校)。
2021年度から本評価を7校から開始。
2022年度から本評価21校(1ブロック3
校）

37,020,000 37,645,000 40,020,000 56,870,000

Ⅱ．支出の部
１．事業費
（会議・委員会関連）

小計 3,690,000 3,990,000 4,290,000 4,490,000
（広報、評価管理システム）

小計 3,200,000 2,700,000 2,700,000 1,000,000
２．評価事業費

小計 1,330,000  2,310,000   2,895,000   5,625,000   
３．管理費

人件費（社会保険料等を含む） 5,800,000  12,000,000  18,500,000  18,500,000  
2019年度は正職員1人、2020年度は２
人、2021年度から3人

小計 10,225,000 16,225,000 22,975,000 23,525,000

18,445,000 25,225,000 32,860,000 34,640,000

18,575,000 12,420,000 7,160,000 22,230,000収支差額

科目

収入合計

支出合計

途中省略


201903(100校）

				一般財団法人　日本看護学教育評価機構　収支予算書案 イッパン ザイダン ホウジン ニホン カンゴ ガク キョウイク ヒョウカ キコウ アン

				(2018年度～2022年度の5年間） ネンド ネンド ネンカン

																		(単位:円） タンイ エン

				科目 カモク				2018年度 ネンド		2019年度
入会開始 ネンド ニュウカイ カイシ		2020年度
試行評価 ネンド シコウ ヒョウカ		2021年度
本評評価 ネンド ホン ヒョウ ヒョウカ		2022年度
本評価2年目 ネンド ホン ヒョウカ ネンメ		備考 ビコウ

				Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

				１．繰越 クリコシ

						前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		30,000,000		22,000,000		13,575,000		8,620,000		4,860,000		2018年の収入はJANPUからの出資金3,000万円、年度末で2,200万円の残高 ネン シュウニュウ シュッシキン マンエン ネンドマツ マンエン ザンダカ		　

				２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

						会費 カイヒ		-		10,000,000		11,000,000		12,000,000		13,000,000		会費10万円×会員校数。		100

				３．評価審査料収入 ヒョウカ シンサ リョウ シュウニュウ														※初年度の会員を100校と仮定。次年度以降10校ずつ増加すると仮定 ショネンド カイイン コウ カテイ ジネンド イコウ コウ ゾウカ カテイ

						審査料 シンサ リョウ		-		-		3,000,000		10,500,000		31,500,000		2020年度は試行評価(75万円×4校)。2021年度から本評価を7校から開始。2022年度から本評価21校(1ブロック3校） ネンド シコウ ヒョウカ マンエン コウ ネンド ホン ヒョウカ コウ カイシ ネンド ホン ヒョウカ コウ コウ

						評価ハンドブック収入 シュウニュウ				20,000		70,000		100,000		210,000		2,000円/冊として、審査校が5冊程度×2,000円の収入を見込む エン サツ シンサ コウ サツ テイド エン シュウニュウ ミコ

				収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				30,000,000		32,020,000		27,645,000		31,220,000		49,570,000

				Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

				１．事業費 ジギョウヒ

				（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

						説明会 セツメイ カイ		2,000,000		300,000		300,000		300,000		300,000		説明会を年2回開催 セツメイカイ ネン カイ カイサイ

						理事会 リジカイ		960,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000		年4回の開催。 ネン カイ カイサイ		←実際の13人の交通費概算に変更 ジッサイ ニン コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		170,000		170,000		170,000		170,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ		←実際の７人の交通費概算に変更 ジッサイ ニン コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						9つの委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		-		1,500,000		1,800,000		2,000,000		2,000,000		2019年度は2つの部会と委員会は年２回以上開催を前提。2020年度より7委員会も本格始動。計9つの委員会で年間計21回開催 ネン ド ブカイ イイン カイ ネン カイ イジョウ カイサイ ゼンテイ ネン ド イイン カイ ケイ イイン カイ ネンカン ケイ カイ カイサイ		←実際の部会・委員会メンバーを対象に交通費概算に変更 ジッサイ ブカイ イイン カイ タイショウ コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						予備費 ヨビ ヒ		200,000		200,000		200,000		300,000		500,000		　



				（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

						パンフレット印刷 インサツ		-		500,000		-		-		-

						評価ハンドブック制作/印刷費 ヒョウカ セイサク インサツ ヒ		-		200,000		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						評価管理システム調査/準備/構築費 ヒョウカ カンリ チョウサ ジュンビ コウチク ヒ		150,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		500,000

						ホームページ作成、維持費 サクセイ イジ ヒ		750,000		500,000		500,000		500,000		300,000

						小計 ショウケイ		4,330,000		6,890,000		6,690,000		6,990,000		5,490,000

				２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

						認定マークデザイン、登録料 ニンテイ トウロク リョウ		500,000

						評価者研修会(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ リョヒ				1,120,000		1,120,000		1,120,000		1,120,000		講師2名派遣、研修参加者は10名×7ブロック コウシ メイ ハケン ケンシュウ サンカシャ メイ

						会議費 カイギ ヒ		-		210,000		210,000		210,000		210,000		会場費は会員大学の協力を得る(1ブロック30,000円を計上） カイジョウ ヒ カイイン ダイガク キョウリョク エ エン ケイジョウ

						評価事業旅費 ヒョウカ ジギョウ リョヒ		-		-		780,000		1,365,000		4,095,000		評価者3名、評価会議2回、訪問1回の旅費 ヒョウカ シャ メイ ヒョウカ カイギ カイ ホウモン カイ リョヒ

						評価報告書印刷費 ヒョウカ ホウコク ショ インサツ ヒ		-		-		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						小計 ショウケイ		500,000		1,330,000		2,310,000		2,895,000		5,625,000

				３．管理費 カンリヒ

						人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		750,000		5,800,000		5,800,000		12,000,000		18,500,000		2020年度まで1人、2021年度から2人、2020年度から3人 ネンド ニン ネンド ニン ネンド ニン		←人件費の圧縮が必須 ジンケンヒ アッシュク ヒッス

						旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		50,000		350,000		350,000		500,000		600,000		専任理事と職員の交通費 センニン リジ ショクイン コウツウヒ

				途中省略 トチュウ ショウリャク

						賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		648,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		JANPU7階会議室の賃借料 カイ カイギシツ チンシャクリョウ

						印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		100,000		200,000		300,000		300,000		300,000

						通信運搬費（電話、郵便、ﾈｯﾄ/ｻｰﾊﾞｰ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		200,000		350,000		350,000		350,000		500,000

						消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		500,000		750,000		300,000		300,000		500,000		2018-2019度は事務系家具/備品やパソコン周辺機器購入 ド

						法人税、都民税、消費税等の租税公課 ホウジンゼイ トミン ゼイ ショウヒゼイ ナド		70,000		150,000		300,000		400,000		500,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						手数料 テスウリョウ		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						委託料 イタクリョウ		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ		←委託費をJANPUより安価にして、150⇒120万に減額 イタク ヒ アンカ マン ゲンガク

						予備費 ヨビヒ		300,000		300,000		300,000		300,000		300,000

						小計 ショウケイ		3,643,000		10,225,000		10,025,000		16,475,000		23,525,000

				支出合計 シシュツ ゴウケイ				8,473,000		18,445,000		19,025,000		26,360,000		34,640,000

				収支差額 シュウシ サガク				22,000,000		13,575,000		8,620,000		4,860,000		14,930,000

								↑

								未払の金額を考慮するとこの金額は妥当な繰越金となる ミハライ キンガク コウリョ キンガク ダトウ クリコシ キン



(案①:会員100校の場合）



201903(100校）スライド

				一般財団法人　日本看護学教育評価機構　収支予算書案 イッパン ザイダン ホウジン ニホン カンゴ ガク キョウイク ヒョウカ キコウ アン

				(2018年度～2022年度の5年間） ネンド ネンド ネンカン

																		(単位:円） タンイ エン

				科目 カモク				2018年度 ネンド		2019年度
入会開始 ネンド ニュウカイ カイシ		2020年度
試行評価 ネンド シコウ ヒョウカ		2021年度
本評評価 ネンド ホン ヒョウ ヒョウカ		2022年度
本評価2年目 ネンド ホン ヒョウカ ネンメ		備考 ビコウ

				Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

				１．繰越 クリコシ

						前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		30,000,000		22,000,000		13,575,000		8,620,000		4,860,000		2018年の収入はJANPUからの出資金3,000万円、年度末で2,200万円の残高 ネン シュウニュウ シュッシキン マンエン ネンドマツ マンエン ザンダカ		　

				２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

						会費 カイヒ		-		10,000,000		11,000,000		12,000,000		13,000,000		会費10万円×会員校数。		100

				３．評価審査料収入 ヒョウカ シンサ リョウ シュウニュウ

						審査料 シンサ リョウ		-		-		3,000,000		10,500,000		31,500,000		2020年度は試行評価(75万円×4校)。2021年度から本評価を7校から開始。2022年度から本評価21校(1ブロック3校） ネンド シコウ ヒョウカ マンエン コウ ネンド ホン ヒョウカ コウ カイシ ネンド ホン ヒョウカ コウ コウ

						評価ハンドブック収入 シュウニュウ				20,000		70,000		100,000		210,000		2,000円/冊として、審査校が5冊程度×2,000円の収入を見込む エン サツ シンサ コウ サツ テイド エン シュウニュウ ミコ

				収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				30,000,000		32,020,000		27,645,000		31,220,000		49,570,000

				Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

				１．事業費 ジギョウヒ

				（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

						説明会 セツメイ カイ		2,000,000		300,000		300,000		300,000		300,000		説明会を年2回開催 セツメイカイ ネン カイ カイサイ

						理事会 リジカイ		960,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000		年4回の開催。 ネン カイ カイサイ		←実際の13人の交通費概算に変更 ジッサイ ニン コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		170,000		170,000		170,000		170,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ		←実際の７人の交通費概算に変更 ジッサイ ニン コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						9つの委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		-		1,500,000		1,800,000		2,000,000		2,000,000		2019年度は2つの部会と委員会は年２回以上開催を前提。2020年度より7委員会も本格始動。計9つの委員会で年間計21回開催 ネン ド ブカイ イイン カイ ネン カイ イジョウ カイサイ ゼンテイ ネン ド イイン カイ ケイ イイン カイ ネンカン ケイ カイ カイサイ		←実際の部会・委員会メンバーを対象に交通費概算に変更 ジッサイ ブカイ イイン カイ タイショウ コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						予備費 ヨビ ヒ		200,000		200,000		200,000		300,000		500,000		　



						小計				3,690,000		3,990,000		4,290,000		4,490,000

				（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

						パンフレット印刷 インサツ		-		500,000		-		-		-

						評価ハンドブック制作/印刷費 ヒョウカ セイサク インサツ ヒ		-		200,000		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						評価管理システム調査/準備/構築費 ヒョウカ カンリ チョウサ ジュンビ コウチク ヒ		150,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		500,000

						ホームページ作成、維持費 サクセイ イジ ヒ		750,000		500,000		500,000		500,000		300,000

						小計 ショウケイ		4,330,000		3,200,000		2,700,000		2,700,000		1,000,000

				２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

						認定マークデザイン、登録料 ニンテイ トウロク リョウ		500,000



						評価者研修会(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ リョヒ				1,120,000		1,120,000		1,120,000		1,120,000		講師2名派遣、研修参加者は10名×7ブロック コウシ メイ ハケン ケンシュウ サンカシャ メイ

						会議費 カイギ ヒ		-		210,000		210,000		210,000		210,000		会場費は会員大学の協力を得る(1ブロック30,000円を計上） カイジョウ ヒ カイイン ダイガク キョウリョク エ エン ケイジョウ

						評価事業旅費 ヒョウカ ジギョウ リョヒ		-		-		780,000		1,365,000		4,095,000		評価者3名、評価会議2回、訪問1回の旅費 ヒョウカ シャ メイ ヒョウカ カイギ カイ ホウモン カイ リョヒ

						評価報告書印刷費 ヒョウカ ホウコク ショ インサツ ヒ		-		-		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						小計 ショウケイ		500,000		1,330,000		2,310,000		2,895,000		5,625,000

				３．管理費 カンリヒ

						人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		750,000		5,800,000		5,800,000		12,000,000		18,500,000		2020年度まで正職員1人、2021年度から2人、2020年度から3人 ネンド セイショクイン ニン ネンド ニン ネンド ニン		←人件費の圧縮が必須 ジンケンヒ アッシュク ヒッス

						旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		50,000		350,000		350,000		500,000		600,000		専任理事と職員の交通費 センニン リジ ショクイン コウツウヒ

						賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		648,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		JANPU7階会議室の賃借料 カイ カイギシツ チンシャクリョウ

						印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		100,000		200,000		300,000		300,000		300,000

						通信運搬費（電話、郵便、ﾈｯﾄ/ｻｰﾊﾞｰ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		200,000		350,000		350,000		350,000		500,000

						消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		500,000		750,000		300,000		300,000		500,000		2019度は事務系家具/備品やパソコン周辺機器購入 ド

						途中省略 トチュウ ショウリャク

						法人税、都民税、消費税等の租税公課 ホウジンゼイ トミン ゼイ ショウヒゼイ ナド		70,000		150,000		300,000		400,000		500,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						手数料 テスウリョウ		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						委託料 イタクリョウ		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ		←委託費をJANPUより安価にして、150⇒120万に減額 イタク ヒ アンカ マン ゲンガク

						予備費 ヨビヒ		300,000		300,000		300,000		300,000		300,000

						小計 ショウケイ		3,643,000		10,225,000		10,025,000		16,475,000		23,525,000

				支出合計 シシュツ ゴウケイ				8,473,000		18,445,000		19,025,000		26,360,000		34,640,000

				収支差額 シュウシ サガク				22,000,000		13,575,000		8,620,000		4,860,000		14,930,000

								↑

								未払の金額を考慮するとこの金額は妥当な繰越金となる ミハライ キンガク コウリョ キンガク ダトウ クリコシ キン



(案②:会員100校の場合）



201903(150校）

				一般財団法人　日本看護学教育評価機構　収支予算書案 イッパン ザイダン ホウジン ニホン カンゴ ガク キョウイク ヒョウカ キコウ アン

				(2018年度～2022年度の5年間） ネンド ネンド ネンカン

																		(単位:円） タンイ エン

				科目 カモク				2018年度 ネンド		2019年度
入会開始 ネンド ニュウカイ カイシ		2020年度
試行評価 ネンド シコウ ヒョウカ		2021年度
本評評価 ネンド ホン ヒョウ ヒョウカ		2022年度
本評価2年目 ネンド ホン ヒョウカ ネンメ		備考 ビコウ

				Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

				１．繰越 クリコシ

						前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		30,000,000		22,000,000		18,575,000		12,420,000		7,160,000		2018年の収入はJANPUからの出資金3,000万円、年度末で2,200万円の残高 ネン シュウニュウ シュッシキン マンエン ネンドマツ マンエン ザンダカ		　

				２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

						会費 カイヒ		-		15,000,000		16,000,000		17,000,000		18,000,000		会費10万円×会員校数。		150

				３．評価審査料収入 ヒョウカ シンサ リョウ シュウニュウ

						審査料 シンサ リョウ		-		-		3,000,000		10,500,000		31,500,000		2020年度は試行評価(75万円×4校)。2021年度から本評価を7校から開始。2022年度から本評価21校(1ブロック3校） ネンド シコウ ヒョウカ マンエン コウ ネンド ホン ヒョウカ コウ カイシ ネンド ホン ヒョウカ コウ コウ

						評価ハンドブック収入 シュウニュウ				20,000		70,000		100,000		210,000		2,000円/冊として、審査校が5冊程度×2,000円の収入を見込む エン サツ シンサ コウ サツ テイド エン シュウニュウ ミコ

				収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				30,000,000		37,020,000		37,645,000		40,020,000		56,870,000

				Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

				１．事業費 ジギョウヒ

				（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

						説明会 セツメイ カイ		2,000,000		300,000		300,000		300,000		300,000		説明会を年2回開催 セツメイカイ ネン カイ カイサイ

						理事会 リジカイ		960,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000		年4回の開催。 ネン カイ カイサイ		←実際の13人の交通費概算に変更 ジッサイ ニン コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		170,000		170,000		170,000		170,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ		←実際の７人の交通費概算に変更 ジッサイ ニン コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						9つの委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		-		1,500,000		1,800,000		2,000,000		2,000,000		2019年度は2つの部会と委員会は年２回以上開催を前提。2020年度より7委員会も本格始動。計9つの委員会で年間計21回開催 ネン ド ブカイ イイン カイ ネン カイ イジョウ カイサイ ゼンテイ ネン ド イイン カイ ケイ イイン カイ ネンカン ケイ カイ カイサイ		←実際の部会・委員会メンバーを対象に交通費概算に変更 ジッサイ ブカイ イイン カイ タイショウ コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						予備費 ヨビ ヒ		200,000		200,000		200,000		300,000		500,000		　



						小計				3,690,000		3,990,000		4,290,000		4,490,000

				（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

						パンフレット印刷 インサツ		-		500,000		-		-		-

						評価ハンドブック制作/印刷費 ヒョウカ セイサク インサツ ヒ		-		200,000		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						評価管理システム調査/準備/構築費 ヒョウカ カンリ チョウサ ジュンビ コウチク ヒ		150,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		500,000

						ホームページ作成、維持費 サクセイ イジ ヒ		750,000		500,000		500,000		500,000		300,000

						小計 ショウケイ		4,330,000		3,200,000		2,700,000		2,700,000		1,000,000

				２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

						認定マークデザイン、登録料 ニンテイ トウロク リョウ		500,000



						評価者研修会(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ リョヒ				1,120,000		1,120,000		1,120,000		1,120,000		講師2名派遣、研修参加者は10名×7ブロック コウシ メイ ハケン ケンシュウ サンカシャ メイ

						会議費 カイギ ヒ		-		210,000		210,000		210,000		210,000		会場費は会員大学の協力を得る(1ブロック30,000円を計上） カイジョウ ヒ カイイン ダイガク キョウリョク エ エン ケイジョウ

						評価事業旅費 ヒョウカ ジギョウ リョヒ		-		-		780,000		1,365,000		4,095,000		評価者3名、評価会議2回、訪問1回の旅費 ヒョウカ シャ メイ ヒョウカ カイギ カイ ホウモン カイ リョヒ

						評価報告書印刷費 ヒョウカ ホウコク ショ インサツ ヒ		-		-		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						小計 ショウケイ		500,000		1,330,000		2,310,000		2,895,000		5,625,000

				３．管理費 カンリヒ

						人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		750,000		5,800,000		12,000,000		18,500,000		18,500,000		2019年度は正職員1人、2020年度は２人、2021年度から3人 ネンド セイショクイン ニン ネンド ニン ネンド ニン		←人件費の圧縮が必須 ジンケンヒ アッシュク ヒッス

						旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		50,000		350,000		350,000		500,000		600,000		専任理事と職員の交通費 センニン リジ ショクイン コウツウヒ

						賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		648,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		JANPU7階会議室の賃借料 カイ カイギシツ チンシャクリョウ

						印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		100,000		200,000		300,000		300,000		300,000

						通信運搬費（電話、郵便、ﾈｯﾄ/ｻｰﾊﾞｰ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		200,000		350,000		350,000		350,000		500,000

						消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		500,000		750,000		300,000		300,000		500,000		2019度は事務系家具/備品やパソコン周辺機器購入 ド

						途中省略 トチュウ ショウリャク

						法人税、都民税、消費税等の租税公課 ホウジンゼイ トミン ゼイ ショウヒゼイ ナド		70,000		150,000		300,000		400,000		500,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						手数料 テスウリョウ		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						委託料 イタクリョウ		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ		←委託費をJANPUより安価にして、150⇒120万に減額 イタク ヒ アンカ マン ゲンガク

						予備費 ヨビヒ		300,000		300,000		300,000		300,000		300,000

						小計 ショウケイ		3,643,000		10,225,000		16,225,000		22,975,000		23,525,000

				支出合計 シシュツ ゴウケイ				8,473,000		18,445,000		25,225,000		32,860,000		34,640,000

				収支差額 シュウシ サガク				22,000,000		18,575,000		12,420,000		7,160,000		22,230,000

								↑

								未払の金額を考慮するとこの金額は妥当な繰越金となる ミハライ キンガク コウリョ キンガク ダトウ クリコシ キン



(案②:会員150校の場合）



201902現在

				一般財団法人　日本看護学教育評価機構　収支予算書案 イッパン ザイダン ホウジン ニホン カンゴ ガク キョウイク ヒョウカ キコウ アン

				(2018年度～2022年度の5年間） ネンド ネンド ネンカン

																		(単位:円） タンイ エン

				科目 カモク				2018年度 ネンド		2019年度
入会開始 ネンド ニュウカイ カイシ		2020年度
試行評価 ネンド シコウ ヒョウカ		2021年度
本評評価 ネンド ホン ヒョウ ヒョウカ		2022年度
本評価2年目 ネンド ホン ヒョウカ ネンメ		備考 ビコウ

				Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

				１．繰越 クリコシ

						前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		30,000,000		21,527,000		5,567,000		(7,000,500)		(14,973,000)		初年度の3,000万円はJANPUからの出資金 ショネンド マンエン シュッシキン		　

				２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

						会費 カイヒ		-		10,000,000		11,000,000		12,000,000		13,000,000		会費10万円×会員校数。		100

				３．評価審査料収入 ヒョウカ シンサ リョウ シュウニュウ														※初年度の会員を100校と仮定。次年度以降10校ずつ増加すると仮定 ショネンド カイイン コウ カテイ ジネンド イコウ コウ ゾウカ カテイ

						審査料 シンサ リョウ		-		-		3,000,000		10,500,000		31,500,000		2020年度は試行評価(75万円×4校)。2021年度から本評価を7校から開始。2022年度から本評価21校(1ブロック3校） ネンド シコウ ヒョウカ マンエン コウ ネンド ホン ヒョウカ コウ カイシ ネンド ホン ヒョウカ コウ コウ

						評価ハンドブック収入 シュウニュウ				20,000		70,000		100,000		210,000		2,000円/冊として、審査校が5冊ぐらい×2,000円の収入を見込む エン サツ シンサ コウ サツ エン シュウニュウ ミコ

				収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				30,000,000		31,547,000		19,637,000		15,599,500		29,737,000

				Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

				１．事業費 ジギョウヒ

				（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

						説明会 セツメイ カイ		2,000,000		300,000		300,000		300,000		300,000		初年度は設立記念講演会と説明会の2回開催 ショネンド セツリツ キネン コウエンカイ セツメイカイ カイ カイサイ

						理事会 リジカイ		960,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000		年4回の開催。初年度のみ年2回。 ネン カイ カイサイ ショネンド ネン カイ		←実際の13人の交通費概算に変更 ジッサイ ニン コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		170,000		170,000		170,000		170,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ		←実際の７人の交通費概算に変更 ジッサイ ニン コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						9つの委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		-		1,085,000		1,627,500		1,627,500		1,627,500		2019年度は2つの部会と委員会は年２回開催を前提。2020年度より7委員会も本格始動。計9つの委員会で年間計21回開催 ネン ド ブカイ イイン カイ ネン カイ カイサイ ゼンテイ ネン ド イイン カイ ケイ イイン カイ ネンカン ケイ カイ カイサイ		←実際の部会・委員会メンバーを対象に交通費概算に変更 ジッサイ ブカイ イイン カイ タイショウ コウツウヒ ガイサン ヘンコウ

						予備費 ヨビ ヒ		200,000		200,000		200,000		300,000		500,000		　



				（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

						パンフレット印刷 インサツ		-		500,000		-		-		-

						評価ハンドブック制作/印刷費 ヒョウカ セイサク インサツ ヒ		-		200,000		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						評価管理システム調査/準備/構築費 ヒョウカ カンリ チョウサ ジュンビ コウチク ヒ		150,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		500,000

						ホームページ作成、維持費 サクセイ イジ ヒ		750,000		300,000		300,000		300,000		300,000

						小計 ショウケイ		4,330,000		6,275,000		6,317,500		6,417,500		5,117,500

				２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

						認定マークデザイン、登録料 ニンテイ トウロク リョウ		500,000

						評価者研修会(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ リョヒ				1,120,000		1,120,000		1,120,000		1,120,000		講師2名派遣、研修参加者は10名×7ブロック コウシ メイ ハケン ケンシュウ サンカシャ メイ

						会議費 カイギ ヒ		-		210,000		210,000		210,000		210,000		会場費は会員大学の協力を得る(1ブロック30,000円を計上） カイジョウ ヒ カイイン ダイガク キョウリョク エ エン ケイジョウ

						評価事業旅費 ヒョウカ ジギョウ リョヒ		-		-		1,365,000		1,950,000		4,095,000		評価者3名、評価会議2回、訪問1回の旅費 ヒョウカ シャ メイ ヒョウカ カイギ カイ ホウモン カイ リョヒ

						評価報告書印刷費 ヒョウカ ホウコク ショ インサツ ヒ		-		-		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						小計 ショウケイ		500,000		1,330,000		2,895,000		3,480,000		5,625,000

				３．管理費 カンリヒ

						人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		750,000		13,000,000		13,000,000		16,000,000		18,500,000		専任理事報酬と事務局長1名と事務員1-2名程度 センニン リジ ホウシュウ ジム キョクチョウ メイ ジムイン メイ テイド		←人件費の圧縮が必須 ジンケンヒ アッシュク ヒッス

						旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		50,000		350,000		350,000		500,000		600,000		専任理事と職員の交通費 センニン リジ ショクイン コウツウヒ

						賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		648,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		JANPU7階会議室の賃借料 カイ カイギシツ チンシャクリョウ

						印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		100,000		200,000		300,000		300,000		300,000

						通信運搬費（電話、郵便、ﾈｯﾄ/ｻｰﾊﾞｰ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		200,000		350,000		350,000		350,000		500,000

						消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		500,000		1,500,000		300,000		300,000		500,000		2018-2019度は事務系家具/備品やパソコン周辺機器購入 ド

						法人税、都民税、消費税等の租税公課 ホウジンゼイ トミン ゼイ ショウヒゼイ ナド		70,000		150,000		300,000		400,000		500,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						手数料 テスウリョウ		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						委託料 イタクリョウ		1,000,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ		←委託費をJANPUより安価にして、150⇒120万に減額 イタク ヒ アンカ マン ゲンガク

						予備費 ヨビヒ		300,000		300,000		300,000		300,000		300,000

						小計 ショウケイ		3,643,000		18,375,000		17,425,000		20,675,000		23,725,000

				支出合計 シシュツ ゴウケイ				8,473,000		25,980,000		26,637,500		30,572,500		34,467,500

				収支差額 シュウシ サガク				21,527,000		5,567,000		(7,000,500)		(14,973,000)		(4,730,500)

								↑

								未払の金額を考慮するとこの金額は妥当な繰越金となる ミハライ キンガク コウリョ キンガク ダトウ クリコシ キン



2019/2/18現在



201807現在

				一般財団法人　日本看護学教育評価機構　収支予算書案 イッパン ザイダン ホウジン ニホン カンゴ ガク キョウイク ヒョウカ キコウ アン

				(2018年度～2022年度の5年間） ネンド ネンド ネンカン

																		(単位:円） タンイ エン

				科目 カモク				2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2021年度 ネンド		2022年度 ネンド		備考 ビコウ

				Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

				１．繰越 クリコシ

						前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		30,000,000		21,527,000		10,927,000		5,112,000		5,792,000		初年度の3,000万円はJANPUからの出資金 ショネンド マンエン シュッシキン		　

				２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

						会費 カイヒ		-		17,000,000		18,000,000		19,000,000		20,000,000		会費10万円×会員校数

				３．評価審査料収入 ヒョウカ シンサ リョウ シュウニュウ

						審査料 シンサ リョウ		-		-		5,250,000		15,000,000		31,500,000		2020年度は試行評価(75万円×7校)。2021年度から本評価を10校から開始。2022年度から本評価21校(1ブロック3校） ネンド シコウ ヒョウカ マンエン コウ ネンド ホン ヒョウカ コウ カイシ ネンド ホン ヒョウカ コウ コウ

						評価ハンドブック収入 シュウニュウ				20,000		70,000		100,000		210,000		2,000円/冊として、審査校が5冊ぐらい×2,000円の収入を見込む エン サツ シンサ コウ サツ エン シュウニュウ ミコ

				収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				30,000,000		38,547,000		34,247,000		39,212,000		57,502,000

				Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

				１．事業費 ジギョウヒ

				（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

						説明会 セツメイ カイ		2,000,000		300,000		300,000		300,000		300,000		初年度は設立記念講演会と説明会の2回開催 ショネンド セツリツ キネン コウエンカイ セツメイカイ カイ カイサイ

						理事会 リジカイ		960,000		1,920,000		1,920,000		1,920,000		1,920,000		年4回の開催。初年度のみ年2回。 ネン カイ カイサイ ショネンド ネン カイ

						評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		270,000		270,000		270,000		270,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ

						9つの委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		-		1,925,000		3,325,000		3,675,000		3,675,000		2019年度は2つの部会を立ち上げ7委員会は各1回開催を前提。2020年度より7委員会も本格始動。計9つの委員会で年間計21回開催 ネン ド ブカイ タ ア イイン カイ カク カイ カイサイ ゼンテイ ネン ド イイン カイ ケイ イイン カイ ネンカン ケイ カイ カイサイ

						予備費 ヨビ ヒ		200,000		200,000		200,000		300,000		500,000		　



				（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

						パンフレット印刷 インサツ		-		500,000		-		-		-

						評価ハンドブック制作/印刷費 ヒョウカ セイサク インサツ ヒ		-		200,000		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						評価管理システム調査/準備/構築費 ヒョウカ カンリ チョウサ ジュンビ コウチク ヒ		150,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		500,000

						ホームページ作成、維持費 サクセイ イジ ヒ		750,000		300,000		300,000		300,000		300,000

						小計 ショウケイ		4,330,000		7,615,000		8,515,000		8,965,000		7,665,000

				２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

						認定マークデザイン、登録料 ニンテイ トウロク リョウ		500,000

						評価者研修会(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ リョヒ				1,120,000		1,120,000		1,120,000		1,120,000		講師2名派遣、研修参加者は10名×7ブロック コウシ メイ ハケン ケンシュウ サンカシャ メイ

						会議費 カイギ ヒ		-		210,000		210,000		210,000		210,000		会場費は会員大学の協力を得る(1ブロック30,000円を計上） カイジョウ ヒ カイイン ダイガク キョウリョク エ エン ケイジョウ

						評価事業旅費 ヒョウカ ジギョウ リョヒ		-		-		1,365,000		1,950,000		4,095,000		評価者3名、評価会議2回、訪問1回の旅費 ヒョウカ シャ メイ ヒョウカ カイギ カイ ホウモン カイ リョヒ

						評価報告書印刷費 ヒョウカ ホウコク ショ インサツ ヒ		-		-		200,000		200,000		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

						小計 ショウケイ		500,000		1,330,000		2,895,000		3,480,000		5,625,000

				３．管理費 カンリヒ

						人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		750,000		13,000,000		13,000,000		16,000,000		18,500,000		専任理事報酬と事務局長1名と事務員1-2名程度 センニン リジ ホウシュウ ジム キョクチョウ メイ ジムイン メイ テイド

						旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		50,000		350,000		350,000		500,000		600,000		専任理事と職員の交通費 センニン リジ ショクイン コウツウヒ

						賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		648,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		JANPU7階会議室の賃借料 カイ カイギシツ チンシャクリョウ

						印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		100,000		200,000		300,000		300,000		300,000

						通信運搬費（電話、郵便、ﾈｯﾄ/ｻｰﾊﾞｰ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		200,000		350,000		350,000		350,000		500,000

						消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		500,000		1,500,000		300,000		300,000		500,000		2018-2019度は事務系家具/備品やパソコン周辺機器購入 ド

						法人税、都民税、消費税等の租税公課 ホウジンゼイ トミン ゼイ ショウヒゼイ ナド		70,000		150,000		300,000		400,000		500,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						手数料 テスウリョウ		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		JANPUの決算実績を参考に算出 ケッサン ジッセキ サンコウ サンシュツ

						委託料 イタクリョウ		1,000,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ

						予備費 ヨビヒ		300,000		300,000		300,000		300,000		300,000

						小計 ショウケイ		3,643,000		18,675,000		17,725,000		20,975,000		24,025,000

				支出合計 シシュツ ゴウケイ				8,473,000		27,620,000		29,135,000		33,420,000		37,315,000

				収支差額 シュウシ サガク				21,527,000		10,927,000		5,112,000		5,792,000		20,187,000



２０１８年８月現在



201807現在前提

				■前提：基本的な考え方 ゼンテイ キホン テキ カンガ カタ

				１．業務内容とスケジュール ギョウム ナイヨウ

				　　①2018年：機構設立、設立シンポジウム開催、会員募集開始、事務員1名 ネン キコウ セツリツ セツリツ カイサイ カイイン ボシュウ カイシ ジム イン メイ

				　　②2019年：会員収入初年度、評価者トレーニング開始1年目、事務員1-2名 ネン カイイン シュウニュウ ショネンド ヒョウカ シャ カイシ ネンメ ジム イン メイ

				　　③2020年：試行評価事業開始5-10校程度、評価者トレーニング2年目、事務員1-2名 ネン シコウ ヒョウカ ジギョウ カイシ コウ テイド ヒョウカ シャ ネンメ ジム イン メイ

				　　④2021年：本評価事業開始初年度（5-10校程度）、評価者トレーニング開始3年目、事務員2-3名 ネン ホン ヒョウカ ジギョウ カイシ ショネンド コウ テイド ジム イン メイ

				　　⑤2022年：評価事業本格始動（30校程度）、これ以降の評価者トレーニングをどのように更新するか？ ネン ヒョウカ ジギョウ ホンカク シドウ コウ テイド イコウ ヒョウカ シャ コウシン

				２．会員校数 カイイン コウ スウ

				　前提※ ゼンテイ		200		校 コウ		※170校から1年ずつ10校増えて2022年で200校とする コウ ネン コウ フ ネン コウ

				３．会費、評価審査料 カイヒ ヒョウカ シンサ リョウ

				　１）会費 カイヒ		100,000		円 エン

				　２）受審料 ウケ シン リョウ		1,500,000		円 エン

				　３）試行評価審査料 シコウ ヒョウカ シンサ リョウ		750,000		円 エン

				４．役員、評議員数 ヤクイン ヒョウギイン スウ

				　１）役員 ヤクイン		16		名 メイ		定款には最大16名と定義 テイカン サイダイ メイ テイギ

				　２）理事会開催数 リジカイ カイサイ スウ		4		回/.年 カイ ネン

				　３）評議員 ヒョウギイン		9		名 メイ		定款には最大9名と定義 テイカン サイダイ メイ テイギ

				　４）評議員会開催数 ヒョウギイン カイ カイサイ スウ		1		回/.年 カイ ネン

				　５）1人の交通費 ニン コウツウ ヒ		30,000		円：1人1回の平均交通費 エン ニン カイ ヘイキン コウツウ ヒ		JANPU理事会の歴代の交通費1人当たりの平均は1,8,000～26,000円 リジカイ レキダイ コウツウヒ ニン ア ヘイキン エン

				５．評価者数と関連する基礎数字 ヒョウカ シャ スウ カンレン キソ スウジ

				　１）評価者育成数 ヒョウカ シャ イクセイ スウ		200		名 メイ

				　２）ブロック数 スウ		7		ブロック

				　３）説明会講師人数 セツメイ カイ コウシ ニンズウ		2		名を説明会に派遣 メイ セツメイ カイ ハケン



				６．委員会数と委員会会議の開催数 イイン カイ スウ イインカイ カイギ カイサイ スウ						※2018/6/7高田先生作成の資料を前提 タカダ センセイ サクセイ シリョウ ゼンテイ

				　１）委員会数 イイン カイ スウ		9		委員会 イイン カイ		※2018/7/30打合せ時に変更 ウチアワ ジ ヘンコウ

				　２）開催数 カイサイ スウ		19		回(9委員会のトータル開催数） カイ イイン カイ カイサイ スウ

				　３）各委員会交通費 カクイイン カイ コウツウヒ		175,000		円 エン		委員人数未定のため1回の交通費 イイン ニンズ ミテイ カイ コウツウヒ

				７．本評価実施 ホン ヒョウカ ジッシ

				　１）派遣評価者数 ハケン ヒョウカ シャ スウ		3		名を評価に派遣 メイ ヒョウカ ハケン

				　２）評価会議数 ヒョウカ カイギ スウ		2		回 カイ

				　４）評価会議交通費 ヒョウカ カイギ コウツウヒ		20,000		円 エン

				　５）評価訪問 ヒョウカ ホウモン		1		日（1泊2日） ニチ ハク ニチ

				　６）訪問旅費 ホウモン リョヒ		25,000		円（宿泊費込み） エン シュクハクヒ コ

				　7）本評価大学数 ホン ヒョウカ ダイガクスウ		21		1年で本評価する大学数 ネン ホン ヒョウカ ダイガク スウ		1ブロック3校×7=21校 コウ コウ





①2018年度



		【①2018年度：機構設立、設立シンポジウム開催、会員募集開始、事務員1名】　 キコウ セツリツ セツリツ カイサイ カイイン ボシュウ カイシ ジムイン メイ

		科目 カモク				金額 キンガク		備考 ビコウ

		Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

		１．準備金 ジュンビキン

				日本看護系大学協議会準備金 ニホン カンゴ ケイ ダイガク キョウギカイ ジュンビキン		30,000,000		JANPUから出資 シュッシ		実際には3000万円から、準備委員会で支出した金額を控除する。 ジッサイ マンエン ジュンビ イインカイ シシュツ キンガク コウジョ

		収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				30,000,000

		Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

		１．事業費 ジギョウヒ

		（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

				設立シンポジウム開催 セツリツ カイサイ		2,000,000		11/5設立記念講演会と3/23の説明会 セツリツ キネン コウエンカイ セツメイカイ

				理事会 リジカイ		960,000		初年度は年2回の開催 ショネンド ネン カイ カイサイ

				評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ

				７委員会活動費 イインカイ カツドウ ヒ		-		初年度はなし ショネンド

				予備費 ヨビ ヒ		300,000

		（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

				ホームページ作成 サクセイ		750,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				評価管理システム構築 ヒョウカ カンリ コウチク		150,000		調査、準備 チョウサ ジュンビ



				小計 ショウケイ		4,430,000

		２．管理費 カンリヒ

				人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		1,000,000		事務員1名程度(10月以降、アルバイト含） ジムイン メイ テイド ガツ イコウ フク

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		72,000		職員の交通費 ショクイン コウツウヒ

				賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		648,000		JANPU7階会議室間借り(10月以降） カイ カイギシツ マガ ガツ イコウ

				印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		100,000

				通信運搬費（電話、郵便、他） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン ホカ		200,000

				消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		1,500,000		事務系家具/備品やパソコン周辺機器購入 ジムケイ カグ ビヒン シュウヘン キキ コウニュウ

				租税公課 ソゼイ コウカ		50,000

				法人税 ホウジンゼイ		70,000

				手数料 テスウリョウ		25,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				委託料 イタクリョウ		1,000,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ

				予備費 ヨビヒ		300,000

				小計 ショウケイ		4,965,000

		支出合計 シシュツ ゴウケイ				9,395,000

		収支差額 シュウシ サガク				20,605,000









































































②2019年度

		【2019年度：会員収入初年度、評価者トレーニング開始1年目、事務局長1名を含み1-2名】　 ネン ド カイイン シュウニュウ ショネンド ヒョウカ シャ カイシ ネンメ ジム キョクチョウ メイ フク メイ

		科目 カモク				金額 キンガク		備考 ビコウ

		Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

		１．繰越 クリコシ

				前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		20,605,000		　		　

		２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

				会費 カイヒ		17,000,000		会費10万円×170校

		収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				37,605,000

		Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

		１．事業費 ジギョウヒ

		（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

				理事会 リジカイ		1,920,000		年3回の開催 ネン カイ カイサイ

				評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ

				7委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		2,625,000		6委員会でトータル15回開催 イイン カイ カイ カイサイ		まだ異議申立ては開始しないため イギ モウシタ カイシ

				予備費 ヨビ ヒ		300,000		　



		（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

				説明会 セツメイ カイ		200,000		JANPU総会の会場を利用 ソウカイ カイジョウ リヨウ

				パンフレット印刷 インサツ		500,000

				評価ハンドブック制作費 ヒョウカ セイサクヒ		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

				評価管理システム構築 ヒョウカ カンリ コウチク		2,000,000		今後3年間で各200万円、計600万円を計上 コンゴ ネンカン カク マンエン ケイ マンエン ケイジョウ

				ホームページ維持費 イジ ヒ		300,000

				小計 ショウケイ		8,315,000

		２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

				評価者研修会1年目(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ ネンメ リョヒ		1,120,000		講師2名派遣、研修参加者は10名×7ブロック コウシ メイ ハケン ケンシュウ サンカシャ メイ

				会議費 カイギ ヒ		210,000		会場費は会員大学の協力を得る カイジョウ ヒ カイイン ダイガク キョウリョク エ

				小計 ショウケイ		1,330,000

		３．管理費 カンリヒ

				人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		13,000,000		常任理事報酬と事務局長1名と事務員1名程度 ジョウニン リジ ホウシュウ ジム キョクチョウ メイ ジムイン メイ テイド

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		350,000		常任理事と職員の交通費 ジョウニン リジ ショクイン コウツウヒ

				賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		1,300,000		JANPU7階会議室間借り カイ カイギシツ マガ

				印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		200,000

				通信運搬費（電話、郵便、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		350,000

				消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		500,000

				租税公課 ソゼイ コウカ		30,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				法人税 ホウジンゼイ		70,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				手数料 テスウリョウ		25,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				委託料 イタクリョウ		1,500,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ

				予備費 ヨビヒ		300,000

				小計 ショウケイ		17,625,000

		支出合計 シシュツ ゴウケイ				27,270,000

		収支差額 シュウシ サガク				10,335,000





③2020年度

		【2020年度：試行評価事業開始5-10校程度、評価者トレーニング2年目、事務員1-2名】　 ド

		科目 カモク				金額 キンガク		備考 ビコウ

		Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

		１．繰越 クリコシ

				前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		10,335,000		　		　

		２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

				会費 カイヒ		18,000,000		会費10万円×180校

		３．試行評価審査料収入 シコウ ヒョウカ シンサ リョウ シュウニュウ

				審査料 シンサ リョウ		5,250,000		試行評価審査料75万円×7校(1ブロック1校）		試行評価対象校は1回目の本評価を免除 シコウ ヒョウカ タイショウ コウ カイメ ホン ヒョウカ メンジョ

		収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				33,585,000

		Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

		１．事業費 ジギョウヒ

		（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

				理事会 リジカイ		1,920,000		年3回の開催 ネン カイ カイサイ

				評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ

				7委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		2,625,000		6委員会でトータル15回開催 イイン カイ カイ カイサイ		まだ異議申立ては開始しないため イギ モウシタ カイシ

				予備費 ヨビ ヒ		300,000		　



		（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

				評価ハンドブック制作費 ヒョウカ セイサクヒ		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

				評価管理システム構築維持費 ヒョウカ カンリ コウチク イジヒ		2,000,000

				ホームページ維持費 イジ ヒ		300,000

				小計 ショウケイ		7,615,000

		２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

				評価者研修会2年目(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ ネンメ リョヒ		1,120,000		講師2名派遣、研修参加者は10名×7ブロック コウシ メイ ハケン ケンシュウ サンカシャ メイ

				会議費 カイギ ヒ		210,000		会場費は会員大学の協力を得る カイジョウ ヒ カイイン ダイガク キョウリョク エ

				試行評価 シコウ ヒョウカ		1,365,000		評価者3名、評価会議2回、訪問1回の旅費 ヒョウカ シャ メイ ヒョウカ カイギ カイ ホウモン カイ リョヒ

				試行評価報告書 シコウ ヒョウカ ホウコク ショ		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

				小計 ショウケイ		2,895,000

		３．管理費 カンリヒ

				人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		13,000,000		常任理事報酬と事務局長1名と事務員1名程度 ジョウニン リジ ホウシュウ ジム キョクチョウ メイ ジムイン メイ テイド

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		350,000		常任理事と職員の交通費 ジョウニン リジ ショクイン コウツウヒ

				賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		1,300,000		JANPU7階会議室間借り カイ カイギシツ マガ

				印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		200,000

				通信運搬費（電話、郵便、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		350,000

				消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		300,000

				租税公課 ソゼイ コウカ		30,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				法人税 ホウジンゼイ		70,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				手数料 テスウリョウ		25,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				委託料 イタクリョウ		1,000,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ

				予備費 ヨビヒ		300,000

				小計 ショウケイ		16,925,000

		支出合計 シシュツ ゴウケイ				27,435,000

		収支差額 シュウシ サガク				6,150,000		※要注意：300万円を下回る ヨウチュウイ マンエン シタマワ





④2021年度

		【2021年度：本評価事業開始初年度（5-10校程度）、評価者トレーニング開始3年目、事務員1-2名】　 ド

		科目 カモク				金額 キンガク		備考 ビコウ

		Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

		１．繰越 クリコシ

				前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		6,150,000		　		　

		２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

				会費 カイヒ		19,000,000		会費100000円×190校

		３．本評価審査料収入 ホン ヒョウカ シンサ リョウ シュウニュウ

				審査料 シンサ リョウ		15,000,000		本評価審査料150万円×10校

		収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				40,150,000

		Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

		１．事業費 ジギョウヒ

		（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

				理事会 リジカイ		1,920,000		年3回の開催 ネン カイ カイサイ

				評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ

				7委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		2,975,000		7委員会でトータル17回開催 イイン カイ カイ カイサイ

				予備費 ヨビ ヒ		300,000		　



		（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

				評価ハンドブック制作費 ヒョウカ セイサクヒ		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

				評価管理システム構築費 ヒョウカ カンリ コウチク ヒ		2,000,000

				ホームページ維持費 イジ ヒ		300,000

				小計 ショウケイ		7,965,000

		２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

				評価者研修会3年目(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ ネンメ リョヒ		1,120,000		講師2名派遣、研修参加者は10名×7ブロック コウシ メイ ハケン ケンシュウ サンカシャ メイ

				会議費 カイギ ヒ		210,000		会場費は会員大学の協力を得る カイジョウ ヒ カイイン ダイガク キョウリョク エ

				本評価事業旅費 ホン ヒョウカ ジギョウ リョヒ		1,950,000		評価者3名、評価会議2回、訪問1回の旅費 ヒョウカ シャ メイ ヒョウカ カイギ カイ ホウモン カイ リョヒ

				評価報告書 ヒョウカ ホウコク ショ		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

				小計 ショウケイ		3,480,000

		３．管理費 カンリヒ

				人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		16,000,000		常任理事報酬と事務局長1名と事務員1-2名程度 ジョウニン リジ ホウシュウ ジム キョクチョウ メイ ジムイン メイ テイド

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		500,000		常任理事と職員の交通費 ジョウニン リジ ショクイン コウツウヒ

				賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		1,300,000		JANPU7階会議室間借り カイ カイギシツ マガ

				印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		200,000

				通信運搬費（電話、郵便、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		350,000

				消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		300,000

				租税公課 ソゼイ コウカ		30,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				法人税 ホウジンゼイ		70,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				手数料 テスウリョウ		25,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				委託料 イタクリョウ		1,000,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ

				予備費 ヨビヒ		300,000

				小計 ショウケイ		20,075,000

		支出合計 シシュツ ゴウケイ				31,520,000

		収支差額 シュウシ サガク				8,630,000





⑤2022年度

		【2022年度：評価事業本格始動（21校程度）、事務員2-3名】　 ド

		科目 カモク				金額 キンガク		備考 ビコウ

		Ⅰ．収入の部 シュウニュウ ブ

		１．繰越 クリコシ

				前年度繰越金 ゼンネンド クリコシ キン		8,630,000		　		　

		２．会費収入 カイヒ シュウニュウ

				会費 カイヒ		20,000,000		会費10万円×200校

		３．本評価審査料収入 ホン ヒョウカ シンサ リョウ シュウニュウ

				審査料 シンサ リョウ		31,500,000		本評価審査料150万円×21校

		収入合計 シュウニュウ ゴウケイ				60,130,000

		Ⅱ．支出の部 シシュツ ブ

		１．事業費 ジギョウヒ

		（会議・委員会関連） カイギ イインカイ カンレン

				理事会 リジカイ		1,920,000		年3回の開催 ネン カイ カイサイ

				評議員会 ヒョウギ イン カイ		270,000		年1回の開催 ネン カイ カイサイ

				7委員会運営費 イイン カイ ウンエイ ヒ		2,975,000		7委員会でトータル17回開催 イイン カイ カイ カイサイ

				予備費 ヨビ ヒ		500,000		　



		（広報、評価管理システム） コウホウ ヒョウカ カンリ

				評価ハンドブック制作費 ヒョウカ セイサクヒ		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

				評価管理システム構築維持費 ヒョウカ カンリ コウチク イジヒ		500,000

				ホームページ維持費 イジ ヒ		300,000

				小計 ショウケイ		6,665,000

		２．評価事業費 ヒョウカ ジギョウヒ

				評価者研修会4年目(旅費） ヒョウカ シャ ケンシュウカイ ネンメ リョヒ		-				評価者研修会4年目以降はどのようにするか？ ヒョウカ シャ ケンシュウカイ ネンメ イコウ

				会議費 カイギ ヒ		-

				本評価事業旅費 ホン ヒョウカ ジギョウ リョヒ		4,095,000		21校、評価者3名、評価会議2回、訪問1回の旅費

				本評価事業報告書 ホン ヒョウカ ジギョウ ホウコク ショ		200,000		オンデマンド印刷利用 インサツ リヨウ

				小計 ショウケイ		4,295,000

		３．管理費 カンリヒ

				人件費（社会保険料等を含む） ジンケンヒ シャカイ ホケンリョウ ナド フク		18,500,000		常任理事報酬と事務局長1名と事務員2-3名程度 ジョウニン リジ ホウシュウ ジム キョクチョウ メイ ジムイン メイ テイド

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		600,000		常任理事と職員の交通費 ジョウニン リジ ショクイン コウツウヒ

				賃借料、水道光熱費 チンシャクリョウ スイドウ コウネツヒ		1,300,000		JANPU7階会議室間借り カイ カイギシツ マガ

				印刷費（資料コピー代含む） インサツ ヒ シリョウ ダイ フク		300,000

				通信運搬費（電話、郵便、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ） ツウシン ウンパン ヒ デンワ ユウビン		500,000

				消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		500,000

				租税公課 ソゼイ コウカ		30,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				法人税 ホウジンゼイ		70,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				手数料 テスウリョウ		25,000		JANPU予算参考に算出 ヨサン サンコウ サンシュツ

				委託料 イタクリョウ		1,000,000		税理士、司法書士、コンサルテーション ゼイリシ シホウ ショシ

				予備費 ヨビヒ		300,000

				小計 ショウケイ		23,125,000

		支出合計 シシュツ ゴウケイ				34,085,000

		収支差額 シュウシ サガク				26,045,000







6. JABNE 今後のスケジュールについて 

• 2018年11月 機構設立 
• 2019年3月23日（土） JANPU説明会   （一橋講堂） 
  1時間 機構についての説明   
• 2019年 会員募集 
  5月末 評価基準、評価ハンドブック v１ 完成   
       試行評価受審校 説明会 
       評価者研修  開催 
• 2020年 分野別評価の試行  ３～４校を予定  75万円 
       ヒヤリング等を経て評価基準・評価ハンドブック修正 
       大学向け説明会・受審校募集・報告書作成相談  
• 2021年 分野別評価の実施 
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