
（i）

　本会の定款第13・14・15条並びに代議員選挙規程により，
平成30・31年度の代議員選挙を行いますので，下記注意事項
をご一読の上，ご投票ください。（投票用紙は会告別表をご利
用ください。）

平成29年12月1日 公益社団法人　化学工学会
 代議員選挙管理委員長　大村　直人

（1）代議員数
　212名
（2）投票締切日
　平成29年12月22日（本会事務局必着）
　（注意） 締切日までに到着しない場合は，その投票は無効にな

ります。
（3）投票用紙送付先
　〒112-0006　東京都文京区小日向4-6-19　共立会館5F
　化学工学内　選挙管理委員会宛
（4）投票に対するご注意
（イ）  投票は本号添付の所定投票用紙をご利用ください。（投票

用紙以外の用紙は無効になります）
（ロ）  投票は投票しない候補者の氏名の×印欄に×印を付して

下さい。なお，投票されない方は候補者を信任されたも
のとみなします。

（ハ）  送付封筒の表には必ず代議員投票と朱書きしてください。
（二）  投票は連記無記名ですが，投票権有無の確認のため，送

付封筒には住所氏名を明記してください。明記のないも
のは無効です。

（5）選挙結果
　 　選挙結果は平成30年4月1日当会HP並びに，化学工学誌4
月号に掲載いたします。

平成30・31年度代議員選挙のお願い

〈定　款　抜　粋〉
第13条　 本会に概ね正会員25人の中から1人の割合で代議員

を置く。なお，端数の取り扱いについては理事会で
定める。

第14条　 代議員を選出するため，正会員による代議員選挙を
行う。

第15条　代議員の任期は2年とする。ただし，再任を妨げない。
2　 補欠又は増員により選任する代議員の任期は，第1項の規
程に関わらず，前任者又は現任者の残任期間とする。

〈代議員選挙規程抜粋〉
第2条　 代議員数は，定款第13条に記載の範囲内において理事

会が定める。
2　 理事会は，代議員総数の60 %を下回らない支部推薦代議員
数を定める。

3　 理事会は，代議員総数の20 %を下回らない部会推薦代議員
数を定める。

第3条　 代議員選挙の業務を行う選挙管理委員会（以下「委員
会」という）を設置する。

2　 委員長及び委員は，選挙実施年度に理事に就任していない
正会員（以下「非理事正会員」という）とする。

第5条　 代議員候補者の推薦人は正会員，支部及び部会とし，
それぞれ委員長に推薦することとする。

第7条　代議員の選出は，投票により行う。
2　 投票権は，第4条の選挙公示月の前月末時点の非理事正会
員1名につき1票とする。

3　 投票は，候補者の中の不信任者に印をつけることにより行
い，不信任票数が，2項の有権者総数の10分の1未満の者
を当選者とする。

第8条　 委員長は，選挙が適正に行われたことを会長及び監事
に報告しなければならない。

2　 委員長は，当選者を確定し，化学工学誌およびHPで公表す
る。



（ii）

×印欄 氏　名 所　　　　　　　　属 推　薦

推　薦　候　補　者

×印欄 氏　名 所　　　　　　　　属 推　薦
会　田　　　弘 （公社）化学工学会 正会員
相　田　真　男 出光興産（株） 支　部
四　十　物　清 花王（株） 支　部
青　木　秀　之 東北大学 部　会
赤　澤　敏　之 （地独）北海道立総合研究機構 支　部
赤　松　憲　樹 工学院大学 支　部
安　喜　　　稔 大塚化学（株） 支　部
阿　尻　雅　文 東北大学 正会員
阿比留　大　作 富士フイルム（株） 支　部
井　内　謙　輔 安全事例研究所 部　会
池　田　博　史 木村化工機（株） 支　部
石　川　　　努 ライオン（株） 支　部
石　川　裕　幸 オルガノ（株） 支　部
石　羽　　　恭 三菱ケミカル（株） 支　部
板　谷　義　紀 岐阜大学 支　部
市　川　創　作 筑波大学 支　部
市　村　重　俊 神奈川工科大学 支　部
伊　東　　　章 東京工業大学 支　部
井　藤　　　彰 九州大学 支　部
伊　奈　智　秀 （株）ダイセル 支　部
今　中　照　雄 （株）神鋼環境ソリューション 部　会
入　谷　英　司 名古屋大学 部　会
岩　田　修　一 名古屋工業大学 部　会
岩　田　政　司 大阪府立大学 部　会
上　宮　成　之 岐阜大学 支　部
内　田　博　久 金沢大学 支　部
馬　越　　　大 大阪大学 支　部
江　頭　靖　幸 東京工科大学 部　会
遠　藤　真　一 エーザイ（株） 支　部
大　田　哲　也 日油（株） 支　部
大　友　順一郎 東京大学 支　部
大　場　茂　夫 （株）応用物性研究所 部　会
大　庭　武　泰 神奈川工科大学 支　部
大　平　勇　一 室蘭工業大学 支　部
大　政　健　史 大阪大学 部　会
大　村　恒　雄 （株）東芝 支　部
大　村　直　人 神戸大学 支　部
岡　島　いづみ 静岡大学 支　部
尾　上　　　薫 千葉工業大学 支　部
小　川　勝　也 （株）トクヤマ 支　部
荻　野　博　康 大阪府立大学 支　部
於　勢　康　祥 田辺三菱製薬（株） 支　部
折　田　久　幸 （株）日立製作所 支　部
甲　斐　敬　美 鹿児島大学 支　部
桂　　　進　司 群馬大学 支　部
加　藤　禎　人 名古屋工業大学 支　部

締切日：平成29年12月22日
送付先：〒112-0006　文京区小日向4-6-19　共立会館5F　化学工学会内　選挙管理委員会宛

別　表

－（平成30・31年度代議員選挙）－

（注意）　投票しない候補者には，左空欄に×印をして下さい。（無記名）

投　票　用　紙



（iii）

×印欄 氏　名 所　　　　　　　　属 推　薦
金久保　光　央 （国研）産業技術総合研究所 部　会
金　森　敏　幸 （国研）産業技術総合研究所 支　部
加　納　純　也 東北大学 部　会
上ノ山　　　周 横浜国立大学 支　部
神　谷　典　穂 九州大学 支　部
川喜田　英　孝 佐賀大学 支　部
川　崎　健　二 愛媛大学 支　部
川　島　行　雄 東洋インキ（株） 支　部
蛙　石　健　一 千代田化工建設（株） 支　部
河　瀬　元　明 京都大学 正会員
川　波　　　肇 （国研）産業技術総合研究所 支　部
河　端　敏　夫 三菱化工機（株） 支　部
菊　地　隆　司 東京大学 支　部
岸　田　昌　浩 九州大学 部　会
北　川　尚　美 東北大学 支　部
木　俣　光　正 山形大学 支　部
木　村　勇　雄 新潟大学 支　部
木　村　幸　敬 岡山大学 支　部
金　原　和　秀 静岡大学 部　会
窪　田　光　宏 名古屋大学 部　会
倉　田　博　之 九州工業大学 部　会
栗　原　清　文 日本大学 支　部
車　田　研　一 福島工業高等専門学校 支　部
黒　沢　厚　志 （一財）エネルギー総合工学研究所 部　会
桑　木　賢　也 岡山理科大学 部　会
小　嶋　保　彦 東洋エンジニアリング（株） 支　部
小　寺　隆　博 住友化学（株） 支　部
後　藤　邦　彰 岡山大学 支　部
後　藤　敏　晴 パラマウント硝子工業（株） 部　会
後　藤　宗　治 北九州工業高等専門学校 支　部
小　西　寛　昭 雪印メグミルク（株） 支　部
小　林　大　祐 東京電機大学 部　会
小　林　正　樹 八戸工業大学 支　部
小　森　俊　也 新日鐵住金（株） 支　部
小　山　正　人 三井化学（株） 支　部
齊　藤　丈　靖 大阪府立大学 部　会
佐　伯　　　隆 山口大学 支　部
酒　井　康　行 東京大学 支　部
桜　井　　　誠 東京農工大学 支　部
佐々木　　　満 熊本大学 支　部
佐　藤　孝　祐 三菱ガス化学（株） 支　部
佐　藤　秀　樹 広栄化学工業（株） 支　部
佐　藤　正　秀 宇都宮大学 支　部
塩　井　章　久 同志社大学 部　会
塩　尻　　　進 住友化学（株） 支　部
重　田　裕　基 住友精化（株） 支　部
島　田　　　学 広島大学 支　部
島　村　和　彰 水 ing（株） 支　部
庄　野　　　厚 東京理科大学 支　部
白　石　文　秀 九州大学 支　部
洲　河　誠　一 川崎重工業（株） 支　部
杉　山　　　茂 徳島大学 支　部
鈴　木　　　崇 新東工業（株） 支　部
鷲　見　泰　弘 （株）カネカ 支　部
瀬　戸　章　文 金沢大学 部　会
仙　波　靖　英 ダイキン工業（株） 支　部



（iv）

×印欄 氏　名 所　　　　　　　　属 推　薦
外　輪　健一郎 徳島大学 部　会
園　部　浩　之 三菱重工業（株） 支　部
高　木　　　懇 塩野義製薬（株） 支　部
高　塚　佳代子 宮崎大学 部　会
高　橋　　　徹 東京ガス（株） 支　部
高　橋　伸　英 信州大学 部　会
滝　山　博　志 東京農工大学 部　会
竹　内　善　幸 （一社）中国地域ニュービジネス協議会 支　部
武　田　和　宏 静岡大学 部　会
武　田　俊　哉 関東学院大学 支　部
立　松　　　伸 旭硝子（株） 支　部
立　元　雄　治 静岡大学 支　部
田　中　丈　晴 （株）神戸製鋼所 支　部
田　村　浩　幸 日産化学工業（株） 支　部
辻　　　佳　子 東京大学 部　会
常　田　　　聡 早稲田大学 支　部
手　嶋　　　寛 東ソー・エスジーエム（株） 支　部
寺　坂　宏　一 慶應義塾大学 支　部
戸井田　康　宏 JXTGエネルギー（株） 支　部
常　盤　　　充 常盤電機（株） 支　部
徳　倉　勝　浩 日本ガイシ（株） 支　部
所　　　千　晴 早稲田大学 部　会
直　江　一　光 奈良工業高等専門学校 支　部
中　井　智　司 広島大学 部　会
永　井　達　夫 栗田工業（株） 支　部
中　西　章　夫 （株）三菱ケミカルホールディングス 支　部
長　棟　輝　行 東京大学 支　部
中　村　一　穂 横浜国立大学 支　部
中　村　英　博 日立化成（株） 支　部
中　村　秀　美 奈良工業高等専門学校 部　会
中　村　正　幸 DIC（株） 支　部
中　村　昌　允 東京工業大学 支　部
成　瀬　一　郎 名古屋大学 支　部
二階堂　　　満 一関工業高等専門学校 支　部
西　尾　　　拓 ライオン（株） 支　部
西　野　智　路 秋田工業高等専門学校 支　部
西　浜　章　平 北九州市立大学 部　会
西　村　敏　郎 JSR（株） 支　部
西　山　　　覚 神戸大学 部　会
二　宮　善　彦 中部大学 支　部
根　岸　聖　司 東洋紡（株） 支　部
埜　上　　　洋 東北大学 支　部
野　﨑　泰　彦 ナイカイ塩業（株） 支　部
野　田　　　優 早稲田大学 支　部
野　田　秀　夫 関西化学機械製作（株） 支　部
野　田　　　賢 福岡大学 部　会
則　永　行　庸 名古屋大学 部　会
花　田　茂　久 東レ（株） 支　部
花　田　信　子 早稲田大学 支　部
はばき　広　顕 東京工業大学 部　会
林　　　順　一 関西大学 支　部
林　　　潤一郎 九州大学 部　会
林　　　瑠美子 名古屋大学 部　会
原　　　孝　佳 千葉大学 支　部
日　野　智　道 三菱ケミカル（株） 支　部



（v）

×印欄 氏　名 所　　　　　　　　属 推　薦
平　沢　　　泉 早稲田大学 支　部
廣　田　大　助 東亞合成（株） 支　部
福　原　長　寿 静岡大学 部　会
福　原　知　子 （地独）大阪産業技術研究所 支　部
藤　岡　沙都子 慶應義塾大学 支　部
藤　岡　祐　一 福岡女子大学 支　部
藤　本　康　弘 （独）労働安全衛生総合研究所 支　部
藤　原　健　嗣 旭化成（株） 正会員
古　川　真　也 味の素（株） 支　部
細　野　恭　生 千代田化工建設（株） 支　部
堀　内　淳　一 京都工芸繊維大学 支　部
本　多　裕　之 名古屋大学 部　会
本　間　俊　司 埼玉大学 支　部
前　田　光　治 兵庫県立大学 支　部
増　田　隆　夫 北海道大学 支　部
松　岡　　　浩 帝京科学大学 支　部
松　方　正　彦 早稲田大学 部　会
松　隈　洋　介 福岡大学 部　会
松　坂　修　二 京都大学 支　部
松　澤　克　明 （株）IHI 支　部
松　田　　　聡 （国研）産業技術総合研究所 支　部
松　田　宏　康 （株）ベストマテリア 部　会
松　村　幸　彦 広島大学 部　会
松　本　秀　行 （国研）産業技術総合研究所 部　会
松　本　陽　子 崇城大学 支　部
松　山　秀　人 神戸大学 部　会
三　宅　明　子 （株）神鋼環境ソリューション 支　部
宮　野　善　盛 倉敷芸術科学大学 支　部
向　井　康　人 名古屋大学 支　部
村　岡　健　次 （株）日本触媒 支　部
村　田　一　彦 大阪ガス（株） 支　部
森　　　康　維 同志社大学 支　部
森　本　　　潤 第一三共（株） 支　部
守　谷　　　聡 東亞合成（株） 支　部
安　田　啓　司 名古屋大学 支　部
山　内　紀　子 福島工業高等専門学校 部　会
山　際　和　明 新潟大学 支　部
山　口　猛　央 東京工業大学 正会員
山　田　大　輔 サントリーグローバルイノベーションセンター（株） 支　部
山　田　宗　樹 キッコーマン食品（株） 支　部
山　村　方　人 九州工業大学 部　会
山　森　義　之 幹細胞評価基盤技術研究組合 支　部
楊　　　英　男 筑波大学 支　部
横　田　守　久 宇部興産（株） 支　部
横　山　豊　和 ホソカワミクロン（株） 支　部
吉　井　英　文 香川大学 支　部
吉　川　史　郎 東京工業大学 支　部
吉　田　　　裕 （株）日本触媒 支　部
吉　田　昌　弘 鹿児島大学 部　会
吉　塚　和　治 北九州市立大学 支　部
吉　見　靖　男 芝浦工業大学 支　部
吉　本　　　誠 山口大学 部　会
若　林　　　讓 千代田化工建設（株） 支　部
渡　辺　隆　行 九州大学 部　会
渡　邉　　　賢 東北大学 部　会


