
平成２２年度化学部会総会 議事録 
 
 
開催日時：５月２７日（木）１３：００～１３：３０ 
 
開催場所：技術士会 葺手第２ビル５階会議室  
 
出席者：３５名 
 
議事 
  １ 第一号議案「２１年度化学部会の活動報告と２２年度方針」 
    岩崎部会長より総会資料に基づき説明され、承認された。 
   
  ２ 第二号議案「会計報告・予算案」 
    辻井会計担当幹事から、湖上幹事による会計監査後の平成２１年度化学部会会計報告が

なされ、了承された。 
    伊東副部会長から平成２２年度化学部会予算（案）が提案され、一部表現の変更と金額

の修正後、承認された。 
 
  ３ 第三号議案「化学部会幹事・常設委員会等委員」 
    岩崎部会長より現状の幹事・分担が説明された。また、支部化学部会との連携強化のた

め、近畿支部、中部支部の化学部会長を幹事として選任する案が提案され、協議後、承認

された。 
        

  以上 
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平成２２年度化学部会総会資料 

H22.5.27 

 

Ⅰ、平成21年度「化学部会の活動」報告 及び 平成２２年度方針 

 

部会活動の活性化のため、部会員の要望などアンケートをおこなった。企業内技術士も参加し

やすいように、Ｈ２１年から、偶数月は夕方から部会講演会を開催することにし、また情報交流

を充実するように努めている。学協会との情報交流に努め、日本化学会など７つの学協会誌に部

会講演会の案内を掲載している。 

 

①部会における総会・委員会活動・幹事会 

部会総会は、５月に開催し、幹事会は11回実施した。部会運営方法や見学先の選定、講演会 

講師の選定など打合せた。更に本部の常設委員会、実行委員会での活動状況を確認した。 

 

②講演会・情報交流会 

講演会・情報交流会は、１１回開催し計４６１名が参加した。外部の著名講師１１名、会員

技術士12名による講演会で、学・産と専門分野のバランスを考えて講師を依頼した。北澤宏一

科学技術振興機構理事長の講演など興味深い講演会であった。 

 表１に内容を示す。 

 

③見学会 

見学会は、年２回開催した。産総研臨海副都心センター、いばらぎ量子ビーム研究センター

を見学し、合計４８名が参加した。 

 表２に内容を示す。 

 

④その他 

  10月に、若手の企業内技術士と一次試験合格者を念頭に置き、休日開催イベントを開催した。

約40名の参加があり、好評であった。3月に日本化学会春季大会（東大阪市）に部会として出

展し、技術士と活動のＰＲをおこなった。 

 

⑤平成２２年度方針 

  化学部会の一層の活性化に努める。役に立つ講演会、気軽な会員相互の情報交流会、土

曜例会の充実、他部門との例会の共催 および 支部化学部会との連携強化 などを目指し

たい。 
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表１： 講演会 内容 

 

開催日 講演　演題 参加者数

21.05.28 フォトクロミック分子材料の未来 立教大学教授 入江　正浩 41(7)
海産生物の化学～ノーベル化学賞下村
脩博士の業績にからんで～ 技術士

黒田　誠

21.07.2
日本化学産業の将来像

触媒学会会長・元三菱化学常
務取締役

今成　真 52(2)

燃料電池 技術士
前田　賢二

21.07.23 ベンチャー企業支援の実際 ベンチャーラボ社長 山中　唯義 35(1)
技術士業務と知的財産権 技術士 秋葉　恵一郎

21.08.27 ２０５０年に向けた持続可能社会実現
を目指した科学技術・産業への期待 旭化成　顧問

府川　伊三郎 48

新エネルギー技術の動向 技術士 井原　博之

21.09.24 新しいバイオ素材による創薬とＤＤＳ
(Drug Delivery System)東京薬科大学教授

岡田　弘晃 41(1)

「加飾技術研究会と銀鏡塗装の紹介
―技術士業務としての一例 技術士

平野　輝美

21.10.17 化学系企業の地球環境問題やCSR等に
関する取組み

（株）地球快適化インスティ
テュート取締役

田中　栄司

技術士・旭硝子（株）
藤間　俊彦 39(5)

滑らない技術 「スタッドレスタイ
ヤ」 技術士・日本ゴム工業会

竹下　通孝

滑らせる技術　「潤滑油と冷凍機油」 技術士
時合　健生

21.11.26
日本の科学技術政策とその成果

科学技術振興機構理事長、東京
大学名誉教授

北澤　宏一 63(4)

日米共同開発で得た教訓―外国企業と
の共同開発のメリットデメリットなど 技術士

伊藤　順一

21.12.17 水を溶剤とする新しい有機合成ワール
ド 東京大学理学系大学院　教授

小林　修 34(4)

実用化する技術と永久に実用化しない
技術　―酸化チタン系脱硝触媒の開発 技術士

松田　信平

22.01.28 21世紀型産業の構築ーオールジャパン
体制で考えるべきこと 新技術協会　参事

田村　亘弘 32(2)

100年に一度の経済危機下のコンプライ
アンス 技術士

中村　博昭

22.02.25 エネルギー･環境問題の本質－応用化
学の視点から 東京大学名誉教授

御園生　誠 39(6)

21.03.26
有機機能材料の設計から応用まで 宇部興産㈱

角田　剛久 37(9)

米国の科学技術研究 技術士 宮田　隆夫

計 461(41)

講演者　所属・指名
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表２：見学会 内容 

開催日 見学先 参加者数

21.4.23 産総研臨海副都心センター（バイオ中心） 23
21.10.22 いばらき量子ビーム研究センターおよびJ-PARK 25(6)  

 

Ⅱ、会計報告 および 予算 

  別紙 

Ⅲ、平成２２年度 化学部会 幹事、常設委員会等委員 

 ・新任幹事選任（案） ：支部化学部会との連携強化のため、近畿支部、 

中部支部の化学部会長を幹事として選任する。 

2010年度　化学部会　幹事・分担（H22.5.27 現在）

常設委員会　など 化学部会・幹事会　担当

鹿島實 顧問・幹事 講演会

湖上国雄 顧問・幹事 監査

植村勝 顧問・幹事 監査

松田臣平 企画委員会、理事会 理事・幹事 全般、企画(業務開拓など）

岩崎博 総務委員会、部会長会議 部会長 全般、情報交流会司会、企画

伊東亮一 副部会長 庶務（出席者名簿、例会案内）、会計・講師謝礼金、企画

林誠一 研修委員会 副部会長 庶務（議題準備、幹事会運営）、講演会司会・記録、企画

北本達治 倫理委員会 幹事 メーリングリスト管理、HP管理、企画

松浦一雄 幹事 企画全般（情報の社会への発信）、幹事会議事録

藤田稔 平成２３年技術士全国大会運営委員会 幹事 歓迎会など諸行事企画

服部道夫 中小企業交流実行委員会 幹事 企画（化学工学会など外部学協会）

黒田誠 社会貢献委員会 幹事 講演会・見学会、ビデオ、企画

中村博昭
活用促進委員会
（コンプライアンス/リスクマネジメントセンター）

幹事 受付、講演会・見学会、HP更新（部会記録）、企画

秋葉恵一郎 （知財コンサルティングセンター） 幹事 講演会・見学会、講演会司会、企画

沢木至 業務斡旋実行委員会 幹事 企画（若手の会と業務開拓）、CPU・PP準備、

原晋一 幹事 委員会報告作成、企画

伝田六郎 海外活動支援実行委員会 幹事 企画（外部学協会と業務開拓など）

鈴木義雄 CPD実行委員会 幹事 委員会報告作成

竹下道孝 科学技術基本計画支援実行委員会 幹事 会計・受付、CPD表作成

辻井昌彦 広報委員会 幹事 会計・受付、CPD表作成、企画

前田秀一 幹事 若手の会

時合健生 幹事 若手の会

平野輝美
日韓技術士会議実行委員会、
中小企業交流実行委員会

幹事 若手の会、企画

石原哲男 近畿支部化学部会長 幹事

平田賢太郎 中部支部化学部会長 幹事

斉藤義順 国際委員会

坂本恵一 修習技術者支援実行委員会

根本英俊 青年技術士交流実行委員会

青葉　尭 日韓技術士会議実行委員会  



 



平成22年度 化学部会 予算 （2010年4月1日～2011年3月31日）

2010/5/30 改訂

化学部会 会計担当幹事

伊東 亮一

収/支 項目 金額(円） 備考

講演会参加費・資料代 350,000
5,6,7,8,10,11,12,1,2,3月の10回。参加者(会
員及び学協会)35名とし計上。

講演会 本部補助金 260,000 前年度より60,000円増額。

見学会 会費 55,000 4月度は35名、10月度は20名として計上。

忘年会 会費 70,000 会費2,000円。参加者35名として計上。

収 入 新合格者 歓迎会 70,000
会費2,000円。有料参加者35名として計上（新
合格者は無料）。

名簿代金 0 前年度実績7,000円を0円に変更。

その他(利子） 150 前年度実績。

（小計） 805,150

前年度からの繰越金 384,806

合 計 1,189,956

講演会 講師謝礼 318,000
外部講師 27,000円/回(10回)。技術士講師
8,000円/回(6回）。技術士謝礼は部門に関わ
らず同額。

部会 飲料代 10,000 1,000円/回（10回）。

見学会 費用（バス代等） 10,500 見学先土産5,250円/回(2回)。バスは該当なし

忘年会費用 70,000 会費2,000円。35名参加。

新合格者歓迎会 90,000 45名（内無料10名）参加。

若手の会行事補助 90,000 30,000円/回。3回開催予定。

支 出 文具代（DVD，封筒，領収書帳等 12,000 前年度実績。

通信費（切手，はがき等） 15,000 前年度実績。

税金 30,000 外部講師のみ。3,000円/回(10回）。

交通費補助（講師，学協会行事） 80,000 20,000円/回（4回）。遠距離移動対象。

その他（振込手数料,広告等） 22,000 前年度実績。

予備費（合同部会費用等） 60,000 四日市（近畿、中部との共催）。

(小計） 807,500

次年度繰越金 382,456

合 計 1,189,956




