平 成 28 年 度 事 業 報 告
自
年月日

事業名

平成 28 年 4 月 1 日～至

開催場所

平成 29 年 3 月 31 日
摘

要

28.4.13

講演会

東京・北の
丸公園科学
技術館・サ
イエンスホ
ール

平成 28 年度文部科学省主催の科学技術週間行事の一翼に参加し「第
55 回電気科学技術講演会」を開催。テーマは『産業・社会システム
とサイバーセキュチティ』。入場無料、参加者数 237 名。
［講師］東京電機大学 学長
工学博士
安田
浩氏
内閣府情報通信技術(IT)総合戦略室長代理 向井 治紀氏
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
舘
剛司氏
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 工学博士
大場光太郎氏
東京電力株式会社 スマートメーター推進室室長
久
世 祐輔氏
東京医療保健大学 学事顧問
医学博士 落合 慈之氏
第 55 回を迎えた電気科学技術講演会は現在、社会イベントのみな
らず電気・機械・医療等とサイバーセキュリティの関わりに関心を
集める演題を、上記 6 名が講師を務め開催した。聴講者は 237 名。
各講師のテーマは、安田氏『何故今サイバーセキュリティか』、向
井氏『マイナンバーとサイバーセキュリティ』、舘氏『オリンピッ
ク・パラリンピックとサイバーセキュリティ』、大場氏『ロボット
のディペンダビリティ』、久世氏『スマートメーターとサイバーセ
キュリティ』、落合氏『医療とサイバーセキュリティ』と題する講
演であった。
今話題のサイバーセキュリティを題材とした講演は、社会システ
ムの安全、安心情報に関心を持たれる方々を対象にしたテーマであ
っただけに、熱心な聴講が目立った。首都圏を中心に全国から幅広
い参加者が集う講演会であった。

28.4.28

顕彰

オーム社

事務局内に第 64 回電気科学技術奨励賞準備会を設置。全国の電気科
学技術界（企業、団体、研究機関、大学･工業高専等）を対象に受賞
候補推薦状 500 通を各方面へ発送。

28.6.2

理事会
(第１回)

学士会館

平成 28 年度第 1 回理事会(平成 27 年度決算承認理事会)を開催
出席者：理事総数 13 名中、出席理事 10 名(安田 浩氏、間宮 馨氏、
横山明彦氏、海老塚 清氏、金城正浩氏、川上景一氏、手島康博氏、
村上和夫氏、山本康裕氏、護田一郎氏)
欠席理事：3 名（桑名栄二氏、古澤 宏氏、古田勝久氏）
出席監事：2 名（仲田一元氏、櫛田義則氏）
出席顧問：1 名（早野敏美氏）
［議事］
理事会議長として横山理事長が議長席に着く。定款第 40 条により理
事会の議決は定足数を満たしていることを確認後、議事に入る。
議事に先立ち、平成 27 年度第 3 回理事会議事録）平成 28 年 3 月 29
日）を確認した。
(１)平成 27 年度事業報告承認の件
(２)平成 27 年度計算書類等承認の件
(３)任期満了に伴う理事及び監事候補者の選任、代表理事等の選定
についての件

年月日

事業名

開催場所

摘

要

新理事候補者並びに新監事候補者のリストを提出し、任期中の 1
名の理事(安田 浩理事)を除き、13 名を理事候補として、2 名を監事
候補として推薦したい旨の説明を行う。
・新任理事候補者
海老塚 清氏、梶原滋正氏、川上景一氏、佐藤良明氏、手島博博
氏、古澤 宏氏、眞野大輔氏、間宮 馨氏、三木一克氏、村上和
夫氏、山本康裕氏、横山明彦氏、護田一郎氏
・新任監事候補者
仲田一元氏、持田二郎氏
新任理事及び監事候補者について、各人ごとの履歴等を含め個別の
審議を行った。慎重審議の結果、全員異議なく推薦承認した。
また、代表理事(理事長)、副会長、業務執行理事の選定等について
は、定款第 41 条(決議の省略)により、手島理事から提案があり決議
に加わることのできる理事全員が同意書及び監事による承認書の提
出により、決議されたものとみなされることで対応する旨を説明し、
慎重審議の結果、全員異議なく承認した。
(4)定時評議員会の招集の件
定款第 19 条(招集)により定時評議員会の開催については、理事会
にて日時、場所、目的である事項を決議することになっている旨を
説明。議事の(１)、(２)、(３)項を決議、承認いただく評議員会で
ある旨を提案、了承した。評議員会は、開示期間 2 週間以降の 6 月
20 日(月)に開催する件について審議、全員異議なく承認した。
・報告事項では、
ⅰ）代表理事・業務執行理事の職務の執行状況の報告に関する件
定款第 27 条及び法人法 91 条により、下記の項目について報
告を行った。
(1)第 55 回電気科学技術講演会の準備並びに出席等の実務を実
行。
(2)決算承認理事会、定時評議員会、第 64 回電気科学技術奨励
賞の準備及び取り組みと実施。
ⅱ）第 55 回電気科学講演会の報告
上記が承認され、議事を終了した。
28.6.20

評議員会

学士会館

平成 28 年度定時評議員会(平成 27 年度決算承認評議員会)を開催
出席者 評議員総数 19 名中、出席評議員 15 名(江頭 誠氏、太田昭
吾氏、北村康一氏、紅林久之氏、児玉雅俊氏、後藤康之氏、佐々木
昭悟氏、鈴木貞二氏、瀬谷彰利氏、塚本一馬氏、寺井弘幸氏、西川
徳裕氏、秦 利男氏、藤巻忠雄氏、安川秀樹氏）
欠席評議員 4 名(岸野文徳氏、田山幸彦氏、保科基彦氏、松田 薫氏)
他に、当会代表理事(会長)・安田 浩氏、監事・仲田一元氏（公認
会計士・税理士）が出席。
議事に先立ち、平成 27 年度定時評議員会議事録(平成 27 年 6 月 24
日)を確認後、議事に入る。
【議事】
理事会承認後の平成 27 年度事業報告、平成 27 年度計算書類等の
開示期間 2 週間を経て、評議員会を開催した旨を説明した後、評議
員の中から互選により、議長に児玉雅俊氏を選出する。定款第 21 条
の規定により、評議員の議決は定足数を満たしていることの確認後、

年月日

事業名

開催場所

摘

要

議事録署名人に江頭 誠氏、塚本一馬氏を指名し、議事に入る。
(1)平成 27 年度事業報告承認の件
(2)平成 27 年度計算書類等承認の件
(3)任期満了に伴う評議員の選任の件
評議員の 4 年の任期満了に伴い、新たに 20 名の新評議員候補者リ
ストを呈出し、評議員候補として推薦したい旨を説明。
・新評議員候補者
江頭 誠氏、太田昭吾氏、尾口裕介氏、紅林久之氏、児玉雅俊
氏、後藤康之氏、佐々木昭悟氏、佐田 豊氏、進士誉夫氏、鈴
木貞二氏、瀬谷彰利氏、田山幸彦氏、寺井弘幸氏、永吉 明氏、
西川徳裕氏、秦 利男氏、保科基彦氏、松田 薫氏、松本袈裟
文氏、安川秀樹氏
新評議員候補者について、各人ごとの履歴等を含め個別の審議
をし、個別の決議を行った。慎重審議の結果、全員異議なく承認
した。
(4)任期満了に伴う理事・監事の選任の件
理事(2 年)及び監事(4 年)の任期満了に伴い、新理事候補者並びに
新監事候補者のリストを提出し、任期中の 1 名の理事(安田 浩氏)
を除き、13 名を理事候補者として、2 名を監事候補者として推薦し
たい旨の説明を行い議場に諮る。
・新任理事候補者
海老塚 清氏、梶原滋正氏、川上景一氏、佐藤良明氏、手島康
博氏、古澤 宏氏、眞野大輔氏、間宮 馨氏、三木一克氏、村
上和夫氏、山本康裕氏、横山明彦氏、護田一郎氏
・新任監事候補者
仲田一元氏、持田二郎氏
新任理事の任期は定款第 29 条により、2 年、新監事の任期は定款
第 29 条第 2 項により、4 年。
新任理事及び新任監事候補者について、各人ごとの履歴等を含め
個別の審議をし、決議を行った。慎重審議の結果、全員異議なく承
認した。
(5)常勤業務執行理事(専務理事)に対する報酬の件
定款第 31 条(役員に対する報酬)の規定により、常勤業務執行理事
(専務理事)に報酬を支給することができることを説明、該当の護田
専務理事の給与手当として、年額 182 万円(税込)を提案、慎重審議
の結果、全員異議なく承認した。
（業務報告事項）
1）平成 28 年度事業計画及び予算書等の報告の件
平成 28 年度の事業計画及び計算書類等が平成 27 年度第 3 回理
事会(平成 28 年 2 月 29 日開催)で承認され、3 月 28 日に内閣府
への手続きが完了した件を報告。
ⅱ) 第 64 回電気科学技術奨励賞に関する報告
第 64 回電気科学技術奨励賞の受賞候補者推薦規定、選定基準
等の概要を説明した他、一連の行事日程を報告した。
ⅲ）第 55 回電気科学技術講演会の報告
第 55 回電気科学技術講演会を 4 月 13 日(水)に科学技術館・

年月日

事業名

開催場所

摘

要

サイエンスホールで開催した件を報告。『産業・社会システム
とサイバーセキュリティ』と題し、6 名の講師(安田 浩氏(電気
科学技術奨励会会長)、向井治紀氏(内閣官房情報通信技術総合
戦略室)、舘 剛司氏(東京オリンピック・パラリンピック競技大
会組織委員会)、久世祐輔氏(東京電力パワーグリッド(株))、大
場光太郎氏(産業技術総合研究所)、落合慈之氏(東京医療保健大
学))が講演。入場無料講演会で全国から 237 名が聴講。
ⅳ) 代表理事・業務執行理事の職務の執行状況の報告
定款第 27 条及び法人法 91 条により、年 2 回の職務の執行状
況の報告が義務付けられていることに鑑み、平成 28 年第 1 回の
執行状況の報告(4 月～6 月の 2 か月間)を行った。
以上の業務報告を全員異議なく承認し、議事は終了した。
28.7.7

運営検討委
員会

オーム社会
議室

第 64 回電気科学技術奨励賞推薦候補分類分け委員会
安田会長出席のもと、運営検討委員 4 名(江頭 誠氏、田中一彦氏、
田代孝行氏、木戸啓人氏)の他、オブザーバーとして手島康博氏(前
委員)が出席し、平成 28 年度第 64 回推薦候補 49 件(124 名)について、
内容を吟味のうえ、審査 5 分野(電力分野、産業・交通分野、民生機
器分野、情報・通信分野、教育分野)に分類し、審査委員会に向けて
準備を整えた。

28.7.14

顕彰(第 64
回奨励賞審
査委員会)

学士会館

第 64 回電気科学技術奨励賞第 1 回審査委員会を開催
推薦候補 49 件の審査分担の調整及び最終分担(電力関係 11 件、産
業・交通関係 11 件、民生機器関係 10 件、情報・通信関係 10 件、教
育関係 7 件)、審査基準等を取り決め、速やかに審査を開始すること
とした。審査委員 20 名(委員長、副委員長を除く)で 5 分野に分けて、
それぞれ担当分野の書類審査を行う。審査書類の最終提出日を 8 月
31 日までと決定した。

28.9.9

顕彰(第 64
回奨励賞最
終審査委員
会)

学士会館

第 64 回電気科学技術奨励賞第 2 回審査委員会及び最終審査委員会を
開催
審査委員 20 名(委員長、副委員長を除く)が 5 分野に分かれ、各担
当分野の推薦候補の二次審査を行い、授賞件数 25 件、63 名の推薦候
補者案を決定。その後、審査委員全員(22 名)による最終審査を行う。
安田委員長の進行で行われた最終審査で授賞件数 25 件、63 名の授賞
者を原案通り決定した。授賞件数 25 件の中から、優秀候補 1 件に文
部科学大臣賞(受賞者 3 名)と電気科学技術奨励会会長賞 1 件（受賞
者 3 名)を選出、決定した。なお、文部科学大臣賞には(株)日立製作
所、日立オートモティブシステムズ(株)が、奨励会会長賞には日本
電気(株)、NTT ドコモ(株)が選出された。贈呈式を 11 月 16 日(水)
に実施する旨を報告。

理事会
(第２回)

学士会館

平成 28 年度第２回理事会を開催
出席者：理事総数 14 名中、出席理事 9 名(安田 浩氏、間宮 馨氏、
横山明彦氏、梶原滋正氏、手島康博氏、眞野大輔氏、三木一克氏、
山本康裕氏、護田一郎氏)
欠席理事 5 名(海老塚 清氏、川上景一氏、佐藤良明氏、古澤 宏氏、
村上和夫氏)
出席監事 2 名(仲田一元氏、持田二郎氏)
出席顧問 1 名(早野敏美氏)
［議事］

28.10.21

年月日

事業名

開催場所

摘

要

理事会議長として横山理事長が議長席に着く。定款第 40 条により、
理事会の議決は定足数を満たしていることを確認後、議事に入る。
議事に先立ち、平成 28 年度第 1 回理事会議事録(平成 28 年 6 月 2
日)を確認した。
(１) 理事 1 名辞任に伴う理事候補推薦の件
手島康博理事の辞任に伴い、その補充理事候補として、木戸啓人
氏を推薦することとした。
・新任理事候補者→→→木戸 啓人氏(電気事業連合会 工務部長 )
慎重審議の結果、全員異議なく推薦した。なお、任期は、手島理
事の任期の残り期間とする。
(２）平成 28 年度第 64 回電気科学技術奨励賞承認の件
平成 28 年度第 64 回電気科学技術奨励賞の受賞者を 9 月 9 日(金)
の同賞審査委員会で別紙一覧(省略)のとおり決定(授賞件数 25 件、
受賞者 63 名)し、理事会において全員一致で承認した。
(３) 臨時評議員会の招集の決定
評議員会の開催については、理事会にて日時、場所、目的である
事項を決議することになっている旨を説明。議事の(１)、(２)項を
決議、承認いただく評議員会である旨を提案、審議の結果、全員異
議なく承認した。
上記が承認され、議事を終了した。
28.10.21

臨時評議員
会

学士会館

平成 28 年度臨時評議員会を開催
出席者：評議員総数 20 名中、出席評議員 15 名(江頭 誠氏、太田昭
吾氏、尾口裕介氏、紅林久之氏、児玉雅俊氏、後藤康之氏、佐々木
昭悟氏、進士誉夫氏、寺井弘幸氏、永吉 明氏、秦 利男氏、保科基
彦氏、松田 薫氏、松本袈裟文氏、安川秀樹氏)
他に、当会代表理事 (会長)・安田 浩氏が出席
欠席評議員 5 名(佐田豊氏、鈴木貞二氏、瀬谷彰利氏、田山幸彦氏、
西川徳裕氏)
定款第 20 条の規定により、出席評議員の互選により議長に児玉雅
俊氏を選出する。児玉議長が定款第 21 条により評議員会の議決は定
足数を満たしていることを確認後、議事に入る。
議事に先立ち、平成 28 年度定時評議員会議事録(平成 28 年 6 月 20
日)を確認した。
(１) 理事 1 名辞任に伴う選任の件
議長は、理事 1 名辞任に伴う選任の必要がある旨を述べ、定款に
定める手続きに基づいて作成された理事候補者(下記)を提示し諮っ
たところ、満場異議なく原案に賛成、選任された。
・新任理事候補者→→→木戸啓人氏（電気事業連合会 工務部長）
なお任期は、前理事の任期の残り期間とする。
［業務報告］
・平成 28 年度第 64 回電気科学技術奨励賞受賞者決定の報告(受賞
者一覧は省略)。
以上をもって議事を終了した。
・臨時評議員会で議決された理事選任事項を法務局で登記し、その
後、内閣府公益認定等委員会へ変更届を提出した。

年月日

事業名

開催場所

摘

要

28.11.15

顕彰(電気
科学技術奨
励学生賞贈
呈式)

東京ベイ幕
張ホール

大学院生･大学生への国際会議提出優秀論文助成金の件
平成 28 年度の事業計画に盛り込まれている「科学技術に関する研
究者に対して研究助成金を贈呈すること」について、平成 28 年度は
一般社団法人電気学会産業応用部門主催の ICEMS2016（the 19th
International Conferens on Electrical Machins and Systems
電気機器及びシステムの分野における国際会議）が対象会議とされ、
平成 28 年 11 月 13 日～16 日までアパホテル＆リゾート東京ベイ幕張
ホール(千葉県・千葉市)で開催された。同国際会議の優秀論文（学
生であるかどうかの事前登録確認済）8 件、8 名に対し賞状と助成金
（各 3 万円）を授与することになり（日本の学生 5 名、外国(ドイツ
2 名、中国 1 名)の学生 3 名）、11 月 15 日に東京ベイ幕張ホールに
おいて表彰式を行った。

28.11.16

顕彰(第 64
回電気科学
技術奨励賞
贈呈式)

学士会館

第 64 回 電気科学技術奨励賞贈呈式及び祝賀パーティーを挙行
・贈呈式(16:30～17:30)
贈呈式は、文部科学大臣、総務大臣、国土交通大臣、資源エネル
ギー庁長官(いずれも代理出席)が列席の下、挙行された。
第 64 回の授賞件数は 25 件、受賞者数は 63 名であった。贈呈式に
は、受賞者(令夫人・御子息同伴)82 名、奨励会役員・審査委員・来
賓等 88 名、総勢 170 名が出席。受賞者には、当会の安田 浩会長よ
り電気科学技術奨励賞の賞状、助成金、記念楯(雷神像青銅板入)が
授与され、引き続いて文部科学大臣賞(株式会社日立製作所、日立オ
ートモティブシステムズ株式会社、3 名)、電気科学技術奨励会会長
賞(日本電気株式会社、株式会社 NTT ドコモ、3 名)が授与された。そ
の後、文部科学省、総務省、国土交通省、資源エネルギー庁の各大
臣及び長官の祝辞が代読され、出席者に多くの感銘を与えた。式典
の終盤では、文部科学大臣賞に輝いた株式会社日立製作所の受賞者
による受賞論文の内容解説が行われ、自動車に搭載のエアーフロー
センサ(AFS)のモールド構造と生産技術の開発について易しい解説
に耳を傾けた。
・祝賀パーティー(18:00～19:10)
当会の横山理事長の祝辞に続いて乾杯が行われた。立食形式のパ
ーティーの席上、千代田区長・石川雅己氏、防災研究所・鎌田隆一
氏の祝電が披露され錦上華を添えた。受賞者・同伴者・御子息、当
会役員、審査委員等総勢 170 名が一堂に会したパーティーは厳粛の
中にも和やかな雰囲気で進められ、受賞者同志の祝賀外交も交わさ
れるなど、思い思いの歓談が続いた。最後に、当会顧問の早野敏美
氏の中締めの挨拶でお開きとなった。

29.2.27

運営検討委
員会・財政
健全化委員
会

学士会館

平成 29 年第 1 回運営検討委員会・財政健全化委員会を開催
出席者：座長・安田 浩氏（当会会長）
座長補佐・横山明彦氏（当会理事長）
委員・古澤 宏氏、早野敏美氏、児玉雅俊氏、仲田一元氏
[議題]
(1) 平成 28 年度の賛助会費・寄附金の実績等、財政全般の報告と今
後の見通し
①賛助会費・寄附金等、財政全般の報告と今後の見通しについて
事務局からの説明の後、②仲田委員から、最近の国内外の経済情勢
と基本財産の運営等並びに株価の動き等についての見解を聞く。

年月日

事業名

開催場所

摘

要

(2) 株式会社オーム社との連携状況並びに平成 29 年度の寄附金につ
いてを説明。
(3) 創設 70 周年記念事業の積立予算取扱いについて
(4) その他(電気科学技術賞推薦応募への取組み)
以上の議題各項について各委員から建設的な議論が行われ、当法
人としての財政的な基盤を確立して行くか等を確認した。
29.3.9

理事会

学士会館

平成 28 年度第 3 回理事会(平成 29 年度予算承認理事会）開催
出席者：理事総数 14 名中、出席理事 12 名(安田 浩氏、間宮 馨氏、
横山明彦氏、海老塚 清氏、梶原滋正氏、木戸啓人氏、佐藤
良明氏、古澤 宏氏、眞野 大輔氏、三木一克氏、村上和夫
氏、護田一郎氏)
欠席理事 2 名
出席監事 2 名（仲田一元氏、持田二郎氏）
出席顧問 1 名（早野敏美氏）
議事に先立ち、平成 28 年度第 2 回臨時理事会議事録(平成 28 年 10
月 21 日)を確認した。
［議事］
定款第 39 条の規定により、理事会議長として横山理事長を選出し
た。定款第 40 条により、理事会の決議に必要な定足数を満たしてい
ることを確認後、議事に入る。
(1)平成 29 年度事業計画書(案)の件
(2)平成 29 年度収支予算書(案)の件
(3)第 65 回電気科学技術奨励賞推薦候補の募集に関する件
(4)第 56 回電気科学技術講演会の件
(5)創設 70 周年記念事業(記念史編纂等)として、諸事業の改革、積
立予算計上に関する件
を慎重審議の結果、いずれの議案も原案通り全員異議なく承認可決
した。
報告事項では、
1.第 64 回電気科学技術奨励賞贈呈式の件
2.平成 28 年度電気科学技術奨励学生賞の贈呈式を開催
3.代表理事・業務執行理事の職務の執行状況の報告に関する件
4.その他として、次回の平成 28 年度決算理事会を 6 月 5 日(月)に
開催する旨を報告。
上記事項がいずれも承認され、議事を終了した。

