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早稲田大学環境資源工学会 
平成２７年度総会 

 
 

説明資料 
 
 

平成27年6月27日 

1 

平成２７年度総会幹事団 

氏名 卒業年 研究室 氏名 卒業年 研究室 

中山 智晴 ’83 萩原 織田 竜輔 ’03 大和田 

戸塚 博之 ’83 森田豊 長田 昌之 ’03 茂呂 

久我 友司 ’83 今井 岡島 大 ’03 大和田 

里見 達也 ’83 房村 小川 寛人 ’13 大和田 

綱島 隆之 ’83 森田豊 沈 容亭 ’13 森田信 

前田 亘 ’83 山崎豊 鈴木 慎哉 ’13 所 

宮台 隆将 ’83 山崎豊 平田 紘子 ’13 山崎淳 

小坂 伊一郎 ’93 野口 山本 修司 ’13 大河内 

仲野 一美 ’93 橋本 
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第1号議案 
 環境資源工学会活動報告 
 
第2号議案 
 平成26年度会計報告 
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会員名簿の整備 
会員数の推移 

1452 1449 1389 

2837 2920 3059 
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平成２６年度年次総会 

平成26年5月31日  参加者数149名 
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平成２６年度年次総会 
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平成２６年度総会特別講演 

〇 フジテレビジョン 西山 仁紫氏（1979年卒） 
 テレビマンと理工学部 
 
〇 日本経済広告社 馬場 滋氏 （1979年卒）
 早稲田はどう見られているか？ 
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平成２６年度総会特別企画 

〇 理工キャンパスツアー 
〇 研究室紹介ポスターセッション 
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環境資源工学奨学基金 

環境資源工学会 
奨学基金果実補填

奨学金 

卒業生等からの 
寄付金 

H25 ２４３，０００円 
H26 １９９，０００円 

環境資源工学会 
奨学基金 

２３，２０７，１６８円 

運用益 
(果実） 

４６４，１６３円 

４４３，０００円 ＋ １５７，０００円 ＝ ６００，０００円 

奨学基金果実補填
奨学金残金 
２８５，０００円 

学部４年生２名に各３０万円の奨学金給付 
藤井 雄大(香村研）、 北村  稔（山崎研） 9 

平成２６年度会計報告 

第２号議案 
 平成２６年度会計報告 
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第３号議案 
 環境資源工学会会則改訂 
 

11 

会則改定の背景 

環境資源工学会の改革の進行 
・会員の参加者意識の拡大 
・総会、懇親会の活性化 

継続的な発展への課題   
・円滑で継続的な運営 
・理事会の新陳代謝 
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会則改定の概要 

１．会の円滑かつ継続的な運営のため 
 
 → 理事を委員長とする４つの常設委員会の設置 
    〇総務委員会   〇組織委員会    
    〇事業委員会   〇広報委員会 
 

２．理事会の新陳代謝のため 
 
 → 役員の連続した再任、再選の制限 
   
 

13 

会則の主な改正事要（１） 

１．会の目的（第2条）   

 本会は会員相互の交流と親睦、会員と学科との
連携を通じて、会員及び母校の発展に寄与すること
を目的とする。 
 
２．事業（第3条） 
 (1)会報の発行、(2)会員データの管理、 
 (3)環境資源工学に関する講演会、研究会の開催 

 (4)環境資源工学奨学基金の支援 
 (5)その他この会の目的を達成するために必要な事業 
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会則の主な改正事要（２） 

３．総会の決議事項（第16条）   
 (1)会長及び監事の選出 
 (2)会則の変更、(3)本会の収支及び予算 
 (4)その他本会の基本運営方針 
 
４．役員の任期（第19条～22条） 
 a)会長の任期は２年。連続した再選は１回まで 
 b)副会長の任期は２年。連続した再任は１回まで 
 ｃ）理事の任期は１年。連続した再任は５回まで 
 d)監事の任期は２年。連続した再選は１回まで 

15 

会則の主な改正事要（３） 
５．常設委員会の設置（第24条 新規）   
 (1)総務委員会 
  ・記録の整理と保管。予算及び決算処理 
  ・環境資源工学会奨学基金に関すること 等 
 
 (2)事業委員会 
  ・年次総会の企画運営 
  ・学科等と連携した各種事業の企画運営 等 
 
 (3)組織委員会 
  ・会員データの追加、修正 
  ・会員拡充に関すること 等 16 
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会則の主な改正事要（４） 

 (4)広報委員会 
  ・会報の編集と発行、配布 
  ・ホームページの運営 等 
 
 (5)各常設委員会の運営 
  ・各委員長は理事のうちから会長が指名 
  ・各委員会委員は、委員長が指名 
  ・各委員会委員の任期は1年（再任を認める） 

17 

改正会則の施行日等（附則） 
(１) 施行日 
   この改訂会則は、平成27年度通常総会の終結
の時より施行する 

(2) 再任、再選制限の起点 
   第19条から第22条に定める再選もしくは再任
の制限の起点は、平成27年度通常総会の終結
の時とする 

(3) 会長、監事の任期 
   平成27年度通常総会の終結の時の会長、副
会長、監事の任期は平成29年度通常総会の終
結の時までとする 
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これからもよろしくお願いします！ 

19 


