
一般社団法人日本環境化学会次期評議員選挙 
 

一般社団法人日本環境化学会 

選挙管理委員会 

 

機関誌「環境化学」第 28巻 3号（9月号）で告示した次期評議員選挙に、裏（次ページ）に

一覧された会員の方々が推薦されました。120 名が推薦され投票により 95 名が選出されます。

皆様の投票をお願いいたします。 

 

１． 投票について 

(1) 投票有資格者 

    2018 年 12月末日までに本年度会費を納入し、会員であることが確認された者 

  （機関誌は会費を納入いただいた方に送付しております） 

 

(2) 投票期日 

    2019 年 1月 31日(木)まで（必着） 

 

(3) 投票方法 

   12月現在の会員数は個人会員 858名、賛助会員 57名、公益会員 37名、計 952 名です。

評議員の定数は定款 32条により、会員の 10分の 1以内となります。よって今回の選挙は

95名が選出されます。次ページに示す次期評議員候補者リストが投票用紙です。 

今回は推薦された候補者が評議員の定数を上回るため、お手数ですが信任される方の名前

の□欄に「1」を入れてください(95名まで可)。 

 

エクセル版投票用紙をホームページからダウンロード頂けます。投票は厳正を期するため

氏名を記入してください。投票用紙はメール添付または郵送、FAXにて選挙管理委員会ま

でお送りください。  

 

２． 選挙の判定 

  選挙管理委員会の厳選なる開票結果のもとに、得票数上位 95名を当選と致します。 

 

３． 新評議員の告示 

  当選された 2018､2019年度評議員は、機関誌「環境化学」第 29巻第 1号（3月号）でお知

らせいたします。 

 

投票先 ： 一般社団法人 日本環境化学会選挙管理委員会  

                    〒305-0074つくば市高野台 3-18-3小川ビル 3F       

TEL  029-886-3185  FAX 029-886-3186  

                                               Email：office@j-ec.or.jp  



秋葉善弥 (株)島津テクノリサーチ 常政典貴 (一財)広島市都市整備公社
浅見真理 国立保健医療科学院 徳村雅弘 静岡県立大学

姉崎克典 北海道立総合研究機構環境科学研究セン
ター

飛石和大 福岡県保健環境研究所

雨谷敬史 静岡県立大学 中尾晃幸 摂南大学

池中良徳 北海道大学 中島大介 (国研)国立環境研究所

石井善昭 (株)環境管理センター 中田晴彦 熊本大学

石田典子 (株)神鋼環境ソリューション 中野　武 大阪大学環境安全研究管理センター
石塚真由美 北海道大学大学院 永吉晴菜 (地独)大阪健康安全基盤研究所
磯部友彦 (国研)国立環境研究所 西島　功 日本電子(株)
今泉圭隆 (国研)国立環境研究所 西島宏和 シグマアルドリッチジャパン合同会社
岩切良次 環境省　環境調査研修所 西野貴裕 東京都環境科学研究所
岩田久人 愛媛大学 野見山　桂 愛媛大学
岩元寛司 ユーティーサイエンス 橋本俊次 (国研)国立環境研究所
上田浩三 日立造船(株) 長谷川　瞳 名古屋市環境科学調査センター
上野大介 佐賀大学 羽成修康 (国研)産業技術総合研究所
榎本孝紀 柴田科学(株) 早川昌子 富士フイルム和光純薬(株)
榎本剛司 日本電子(株) 原田浩二 京都大学
遠藤智司 大阪市立大学 原田修一 林純薬工業(株)
大浦　健 名城大学 平井康宏 京都大学
大河内　博 早稲田大学 藤川敬浩 関東化学(株)
太田壮一 摂南大学 伏見暁洋 (国研)国立環境研究所
大塚宜寿 埼玉県環境科学国際センター 藤峰慶徳 大塚製薬(株)
大橋　眞 トレイジャンサイエンティフィックジャパン

(株)
藤原尚美 (株)神鋼環境ソリューション

奥田昌弘 アジレント・テクノロジー(株) 寳來佐和子 鳥取大学
角谷秀樹 摂南大学 星  純也

(公財)東京都環境公社 東京都環境科学研
究所

梶原夏子 (国研)国立環境研究所 堀井勇一 埼玉県環境科学国際センター
勝見尚也 石川県立大学 牧　重明 ジーエルサイエンス(株)
加藤みか 東京都環境科学研究所 松神秀徳 (国研)国立環境研究所
金丸　新 ケイサイエンス(株) 松村　徹 いであ(株)
亀田　豊 千葉工業大学 松村千里 兵庫県環境研究センター
河上強志 国立医薬品食品衛生研究所 丸本幸治 国立水俣病総合研究センター
川田邦明 新潟薬科大学 三島聡子 神奈川県環境科学センター
川本克也 岡山大学 水川薫子 東京農工大学　
神田広興 ゲステル(株) 水川葉月 愛媛大学
菊池貴也 (株)住化分析センター 三宅祐一 静岡県立大学
木村直樹 (一財)東海技術センター 宮崎あかね 日本女子大学
国末達也 愛媛大学 宮崎康平 熊本県環境センター
久保田領志 国立医薬品食品衛生研究所 宮崎照美 日鉄住金環境(株)
熊田英峰 東京薬科大学 宮脇　崇 福岡県保健環境研究所
小瀬知洋 新潟薬科大学 八木正博 神戸市環境保健研究所
小西良昌 (地独)大阪健康安全基盤研究所 八十島　誠 (株)島津テクノリサーチ
小林　厚 東北緑化環境保全(株) 山本敦史 公立鳥取環境大学
小林憲弘 国立医薬品食品衛生研究所 山本一樹 三浦工業(株)
坂田昌弘 静岡県立大学 山本裕史 (国研)国立環境研究所

先山孝則 大阪市立環境科学研究センター 尹  順子 (株)環境管理センター

櫻井健郎 (国研)国立環境研究所 吉田寧子 (株)住化分析センター

佐々木裕子 (国研)国立環境研究所 吉永  淳 東洋大学

塩崎卓哉 (一財)日本環境衛生センター 渡邊　泉 東京農工大学

四ノ宮美保 埼玉県立大学 渡辺信久 大阪工業大学

柴田康行 (国研)国立環境研究所 渡部春奈 (国研)国立環境研究所

神  和夫 北海道大学 嶽盛公昭 (株)島津テクノリサーチ
頭士泰之 (国研)産業技術総合研究所 田代　豊 名桜大学
鈴木　剛 (国研)国立環境研究所 鑪迫典久 愛媛大学
鈴木裕識 (国研)土木研究所 田中伸幸 (一財)電力中央研究所
鈴木　茂 中部大学 田原るり子 北海道立総合研究機構
鈴木規之 (国研)国立環境研究所 田部井昭子 (株)島津製作所
清家伸康 (国研)農業･食品産業技術総合研究機構

高木総吉 (地独)大阪健康安全基盤研究所

高澤嘉一 (国研)国立環境研究所

高菅卓三 (株)島津テクノリサーチ

高田秀重 東京農工大学 会員番号　（可能な限り）
高橋　真 愛媛大学

多菊太郎 三浦工業(株) 投票者氏名
竹峰秀祐 埼玉県環境科学国際センター

2019,2020年度評議員選挙投票用紙

（信任される方　(95名以内）　の□欄に数字の「1」をご記入下さい。ホームページからエクセル版をご利用いただけます。）




