
第２期代議員および役員選挙結果についてのご報告 

 

 一般社団法人日本人間工学会選挙規程に基づいて昨年 10月から実施しました第２期（平成 22

年社員総会～平成 24年社員総会）代議員および役員選挙は、本年３月をもって終了しました。会

員の皆様のご協力に感謝し、ここにその経過ならびに選挙結果をご報告申し上げます。 

 

(1) 委員会日程 

第 2期（平成 22年社員総会～平成 24年社員総会）の代議員および役員選挙を以下の日程

で実施した。 

 ・平成 21年 10月 7日（火）第１回委員会（通信） 

  選挙規程確認、有権者および代議員定員数を確認 

 ・平成 21年 10月 24日（土）第 2回委員会 

  代議員選挙投票用紙を発送 

 ・平成 21年 11月 30日（土）第 3回委員会 

  代議員選挙の開票を行い、代議員当選者へ就任諾否確認書を発送 

 ・平成 21年 12月 21日（月）第４回委員会 

  代議員内定者 180名を確認、理事・監事選挙投票用紙を発送 

 ・平成 22年 1月 30日（土）第 5回委員会 

  理事・監事選挙の開票、理事・監事当選者へ就任諾否確認書を発送 

 ・平成 22年 2月 15日（月）第 6回委員会 

  理事・監事内定者を確認、理事長・副理事長選挙投票用紙を発送 

 ・平成 22年 3月 5日（金）第 7回委員会 

  理事長・副理事長選挙の開票、理事長・副理事長当選者へ就任諾否確認書を発送 

 ・平成 22年 3月 12日（金）第 8回委員会（通信委員会） 

  理事長・副理事長内定者を確認 

 ・平成 22年 3月 23日（火）第４回理事会にて第 2期選挙結果を報告 

 

(2) 選挙結果 

代議員選挙、理事・監事選挙、理事長・副理事長選挙における投票状況及び選挙結果は以

下のとおりであった。 

 1)代議員選挙の投票状況 

  支 部    正会員数   代議員定数   投票数     投票率(%) 

  北海道      51            6          22         43.1  

  東 北      60            7          16         26.7 

  関 東      989           99         171        17.8 

  東 海        149          16          59        39.6   



  関 西       291          30          46         15.8 

  中国・四国      116         13          34         29.3 

  九 州           81          9          19         23.5   

   総 数        1,737        180         367         21.1   

    無効票 3 

   

2)理事・監事選挙の投票状況 

   理事定数      代議員数       投票数       投票率(%) 

      20              180            131           72.8    

    無効票 １ 

 

   監事定数       代議員数       投票数       投票率(%) 

       2              180            131           72.8     

    無効票 １  

  

3)理事長・副理事長の投票状況 

   理事長定数   理事・支部長      投票数        投票率(%) 

       1               26           24             92.3    

    無効数 0 

  

     副理事長定数  理事・支部長   投票数         投票率(%) 

        1              26            24             92.3    

    無効数 0 

 

第 2 期代議員内定者名簿（50 音順） 

 

2100 青木 和夫 日本大学大学院理工学研究科医療･福祉工学専攻 

3030 赤松  幹之 独立行政法人産業技術総合研究所 

2749 阿久津  正大 玉川大学工学部ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｴﾝｽ学科 

4060 有馬  正和 大阪府立大学大学院工学研究科 

2535 飯田  健夫 立命館大学情報理工学部知能情報学科 

3081 飯田  裕康 (財)労働科学研究所 

3826 池浦  良淳 三重大学大学院工学研究科 

4758 池上 徹 千葉工業大学大学院経営工学専攻労働科学研究室 

1719 石田  敏郎 早稲田大学人間科学部 

3440 石原  恵子 広島国際大学人間環境学部言語・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 



3675 石原  茂和 広島国際大学心理科学部感性ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

4339 磯田  憲生 奈良女子大学生活環境学部住環境学科 

5723 一ノ瀬 充行 岩手大学工学部福祉ｼｽﾃﾑ工学科 

5390 泉 博之 産業医科大学産業生態科学研究所人間工学教室 

2496 井上  馨 北海道大学 保健科学研究院 

6202 井上 勝雄 広島国際大学心理科学部感性ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

5701 井村 尚久 日産自動車㈱ 

2526 宇賀神  博 武蔵野大学人間関係学部 

4702 臼井 伸之介 大阪大学大学院人間科学研究科 

4234 宇土  博 広島文教女子大学 

5218 榎原 毅 名古屋市立大学大学院 医学研究科 

3500 大内  啓子 (財)日本色彩研究所研究第一部 

0047 大久保  堯夫 健康科学研究所 

2572 大須賀美恵子 大阪工業大学工学部生体医工学科 

5522 大杉  淳 ﾊﾟｲｵﾆｱ㈱ﾓﾊﾞｲﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆ-事業企画部 

4750 太田 博雄 東北工業大学 

4602 大塚 彰 広島県立広島大学理学療法学科 

5846 大西 範和 三重県立看護大学 

2814 大箸  純也 近畿大学産業理工学部経営ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

5399 大橋 智樹 宮城学院女子大学 学芸学部 心理行動科学科 

2435 岡田  明 大阪市立大学大学院生活科学研究科 

3466 岡田  有策 慶應義塾大学理工学部管理工学科 

4780 岡本 郁子 日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ㈱ 

1989 小川  鑛一   

6817 荻須 隆雄 玉川大学 教育学部 

5375 小澤 幸夫 神奈川大学 工学部 情報ｼｽﾃﾑ創成学科 

4739 落合 信寿 (財)労働科学研究所 

3611 小美濃  幸司 (財)鉄道総合技術研究所人間科学研究部 

5404 小山 秀紀 早稲田大学 

4646 香川 スミ子 浦和大学総合福祉学部 

2969 垣本  由紀子 立正大学大学院心理学研究科 

5035 梶井 宏修 近畿大学理工学部建築学科人間環境工学研究室 

3845 片瀬  眞由美 金城学院大学生活環境学部環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

1651 勝浦  哲夫 千葉大学工学部ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学科人間生活工学教室 

2932 加藤  隆康 ﾄﾖﾀ自動車㈱安全衛生推進部 



4231 金沢  トシ子 済生会横浜市南部病院 

3423 金田  一男 独立行政法人産業医学総合研究所 

3640 金谷  末子 金沢工業大学工学部建築系居住環境学科 

6445 上西園 武良 ｱｲｼﾝ精機㈱ﾗｲﾌ＆ｱﾒﾆﾃｨ技術部企画・開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

5142 川島 祥三 防衛省技術研究本部先進技術推進ｾﾝﾀｰ 

2629 川野  常夫 摂南大学工学部ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ工学科 

4938 神田 太樹 西武文理大学ｻｰﾋﾞｽ経営学部ｻｰﾋﾞｽ経営学科 

1656 岸田  孝弥 中京大学心理学部 

4617 北島 洋樹 (財)労働科学研究所 研究部 

3506 北村 正晴 東北大学 未来科学技術共同研究ｾﾝﾀー 

4227 國澤  尚子 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 

4180 久保  博子 奈良女子大学生活環境学部生活環境学科 

1625 神代  雅晴 産業医科大学産業生態科学研究所人間工学教室 

1610 桑野  園子   

4328 鴻巣  努 千葉工業大学社会ｼｽﾃﾑ科学部 

4962 小谷 賢太郎 関西大学工学部人間工学研究室 

4691 小長谷 百絵 東京女子医科大学看護学部 

2637 小松原  明哲 早稲田大学創造理工学部経営ｼｽﾃﾑ工学科 

2857 近藤  雄二 天理大学体育学部 

3057 斎藤  真 三重県立看護大学看護学部 

1341 斉藤  進 (財)労働科学研究所 

5769 西連地 利己 獨協医科大学公衆衛生学教室 

1385 酒井  一博 (財)労働科学研究所 

3250 酒井  正幸 札幌市立大学ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

5523 境   薫 富士通㈱ 

5460 坂下 哲也 宇宙開発事業団宇宙環境利用ｼｽﾃﾑ本部 

6394 佐久間 航 ㈱本田技術研究所四輪開発ｾﾝﾀｰ 

5393 佐々木 正人 NTT ｺﾑｳｪｱ㈱ﾄﾞｺﾓ営業本部ﾄﾞｺﾓ営業部 

5531 佐々木美奈子 東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 

4211 佐藤  教昭 産業医科大学生体情報研究ｾﾝﾀｰ 

3501 澤  貢 (財)鉄道総合技術研究所人間科学研究部人間工学 

5979 澤島 秀成 奈良県工業技術ｾﾝﾀ-電子･情報･ﾃﾞｻﾞｲﾝ技術ﾁｰﾑ 

3993 三林  洋介 東京都立産業技術高等専門学校 

4351 篠崎  彰大 ㈱ﾜｺ-ﾙ人間科学研究所 

4951 篠原 一光 大阪大学大学院人間科学研究科人間行動学講座 



3777 四宮  孝史 ㈱ﾆｺﾝｺｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ企画部 GM 

5364 渋谷 雄 京都工芸繊維大学情報科学センター 

3191 神宮  英夫 金沢工業大学情報ﾌﾛﾝﾃｨｱ学部心理情報学科 

3458 新家  敦 (株)島津ﾋﾞｼﾞﾈｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

4235 壽里  伸一 千葉県立船橋高等技術専門校 

4228 鈴木  玲子 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 

5633 鈴木 一弥 (財)労働科学研究所労働ｽﾄﾚｽ研究ｸﾞﾙ-ﾌﾟ 

6523 瀬尾 尚聡 ㈱日立ﾌﾞﾚｰﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ企画部 

4015 外山  みどり 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

6173 竹内 晴彦 ㈱ｱｸﾞﾚｯｸｽ 

6468 竹ノ内 敏孝 昭和大学藤が丘病院 薬局 

5758 嵩原 哲史 大日本印刷㈱商印事業部生産本部技術部 

6860 田島 一美 日本医療科学大学 保健医療学部 

6131 城 憲秀 中部大学生命健康科学部保健看護学科 

1688 田中  敬司 東京都立産業技術高等専門学校航空宇宙工学ｺｰｽ 

5075 田中 勇治 植草学園大学 保健医療学部 理学療法学科 

4513 田中  裕二 千葉大学大学院看護学研究科 

6908 田宮 高信 都立産業技術高等専門学校 

1825 田村  博 田村ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽ研究所 

3370 津久井  一平 (財)航空医学研究ｾﾝﾀｰ 

3013 辻  敏夫 広島大学大学院工学研究科複雑ｼｽﾃﾑ工学専攻 

6598 辻 容子 東邦大学医学部看護学科 

3096 土屋 和夫 日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ㈱ 

6256 露木 章史 マツダ㈱技術研究所 

1916 徳田  哲男 埼玉県立大学保健医療福祉学部 

1652 栃原  裕 九州大学大学院芸術工学研究院 

2420 冨田  明美 椙山女学園大学生活科学部生活環境学科 

2854 富田  豊 慶應義塾大学理工学部生命情報学科 

4123 鳥居塚  崇 日本大学生産工学部管理工学科 

3397 西  修二 航空自衛隊航空医学実験隊第 1部航空知覚科 

5126 西川 一男 ﾏﾂﾀﾞ㈱車両実研部ｸﾗﾌﾄﾏﾝｼｯﾌﾟ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

0974 西野  達夫 広島国際大学人間環境学部 

1386 西山  勝夫 滋賀医科大学 社会医学講座 予防医学分野 

5127 農沢 隆秀 ﾏﾂﾀﾞ㈱車両実験研究部 

2785 芳賀  繁 立教大学現代心理学部心理学科 



3944 萩原  啓 立命館大学情報理工学部 

2356 長谷川  徹也 近畿大学産業理工学部経営ビジネス学科 

2350 八田  一利 千葉工業大学社会ｼｽﾃﾑ科学部経営情報科学科 

4109 馬場  宏一   

5765 羽深 太郎 日産自動車㈱デザイン本部パーシブド・クオリティ部 

5854 久本 誠一 独立行政法人製品評価技術基盤機構 

3326 福住  伸一 NEC ｼｽﾃﾑ基盤ｿﾌﾄｳｪｱ開発本部 

3699 福田  康明 名城大学理工学部機械ｼｽﾃﾑ工学科 

6552 福本 正勝 (財)航空医学研究ｾﾝﾀｰ検査･証明部 

5796 藤井 敦成 産業医科大学産業生態科学研究所人間工学教室 

5524 藤田 悦則 ㈱ﾃﾞﾙﾀﾂ-ﾘﾝｸﾞ研究開発部 

5559 細川 敏幸 北海道大学高等教育機能開発総合ｾﾝﾀ- 

4616 細田 聡 関東学院大学文学部 

2484 堀井  健 関西大学ｼｽﾃﾑ理工学部機械工学科 

6024 堀内 邦雄 工学院大学ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ学部 

1597 堀江  良典 日本大学生産工学部ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ工学科 

3852 本多  薫 山形大学人文学部人間文化学科 

5915 前田 享史 国立大学法人北海道大学大学院工学研究科 

5762 牧下 寛 科学警察研究所交通科学部第二研究室 

3292 槙塚  忠穗 近畿大学産業理工学部経営ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

5604 増田 美恵子 順天堂大学 医療看護学部 

4707 松岡 敏生 三重県工業研究所 

4979 松田 文子 (財)労働科学研究所 

5537 松波 晴人 大阪ｶﾞｽ㈱開発研究部情報技術研究ｾﾝﾀｰ 

3645 松原 行宏 広島市立大学情報科学部知能情報ｼｽﾃﾑ工学科 

5849 松元 俊 (財)労働科学研究所労働ｽﾄﾚｽ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

5434 丸本 達也 丸本眼科 

4614 三浦 利章 大阪大学大学院人間科学研究科 

6298 三上 功生 日本大学大学院理工学研究科 

1792 三澤  哲夫 千葉工業大学工学部工業ﾃﾞｻﾞｲﾝ科学科 

6452 水垣 州子 (社)日本薬剤師会中央薬事情報ｾﾝﾀｰ  

6451 水垣 信威千 ㈱ﾄﾞｰﾓ 

6495 水野 基樹 順天堂大学ｽﾎﾟｰﾂ健康科学部ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 

4978 水野 有希 東洋学園大学 

1891 三戸  秀樹 関西福祉科学大学社会福祉学部 



4544 皆川 克志 ㈱福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ東日本事業部環境部 

3653 宮尾  克 名古屋大学情報連携基盤ｾﾝﾀｰ 

3336 三宅  晋司 産業医科大学産業保健学部 

3157 向井  希宏 中京大学心理学部心理学科 

3429 村田  厚生 岡山大学大学院自然科学研究科産業創成工学専攻 

6428 村山 陵子 東京大学大学院医学系研究科 

3920 持丸  正明 産業技術総合研究所ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋｭｰﾏﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

5583 森口 喜代 ｷﾔﾉﾝ㈱映像事務機事業本部 

3083 森本  一成 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科 

1553 八木  昭宏 関西学院大学文学部総合心理科学科 

6634 八木 佳子 ㈱ｲﾄｰｷﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 R＆D部 Uｄ＆Eco研究所 

6285 矢口 博之 東京電機大学理工学部情報社会学科 

2325 安河内  義明 北海道立工業試験場製品技術部 

5301 柳堀 朗子 千葉県衛生研究所 健康疫学研究室 

2139 山崎  信寿 慶應義塾大学理工学部機械工学科 

2440 山本  栄 東京理科大学工学部経営工学科 

5298 山本 まどか   

5411 横井 孝志 独立行政法人産業技術総合研究所 

6531 横井 元治 ㈱長田中央研究所創造技術開発ｾﾝﾀｰ 

4756 横井 郁子 東邦大学医学部看護学科 

4382 横森  求 名城大学理工学部交通科学科 

3124 横山  清子 名古屋市立大学大学院芸術工学研究科 

1852 横山  真太郎 北海道大学大学院工学研究科 

5715 横山 詔常 広島県立総合技術研究所西部工業技術ｾﾝﾀｰ 

5698 吉川  徹 (財)労働科学研究所研究部 

3899 吉田  信彌 東北学院大学教養学部心理学研究室 

2964 吉武  良治 日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ㈱ 

4785 吉村 健志 (独)海上技術安全研究所 

2188 若井  正一 日本大学工学部建築学科 

6397 渡邉 裕 大日本印刷㈱技術開発ｾﾝﾀｰ生産総合研究所 

 

 

 

 

 



第 2 期理事・監事内定者名簿（50 音順） 

   
理事 

 
 

会員番号 氏名 勤務先 

2100 青木 和夫 日本大学大学院理工学研究科医療･福祉工学専攻 

2749 阿久津  正大 玉川大学工学部ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｴﾝｽ学科人間工学研究室 

1719 石田 敏郎  早稲田大学人間科学部 

0047 大久保  堯夫 健康科学研究所 

2572 大須賀 美恵子 大阪工業大学工学部ﾛﾎﾞｯﾄ工学科 

2435 岡田 明 大阪市立大学大学院生活科学研究科 

2969 垣本  由紀子 大正大学大学院心理学研究科 

1656 岸田  孝弥 中京大学心理学部 

3506 北村 正晴 東北大学未来科学技術共同研究ｾﾝﾀｰ 

4962 小谷  賢太郎 関西大学工学部人間工学研究室 

2637 小松原 明哲 早稲田大学創造理工学部経営ｼｽﾃﾑ工学科人間生活工学研究 

3057 斎藤  真 三重県立看護大学看護学部 

1341 斉藤  進 (財)労働科学研究所 

1385 酒井  一博 (財)労働科学研究所 

3993 三林  洋介 東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科 

4015 外山  みどり 独立行政法人労働安全衛生総合研究所産業医学総合研究所 

3096 土屋 和夫 日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ㈱大和研究所ﾕｰｻﾞｰｴｸｽﾍﾟﾘｴﾝｽﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ 

2854 富田  豊 慶應義塾大学理工学部生命情報学科 

3944 萩原 啓 立命館大学情報理工学部 

2356 長谷川 徹也 近畿大学産業理工学部経営ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 

2350 八田 一利  千葉工業大学社会システム科学部経営情報科学科 

3699 福田  康明 名城大学理工学部機械ｼｽﾃﾑ工学科 

1597 堀江  良典 日本大学生産工学部ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ工学科人間工学研究室 

3429 村田  厚生  岡山大学大学院自然科学研究科産業創成工学専攻 

4382 横森 求 名城大学理工学部交通科学科 

1852 横山 真太郎 北海道大学大学院工学研究科空間性能ｼｽﾃﾑ専攻 

2964 吉武  良治 日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ㈱ 

   

  
 

   
   
 

  



 

監事 
  

3500 大内 啓子 (財)日本色彩研究所研究第一部 

3777 四宮 孝史 (株)ﾆｺﾝｺｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ企画部 GM 

 

   

第 2 期理事長・副理事長内定者名簿 

    

理事長 
  

1341 斉藤  進 (財)労働科学研究所 

   
副理事長 

 
2749 阿久津 正大 玉川大学工学部ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｴﾝｽ学科人間工学研究室 

 
 

 
 

   
                 

 

 

 

 

 

 


