
福井大学工業会 2022（令和 4）年度全国定期総会 議事次第

日 時 ： 2022年 6月 11日（土）  13：00 ～ 

場 所 ： ホテル金沢 

○議 事

1. 2021年度 事業報告について   （資料①） 

2. 2021年度 一般会計および特別会計・基本金決算報告、監査報告について  （資料②-1・2）

3. 2022年度 事業計画について （資料③） 

4. 2022年度 支部事業補助費について   （資料④-1・2） 

5. 2022年度 一般会計収支予算案について （資料⑤） 

6. 工学部 100周年事業への寄附について

昨年に引き続き、本年度も 100周年事業へ 2,000万円の寄附を予定している。 

（2021年～2023年度の 3年度合計 5,000万円を予定） 

7. 2022・2023年度 役員改選案について   （資料⑥）  

以上 

役員会、理事会の議決を経て、全国定期総会での議事をここに掲載しています。 

内容につきましてご意見等がありましたら、トップページの会員情報変更フォームに 

より 6月 10日までにお寄せください。  

以下の議事の各項目をクリックすると該当のページへリンクします。

・・・・こちらはリンクしません



資料① 

                         

2021（令和 3）年度 事業報告  

 

◎2021年度 全国定期総会 

中 止 

 

◎2021年度 全国支部総会 

中 止 

 

◎会計監査 （2020年度会計） 

  日 時 ： 2021年 4 月 21日(水)  11：00～ 

 

◎四役会議 

日 時 ： 2021年 5 月 12日(水)  15：00～ 

日 時 ： 2021年 10月 8 日(金)  14：00～ 

日 時 ： 2022年 2 月 1 日(火)  14：00～ 

 

◎学内運営委員会 

  日 時 ： 2021年 5 月 18日(火)  17：30～ 

  日 時 ： 2021年 10月 20日(水)  17：30～ 

日 時 ： 2022年 2 月 9 日(水)  17：30～ 

 

◎理事会 

日 時 ： 2021年 5月 22日(土)  10：00～ 

  日 時 ： 2022年 2月 19日(土)  10：00～ 

 

◎工業会誌 第 73号 編集委員会 

日 時 ： 2021年 10月 27日(水)  17：30～ 

日 時 ： 2022年 2 月 22日(火)  17：30～ 

日 時 ： 2022年 3 月 16日(水)  17：30～ 

日 時 ： 2022年 3 月 29日(火)  17：30～ 

（日 時 ： 2022年 4 月 5 日(火)  17：30～校了） 

           

◎工業会誌の発行      

第 72号 ： 2021年 4 月 20日 発行     

（第 73号 ： 2022年 4 月 20日 発行） 

 

◎ホームページ委員会 

日 時 ： 2021年 6月 2 日(水)   15：00～ 

 

 

 

 

◎ホームページの更新 

   2021年 6 月   第 1次更新 

   2021年 10月   第 2次更新 

 

◎ホームカミングデー2021  (大学主催）  

中 止       

 

◎在学会員の海外渡航費の助成 

海外渡航 中止           

 

◎2021年度 全国支部長会議 

中 止 

 

◎2021年度 新会員歓迎会   

中 止 

          

◎優秀学生・工業会奨励賞の表彰、 

およびクラス委員の委嘱式  (工学部との共催) 

   日 時 ： 2022年 3月23日(水)   11：30～  

   会 場 ： 総合研究棟Ⅰ13階 会議室 

   

     

 



資料➁-1

区分
２０２１年度

予算額
２０２０年度
決算額 (A)

２０２１年度
決算額 (B)

増 減 額
(B) -(A)

摘　　　　　　要

2,839,190 1,759,135 2,839,190 1,080,055

13,080,000 16,723,000 14,585,000 △ 2,138,000

正会員会費 80,000 83,000 125,000 42,000

准会員会費 13,000,000 16,640,000 14,460,000 △ 2,180,000

1,387,000 1,485,000 1,387,000 △ 98,000  会誌72号の広告収入 

50 51 53 2

0 0 200 200

14,467,050 18,208,051 15,972,253 △ 2,235,798

17,306,240 19,967,186 18,811,443 △ 1,155,743

11,300,000 12,381,713 9,889,388 △ 2,492,325

会誌発行費 7,200,000 6,967,723 6,933,808 △ 33,915  会誌72号 21,500部　(71号 21,500部)

定期総会費 600,000 0 0 0  定期総会 中止

支部事業費 2,300,000 2,293,100 1,810,600 △ 482,500  支部補助費

支部連携費 0 0 0 0  先生の総会派遣または支部長の定期総会旅費

新会員歓迎会費 0 0 0 0  歓迎会 中止

学生支援費 1,000,000 500,000 1,000,000 500,000  奨励賞等 43,250円、残金積立て 956,750円

修学支援奨学金 0 2,500,000 0 △ 2,500,000

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成費 200,000 120,890 144,980 24,090  1次、2次更新費

170,000 13,912 163,514 149,602  理事会、学内運営委員会、四役会議等

4,845,869 4,496,792 4,654,282 157,490

事務用品費 50,000 23,127 24,707 1,580

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ関連費 30,000 145,794 203,731 57,937  リース費、トナー費等

印刷製本費 200,000 191,730 183,700 △ 8,030  封筒、振込取扱票、入会案内等

通信運搬費 260,000 220,941 258,044 37,103  電話、切手、葉書、ゆうメール等

事務員手当 4,000,000 3,915,200 3,984,100 68,900  事務ｱﾙﾊﾞｲﾄ経費含む

200,000 175,579 145,573 △ 30,006  振込手数料、入構料、胸像地代等

100,000 60,000 0 △ 60,000

16,615,869 17,127,996 14,852,757 △ 2,275,239 　収支差額　1,119,496円

690,371 2,839,190 3,958,686 1,119,496

17,306,240 19,967,186 18,811,443 △ 1,155,743

2021年度
予算額

2020年度
実績額 (Ｃ)

2021年度
決算額 (D)

増 減 額
(D)－(C)

摘　　　　　　要

14,000,000 10,480,000 12,600,000 2,120,000  2022(令和４)年度入学准会員 315名

(単位 ： 円）

 現　金 78,408       学生支援積立金 1,888,750                               
 ゆうちょ総合口座 15,738,365  前受金（広告収入） 20,000                                   
 福井銀行 総合口座 2,079,993  12,600,000                             
 当座預金（会費納入用振替口座） 529,297     3,958,686                               

41,373      

18,467,436 18,467,436                             

福井大学工業会 ２０２１(令和３)年度 一般会計収支決算書
（2021年 4月 1日 ～ 2022年 3月31日）

 科　　　目

前年度繰越金

           　　 （単位 ： 円、増減額の前年度対比減は△）

小　　計

合　　　　　計

支
 

出
 

の
 

部

 事業費

 会議費

 事務費

 諸経費

 予備費

小　　計

収
入
の
部

 会費

 広告収入

 預金利子収入

 雑収入

合　　　　計 合　　　　計

 次年度繰越金(3/31現在)

次年度繰越金

合　　　　　計

科目

預　り　金

借　　　　方 貸　　　　方

※なお、２０２２(令和４）年度入学の准会員会費については預り金として、下記の通り取り扱う。          (単位 ： 円）

２０２１（令和３）年度 一般会計貸借対照表　（2022年 3月31日現在）

 前払金（会誌７３号）

 ２０２２年度准会員預り金

　　　　　　　(内　前年繰越分 2,839,190円)



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資料②-2

0 6,758

730,000 723,242

0

730,000 730,000

149,930,002         264,680              

137,344              20,000,000          

723,242              130,525,908         

　　　　　　- 60,248,320            

70,277,588            

150,790,588         150,790,588         

収　　　入 支　　　出

２０２１（令和３）年度 特別会計収支決算報告書　　（2021年 4月 1日 ～ 2022年 3月31日）

収　　　入 支　　　出

前年度繰越金 振替手数料

特別会費収入 基本金へ繰入

次年度繰越金（当座預金）

合　　　　計 合　　　　計

２０２１（令和３）年度 基本金決算報告書　　（2021年 4月 1日 ～ 2022年 3月31日）

合　　　　計

　(内訳　県債・社債)　Ａ

　(内訳　預貯金)　　Ｂ＋Ｃ

前期繰越金(帳簿価格)

受取利息

有価証券評価損

特別会計から繰入れ

工学部100周年事業拠出金

有価証券評価益

次期繰越金(帳簿価格)

合　　　　 計

 



資料③ 

                         

２０２２（令和４）年度 事業計画  

 

◎2022年度 全国定期総会および北陸支部総会 

  日 時 ：2022年 6月 11日(土)  11：30～ 

   会 場 ：ホテル金沢 

 ◆北陸支部総会  11：30～12：00 

 ◆全国定期総会  13：00～14：00 

   議 事   

    1.2021年度 事業報告及び収支決算報告について 

  2.2022年度  事業計画及び収支予算案について 

 ◆講演会  14：10～15：10 

  講師 ：吉田 純一 氏 

（建築 S46年卒、福井工業大学 名誉教授） 

  演題 ：「丸岡城/お天守の新たな知見と謎」 

 ◆懇親会  15：30～17：00 

  アトラクション：宝田 真意氏によるピアノ演奏 

 

◎2022年度 全国支部総会 

  ○北海道支部 

    日 時 ：2022年 7月 2日(土)  12：00～ 

    会 場 ：旅館 中村屋 

  ○東北支部（中止） 

    日 時 ：2022年 6月 26日(日)  13：00～ 

    会 場 ：仙台ガーデンパレス 

  ○関東支部（中止） 

    日 時 ：2022年 6月 25日(土)  14：00～ 

    会 場 ：主婦会館 プラザエフ 

  ○東海支部（中止） 

    日 時 ：2022年 6月 19日(日)  11：00～ 

    会 場 ：名鉄グランドホテル 

  ○北陸支部 

    日 時 ：2022年 6月 11日(土)  11：30～ 

    会 場 ：ホテル金沢  

  ○福井支部 

    日 時 ：2022年 6月 25日(土)  13：45～ 

    会 場 ：勝山市公民館 

  ○近畿支部 

  日 時 ：2022年 6月 18日(土)  14：00～ 

  会 場 ：ニューオーサカホテル(新大阪) 

○中国支部 

  日 時 ：2022年 6月 26日(日)  13：30～ 

  会 場 ：リーガロイヤルホテル広島 

○四国支部 

  日 時 ：2022年 6月 19日(日)  13：00～ 

  会 場 ：道後山の手ホテル 

○九州支部（本年秋に延期） 

  日 時 ：2022年 6月 25日(土)  17：00～ 

  会 場 ：博多魚宴 

 

◎会計監査（2021年度会計） 

  日 時 ：2022年 4月 20日(水)  11：00～ 

 

 

 

 

 

◎四役会議 

  日 時 ：2022年 5 月 10日(火)  13：30～ 

  日 時 : 2022年 10月 

日 時 : 2023年 1 月 

 

◎学内運営委員会 

  日 時 ：2022年 5 月 12日(木)  17：30～ 

  日 時 ：2022年 10月 

日 時 ：2023年 2 月 

 

◎理事会 

日 時 ：2022年 5月 14日(土)  10：00～ 

  日 時 ：2023年 2月 

 

◎支部長会議 

日 時 ：2022年 6 月 11日(土)  18：30～ 

 会 場 ：ホテル金沢 （全国定期総会終了後） 

 

◎工業会誌 第 74号 編集委員会 

日 時 ：2022年 9月～ 2023年 3月 随時 

           

◎工業会誌の発行      

第 73号：2022年 4月 20日 発行     

第 74号：2023年 4月 20日 発行予定 

 

◎ホームページ委員会 

日 時 ：2022年 4月 21日(木) 17：00～ 

日 時 : 2022年 5月  

 

◎ホームページの更新 

  1次：2022年 4月 28日 

  2次：2022年 5月 

3次：2022年 6月 

 

◎ホームカミングデー2022 (大学主催） 

 日 時 ：2022年 10月 15日(土)   

       

◎在学会員に対する海外渡航費の助成（未定） 

       （助成予算額 1,000,000円） 

2022年度中に海外で開催される学会で「研究発表」を 

行う者に対し、その渡航費用の一部を助成する。 

              

◎優秀学生・工業会奨励賞の表彰、 

   およびクラス委員の委嘱式  (工学部との共催) 

   日 時 ：2023年 3月 23日(木)  11：30～ 

   会 場 ：総合研究棟Ⅰ 13階会議室  

    

 



資料④-1

501 ～ 1,000 名 60,000 83.4%

1,001 ～ 1,500 名 70,000 75.0%

1,501 ～ 2,000 名 80,000 69.5%

2,001 ～ 2,500 名 100,000 61.2%

2,501 ～ 3,000 名 120,000 54.5%

3,001 ～ 3,500 名 140,000 48.9%

3,501 ～ 4,000 名 160,000 44.2%

4,001 ～ 4,500 名 200,000 35.9%

4,501 ～ 5,000 名 240,000 28.4%

5,001 ～ 5,500 名 280,000 21.8%

5,501 ～ 6,000 名 320,000 15.7%

6,001 ～ 6,500 名 360,000 10.2%

6,501 ～ 7,000 名 400,000 5.0%

7,001 ～ 名 440,000 0.0%

注記）

3. 会員数による配分額は会員 1名当たり 120円とし、該当する配分率により算出する。

4. 基本額と会員数による配分額の合計を事業補助費とする。

5. 以下、算出結果はＢ表による。

2. 地区支部は、該当する基本額の 60％を基本額とする。

　但し、福井支部・北陸支部は各地区支部の補助費を算出し、その合計額を支部補助費とする。

　　増し、2,001名以上は 20,000円増しとし、4,001名以上は 40,000円増しとする。

1.基本額は最低を 50,000円とし、会員数 501名～ 2,000名までは 500名刻みで 10,000円

近畿・東海

関東

福井

500 名 50,000

富山

石川・坂井

丹南

２０２２（令和４）年度　支部事業補助費算出基準表　　Ａ表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（支部名の＿は、地区支部を表わす）　　　　　　　

100%
北海道･東北・中国･四国･九州

新潟・奥越・嶺南
0 ～

会　員　数　（名） 基本額 （円） 配分率（％） 支　部　名 備　考



資料④-2

金額 ⑥

①x120円x⑤

北海道支部 47 50,000 100.0 5,640 55,700    

東北支部 91 50,000 100.0 10,920 61,000    

関東支部 3,925 160,000 44.2 208,182 368,200   

東海支部 5,461 280,000 21.8 142,860 422,900   

北陸支部 2,067 108,000 北陸支部計 302,300

（新潟地区） 93 50,000 30,000 100.0 11,160 41,200

（冨山地区） 534 60,000 36,000 83.4 53,443 89,500

（石川地区） 1,440 70,000 42,000 75.0 129,600 171,600

福井支部計 758,000

地区計    711,200

③＋⑥ 149,100    

④＋⑥ 140,700    

③＋⑥ 80,800     

④＋⑥ 74,800     

③＋⑥ 266,200    

④＋⑥ 249,400    

③＋⑥ 198,700    

④＋⑥ 189,100    

③＋⑥ 63,200     

④＋⑥ 57,200     

近畿支部 5,376 280,000 21.8 140,636 420,700   

中国支部 280 50,000 100.0 33,600        83,600    

四国支部 119 50,000 100.0 14,280        64,300    

九州支部 142 50,000 100.0 17,040        67,100    

合 計 24,307 各支部計 2,603,800

100.0 33,120（嶺南地区） 276 50,000 30,000 24,000

69.5

48.9 182,143

150,620

（福井地区） 3,104 140,000 84,000 67,200

（丹南地区） 1,806 80,000 48,000 38,400

50,760（奥越地区） 423 50,000 30,000

70,000 42,000 33,600

24,000 100.0

会員数による配分額　 補助費 ②+⑥

(北陸支部③+⑥)
(福井支部③+⑥)
(地区支部④+⑥)

百円未満切り上げ

２０２２（令和４）年度　支部事業補助費算出表　　Ｂ表

（金額 ： 円）　

支　部

会員数
(人数)

①

基本額
（円）

②

北陸・福井
支部の
基本額
 ②x0.6

③

福井支部の
地区支部

③x0.8

④

配分率（％）
⑤

(Ａ表より)

※（注記）　但し、本年度の補助費は

　　　　　　　　　　 ①支部総会を開催した場合   　×1.0

　　　　　　         ➁支部総会を開催しない場合　×0.7 　とする。

　 　　　　　　なお、会員数 500名までの支部は、①➁に関係なく　×1.0　とする。

(＠120円/1名当たり)

福井支部 6,799 234,000

75.0 107,100（坂井地区） 1,190



資料⑤

区分
2021年度
予算額

2021年度
決算額 (A)

2022年度
予算額 (B)

増 減 額
(B)-(A)

2,839,190 2,839,190 3,958,686 1,119,496

13,080,000 14,585,000 14,680,000 95,000

正会員会費 80,000 125,000 80,000 △ 45,000

准会員会費 13,000,000 14,460,000 14,600,000 140,000

1,387,000 1,387,000 1,335,000 △ 52,000

50 253 54 △ 199

14,467,050 15,972,253 16,015,054 42,801

17,306,240 18,811,443 19,973,740 1,162,297

11,300,000 9,889,388 12,400,000 2,510,612

会誌発行費 7,200,000 6,933,808 6,900,000 △ 33,808

定期総会費 600,000 0 600,000 600,000

支部事業費 2,300,000 1,810,600 3,400,000 1,589,400

支部連携費 0 0 300,000 300,000

学生支援費 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0

修学支援奨学金 0 0 0 0

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成費 200,000 144,980 200,000 55,020

170,000 163,514 180,000 16,486

4,810,000 4,654,282 4,830,000 175,718

事務用品費 50,000 24,707 30,000 5,293

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ関連費 300,000 203,731 300,000 96,269

印刷製本費 200,000 183,700 200,000 16,300

通信運搬費 260,000 258,044 300,000 41,956

事務員手当 4,000,000 3,984,100 4,000,000 15,900

200,000 145,573 200,000 54,427

100,000 0 100,000 100,000

16,580,000 14,852,757 17,710,000 2,857,243

726,240 3,958,686 2,263,740 △ 1,694,946

17,306,240 18,811,443 19,973,740 1,162,297

合　　　　　計

福井大学工業会 2022（令和4）年度一般会計収支予算書（案）

（2022年 4月 1日 ～ 2023年 3月31日）

 （単位：円、増減額の前年度決算額対比減は△）

 科　　　目 摘　　　　　　要

 前年度繰越金

収
入
の
部

 会費

 広告収入  会誌第73号の広告収入

 預金利子収入

小　　　計

小　　　計

次年度繰越金

合　　　　　計

支
 

出
 

の
 

部

 事業費

 会議費

 事務費

 封筒、払込取扱票、入会案内等

 電話、切手、はがき、ゆうメール等

 収支差額　△1,694,946円

 諸経費

 予備費

 リース費、トナー費等

 第73号22,000部　（第72号21,500部）

 補助費、講師謝礼

 支部補助費、役員旅費、支部長会
 議費 、総会招待費

 先生の支部派遣費または支部長の
 定期総会旅費

 海外渡航助成金、学生表彰 等

 更新費、委員会費

 理事会、学内運営委員会　等

 振込手数料、学内入構費、胸像地代等

 アルバイト経費含む
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福井大学工業会 本部 

 2022・2023年度 役員名列（案） 

 

顧 問    川上 英男  建築 28年卒  前理事長 

福井 一俊   応用物理 55年卒 

                工学部長 

 

理 事 長 

 

副理事長 

堀  照夫 

 

畑  孝幸 

繊維染料 44年卒 

 
産業機械 46年卒 

本部 

 

本部 

 

北海道支部長 羽深 久夫 建築   55年卒 北海道 

東北支部長 三藤 史郎 建築   40年卒 東北 

関東支部長 井上 眞一 電気   47年卒 関東 

東海支部長 谷口 卓司 機械    49年卒 東海 

北陸支部長 塚田 律夫 建築   40年卒 北陸 

福井支部長 前側  宏 電気   45年卒 福井 

近畿支部長 西谷 久美 情報   54年卒 近畿 

中国支部長 高田 明彦 建築   51年卒 中国 

四国支部長 植田 豊喜 電気   50年卒 四国 

九州支部長 藤田 吉廣 建築   47年卒 九州 

（支部長は副理事長を兼ねる） 

参 与 

元副理事長 奥居 稠朗 建築   37年卒 本部 

前副理事長 井上  彪 建築   35年卒 本部 

前北海道支部長 金森  登 建築   35年卒 北海道 

元関東支部長 北岡 昭八 機械   30年卒 関東 

元関東支部長 諏訪 俊光 電気   34年卒 関東 

元関東支部長 向當 宣昭 工業化学 43年卒 関東 

元関東支部長 本多 弘徳 電気   42年卒 関東 

元関東支部長 白嵜 真二 繊維   45年卒 関東 

元関東支部長 亀井 孝秋 建設   48年卒 関東 

前関東支部長 河崎 隆 産業機械 63年卒 関東 

元東海支部長 竹川 博康 電気   37年卒 東海 

元東海支部長 岸本 英樹 工業化学 41年卒 東海 

元東海支部長 中村 義治功 建築   36年卒 東海 

元東海支部長 山川 雅康 機械   32年卒 東海 

元東海支部長 青山 敏保 応用物理 40年卒 東海 

元東海支部長 大南 勝計 繊維   48年卒 東海 

元東海支部長 竹上 寅彦 繊維染料 46年卒 東海 

前東海支部長 高瀬 義市 建築   45年卒 東海 

前北陸支部長 前坂 雅男 建築   35年卒 北陸 

元近畿支部長 椿本 照夫 化学工業 23年卒 近畿 

元近畿支部長 橋本 正章 建築   35年卒 近畿 

前近畿支部長 藤田 正昭 建築   42年卒 近畿 

元中国支部長 佐古 昌彦 建築   35年卒 中国 

元中国支部長 中嶋  泰 建築   36年卒 中国 

元四国支部長 豊田 栄祥 建築   38年卒 四国 

前四国支部長 髙橋 浩一郎 建築   40年卒 四国 

   

  理 事 

小西 徹哉 建築   43年卒 北海道 

佐藤 英一 工業化学 47年卒 北海道 

乗京 秀満 機械   50年卒 北海道 

島本  顕 建築   41年卒 東北 

小松 義次 工業化学 47年卒 東北 

山村 泰規 環境設計 H12年卒 東北 

高橋 詔男 繊維   41年卒 関東 

山口 正志 機械   43年卒 関東 

野路  稔 工業化学 45年卒 関東 

斎藤 博治 電子   49年卒 関東 

植本 正太郎 建設   51年卒 関東 

前田 典彦 繊維   54年卒 関東 

植松 孝則 情報   56年卒 関東 

國枝  毅 建築   59年卒 関東 

河崎  隆 産業機械 63年卒 関東 

若林 和彦 建築   H2年卒 関東 

笹木 俊男 機械   H13年卒 関東 

福田 治男 工業化学 50年卒 東海 

江口 利文 繊維   50年卒 東海 

横川  信 機械   56年卒  東海 

浅井 俊和 建設   57年卒 東海 

中野 敬章 産業機械 59年卒 東海 

稲垣 敏彦 繊維染料 60年卒 東海 

高原 宏行 電気   62年卒 東海 

加藤 裕康 電子   H1年卒  東海 

高田 和政 応用物理 H3年卒 東海 

水野 輝一 電気   H5年卒 東海 

野村 昭仁 環境設計 H6年卒 東海 

村瀬 正彦 環境設計 H9年卒 東海 

安立 利光 電気   40年卒 北陸 

貴堂 泰輔 建築   43年卒 北陸 

三浦  裕 工業化学 43年卒 北陸 

平口 泰夫 建築   47年卒 北陸 

平間 謙介 建築   47年卒 北陸 

広瀬  徹 建築   47年卒 北陸 

大屋  修 建築   48年卒 北陸 

関  尚久 建築   49年卒 北陸 

若﨑 淨人 建築   51年卒 北陸 
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牧野 清二 建築   53年卒 北陸 

中谷 啓一 建設   54年卒 北陸 

山川 勇郎 建築   42年卒 近畿 

河井 恭一 建築   44年卒 近畿 

山内 栄司 繊維染料 46年卒 近畿 

加藤 正博 産業機械 47年卒 近畿 

楠本 恵一 機械   49年卒 近畿 

久山  譲 繊維   49年卒 近畿 

山出 清志 機械   50年卒 近畿 

江口 栄一 電気   54年卒 近畿 

大谷 寛治 建築   56年卒 近畿 

和田 武之 機械   58年卒 近畿 

中尾 倫明 建築   63年卒 近畿 

山本 章夫 建築   H3年卒 近畿 

北川 裕也 電子   H7年卒 近畿 

真下  亨 応用物理 41年卒 中国 

津田 眞祐 機械   42年卒 中国 

宮地  功 建築   48年卒 中国 

伊藤 和典  建築   62年卒 中国 

石脇 伸一 建築   63年卒 中国 

山脇 敏明 建築   45年卒 四国 

河野 宗一 繊維染料 53年卒 四国 

西岡 浄人 建築   54年卒 四国 

河井 信巳 建築   57年卒 四国 

佐藤 公和 建築   42年卒 九州 

岡林 隆敏 産業機械 44年卒 九州 

松尾 高一 建築   53年卒 九州 

 高原 健爾 電気   H2年卒 九州 

 吉田  剛 建築   40年卒 福井(福井) 

 手鹿 賢則 工業化学 43年卒 福井(福井) 

 松本 清次 電気   46年卒 福井(福井 

○ 岩井 善郎 産業機械 47年卒 福井(福井) 

 岡田 正一郎 電気   47年卒 福井(福井) 

○ 髙嶋  猛 建築   48年卒 福井(福井) 

 谷口 秀次 電子   48年卒 福井(福井) 

 野尻 悦嗣 建設   50年卒 福井(福井) 

○ 松木 延倫 繊維   50年卒 福井(福井) 

○ 清水 則明 繊維   51年卒 福井(福井) 

 松平 久芳 建築   51年卒 福井(福井) 

 坂井 隆夫 工業化学 52年卒 福井(福井) 

○ 牧野 和彦 機械   53年卒 福井(福井) 

○ 勝木 一雄 繊維染料 55年卒 福井(福井) 

 平田 貴一郎 機械   50年卒 福井(坂井) 

○ 柿本 精一 機械   52年卒 福井(坂井) 

 国京 克巳 建築   52年卒 福井(坂井) 

○ 柴田 勝博 機械   H7年卒 福井(坂井) 

 小西 健太郎 材料化学 H9年卒 福井(坂井) 

 米元 悟史 環境設計 H12年卒 福井(坂井) 

○ 岡田 孝一 繊染   44年卒 福井(奥越) 

 北川 賢一 建設   60年卒 福井(奥越) 

 小川 利男 建築   40年卒 福井(丹南) 

 河合 賢一 電気   41年卒 福井(丹南) 

○ 平井 康夫 電気   41年卒 福井(丹南) 

 天野 俊紀 電気   42年卒 福井(丹南) 

 大浦 成美 電気   42年卒 福井(丹南) 

○ 石田 多丸 産業機械 48年卒 福井(丹南) 

○ 天谷 幸弘 電気   55年卒 福井(丹南) 

 奥山 晋吾 機械   59年卒 福井(丹南) 

 田中 一法 産業機械 52年卒 福井(嶺南) 

○ 西本 整市 繊維染料 59年卒 福井(嶺南) 

○ 川本 義海 環境設計 H5年卒 大学 委員長 

○ 浅野 貴行 応用物理 H4年卒 大学 副委員長 

 鞍谷 文保 機械   55年卒 大学 

 小嶋 啓介 建設   58年卒 大学 

 田邊 英彦 応用物理 63年卒 大学 

○ 森  幹男 情報   H4年卒 大学 

 陳  競鳶 応用反応 H5年修 大学 

○ 菊地 吉信 環境設計 H8年卒 大学 

○ 古屋  岳 応用物理 H12年卒 大学 

○ 岡田 将人 機械   H13年卒 大学 

 金  在虎 材料化学 H13年修 大学 

○ 廣垣 和正 生物応用 H13年卒 大学 

○ 藤本 明宏 建築建設 H12年卒 大学 

 寺﨑 寛章 建築建設 H17年卒 大学 

 

監 事 

 大久保 貢 繊維染料 58年卒 大学 

 小林 勝幸 電気 50年卒 福井(福井) 

 山﨑 修二 建設 50年卒 福井(福井) 

 

◆ 名簿順位は卒業年、五十音順で記載 

◆ ○印は常任理事 

◆ 任期は2022年定期総会以降、2024年定期総会迄 
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