平成 29～30 年度役員候補者
理事候補者
№

氏名

1 穐山

浩

所属
国立医薬品食品衛生研究所

2 有薗幸司

熊本県立大学

3 猪飼誉友

愛知県衛生研究所

4 石井里枝

埼玉県衛生研究所

5 伊藤

山崎製パン(株)

誠

6 伊藤勇二

キリン(株)

7 上田泰人

神戸市食品衛生検査所

8 川合祐史

北海道大学

9 木村

凡

東京海洋大学

10 清瀧兼司

森永乳業(株)

11 黒田和彦

(株)森永生科学研究所

12 香村正徳

味の素（株）

13 小堤大介

(株)明治

14 小西良子

麻布大学

15 芝

サントリーMONOZUKURI エキスパート(株)

弘孝

16 高野伊知郎 東京都健康安全研究センター
17 髙橋

智

名古屋市立大学

18 寺嶋

淳

国立医薬品食品衛生研究所

19 永富康司

アサヒグループホールディングス(株)

20 中西

就実大学

徹

21 永山敏廣

明治薬科大学

22 堀江正一

大妻女子大学

23 宮下

キユーピー(株)

隆

24 森本隆司

三栄源エフ・エフ・アイ(株)

25 山川宏人

(株)日清製粉グループ本社

監事候補者
26 杉本敏明

(一財)日本食品分析センター

27 山﨑

実践女子大学

壮

様式１号（役員等選考委員会運営要領第７条関係―一般理事選出用）
平成 29～30 年度役員等選考報告書（一般理事）
平成 ２９年 ４月 ２１日
役員等選考委員会
委員長

木村 凡

公益社団法人の新しい定款において理事 15～25 名と定められており、このうち企業理事
11 名、ブロック担当理事 6 名を除くと、一般理事の人数は最大で 8 名となる。この 8 名の
候補者について、平成 28 年度第 1 回理事会（4 月 22 日）が制定した役員等候補者選考の基
準（一般理事）に基づき、本学会を構成する専門分野に関する学識を備え、学会における中
枢的活動を適切かつ効果的に運営することができる者について、化学系・微生物系等の専門
分野、行政との連携、性別等のバランスを考慮して総合的に選出を行った。
記
１ 理事（一般理事）候補者氏名（五十音順）
穐山 浩（国立医薬品食品衛生研究所）
石井里枝（埼玉県衛生研究所）
木村 凡（東京海洋大学）
小西良子（麻布大学）
髙橋 智（名古屋市立大学）
寺嶋 淳（国立医薬品食品衛生研究所）
永山敏廣（明治薬科大学）
堀江正一（大妻女子大学）
２ 選考の理由
選考における最重要な観点として、学会における中枢的活動を適切かつ効果的に運営す
ることができる者とし、これまでの学会運営への貢献度が高く、また、次期理事会において
も貢献が期待できる候補者を中心に選考を行った。この観点で選考を行った結果、今回の理
事候補者の専門分野バランスは、化学:微生物学:医学のバランスが 4：3：1 となった。ま
た、同様に行政との連携については、化学と微生物それぞれに国立研究所の理事が 1 名ずつ
となった。性別のバランスについては、男性対女性のバランスは３：１となった。なお、こ
れらの専門分野、行政との連携、男女バランスについては、バランスを考慮して選考したも
のの、8 名という限られた理事の選考のため結果的に生じたバランスであり、このバランス

ありきで選考したわけではない。
選考された理事候補者はいずれも、本学会を構成する専門分野に関する学識を備え、且つ
学会における中枢的活動を適切かつ効果的に運営することができる者としてこれまでに実
績があり、さらに、次期の理事会活動においても本学会の中枢活動を担うことが期待できる
と判断したことから、平成 29～30 年度一般理事候補者として決定した。
３ 選考の過程
【第 1 回役員等選考委員会】平成 28 年 1 日 19 日（火）
１．委員長の選出（木村副会長）
２．一般理事の選出について、公平性と透明性を担保するための方策について協議。
【第 2 回役員等選考委員会】平成 28 年 4 月 5 日（火）
１．役員等選考委員会運営要領の一部改正（候補者の選考基準、選考の理由、および選
考の過程を会員に公表しなければならないことを運営要領に追記）
２．役員等選考の基準（案）の制定
※上記１．２につては平成 28 年度第 1 回理事会（4 月 22 日）にて承認
【第 3 回役員等選考委員会】 平成 28 年 9 月 28 日（木）
平成 29～30 年度一般理事の選出の具体的日程と手順（審議・決定）
【第４回役員等選考委員会】 平成 28 年 11 月 22 日（火）
平成 29～30 年度一般理事の選出（審議・候補者案決定）
（参考）役員等選考委員会委員
木村（委員長）
、石井、小西、永山、堀江各委員
以上

平成 29～30 年度役員等選考報告書
（企業理事・ブロック担当理事・監事・学会活性化委員）
平成 ２９年 ４月 ２１日
役員等選考委員会
委員長

木村 凡

企業理事 11 名、地方ブロック担当理事 6 名、監事 2 名について、役員等候補者選考の基準に基づき選
出を行った。
記
１

理事・監事候補者氏名
（企業理事）
（五十音順）
伊藤 誠 山崎製パン(株)食品安全衛生管理本部
伊藤勇二 キリン(株)
清瀧兼司 森永乳業(株)分析センター
黒田和彦 (株)森永生科学研究所
香村正徳 味の素（株）
小堤大介 (株)明治 研究本部
芝 弘孝 サントリービジネスエキスパート(株)
永富康司 アサヒグループホールディングス(株)
宮下 隆 キユーピー(株)
森本隆司 三栄源エフ・エフ・アイ(株)
山川宏人 (株)日清製粉グループ本社
（ブロック担当理事）
川合祐史 北海道大学（北海道・東北）
高野伊知郎 東京都健康安全研究センター（関東）
猪飼誉友 愛知県衛生研究所（東海・北陸）
上田泰人 神戸市食品衛生検査所（近畿）
中西 徹 就実大学薬学部（中国・四国）
有薗幸司 熊本県立大学（九州・沖縄）
（監事）
杉本敏明 (一財)日本食品分析センター
山﨑 壮 実践女子大学
（学会活性化委員）
別紙

２

選考の理由および過程
選考された理事、監事、および学会活性化委員候補者はいずれも、役員等候補者選考の基準に照らし

合わせて最適任者であると判断したことから役員等選考委員会として決定した。
以上

