
１．通常総会
開催場所：タワーホール船堀 大ホール

２．理事会

議事� 審議事項 第１号議案 平成３０年度事業報告に関する件
（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）

開催年月日 議 案 結果

平成３０年
６月２１日�

１．審議事項
第１号議案
平成２９年度事業報告に関する件
第２号議案
平成２９年度収支会計報告に関する件
第３号議案
第１６期（平成３０・３１年度）役員選任
に関する件
２．報告事項
第１号
平成３０年度事業計画に関する件
第２号
平成３０年度収支予算に関する件

承認

承認

承認

了承

了承

回数
開催年月日
開催場所

議 案 結果

第１４５回 平成３０年
５月１８日�

東京工業大学
石川台１号
館４階
４５４号室

１．審議事項
１）第２４回（平成３０年度）通常
総会議案

２）平成２９年度事業報告および
収支会計（決算）

３）平成３０年度収支予算
４）関西支部平成２９年度事業報
告・決算案

５）東北・北海道支部平成２９年
度事業報告・決算案

６）東海支部平成２９年度事業報
告・決算案

７）専門委員会平成２９年度事業
報告・決算案

８）第２９回（平成３０年度）年次
大会

９）３０周年記念事業
１０）第２６回（平成３０年度）秋季

大会
１１）第３０回（平成３１年度）年次

大会
１２）第２７回（平成３１年度）秋季

大会
１３）第１６期理事メンバーリスト
１４）感謝状の贈呈対象
１５）若手奨励賞の実施方法と審査

用紙
１６）創立３０周年記念大会におけ

る行事
１７）FA財団の論文賞表彰候補論

文の推薦
１８）会員異動報告
２．報告事項
１）監査報告
２）アドバイザリーボード開催
３）企画委員会報告
４）編集委員会報告
５）論文編集委員会報告
６）財務委員会報告

承認

承認

承認
承認

承認

承認

承認

承認

承認
承認

承認

承認

承認
承認
承認

承認

承認

承認

了承
了承
了承
了承
了承
了承

第１４６回 平成３０年
６月２１日�

タワーホー
ル船堀
４階４０３
会議室

１．審議事項
１）理事の役割分担に関する件
２）各種委員会委員委嘱に関する

件
２．報告事項
１）理事会日程の件

承認
承認

了承

第１４７回 平成３０年
８月９日�

五反田文化
会館
会議室

１．審議事項
１）第２６回（平成３０年度）秋季
大会

２）第３０回（平成３１年度）年次
大会

３）第２７回（平成３１年度）秋季
大会

４）青木固技術賞及び技術進歩賞
募集

５）論文賞，青木固技術賞，技術
進歩賞委員および若手奨励賞
委員

６）平成３１年度学会誌広告募集
７）専門委員会通則
８）ナノセルロース・ナノカーボ

ン複合材料専門委員会
９）企画委員に関する件
１０）編集委員会に関する件
１１）会員異動報告に関する件
２．報告事項
１）第２９回（平成３０年度）年次
大会報告

２）総会議事録および臨時理事会
議事録

３）平成３０年第１回アドバイザ
リーボード

４）企画委員会報告
５）編集委員会報告
６）論文編集委員会報告
７）財務委員会報告
８）プラスチック成形加工学会構

成図修正の件

承認

承認

承認

承認

承認

承認
承認
承認

承認
承認
承認

了承

了承

了承

了承
了承
了承
了承
了承

第１４８回 平成３０年
１１月２６日�

浜松グラン
ドホテル２
階白鳥

１．審議事項
１）第３０回（平成３１年度）年次
大会

２）第２７回（平成３１年度）秋季
大会

３）第３１回（２０２０年度）年次大
会

４）「成形加工」誌の「製品技術
紹介欄」（会員サービス欄）活
性化

５）第１回（平成３０年度）「若手
奨励」賞選考委員会委員

６）３０周年記念事業最終決算
７）２０１９年度向けの賛助会員へ
の広告依頼および消費税
１０％に向けた対策

８）会員異動報告
９）新編集委員に関する件
２．報告事項
１）FA財団受賞報告
２）企画委員会報告
３）編集委員会報告
４）論文編集委員会報告
５）財務委員会報告

承認

承認

承認

承認

承認

承認
承認

承認
承認

了承
了承
了承
了承
了承
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開催年月日 開催場所

第１４４回 平成３０年６月７日� 東京工業大学

第１４５回 平成３０年９月６日� 東京都立産業技術研究センター

第１４６回 平成３１年１月２９日� 東京都立産業技術研究センター

第１４７回 平成３１年３月２９日� 東京都立産業技術研究センター

３．財務委員会
平成３１年１月３０日�
開催場所：五反田学会事務局

４．企画委員会

５．行事
５―１）第２９回年次大会（学会創立３０周年記念大会）成

形加工は新たなステージへ

開 催 日：平成３０年６月２０日�～６月２２日�
開催場所：タワーホール船堀（東京）

５―２）第２６回プラスチック成形加工学会秋季大会講演

「成形加工の扉を開けてみろ，世界は広いぞ．」

開 催 日：平成３０年１１月２６日�～１１月２７日�
開催場所：グランドホテル浜松（静岡県）

５―３）講演会

第１６４回講演会「最後に“超”を極める東大横井

研をのぞいてみよう」

開 催 日：平成３０年４月２６日�
開催場所：東京大学駒場キャンパス（東京）

第１６５回講演会「プラスチックリサイクル技術の

現状とこれから」

開 催 日：平成３０年７月２７日�
開催場所：東京工業大学（大岡山キャンパス）西９号館

コラボレーションルーム（東京）

第１６６回講演会（バイオインスパイアード技術と

成形加工～生物模倣から革新的技術へ～）

開 催 日：平成３０年１２月１０日�
開催場所：大阪産業創造館（大阪）

第１６７回講演会（プラスチック成形加工に役立つ

分析技術）

開 催 日：平成３１年１月１６日�
開催場所：東京工業大学大岡山キャンパス（東京）

第１６８回講演会（「最新の成形不良対策と品質向上

へのアプローチ」～寸法不良及びガス対策を中心

に～）

開 催 日：平成３１年２月１９日�
開催場所：東京工業大学大岡山キャンパス（東京）

５―４）成形加工実践講座シリーズ

第１９回「成形加工実践講座シリーズ（押出・混練編）

開 催 日：平成３１年３月１９日�
開催場所：東京都立産業技術センター本部（東京）

５―５）成形加工テキストシリーズ講座

第２３回成形加工テキストセミナー－第�巻「流す・形
にする・固める」＆第	巻「成形加工における移動現象」－
開 催 日：平成３０年１０月１１日�
開催場所：東京工業大学（大岡山キャンパス）（東京）

第２４回成形加工テキストセミナー－第５巻「先端成形

加工技術	」
開 催 日：平成３０年１１月７日�
開催場所：工学院大学新宿キャンパス２８F第１会議室

（東京）

５―６）共催行事

第１１回ナノカーボン実用化推進研究会

ナノテクノロジービジネス推進協議会，プラスチック成

形加工学会，産業技術総合研究所ナノチューブ実用化研

究センター

平成３０年９月１４日�，東京大学（東京）
第６６回レオロジー討論会

平成３０年１０月１７日�～１９日�，リファレンス駅東
ビル（福岡）

第３０回高分子加工技術討論会記念大会

平成３０年１０月２５日�，１０月２６日�，名古屋市工
業研究所（愛知）

第３０回記念 べにばなコンファランス

平成３０年１１月１日�，１１月２日�，花の湯ホテル
会議室（山形）

第１２回ナノカーボン実用化推進研究会

ナノテクノロジービジネス推進協議会，プラスチック成

形加工学会，産業技術総合研究所ナノチューブ実用化研

究センター

平成３１年３月５日�，東京大学（東京）

６．専門委員会
６―１）伸長プロセス専門委員会

委 員 長 鞠谷雄士（東京工業大学）

副委員長 斉藤雅春（KBセーレン）

幹 事 宝田 亘（東京工業大学）

第１４９回 平成３１年
３月５日�

五反田文化
会館
会議室

１．審議事項
１）平成３１年度事業計画および

収支予算案
２）第２５回（平成３１年度）通常

総会議案
３）第３０回（平成３１年度）年次

大会
４）第２７回（平成３１年度）秋季

大会
５）関西支部平成３１年度事業計

画および収支予算案
６）東北・北海道支部平成３１年
度事業計画および収支予算案

７）東海支部平成３１年度事業計
画および収支予算案

８）専門委員会設置期間延長願い
９）専門委員会平成３１年度事業

計画および収支予算案
１０）第２９回（平成３０年度）学会

賞（論文賞・青木固技術賞），
第６回技術進歩賞候補および
第１回若手奨励賞案

１１）消費税増税対策について
１２）著作権協会の件
１３）会員異動報告に関する件
２．報告事項
１）第２６回（平成３０年度）秋季

大会報告
２）企画委員会報告
３）編集委員会報告
４）論文編集委員会報告
５）財務委員会報告

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認
承認

承認

承認
承認
承認

了承

了承
了承
了承
了承
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開催年月日 開催場所

第２２１回 平成３０年４月６日� 五反田文化会館

第２２２回 平成３０年６月１日� 広島大学東京オフィス

第２２３回 平成３０年８月３日�，４日
 日本ゼオン一碧荘

第２２４回 平成３０年９月７日� 五反田文化会館

第２２５回 平成３０年１１月３０日� 広島大学東京オフィス

第２２６回 平成３１年１月２５日� 広島大学東京オフィス

第２２７回 平成３１年３月８日� 広島大学東京オフィス

論 文 題 目 受 賞 者 巻・号

熱可塑性ポリエステ
ルエラストマー成形
品の変形挙動

磯貝悠美子（東洋紡）
古市謙次 （東洋紡）
住山琢哉 （東洋紡）
山下勝久 （東洋紡）
野々村千里（東洋紡）

第２９巻
第５号

技 術 の 名 称 受 賞 者

脱揮および局所混練解析機能を
加味した二軸押出機のプロセス
支援型ソフトウェアの開発

富山秀樹（日本製鋼所）
福澤洋平（日本製鋼所）
木村嘉隆（日本製鋼所）
柿崎 淳（日本製鋼所）

レーザ微細溝加工を施した金属
と樹脂の直接接合技術の開発

菱沼 厚（ヤマセ電気）
佐藤昌之（ヤマセ電気）
山田 学（ヤマセ電気）
福島一美（アイネックス）

インライン製膜プロセスによる
新規成形用帯電防止易接着フィ
ルム

阿部 悠（東レ）
根本雅美（東レ）
高橋 育（東レ）

逆流防止リングの動作検出技術
と射出量安定化技術

�次 聡（ファナック）
内山辰宏（ファナック）
丸山淳平（ファナック）
白石 亘（ファナック）
石黒俊夫（ファナック）

技 術 の 名 称 受 賞 者

繊維Fabric の厚み方向浸透係
数測定装置の開発

木村 智（東邦化工建設）
小林正俊（本田技術研究所）

充填樹脂駆動のスライダによる
閉鎖機構を有する金型内ガス排
出装置

齊藤輝彦 （エコベント）
板垣敬志郎（エコベント）
中野 哲 （山形県工業技術センター）
泉妻孝迪 （山形県工業技術センター）

会員種別 名誉会員 正会員 学生会員 賛助会員 合計

平成３０年３月３１日 ７ １３１２ ６３ １６７社（１６９口）１５４９

平成３１年３月３１日 ７ １３０５ ７１ １６８社（１７０口）１５５１

差引増減 ０ －７ ８ １ ２

委 員 ３２名

６―２）射出成形CAE専門委員会

委 員 長 山部 昌（金沢工業大学）

副委員長 亀田隆夫（三光合成）

幹 事 高橋 進（日本大学）

委 員 ３１名

６―３）押出成形専門委員会

委 員 長 梶原稔尚（九州大学）

副委員長 石川 健（三菱ケミカル）

幹 事 田上秀一（福井大学）

委 員 ２３名

６―４）環境・リサイクル専門委員会

委 員 長 小寺洋一（産業技術総合研究所）

副委員長 河西純一（物質・材料研究機構）

幹 事 佐野慶一郎（関東学院大学）

委 員 １１名

６―５）新加工技術専門委員会

委 員 長 横井秀俊（東京大学）

副委員長 佐藤 勲（東京工業大学）

幹 事 斉藤卓志（東京工業大学）

委 員 ５４名

６―６）成形金型技術専門委員会

委 員 長 村田泰彦（日本工業大学）

副委員長 安齋正博（芝浦工業大学）

幹 事 安田 健（都立産業技術研究センター）

委 員 ３１名

６―７）発泡・超臨界流体利用成形加工技術専門委員会

委 員 長 秋元英郎（秋元技術士事務所）

副委員長 上園裕正（日本製鋼所）

幹 事 伊藤彰浩（京都市産業技術研究所）

委 員 ３５名

６―８）ナノセルロース・ナノカーボン複合材料専門委

員会

委 員 長 木原伸一（広島大学）

副委員長 仙波 健（京都市産業技術研究所）

幹 事 阿多誠介（産業技術総合研究所）

委 員 ３５名

７．出版
７―１）会誌編集委員会

７―２）論文編集委員会

平成３０年６月２２日�
開催場所：タワーホール船堀

平成３０年１１月２７日�

開催場所：グランドホテル浜松

７―３）会誌「成形加工」発行（第３０巻第５号～第３０巻

第１２号および第３１巻第１号～第３１巻第４号）

研究論文１５編，解説３２編，技術報告１１編，研究

総覧８編，その他 総頁数 ６５５頁

８．表彰活動
８―１）表彰活動

第２８回（平成２９年度）プラスチック成形加工学会

論文賞

贈賞式：平成３０年６月２１日�
タワーホール船堀 大ホール

第２８回（平成２９年度）プラスチック成形加工学会

「青木固」技術賞

贈賞式：平成３０年６月２１日�
タワーホール船堀 大ホール （順不同）

第５回（平成２９年度）プラスチック成形加工学会

技術進歩賞

贈賞式：平成３０年６月２１日�
タワーホール船堀 大ホール （順不同）

９．会員の異動状況
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１０．支部に関する件
１０―１）関西支部

支 部 長 徳満 勝久（滋賀県立大学）

副支部長 奥村 俊彦

（大阪産業技術研究所和泉センター）

中野 亮（東レエンジニアリング）

横山 敦士（京都工芸繊維大学）

幹 事 竹下 宏樹（滋賀県立大学）

会員 １３１名

活動報告

・支部総会 平成２９年５月１０日�開催
・支部役員会 ４回開催

・講演会 ４回開催

・講習会 １回開催

・基礎講座 １回開催

・若手セミナー １回開催

・ホームページ改訂

１０―２）東北・北海道支部

支 部 長 工藤 素（秋田県産業技術センター）

副支部長 佐藤 善之（東北大学）

早坂 宜晃（加美電子工業�）
菊地 時雄（福島県ハイテクプラザ）

幹 事 杉本 昌隆（山形大学）

会員 ６５名

活動報告

・支部総会 平成２９年５月１１日�開催
・支部役員会 １回開催

・講演会 ３回開催

・ホームページ改訂

１０―３）東海支部

支 部 長 古橋 洋（浜名湖電装）

副支部長 飯田 浩史（名古屋市工業研究所）

西郷 栄人（豊田合成）

榎本 和城（名城大学）

幹 事 中里 和市（ヤマハファインテック）

才村 匡（ブラザー工業）

馬場 教揮（三菱自動車工業）

会員 ９１名

活動報告

・支部総会 平成２９年６月１日�開催
・支部役員会 １回開催

・運営委員会 ５回開催

・講演会 １回開催

・ホームページ改訂
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