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日本工学アカデミーの基本理念、使命及び基本方針

　日本工学アカデミーは、21世紀において持続可能な発展をする社会の実現に向けた貢献をす
るため、その役割と活動に関する基本理念、使命、そして基本方針を以下の通り定める。

（１） 基本理念
　　 日本工学アカデミーは、「未来社会を工学する」（Engineer the Future）というスローガン

を設定し、人類の安寧とより良き生存に貢献する姿勢を内外に示してきた。この姿勢は、
未来社会をデザインし、科学と技術開発の成果を社会に実装し、その結果を評価して、次
のデザインにつなげるという循環モデルを内包する。これは、2016年に国際工学アカデミー
連合（CAETS）が、“Engineering a Better World”をスローガンと決めたことや、SDGs
における中心テーマである“STI（科学技術イノベーション）for SDGs”と軌を一にする。
ここでは、視座を経済利益の優先から人間を中心に据え直す点で共通している。このよう
な点を踏まえ、「人類の安寧とより良き生存のために、未来社会を工学する」という従来の
考えを、基本理念として再確認する。

（２） 使命
　　 公益社団法人日本工学アカデミーは、広く大学、産業界及び国の機関等において、工学及

び科学技術、並びにこれらと密接に関連する分野に関し顕著な貢献をなし、広範な識見を
有する指導的人材によって構成し、人類の安寧とより良き生存に向けて、工学及び科学技
術全般の進歩及びこれらと人間及び社会との関係の維持向上を図り、我が国ひいては世界
の持続的発展に資することを使命とする。

（３） 基本方針
　　 ①専門家集団としての政策提言活動を積極的に推進する。 

②海外関係機関との連携・交流活動を強める。 
③次世代の指導的人材を育成する。 
④人びとの科学技術活用能力の向上を支援する。 
⑤以上のために、あらゆる壁を越えた共創を拡大する。

 これからの日本工学アカデミーの役割
 2017年11月22日 日本工学アカデミー理事会
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　新型コロナウイルス感染症がいまだ終息に
至りません。日本は遅れていたデジタル化がパ
ンデミックでようやく加速し始めましたが、欧
米や中国には大きく引き離されたままです。株
式市場ではデジタル分野のGAFAやマイクロソ
フトの評価が高まり、たった5社で東証1部上場
企業全体の時価総額を上回ってしまいました。
マーケットが示す方向性は明らかです。日本は
分野を問わずデジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）に取り組み、新たな価値の創造を加速
していく必要があるでしょう。
　今般のパンデミックは、たかだか大きさ100
ナノメートル程度の核酸とタンパク質と脂質の
組み合わせが、フィジカル空間において人類に
牙をむいてきた事象だと捉えることができます。
ワクチン開発などリアルの領域における技術革
新が重要ですが、データ分析や大規模シミュ
レーションなどデジタル技術を活用したバー
チャルの領域における貢献も大きなものとなっ
てきています。政治と科学の連携も欠かせませ
ん。しかもパンデミックはこれからの長い人類
の歴史の中で繰り返される危険性が高いと言わ
れています。自然科学だけでなく人文社会科学
も含めて多岐にわたる知見を総動員し、組織・

分野・国境の壁を越えた連携をますます加速し
ていくことが求められるでしょう。
　菅内閣は昨年10月に「2050年カーボンニュー
トラル」の実現を表明しました。そして今年4
月には「2030年度に温室効果ガスを2013年度比
46%削減」と目標設定しましたが、これはCO 2

等量で2019年度比4.5億トンの削減が必要である
ことを意味し、2019年度のエネルギー転換部門
のCO 2 排出量をゼロにしてもまだ足りないほど
の困難なハードルです。地球温暖化は人類の存
亡を脅かすグローバルアジェンダです。カーボ
ンニュートラル実現には、リアルテクノロジー
によるイノベーション創出と着実な社会実装が
欠かせず、日本のアカデミアや産業界が果たす
べき役割はより大きなものとなるでしょう。し
かも、革新的なイノベーションばかりに期待を
寄せるわけにはいかず、化石燃料を大量に消費
することを前提とした従来の常識を見直し、国
民一人ひとりが価値観のベクトルを逆転すべき
ときが来ています。「逆産業革命」とも言える動
きを加速していかなければならないでしょう。
　「デジタル」、「パンデミック」、「カーボンニュー
トラル」、これら全てに工学は深く関わっており、
文理を超えた様々な分野の専門家が連携して取
り組んでいく必要があります。広範な識見を有
する指導的人材によって構成される日本工学ア
カデミーへの期待はますます高まってきていま
す。今こそ会員の皆様の知を結集した「総合知」
により、人類の安寧とより良き生存のために、
未来社会を工学していこうではありませんか。

2021年6月1日
（公社） 日本工学アカデミー　会長

小　林　喜　光

日本工学アカデミーへの期待
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1．2020年度の総括

　日本工学アカデミー（以下、「EAJ」とする）
は、創立30周年（2017年）を機に、21世紀にお
いて持続可能な発展をする社会の実現に向けた
貢献をするため、「Engineer the Future」、人
類の安寧とより良き生存のために、未来社会を
工学する、を基本理念とし、広く大学、産業界
及び国の機関等において、工学及び科学技術、
並びにこれらと密接に関連する分野に関し顕著
な貢献をなし、広範な識見を有する指導的人材
によって構成し、人類の安寧とより良き生存に
向けて、工学及び科学技術全般の進歩及びこれ
らと人間及び社会との関係の維持向上を図り、
我が国ひいては世界の持続的発展に資すること
を使命とした。
　これらを踏まえ、定款第4条に定める下記5事
業を、より自律的、円滑に推進し、新たな価
値、成果を生み出す実践的な協働活動を推進す
べく、「日本工学アカデミーの将来構想」（2018
年11月22日）をまとめた。

（1） 創造的革新技術の萌芽の模索、評価等によ
る、先見性・創造性のある基礎研究の推進
のための調査研究、提言等に関する事業

（2） 社会、産業界、学界が工学及び科学技術に
関する分野で直面している具体的問題の把
握とその解決に関する事業

（3） 工学及び科学技術に関連する問題について
の普及啓発活動に関する事業

（4） 工学及び科学技術の分野における国際交流
の推進に関する事業

（5） その他本法人の目的を達成するために必要
な事業

　2019年度は、予算計画を含む「年間活動計画」
に基づく自主的な活動様式が定着し、緊急提言
2019や第2回EAJフォーラム、国際連携シンポ
ジウム、第3回ジェンダーシンポジウム、支部
主催講演会、ホームページの充実、ニュースレ
ター配信などによる会員メリットの向上など、

将来構想の実現に向けて大きな前進があった。
2020年6月2日㈫には会員が一堂に会する形での
総会開催、理事監事の改選が予定されていた
が、2019年11月末に新型コロナウィルス感染症

（COVID-19）によるパンデミックが発生し、採
択については議決権行使を基本とし、オンライ
ンを活用しての開催とするなど、計画の大幅な
変更が必要となった。理事監事の改選が承認、
可決され、阿部博之会長から、退任に際し2期4
年を振り返ったご挨拶があり、本年総会は閉会
となった。総会終了に続いて、新役員からなる
第1回理事会が開催され、小林喜光新会長ほか、
副会長、専務理事、常務理事などの新役員が選
出され、新会長から、多様な会員の皆様の英知
を結集して共創・協働することで、これらの地
球規模の各種課題の解決に向けた大きな貢献を
すべく、以下の3方針が示された。①工学・科
学の広範な知見に基づいて、羅針盤となる政策
提言を発信する。②自然科学と人文・社会科学
の垣根をも越えた共創のための場を構築する。
③多様な会員の充実を図り、未来社会のデザイ
ンに新たな息吹を吹き込む。
　2020年度は以上の環境変化のなかで、この機
を「Engineer the Future」早期具現化の大きな
チャンスと捉え、上記5事業をデジタル技術を
活用して推進し、以下の点で大きな前進があっ
た。
　a） EAJフォーラム、賛助会員ラウンドテー

ブル、若手リーダー塾、賀詞交歓会など
コロナ禍で変更を余儀なくされたEAJ諸
事業の再開

　b） 政策共創推進委員会の新設、第3次緊急
提言作成着手、ポストコロナ検討委員会
提言作成着手など、工学・科学などの広
範な知見に基づいて、羅針盤となる政策
提言発信の準備開始

　c） オンライン会議システムの拡充などデジ
タル化の推進、オンライン会議デジタル
資産の有効活用が可能な会員専用ホーム

2020年度 事業報告
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ページの新設、事業報告、EAJ　News、
プロジェクト報告などの英文化促進によ
るグローバル化対応の強化など共創の場
基盤の強化

　d） 賛助会員を含む多様な会員の充実、新会
員ガイダンスの導入、新規プロジェクト
テーマ会員アンケートの実施など、未来
社会のデザインに新たな息吹を吹き込む
ための基盤強化

　以下に各事業の詳細をまとめる。なお文末の
（事業1 〜 5）は定款第4条記載の5事業を示す。

2．法人運営に係わる活動

2−1）企画推進活動
（1）社員総会　
　2020年度はコロナ禍のため、会員が一堂に会
する形での総会開催が困難となり、採択につい
ては議決権行使を基本とする第8回（通算第24
回）定時社員総会を2020年6月2日㈫に開催した。
定款第15条の規定により阿部博之会長が議長を
務め、議長はWEB会議システムにより、出席
者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者
が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明
が互いにできる状態となっていることを確認し
て、EAJ定款第4条5事業全般の運営にかかわる
重要議案の審議に入った。当日在籍正会員800
名中、委任状・議決権行使書提出者を含む出
席 正会員511名が確認され、定款第17条の規定
を満たしており、総会は成立している旨報告が
あった。引き続き、定款第19条2項が規定する
議事録署名人として、議長に加え、議長提案の
永野博理事、長井寿理事が異議なく選出された。
議事は下記の通りである。
　第1号議案、2019年度（自平成31年4月1日至
令和2年3月31日事業報告について説明があり、
出席正会員511名、賛 511名、否 0名、無効 0名
により、承認、可決した。続いて、第2号議案
2019年度（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）
収支決算についての説明と、日野光兀監事から、
業務及び会計が適正に処理されている旨の監査
報告があり、出席正会員511名、賛 511名、否 0名、
無効 0名により、承認、可決した。第3号議案

役員選任については、本定時社員総会終結のと
きをもって理事監事全員が退任となるため、改
選の必要があること、理事候補三島良直氏から
自己都合により辞退の報告があった旨も含めて
候補者の説明があり、出席正会員511名、賛507
名、否 0名、無効 4名により、承認、可決した。
2020年度事業計画と収支予算についての報告の
あと、阿部会長から、退任に際し2期4年を振り
返ったご挨拶があり、本年総会は閉会となった。
以上の総会議事は議事録にまとめられ、議長及
び議事録署名人に署名、押印された。
　なお、閉会後、2018年から2020年の間に会員
推薦に多大な貢献をいただいた東北大学名誉教
授の神山新一会員に感謝状を授与する件につ
き、事務局から紹介があった（事業1 〜 5）。

（2）理事会
　通常理事会を5回（2020年5月12日㈫、2020年
6月2日㈫、2020年7月7日㈫、2020年11月13日㈮、
2021年2月8日㈪）開催し、EAJ定款第4条5事業
全般の運営にかかわる重要事項について審議・
議決した。なお、2020年6月2日㈫に開催された
第8回（通算第24回）定時社員総会により理事監
事の改選が承認、可決され、総会終了に続いて、
新役員からなる第1回理事会が開催され、小林
会長ほか、副会長、専務理事、常務理事などの
役員が選出された。改選前後の役員は下記の通
りである。
　2020年度の主な議決事項は、2020年度定時社
員総会における決議案（2019年度事業報告、収
支決算、監査報告、役員選任）、コロナ禍で変
更を迫られた諸事業の対応策、コロナ禍での
2020年度事業計画と収支予算、グローバル化・
デジタル化対応、役員分掌、内閣府監査対応、
正会員・客員会員・賛助会員の入会、会員選考
委員選任、委員会・プロジェクト等の設置と委
員長・リーダーの選任、提言案などである。主
な報告事項は、各委員会、プロジェクト、支部・
地区などの活動報告、他団体主催行事に対する
協賛・後援依頼等である。なお、11月および2
月理事会では、会長、副会長、専務理事および
常務理事による自己職務執行状況報告がなされ
た（事業1 〜 5）。
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改選前役員
　会長：阿部博之
　副会長（会長代理）：中村道治
　上級副会長：小泉英明
　副会長：中西友子、嘉門雅史、小林喜光
　専務理事：永野博
　常務理事：長井寿、大江田憲治（常勤）
　理事： 有川節夫、石塚勝、王碩玉、太田光一、

岡田益男、小野寺正、北村隆行、久間
和生、小堀洋美、佐伯浩、坂田東一、
高松洋、田中敏宏、辻篤子、辻佳子、
中島義和、橋本正洋、馬場直志、林 
秀樹、原山優子、日野伸一、宮城光信、
村上秀之

　監事：谷口功、日野光兀
改選後役員
　会長：小林喜光
　副会長（会長代理）：嘉門雅史
　副会長：久間和生、原山優子、菱田公一
　専務理事：城石芳博
　常務理事：森本浩一、睦哲也（常勤）
　理事： 天野玲子、石川憲一、江村克己、岡田

益男、笠原博徳、神本正行、北村隆行、
倉持隆雄、小山珠美、佐伯浩、坂田東
一、平朝彦、高松洋、田中敏宏、辻篤
子、辻佳子、中島義和、橋本正洋、馬
場直志、林秀樹、平尾明子、村上雅人、
八重樫武久、安浦寛人、安永裕幸

　監事：谷口功、日野光兀

（3）企画運営会議
　2020年度内に、8回（2020年4月15日㈬、2020
年6月17日㈬、2020年7月1日㈬、2020年9月14日
㈪、2020年11月4日㈬、2020年12月9日㈬、2021
年2月1日㈪、2021年3月15日㈪開催し、その都度、
EAJ定款第4条5事業全般の運営にかかわる重要
事項・課題の審議、確認を行った。なお、2020
年6月2日㈫に開催された第8回（通算第24回）定
時社員総会により理事監事の改選が承認、可決
され、さらに総会後に開催された理事会で新役
員が選出されたため、2020年度の委員は下記の
通りとなった。
　主な審議案件は、2019年度事業報告、予算執

行状況確認、役員選任案、コロナ禍で変更を迫
られた諸事業の対応策案、コロナ禍での2020年
度事業計画と収支予算案、グローバル化・デジ
タル化対応案、役員分掌案、内閣府監査対応案、
賛助会員などの入会案、会員選考委員選任、政
策共創推進委員会設置案など委員会・プロジェ
クト等の設置案と委員長・リーダーの選任案、
提言案などである。また併せて、各委員会、プ
ロジェクト、支部・地区などの活動状況、他団
体主催行事に対する協賛・後援依頼等である報
告事項の確認も行い、これらを理事会に上程し
た（事業1 〜 5）。

改選前
　委員長：阿部博之
　委員長代理：永野博
　委員： 大江田憲治、亀井信一、嘉門雅史、小

泉英明、小林喜光、長井寿、中西友子、
中村道治、林秀樹

改選後
　委員長：小林喜光
　委員長代理：城石芳博
　委員： 嘉門雅史、久間和生、原山優子、菱田

公一、睦哲也、森本浩一、中島義和、
林秀樹

（4）企画推進グループ
　コロナ禍、さらに役員が新体制となる1年度
目の活動として、以下の通り、（A）法人運営に
係る活動では、財務・事務機能強化委員会、会
員強化委員会と連携し、組織基盤安定化の企画・
推進を支援、（B）公益目的事業に係る活動では、
EAJ内の各事業間、産学官の連携強化を促進す
ることで、EAJ定款第4条5事業全般の運営にか
かわる、EAJならではの活動の企画・推進を実
施した（事業1 〜 5）。

（A）法人運営に係る活動
　組織基盤安定化による共創活動の活性化をめ
ざし、以下の活動を行った。
　①　 多様な会員による共創活動活性化をめざ

し、財務・事務機能強化委員会、会員強
化委員会などと連携し、新分野での新規
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賛助会員などの計画的な増強を支援（事
業5）。

　②　 コロナ禍での活動活性化をめざし、広報
委員会と連携し、EAJ運営のデジタル化、
オンライン化を支援（事業5）。

（B）公益目的事業に係る活動
　EAJ内の各事業間、産学官の連携強化を促進
することで、EAJ定款第4条5事業全般の運営に
かかわる、EAJならではの以下の活動の企画・
推進を実施した。
　①　 オンライン賀詞交歓会の企画、運営を支

援（事業5）。
　②　 創造的革新技術の萌芽の模索、先見性・

創造性のある基礎研究、社会、産業界、
学界が工学及び科学技術に関する分野で
直面している具体的問題の把握とその解
決に関するプロジェクトテーマ候補など
の関するアンケート調査の企画、政策提
言員会、会員強化委員会、広報委員会、
財務・事務機能強化委員会と連携した調
査を実施し、活動に反映（事業1）（事業2）。

　③　 工学及び科学技術に関連する問題につい
ての普及啓発、共創活性化のためのオン
ライン談話サロンを企画、科学技術イノ
ベーション2050委員会、政策共創推進委
員会と連携し2回実施（事業3）。

　④　 新入会員ガイダンスを企画、会員選考員
会、会員強化委員会、財務・事務機能強
化委員会などと連携して実施（事業5）。

　⑤　 コ ロ ナ 禍 で 延 期 と な っ て い た、EAJ
フォーラム、若手リーダー塾、賛助会員
ラウンドテーブルなどのEAJ主催活動の
企画・推進を支援（事業3）。

　⑥　 グローバル活動の強化をめざし、諸資料
英文化などを企画、財務・事務機能強化
委員会、広報委員会、政策提言員会、事
務局などと連携し推進を支援（事業4）。

　⑦　 会員広報委員会と連携し、ホームページ
刷新、会員専用ホームページ新設などを
支援（事業5）。

　⑧　 ジェンダー委員会と連携し、会長との意
見交換会開催などを支援（事業2）（事業

5）。
　リーダー：城石芳博、
　委員： 長期ビジョン・事業計画担当：城石芳

博、プロジェクト担当：中山智弘、藤
田豊久、城石芳博、人材育成担当：橋
本正洋、行事企画担当：小田俊理、長
瀬公一、大江田憲治

　アドバイザー：中村道治

2−2）組織基盤増強活動
（1）会員選考委員会
　新型コロナ禍の影響を受けて、メール審議な
らびにZOOMによるオンライン会議を実施し
た。4月の選考委員会はZOOMシステムの確立
前であったことから休会とし、本年度は都合3
回のオンライン会議を開催し、会員候補者の入
会審査を行った。正会員数は、2020年度当初の
800名に対して、2020年度末には832名（2021年
3月15日現在・暫定）となった。国内に活動基
盤を持つ外国籍の客員会員は2020年度当初の17
名から、26名（2021年3月31日現在）に及んでい
る。「会員選考委員会規程」に基づく選考委員
会委員構成の刷新については、主査の交代を含
めてほぼ順調に進んでいる。
　さらに昨年度整備された会員強化委員会との
連携を密にして、専門分野ごとに正会員の多様
性を獲得するように努めている（事業5）。

〈2020年度の会員推移〉
正会員（人） 客員会員（人） 賛助会員

（社・団体）
2020年度初 800 31 47
入会 49 12 7
退会 12 0 1
逝去 5 0 −
2020年度末 832 43 53

　委員長：嘉門雅史
　幹事：長我部信行、菱田公一
　第1分野 主査：久保司郎
 委員：岸 本喜久雄、小菅一弘、福山

満由美、光石衛
　第2分野 主査：臼田誠次郎
 委員：北村守、保立和夫、横山直樹
　第3分野 主査：西嶋昭生
 委員： 佐伯とも子、月橋文孝、堤康
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央、古原忠、村上秀之
　第4分野 主査：道奥康治
 委員： 天野玲子、小泉秀樹、塚原健

一、西谷章
　第5分野 主査：大久保泰邦
 委員：瀬川浩司、辰巳敬、本島修
　第6分野 主査：桑原裕
 委員：伊藤聡、小林直人
　第7分野 主査：長棟輝行
 委員：小堀洋美、関実、橋本せつ子
　第8分野 主査：田辺孝二
 委員： 倉持隆雄、小山珠美、坂田一

郎、安永裕幸

（2）会員強化委員会
　会員強化委員会は会員選考委員会に連動させ
た日程で、第1回：2020年7月29日、第2回：9月 
9日、第3回：12月3日、第4回：2021年3月8日に
開催した。委員会では、個人会員と賛助会員の
入会状況と推薦状況の把握にもとづいて、会員
発掘と推薦活動の進め方について議論を進め
た。また、会員が所属する分野や業界の拡大法、
会員のEAJ活動への参加の促進施策などの課題
について議論を行った（事業5）。
　委員長： 石原直【幹事】大江田憲治【アドバ

イザー】中村道治
　委員： 睦哲也、辻佳子、関谷毅、馬場直志、

太田光一、田中敏宏、高松洋、柚原 
義久、藤野陽三、森本浩一、城石芳博、
近藤玲子、伊藤裕子

（3）財務・事務機能強化委員会
　活動全般の基盤確保と会員の多様化推進を念
頭に置き、新規賛助会員獲得活動を積極的に展
開した。その結果、新たに7社の賛同が得られ、
賛助会員会社数は53社に増加した。それに伴い、
個人会員数の増加と相まって、個人会費と賛助
会費がバランスする安定した財政基盤を維持す
ることが出来た。
　コロナ禍が継続する中、新常態における公益
目的事業の在り方を模索する一方、潤沢な資金
を活用して、懸案であった会員、賛助会員への
更なるサービス向上や、デジタル化・グローバ

ル化対応の加速を目指し、HPの改変、デジタ
ルコンテンツの再利用、報告書やEAJ NEWS
の英語化等の付加価値向上を支援することが出
来た。
　また、週一回の事務局定例打合せを通じ、事
業全般に関する情報や問題点の共有に努め、小
規模体制ながらチームワークを駆使すること
で、経理処理、事務業務の一層の効率化、平準
化の実現を心掛け活動した（事業5）。
　委員長：睦哲也
　委員：城石芳博、森本浩一、井上幸太郎
　顧問：中村道治、永野博

3．公益目的事業に係わる活動

3−1）委員会活動
（1）政策提言委員会
　ほぼ隔月で委員会を開催し、科学技術動向や
社会課題などを勘案しながら候補テーマの体系
化を図り、EAJが取り組むべき先見的、創造的
な提言に結び付く課題の検討とプロジェクトの
探索を行った。「海洋研究の戦略的推進（リー
ダー：藤井輝夫、森本浩一）」、「立法府とアカ
デミアの知的情報共有に関する調査・試行研究

（リーダー：永野博）」、「未来社会と工学教育
（リーダー：光石衛、PO：中村道治、幹事：赤
津雅晴、石原直、大土井智、北村隆行、佐々木
直哉、中須賀真一、原田香奈子。山崎美稀）」、 

「デジタル革命時代の日本のモノづくり（リー
ダー：佐々木直哉、幹事：善本哲夫、古川英光、
中谷光男）」および「アジアバイオマスプロジェ
クト（リーダー：西嶋昭生、PO：安永裕幸）」
の5つの政策提言プロジェクトにおいて提言書
をまとめ発表した。報告書については、EAJの
ホームページなどで公開予定である。
　また、「海洋プラスチック研究プロジェクト

（リーダー：橋本正洋）」および「人と機械の共
生社会のデザイン（リーダー：萩田紀博、副
PL：淺間一、幹事：橋本隆子、野中洋一）」政
策提言プロジェクトを立ち上げるとともに、「新
型コロナウィルス後の科学技術イノベーション
のあり方（共同議長：原山優子、永井良三）」お
よび「インクルーシブなSTEM研究環境の構築
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（リーダー：牧原出、副PL：熊谷晋一郎、PO：
長井寿）」など社会情勢や要望を鑑みた政策提
言プロジェクトも立ち上げた。各政策提言プロ
ジェクトにおいて進捗確認を行うとともに、成
果物とりまとめのための審査・助言を行った。
　さらに、「レジリエント電力ネットワーク」、

「少子高齢社会の望ましいあり方（仮称）」、「デー
タ駆動型研究開発分野の人材育成」の政策提言
プロジェクトについても発足検討中である（事
業1 〜 5）。
　担当理事：菱田公一
　委員長：中島義和
　委員： 淺間一、大澤隆男、長谷部信行、小林

信一、城石芳博、長井寿、永野博、中
村道治、中山智弘、原山優子、菱田公
一、森本浩一、安浦寛人、安永裕幸

　委員会開催日： 6/14、6/15（分割開催）、
　　　　　　　　 7/16、8/31、10/30、1/28、

3/1（いずれもオンライン開
催）

（2）科学技術イノベーション2050委員会
　2019年度の議論を受け、解決すべきテーマや
課題を特定するとともに、そのために必要な技
術に対し、実現に向けたパスウェイを議論する
ためのワークショップを開催する。技術が支え
る社会イノベーションのロードマップならび
に、持続可能な社会を実現するためのアクショ
ンプランを作成する。
　2020年度内に、10回の全体委員会を開き、8
月5日には2019年度に決めた3つの課題に対して
国内ワークショップを開いた。また、2020年12
月よりロードマップ等の作成作業を加速させる
ため、3つの課題に対して分科会形式で議論を
展開し、12月より毎月1回分科会を開き、合計3
回ずつ、各課題の分科会を開いている。
　2021年度においては、2020年度に提示した3
つの課題の将来像やロードマップをベースとし
て、国際WSを開催し、国内外の専門家と議論
を交わすとともに、日本の考え方を示していく。
また、賛助会員や政治家に向けたレクチャーの
開催可能性を探るとともに、ガイドラインのよ
うなものを作成し、啓蒙活動を実施する。さら

に、3つの分科会および、そこから派生するプ
ロジェクトを階層的に構築し、2022年度以降に
おいて、本委員会、分科会、プロジェクトとい
う階層型委員会として活動できるよう、新しい
メンバーの募集を含めた準備を行う。
　2020年度の具体的な成果を以下に記す。

[全体委員会]
　2020年8月5日ワークショップを開くととも
に、ロードマップおよび報告書の作成に向けた
議論を行い、報告書の目次案を確定させた。定
めた3つの課題は、以下の3つである。
　課題1： スマートな都市、快適で強靭な人間

居住の実現に向けた課題
　課題2： 持続可能で格差のない水・食料・エ

ネルギーアクセスの実現
　課題3： エビデンスと多様な価値観の許容に

基づくガバナンスの実現

〇 　8月5日の国内ワークショップでは、各課題
において、関連する研究を行っている外部講
師を招き、講演を行っていただいたあと、そ
れぞれの課題において聴講者も含めたブレイ
クアウトセッションを行った。以下に各課
題で招いた講師ならびに簡単な講演概要を示
す。

　課題1：�土井健司　大阪大学　大学院工学研
究科　教授

　（内 容）「スマートな都市、快適で強靭な人
間 居 住 に 向 け て、New NormalとNew 
Local」をタイトルとして、New Normal
な観点からは、このシステムを組み込
んだ Scalable かつ部分的にロックダウン
が可能な都市・交通の再構築が必要であ
り、New Normal 時代のNew Local の観
点からは、災害時の移動の自由、安全安
心、社会・経済の活力をトリレンマに
しないような、自律/自立的なsufficient 
economyを作り上げていく必要があるこ
とを述べられた。
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　課題2：�高村ゆかり　東京大学未来ビジョン
研究センター　教授

　（内 容）「持続可能で格差のない水・食料・エ
ネルギーアクセスの実現に向けて」をタ
イトルとして、水・エネルギー・食料は
ともに、人々の幸福に関わってくるとと
もに、貧困の撲滅、持続可能な発展に不
可欠であり、気候変動、人口推移などの
長期展望と絡めて、現状と将来リスクな
らびに、技術イノベーションについて紹
介するとともに、COVID-19の感染禍に
より、人々のbasic needs、あるいはwell-
beingの向上を中核にしながら、脆弱な
人々と社会をどう守るかという観点が、
大きな課題であることが述べられた。

　課題3：�浅川智恵子　IBM�T.J.ワトソン研究
所　フェロー

　（内 容）「AI for Accessibility」をタイトルと
して、アクセシビリティのニーズという
のは歴史的に多くのイノベーションを生
み出してきたことを事例を用いながら紹
介されるとともに、AI利用にあたっての
課題点について、プライバシーと安全性
の観点から検証するとともに、AIバイア
スについて、AIというのは私たちの社会
を示す鏡であり、多様性、誰一人取り残
されない社会を築いていくためには、AI
は多様性をしっかりとサポートしていか
なければいけないことを述べられた。

〇 　2020年12月より、3回にわたり、分科会が
開かれ、報告書作成のためのロードマップに
ついての議論および、具体的な目次案が作成
された。その案を以下に示す。2021年度の上
半期までに、これらのとりまとめを行うこと
を目標としている。

[分科会1：スマートな都市、快適で強靭な人間
居住の実現に向けた課題]
メンバー： 杉山郁夫（主査）、日下晴彦、小泉英明、

中島義和、藤野陽三、亀井未穂（幹事）
　1. はじめに：都市はSTIによるWell being実

現の鍵
　2. 現状と課題：New Normal時代に対応し

た都市圏の必要性
　3. Multi-AI都市圏：カーボンニュートラル、

災害、感染病、NEXUSへ備える都市圏構
想

　4. MAWSS（Multi-AI Well-being Survey 
System）：MAWSSによる都市圏構想の
実現

　5. 実 現 に 向 け た 技 術 と ロ ー ド マ ッ プ：
MAWSSに必要な技術およびそれらの開
発ロードマップ

　6. 新興国への技術移転：地域性と多様性を
考慮したMAWSSの提案

[分科会2：持続可能で格差のない水・食料・エ
ネルギーアクセスの実現]
メンバー： 沖大幹（主査）、城石芳博、安岡善文、

安永裕幸、中村道治、亀井未穂（幹事）
　1. はじめに：世界におけるカーボンニュー

トラル
　2. 世界の状況：「今」と「30年後」をどう評

価するか?
　3. 日本工学アカデミー（又は「工学者」）と

しての基本的な取組み方針
　4. 技術論から見たカーボンニュートラル実

現方策
　5. エネルギー =水=食料のNEXUSを目指し

て
　6. 「世界のカーボンニュートラル+energy 

sufficiency」ロードマップ

[分科会3：エビデンスと多様な価値観の許容に
基づくガバナンスの実現]
メンバー： 大竹暁（主査）、有本建男、大江田憲治、

倉持隆雄、杉山郁夫、森尚樹、有川
太郎（幹事）

　1. はじめに：ガバナンスはどういうものか
　2. 可視化されたエビデンスと多様な価値と

幸福の位置づけ
　3. 国内外における科学的ガバナンスの歴史、

国際的な科学的ガバナンスの現状
　4. 政治とのコミュニケーションのあり方
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　5. COVID-19における科学助言の成果
　6. 将来における科学助言の目指すべき方向

と技術的ロードマップ
　委員長：沖大幹
　委員： 有川太郎（幹事）、亀井未穂（幹事）、

平川祥子（幹事）、有本建男、江藤学、
大江田憲治、大竹暁、日下晴彦、倉持
隆雄、小泉英明、小林孝明、城石芳博、
杉山郁夫、中島義和、永野博、藤野陽
三、森尚樹、安岡善文、安永裕幸、中
村道治

（3）国際委員会
　COVID-19の影響により、予定していた事業
計画の変更を余儀なくされた部分もあるが、国
際委員会の三原則に基づき活動を展開した。個
別事業毎に定められた委員長・実行委員長のも
と、それぞれに計画を見直しし、可能な範囲で
活動を行った。具体的には、下記の個別事業を
広範なEAJ会員のご協力の下に推進した（事業4）
【国際アカデミー間連携】
　①　 国際工学アカデミー連合CAETS（韓国

主催でオンライン開催）
　②　 東アジア工学アカデミー円卓会議（韓国

主催でオンライン開催）　
　③　 欧州交流委員会（EAJ報告書「国会議員

と科学者の政策共創実現に向けた提言」
英語版を海外アカデミーに送付）

【国際人材育成】
　①　 日米先端工学シンポジウム（第15回開

催は2021年に延期）、②ERLEP（後継の
フォーラムを豪州と準備）。

【アカデミー間連携】
　①　 国際工学アカデミー連合：CAETS実行

委員会
　　 　2020年 は 韓 国 工 學 翰 林 院（NAEK：

The National Academy of Engineering of 
Korea）が主催。当初の予定から10月12 〜
15日に延期され、韓国ソウルの会場と各国
アカデミーを結んだグローバルなリモー
トにより開催され、EAJからは、小泉英
明顧問（CAETS理事）、森本浩一常務理事

（CAETS委員長）が参加した。

　　 　理事会では、アカデミー活動の戦略が
議論され、今後の CAETS 総会（2021：
Buenos Aires, Argentina−September 20-
23・2022：Paris, France−March 21-25）が
採決された。

　　 　 委 員 会・ 個 別 テ ー マ 討 議 に 関 し て
は、 新 た に 発 足 し たCOVID-19 Special 
Committeeで小泉委員が講演、SDGs関係
の討議グループには沖大幹STI 2050委員会
委員長、中島義和EAJ理事が参加した。

　　 　CAETS併催シンポジウム「Engineering 
a Better World−Smart Society」では、エ
ネルギーセッションに日立製作所の森田歩
日立研究所所長がキーノートとして招聘さ
れた。

　　 　評議会には、EAJから小泉英明顧問、原
山優子副会長（国際委員長）、森本浩一常
務理事（CAETS実行委員長）が出席した。

　②　 東アジア工学アカデミー円卓会議：EA-
RTM実行委員会

　　 　11月30日 に、Smart Entertainmentと 題
して、韓国主催のシンポジウムがオンライ
ンで開催された。Smart Entertainmentに
おけるイノベーション、VR/ARを始めとす
る共通基盤技術、社会実装の3つのセッショ
ンにおいて3か国からの講演が行われた。

　　 　冒頭、原山副会長より、ビデオ収録によ
り挨拶があり、コロナ禍におけるオンライ
ンによる国際交流について、対面による国
際会議を補完する新たな役割に期待を表明
した。講演は産総研の江渡上席研究員、東
京大学鳴海准教授、Teamlabの工藤氏に依
頼し、シンポジウムの3つのセッションに
ご参加頂いた。EA-RTM円卓会議におい
ては、EAJの最近の活動状況について、森
本常務理事より概要を説明した。

　③　欧州交流委員会
　　 　2020年8月に発刊したEAJ報告書「国会

議員と科学者の政策共創実現に向けた提
言」（一般財団法人新技術振興渡辺記念会
2019年度上期科学技術調査研究助成）を英
訳し、提言作成に協力していただいた、英
国王立工学アカデミー、ドイツ工学アカデ
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ミー、フランス工学アカデミー、オースト
リア科学アカデミーなどに送付した。

【国際人材育成】
①  日米先端工学シンポジウム：JAFOE実

行委員会
コロナ禍で、2020年6月米国Irvineで開

催予定だった第15回JAFOEシンポジウム
は2021年6月に延期となり、更にオンライ
ン開催となった。但し、4つのセッショ
ン テ ー マ で あ るBlockchain Technology,
Soft Robotics, Mitigating Sea Level Rise,
Machine Learning for Mental Healthに変
更はなく、日本側はハイブリッド開催とす
ることとした。なお、第16回は2023年、第
17回は2035年に開催予定とした。

②  日豪次世代リーダー育成：ERLEP実行
委員会
新型コロナのために中断したが、双方の

国際担当等が新陣容となったことを機に、
まず事務局間、さらに幹部間打ち合わせを
リモートで行い、2021年度からの継続事業
の実施を目指すことを合意した。その合意
に基づき、双方のERLEP同窓生を中心に
テーマを検討し、抽出された具体案を元に
企画化を図った。

【その他】
① 工学アカデミー会長会議（AEPM）

STSフォーラム2020はオンライン開催と
なったことから、AEPMの主たる目的の交
流を図ることが難しいことから、2020年は
開催を見送ることとした。

　委員長：原山優子
　担当理事：中島義和（情報）、辻篤子（広報）
　委員 〈個別委員会〉森本浩一（CAETS、STS 

Forum）、三島望（EA-RTM）、永野博
（欧州）、村上秀之（JAFOE）、長井寿
（ERLEP）

　　　〈会員〉金谷一朗、伊藤一秀、杉山正和
　顧問：岸輝雄、中村道治

（4）人材育成委員会
将来の社会像を踏まえつつ、社会が求める人

材像とその育成方策について議論する「未来社

会を見据えた科学技術イノベーションと工学人
材の育成」プロジェクトの議論を実施し取りま
とめを行った。また、若手育成のあらたな試み
として、「第1回EAJ若手リーダー塾」（2021年4
月8、15、22の3日間）を企画し、プログラム作
製、参加者とりまとめまでWeb開催の準備を整
えた（事業2）（事業3）。
　委員長：橋本正洋 ＊非会員
　幹事： 城石芳博、横山直樹、中島義和、岸本

喜久雄、石原直、金谷一朗、村上秀之、
小林信一、松見芳男、島田昌

　委員： 北森武彦、滝澤博胤、大久保達也、新
美智秀、北村隆行、田中敏宏、高松洋、
小豆畑茂＊、大江田憲治、榊原裕二、
柘植綾夫、坂田東一、安永裕幸、犬塚
隆志、上野晴樹、高山誠

　なお下記「未来社会を見据えた科学技術イノ
ベーションと工学人材の育成」プロジェクト
にも参画、連携した。

リーダー：光石衛
PO：中村道治
幹事： 赤津雅晴、石原直、大土井智、北村隆行、

佐々木直哉、中須賀真一、山崎美稀
　委員： 大江田憲治、大久保達也、岡島博司、

川合眞紀、岸本喜久雄、小寺秀俊、坂
田東一、原山優子、橋本正洋

（5）若手委員会
本委員会のメンバー（40歳代）よりさらに若

い世代（20−30歳代前半）への環境整備を最重
視し、その実現へ向けて20−30歳代前半の若手
世代との意見交換を進めてきた。特に、この若
手世代に何が必要であるか、2 〜 3か月に一度
の頻度で、各界の代表的な若手を委員会に招い
て意見交換を行ってきた。さらに、企業や省庁
との意見交換も積極的に取り入れ、多角的な視
点から持続可能な社会、未来に希望の持てる教
育、企業と大学との連携などについて活発な意
見交換を行うことができた（事業1、2、3、5）。
　今回取りまとめた内容を基に、2021年度は若
手のニーズに即したセミナーや講演会を開催
し、提言書に取りまとめる予定である。
　委員長：関谷毅 ＊非会員
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　副委員長：永野智己
　委員： 伊藤一秀、川原圭博、永谷圭＊、古川

英光、松尾豊、風間頼子＊、竹内雄一
郞＊、松塚貴英＊、成瀬彰＊

（6）ジェンダー委員会
　委員会体制を委員12名、アドバイザー 13
名、学生委員3名として整備し、研究開発と産
業応用にジェンダーの視点を強化する戦略・施
策に関する議論を展開し、その拡大と定着を
図った。具体的には、（1）会長と女性参画を通
じた工学の活性化についてエビデンスベース
で議論する会（2020/10/22）、（2）東北大学と
の共催で第4回EAJジェンダーシンポジウムに
て女性キャリアのダイバーシティ -With/Post
コロナ時代のキャリアの考え方-についての
議論（2021/1/21）、（3）学生委員によるインタ
ビューを通じたダイバーシティに関するGood 
Practiceの調査と発信を、コロナ禍に鑑みたオ
ンラインでの利点を最大限活用して実施した。
また、次年度の活動に向けた課題を議論した（事
業1 〜 5）。
　委員長：渡辺美代子
　副委員長：城石芳博、辻佳子 
　委員： 大倉典子、川村みどり、陳迎、鳥居塚崇、

中島義和、行木陽子、平尾明子、森勇
介、森田純恵

　アドバイザー： 阿尻雅文、天野玲子、石原直、
伊藤一秀、大野英男、大橋俊
朗、小宮山宏、長井寿、長坂
徹也、中西友子、永野博、原
山優子、丸山一平

　学生委員： 秋山茉莉子、佐々木勇輔、依田み
なみ

（7）広報委員会
・ 昨年度よりネット配信を始めているEAJ 

NEWSについては、4回発行した。この内2回
は、「2019プロジェクト」と「COVID-19」の
特集号とした。

・ 原則として隔週の頻度で配信しているEAJ
ニュースレターについては、新たに「支部か
らの便り」コーナーを開設し、関東地区、東北・

北海道支部、名古屋支部からの「便り」を掲
載した。

・ ホームページの改修を進め、新たに「会員用
ページ」を新設し、会員向けサービスの充実
を図った。

・ 3か月に1回の頻度で広報委員会を開催。Web
会議の定着による地方委員の積極的な参加が
あり、活発な議論ができた（事業3）。

　委員長：林秀樹、副委員長：大江田憲治
　委員： 岡田益男、城石芳博、菅博明、高原淳、

田中敏宏、辻篤子、辻佳子、原邦彦

（8）政策共創推進委員会
　政策共創推進委員会（2020年7月7日理事会の
承認により設置）
　日本工学アカデミー（EAJ）が主宰し、関連
団体（非行政組織）と連携してアカデミア（ま
ずは、工学）の考え方や意見を立法府・国会議
員に届けるとともに意見交換を行うことのでき
る道筋を開くことを目指す。そのために、相互
に学びあうことを通じ、情報を共有しつつ信頼
しあえる関係を築き上げるべく、EAJとして実
施可能で実効性のある活動を地道に進める。
　2020年度は11月13日の理事会で本委員会の活
動の進め方について了承を得るとともに、委員
を拡充しつつ、担当を分担する体制を作り、活
動を進めた。全体委員会は2回開催した（12月4
日、3月5日）。①国会議員との対話の会は、6名
の国会議員を交えて、衆議院議員会館にて、第
1回（12月9日）は「新型コロナウィルス後の科
学技術イノベーションの在り方プロジェクト」
の検討状況報告に基づく意見交換、第2回（3月
18日）は「日本の将来を担う若手研究者との共
創」についての若手研究者からの発言と意見交
換を実施した。②参議院調査部門との協力では、
1月7日、参議院においてワークショップを共催
した。当方から、「日本工学アカデミーの沿革
と活動」、「米英独における議会とアカデミーの
関係」について話題提供し、質疑応答を行った。
③国立国会図書館との協力では、12月16日に意
見交換会を行い、今後、定期的に情報交換を進
めていくことを申し合わせた。④若手フェロー
シップについては、研究の世界と政治を含めた
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政策立案の世界の双方を理解できる人材を着実
に育てていくことを目的として、若手委員会、
ジェンダー委員会などの協力を得て、検討を開
始した。⑤関連団体との連携については、まず
公益社団法人日本工学会（岸本喜久雄会長）と
の連携を合意した。さらに、賛助会員も含めて
連携の場の拡大を検討している。なお、活動の
概要については、HPを通じてできる限り公開
している。会員との情報交換の一環として11月
17日にEAJオンライン談話サロンを開催し、6
月に行った国会議員とのワークショップのダイ
ジェストビデオ、調査・試行報告書を紹介し、
国会議員との政策共創の意義などについて討論
した（事業2 〜 5）。
　委員長：永野博
　委員： 今村努、江村克己、大倉典子、岸本喜

久雄、小林信一、小林喜光、久間和生、
倉持隆雄、坂田東一、城石芳博、関谷
毅、高木真人、辻篤子、坪井裕、長井
寿、中島義和、細野光章、牧原出、松
尾真紀子（非会員、東京大学公共政策
大学院特任講師）、睦哲也、森本浩一、
安永裕幸

　アドバイザー： 角南篤（非会員、政策研究大
学院大学学長特別補佐、客員
教授）

3−2）支部活動
（1）支部長会議
・ 10月27日に第3回支部長会議オンライン開催。

各支部長、会長、副会長、専務理事、常務
理事を含めて18名参加。第3回支部長会議後
12/15予定の北海道支部ならびに東北支部設
立に向け、支部と本部のコミュニケーション
を深めと共に、支部と本部、支部間の連携及
び他団体との共催を強め、EAJ活動の一層の
活性化に向け意見交換を行った（支部活動は、
事業１〜 5をカバー）。

（2）北海道・東北支部
　142名（正137、客5）/2020年度入会11名（正
10､ 客1）
・ 2020年8月26日〜 9月18日　支部理事会（電子

メール審議）
・ 2020年12月15日　北海道・東北支部から北海

道支部および東北支部に移行
　支部長： 佐伯浩
　副支部長：角山茂章、岸浪建史、猪岡光
　専務理事：馬場直志

（2a）北海道支部　
　36名（正35､ 客1）/2020年12月15日以降入会2
名（正1､ 客1）
・ 2020年12月15日　支部発足。支部会員へ支部

発足について衆知。
・ 2021年1月29日　東北大学未来科学技術共同

センター主催の未来科学オープンセミナー
『界面分析装置開発から界面利用新製品開発
まで』を東北支部とともに協賛で開催。

・ 2021年2月12日　支部理事会（於）ホテルマイ
ステイズ札幌アスペン（対面＆オンライン）

・ 2021年3月5日　東北大学未来科学技術共同セ
ンター主催の未来科学オープンセミナー『EV
用ワイヤレス給電の世界は今−非常識の常識
−』を東北支部とともに協賛で開催。

　支部長：佐伯浩
　副支部長：岸浪建史、鈴木聡一郎、瀬戸口剛
　専務理事：馬場直志

（2b）東北支部
　108名（正103、客5）/2020年12月15日以降入
会0名
・ 2020年12月15日　東北支部発足、発足の案内

を支部会員へ送信、支部ホームページの立ち
上げ

・ 2021年1月29日　東北大学未来科学技術共同
研究センター（NICHe）

　「未来科学オープンセミナー」協賛
　（於）東北大学
・ 2021年3月5日　東北大学未来科学技術共同研

究センター（NICHe）
　「未来科学オープンセミナー」協賛
　（於）東北大学
・ 2021年3月末日　支部理事会
　（於）メール審議
　支部長：神本正行
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　副支部長：安斎浩一、猪岡光
　専務理事：岡田益男

（3）中部支部
　76名（正73、客3）/2020年度入会6名（正4、客2）
　以下の3回のEAJ中部レクチャーを実施及び
実施予定。
・ ｢AIは、誰からどんな仕事を奪うか?｣（7月

29日　金沢工業大学工学部　山本知仁教授）
・ 「計算社会科学で探るインフォデミックの予

兆〜社会をゆがめるフェイク、フェイクを見
破る技術〜」（12月14日　東京工業大学環境・
社会理工学院　笹原和俊准教授）

・ 「QOL-MaaS beyond MaaS　個人のQOL向
上と地球社会負荷削減を両立させるポスト
COVID-19社会の活動〜モビリティ統合設計
サービス」（3月26日　中部大学スマートシ
ティ国際研究センター　林良嗣教授）

　3回のEAJ中部レクチャーを通じて非会員の
出席も得ながら工学分野の社会一般への周知に
努めた。特に、今年度はコロナ禍の関係でオン
ラインでの開催とすることで、遠方からも参加
しやすい形式となり、その恩恵も実感した。さ
らに、シンポジウムの共催、後援も行った。また、
中部レクチャーの開催に併せて中部支部運営委
員会を開催し、中部支部の執行部の機能強化を
図ることとした。その成果として企画推進部会
を立ち上げ、第3回EAJ中部レクチャーの企画・
実施，支部HPの立ち上げなどその成果が形に
なっている。
　支部長：林良嗣
　副支部長：原邦彦、岩井善郎、太田光一
　幹事長：水谷法美

（4）関西支部
　104名（正100、客4）/2020年度入会8名（正5、
客3）
・ 運営委員会を以下のように3回開催した。
　9月23日、11月20日、3月12日
・ 講演会を以下のように2回開催した。
・ 9月23日：日本工学アカデミー関西支部 第４

回 講演会
　 「情報科学（AI）・数理・データ科学の実践と

人材育成」
　 オンライン講演会（発信拠点・大阪大学基礎

工学研究科）
・ 11月20日：日本工学アカデミー関西支部 第5

回 支部集会（合同開催：第16回 京都大学工
学部教育シンポジウム）

　「繋げるリモート講義」
　 オンライン講演会（発信拠点・京都大学工学

研究科）
支部長：田中敏宏
委員： 尾上孝雄、小川真人、嘉門雅史、狩野裕、

久保司郎、河原克己、石田明、堤和彦、
石出孝、小田一郎

委員（幹事）：大嶋正裕、馬場口登、大村直人

（5）九州支部
　41名（正39、客2）/2020年度入会2名（正2）
　以下のように講演会を2回主催し、共催シン
ポジウムを1回等開催した。
・ 2020年6 〜 7月　理事会（メール・オンライ

ン会議形式）
・ 2021年1月19日：高等専門学校出張講演会（熊

本高等専門学校1年生を対象とした遠隔講義
形式）

　「社会基盤となったICTとAIの今と将来」
　（講師：中西恒夫 氏、島田敬士 氏）
・ 2021年1月27日：講演会（オンライン開催）
　「 新型コロナウィルス感染拡大に対する高等

教育現場の対応と情報通信技術の活用」
　（講師：谷口倫一郎 氏、島田敬士 氏）
・ 2021年2月9日：九州工学教育協会との共催シ

ンポジウム（オンライン開催）
　 「若者がエンジニアを夢見るためにⅥ〜地域

に広げる、地域で広げる〜」
　支部長：山田淳
　副支部長：髙松洋、谷口功、日野伸一
　ほか、理事及び名誉理事、名誉顧問

（6）その他
　その他の地区においても、地区講演会の開催
などを通じて、地域の活性化の足がかりと会員
増強に努める。なお、引き続き会員ゼロの県を
なくす努力を継続する。
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2020年度 組織図

社員総会

理事会

会長

会員選考委員会

企画運営会議

企画推進
グループ

事務局

監事

支部長会議

会員強化委員会

政策提言委員会

国際委員会

人材育成委員会

ジェンダー委員会

広報委員会

財務・事務機能強化委員会

若手委員会

科学技術・イノベーション2050委員会

政策共創推進委員会

東北支部*

中部支部

関西支部

九州支部

北海道支部*

会長候補者
推薦委員会

*2020年5月12日支部結成承認、
2020年12月15日設立

***

**

**

****

**
***
****

2020年5月12日理事会承認
2020年6月  2日理事会承認
2020年7月  7日理事会承認

***** 休止中

（2020年7月7日現在）
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〈役　　員〉

理 事 ・ 会 長 小林　喜光
理事・副会長（会長代理） 嘉門　雅史
理事・副会長 久間　和生 原山　優子 菱田　公一
専 務 理 事 城石　芳博
常 務 理 事 睦　　哲也 森本　浩一
理 　 　 事 天野　玲子 石川　憲一 江村　克己 岡田　益男
 笠原　博徳 神本　正行 北村　隆行 倉持　隆雄
 小山　珠美 佐伯　　浩 坂田　東一 平　　朝彦
 高松　　洋 田中　敏宏 辻　　篤子 辻　　佳子
 中島　義和 橋本　正洋 馬場　直志 林　　秀樹
 平尾　明子 村上　雅人 八重樫武久 安浦　寛人
 安永　裕幸

以上　理事33名

監 　 　 事  谷口　　功 日野　光兀
以上　監事2名

〈名誉会長・顧問〉

最 高 顧 問 吉川　弘之 小宮山　宏
名 誉 会 長 阿部　博之   
顧 　 　 問 青山　博之 池田　駿介 梶山　千里 神山　新一
 國武　豊喜 種市　　健 柘植　綾夫 堀　　幸夫
 松尾　友矩 松本洋一郎 御園生　誠 三井　恒夫
 中村　道治 中西　友子 永野　　博 宮城　光信
顧問・栄誉フェロー 小泉　英明 
 2020年6月2日現在

2020年度 役員名簿
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【事業活動収入】
　個人会員、賛助会員ともに新規加入者の増加
により、予算額に対して、1,129千円の増額と
なった。
　事業活動収入　　　 64,561千円
　（内訳）
　　個人会員会費収入 29,727千円
　　賛助会員会費収入　 34,200千円
　　調査研究助成金収入　　 600千円
　　その他　　　　　　　　　 34千円

【事業活動支出】
　新型コロナウィルス感染症の影響を受け、各
事業は、活動スケジュール、様式の大幅な変更
を余儀なくされた。しかしながら、後半、新常
態に適応し、オンラインをフルに活用すること
で、ほぼ計画した事業を執行した。また、グロー
バル化・デジタル化対応を念頭に置き、HPの
使い勝手向上や成果物であるプロジェクト報
告、EAJ NEWS、事業報告などの英訳化に投
資を行い将来基盤の強化に努めた。その結果、

事業活動支出は、予算額に対して、1,486千円
の減額にとどまった。
　事業活動支出　　　　 61,894千円
　（内訳）
　　公益目的事業支出　　 53,783千円
　　管理費支出　　　　　　 8,111千円

【当期収支差額】
　以上より、事業活動収支差額は、2,667千円
の黒字となるが、投資活動支出の部において、
退職給付引当預金取得支出639千円、CAETS開
催準備資金取得支出2,500千円、二国間連携準
備資金取得支出3,000千円、什器備品取得支出
890千円の総計7,029千円を計上したので、当期
収支差額は、4,362千円の赤字となった。

【次期繰越収支差額】
　これより、次期繰越収支差額は、20,639千
円となり、予算比2,754千円の増となった。      
よって、当面の事業活動に必要な繰越金は確保
出来た。

2020年度 収支決算

【全体概況】
　2020年度収支決算の概要について、従来同様の収支計算書に準拠し、次の通り取りまとめた。

（単位：千円）
2020年度予算（A） 2020年度決算額（B） （B）−（A）差額

事業活動収入 63,432 64,561 1,129
事業活動支出 63,380 61,894 △ 1,486
事業活動収支差額 52 2,667 2,615
投資活動収支差額 △ 6,168 △ 7,029 △ 861
予備費支出 1,000 0 △ 1,000
当期収支差額 △ 7,116 △ 4,362 2,754
前期繰越収支差額 25,001 25,001 0
次期繰越収支差額 17,885 20,639 2,754
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【その他】
１） 2020年度の特定費用準備資金は、計画通り、

CAETS2030開催準備資金2,500千円、二国
間連携促進準備資金3,000千円を積み立て
た。しかしながら、コロナ禍の影響により、
二国間連携の対面による国際会議開催が中
止となったため、計画した2,600千円の取崩
しが実現しなかった。その為、今後の取り
崩しの状況を踏まえ、2021年度末に積み増
し計画の見直しを実施する予定。

２） 内閣府公益等認定委員会より指摘を受けた
収支相償は、公益事業の当期正味財産増減
額（含む退職給付費用及び減価償却費）が
5,140千円の赤字となったことより、前期か
らの繰り越しと特定費用準備資金積み増し
を合計し△7,332千円を実現した。

　　前期からの繰り越し 3,308千円
　　当期正味財産増減額　　　 △5,140千円
　　特定費用準備資金積み増し △5,500千円
　　合計 △7,332千円
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Ⅰ事業活動収支の部

　事業活動収入

１会費収入

個人会員会費収入 27,832,000 29,727,000 △ 1,895,000

賛助会員会費収入 30,400,000 58,232,000 34,200,000 63,927,000 △ 3,800,000 △ 5,695,000

２事業収入

業務受託収入 0 0 0 0 0 0

３負担金収入

負担金収入 5,200,000 5,200,000 600,000 * 600,000 4,600,000 4,600,000

４寄付金収入

寄付金収入 0 0 30,000 30,000 △ 30,000 △ 30,000

５雑収益雑収入

受取利息収入 0 539 △ 539

雑収入 0 0 3,500 4,039 △ 3,500 △ 4,039

事業活動収入計 63,432,000 64,561,039 △ 1,129,039

事業活動支出

１事業費支出

企画運営委員会費 500,000 71,146 428,854

会員選考委員会費 320,000 26,475 293,525

法人会員強化委員会費 500,000 110,171 389,829

財務・事務機能強化委員会費 10,000 0 10,000

人材育成委員会費 880,000 0 880,000

若手委員会費 200,000 36,550 163,450

ジェンダー委員会費 500,000 75,655 424,345

科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ2050委員会費 360,000 103,912 256,088

政策提言委員会費

政策提言委員会 100,000 112,330 △ 12,330

立法府と工学アカデミー 800,000 602,089 197,911

海洋研究の戦略的推進 0 0 0

サスティナブルバイオマスアジア 0 0 0

未来社会と工学教育準備会 100,000 0 100,000

安全知と安全学 100,000 0 100,000

未来の製造業 100,000 0 100,000

ウィズコロナ社会後の人と機械共生 500,000 0 500,000

海洋プラスチック研究 100,000 36,550 63,450

新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ後の科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝのあり方 100,000 1,900,000 0 750,969 100,000 1,149,031

国際委員会費

CAETS 2,500,000 748,565 1,751,435

AEPM（STS） 400,000 0 400,000

EA-RTM 1,500,000 61,520 1,438,480

JAFOE 200,000 16,659 183,341

ERLEP 3,000,000 0 3,000,000

欧州SDGs 1,000,000 0 1,000,000

委員会フォーラム 0 8,600,000 0 826,744 0 7,773,256

国際会議 4,000,000 0 4,000,000

広報委員会費 2,700,000 5,149,351 △ 2,449,351

談話サロン等経費 1,000,000 1,955,961 △ 955,961

支部活動費

支部長会議 410,000 22,011 387,989

北海道支部 500,000 494,935 5,065

東北支部 500,000 41,700 458,300

中部支部 500,000 432,095 67,905

関西支部 500,000 225,410 274,590

九州支部 500,000 2,910,000 73,870 1,290,021 426,130 1,619,979

グローバル化・デジタル化対応 0 12,861,186 △ 12,861,186

公益事務費 30,600,000 30,525,036 74,964

収 支 計 算 書　

(令和 2年4月1日から令和 3年3月31日まで）

（単位：円）

科　　　　目 予　　算　　額 決　　算　　額 差　　　異
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２管理費支出

総会費 1,700,000 442,914 1,257,086

理事会費 1,300,000 72,875 1,227,125

管理事務費 5,400,000 7,594,990 △ 2,194,990

事業活動支出計 63,380,000 61,893,956 1,486,044

事業活動収支差額 52,000 2,667,083 △ 2,615,083

投資活動支出

１特定資産取得支出

退職給付引当預金取得支出 668,600 639,500 29,100

CAETS開催準備資金取得支出 2,500,000 2,500,000 0

二国間連携準備資金取得支出 3,000,000 3,000,000 0

２固定資産取得支出

什器備品取得支出 889,790 △ 889,790

投資活動支出計 6,168,600 7,029,290 △ 860,690

　投資活動収支差額 △ 6,168,600 △ 7,029,290 860,690

Ⅲ財務活動収支の部

財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ予備費支出

予備費支出 1,000,000 0 1,000,000

　当期収支差額 △ 7,116,600 △ 4,362,207 △ 2,754,393

前期繰越収支差額 25,001,067 25,001,067 0

　　次期繰越収支差額 17,884,467 20,638,860 △ 2,754,393

* 　科学技術振興渡辺記念会からの平成31年度科学技術調査研究助成金収入

Ⅱ投資活動収支の部
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法人会計 合計 法人会計 合計 法人会計 合計

Ⅰ事業活動収支の部

事業活動収入

１会費収入

個人会員会費収入 13,916,000 （*1） 13,916,000 27,832,000 14,863,500 （*1） 14,863,500 29,727,000 △ 947,500 △ 947,500 △ 1,895,000

賛助会員会費収入 30,400,000 0 30,400,000 34,200,000 0 34,200,000 △ 3,800,000 0 △ 3,800,000

２事業収入

業務受託収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３負担金収入

負担金収入 5,200,000 0 5,200,000 600,000 （*2） 0 600,000 4,600,000 0 4,600,000

４寄付金収入

寄付金収入 0 0 0 30,000 0 30,000 △ 30,000 0 △ 30,000

５雑収入

受取利息収入 0 0 0 532 7 539 △ 532 △ 7 △ 539

雑収入 0 0 0 3,500 3,500 0 △ 3,500 △ 3,500

事業活動収入計 49,516,000 13,916,000 63,432,000 49,694,032 14,867,007 64,561,039 △ 178,032 △ 951,007 △ 1,129,039

事業活動支出

１事業費支出

企画運営委員会費 500,000 71,146 428,854

会員選考委員会費 320,000 26,475 293,525

法人会員強化委員会費 500,000 110,171 389,829

財務・事務機能強化委員会費 10,000 0 10,000

人材育成委員会費 880,000 0 880,000

若手委員会費 200,000 36,550 163,450

ジェンダー委員会費 500,000 75,655 424,345

科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ2050委員会費 360,000 103,912 256,088

政策提言委員会費

政策提言委員会 100,000 112,330 △ 12,330

立法府と工学アカデミー 800,000 602,089 197,911

海洋研究の戦略的推進 0 0 0

サスティナブルバイオマスアジア 0 0 0

未来社会と工学教育準備会 100,000 0 100,000

安全知と安全学 100,000 0 100,000

未来の製造業 100,000 0 100,000

ウィズコロナ社会後の人と機械共生 500,000 0 500,000

海洋プラスチック研究 100,000 36,550 63,450

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ後の科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝのあり方 100,000 1,900,000 0 750,969 100,000 1,149,031

国際委員会費

CAETS 2,500,000 748,565 1,751,435

AEPM (STS) 400,000 0 400,000

EA-RTM 1,500,000 61,520 1,438,480

JAFOE 200,000 16,659 183,341

ERLEP 3,000,000 0 3,000,000

欧州SDGs 1,000,000 0 1,000,000

委員会ﾌｫｰﾗﾑ 0 8,600,000 0 826,744 0 7,773,256

国際会議 4,000,000 0 4,000,000

広報委員会費 2,700,000 5,149,351 △ 2,449,351

談話サロン等経費 1,000,000 1,955,961 △ 955,961

支部活動費

支部長会議 410,000 22,011 387,989

北海道支部 500,000 494,935 5,065

東北支部 500,000 41,700 458,300

中部支部 500,000 432,095 67,905

関西支部 500,000 225,410 274,590

九州支部 500,000 2,910,000 73,870 1,290,021 426,130 1,619,979

グローバル化・デジタル化対応 0 12,861,186 △ 12,861,186

公益事務費 30,600,000 54,980,000 30,525,036 (*2) 53,783,177 74,964 1,196,823

２管理費支出

総会費 1,700,000 442,914 1,257,086

理事会費 1,300,000 72,875 1,227,125

管理事務費 5,400,000 8,400,000 (*2) 7,594,990 8,110,779 △ 2,194,990 289,221

事業活動支出計 54,980,000 8,400,000 63,380,000 53,783,177 8,110,779 61,893,956 1,196,823 289,221 1,486,044

事業活動収支差額 △ 5,464,000 5,516,000 52,000 △ 4,089,145 6,756,228 2,667,083 △ 1,374,855 △ 1,240,228 △ 2,615,083

１投資活動支出

(１)特定資産取得支出

　退職給付引当預金取得支出 568,310 100,290 668,600 543,575 95,925 639,500 24,735 4,365 29,100

  CAETS開催準備資金取得支出 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0 0

　二国間連携準備資金取得支出 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0 0

(２)固定資産取得支出

什器備品取得支出 133,469 756,321 889,790 △ 133,469 △ 756,321 △ 889,790

投資活動支出計 6,068,310 100,290 6,168,600 6,177,044 852,246 7,029,290 △ 108,734 △ 751,956 △ 860,690

　投資活動収支差額 △ 6,068,310 △ 100,290 △ 6,168,600 △ 6,177,044 △ 852,246 △ 7,029,290 108,734 751,956 860,690

Ⅲ財務活動収支の部

財務活動収支差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(予備費支出前当期収支差額） △ 11,532,310 5,415,710 △ 6,116,600 △ 10,266,189 5,903,982 △ 4,362,207 △ 1,266,121 △ 488,272 △ 1,754,393

Ⅳ予備費支出

予備費支出 1,000,000 0 1,000,000

　 当期収支差額 △ 7,116,600 △ 4,362,207 △ 2,754,393

前期繰越収支差額 25,001,067 25,001,067 0

　　次期繰越収支差額 17,884,467 20,638,860 △ 2,754,393

((ココメメンントト）） (*1) 個人会員会費収入については、公益事業会計：１／２、法人事業会計：１／２に基づき表示している。

(*2) 科学技術振興渡辺記念会からの平成31年度科学技術調査研究助成金収入

決　　算　　額 差　　　　　　　　異

Ⅱ投資活動収支の部

収収  支支  計計  算算  書書
((令令和和  22年年  44月月11日日かからら　　令令和和  33年年33月月3311日日ままでで））

（単位：円）

科　　　　目
公益目的事業会計 公益目的事業会計 公益目的事業会計

予　　算　　額

収支計算書（内訳）
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（単位：　　円）

勘定科目
当年度

(令和3年3月31日）
前年度

(令和2年3月31日）
増減

Ⅰ資産の部
　流動資産
　　　現金預金 27,274,688 29,526,526 △ 2,251,838
　　　　現金一般 137,356 57,024 80,332
      普通預金
　　　　みずほ銀行芝支店 19,688,096 9,159,710 10,528,386
　　　　三菱東京ＵＦＪ銀行田町支店 5,196,202 19,389,542 △ 14,193,340
　　　　みずほ銀行芝支店受託口 152 152 0
　　　　郵便振替貯金 2,252,882 920,098 1,332,784
　　　未収金 1,380,000 1,400,000 △ 20,000
　　　前払金 3,000 △ 3,000
　　流動資産合計 28,654,688 30,929,526 △ 2,274,838
　固定資産
　　　特定資産
　　　　退職給付引当預金 1,333,100 968,600 364,500
　　　　CAETS開催準備資金 12,500,000 10,000,000 2,500,000
　　　　二国間連携準備資金 6,000,000 3,000,000 3,000,000
　　　特定資産合計 19,833,100 13,968,600 5,864,500
　　　その他固定資産
　　　　建物附属設備 656,345 709,167 △ 52,822
　　　　什器備品 996,901 191,088 805,813
　　　　ソフトウエア 799,200 1,198,800 △ 399,600
　　　　電話加入権 74,984 74,984 0
　　　　敷金 2,376,000 2,376,000 0
　　　その他固定資産合計 4,903,430 4,550,039 353,391
　　固定資産合計 24,736,530 18,518,639 6,217,891
　資産合計 53,391,218 49,448,165 3,943,053

                                       
Ⅱ負債の部
　流動負債
　　　未払金 300,000 0 300,000
　　　前受金 7,522,500 5,693,500 1,829,000
　　　預り金 193,328 234,959 △ 41,631
　　流動負債合計 8,015,828 5,928,459 2,087,369
　固定負債 0
　　　退職給付引当金 1,333,100 968,600 364,500
　　固定負債合計 1,333,100 968,600 364,500
　負債合計 9,348,928 6,897,059 2,451,869

                          
Ⅲ正味財産の部 0
  一般正味財産 44,042,290 42,551,106 1,491,184
  （うち特定資産への充当額） (5,500,000) (13,000,000) (△7,500,000)
　　正味財産合計 44,042,290 42,551,106 1,491,184
　負債及び正味財産合計 53,391,218 49,448,165 3,943,053

貸貸借借対対照照表表

令和 3 年 3 月 31 日現在

公益社団法人　日本工学アカデミ－
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（単位：　　円）

科目
当年度

（令和2年4月1日～令
和3年3月31日）

前年度
（平成31年4月1日～
令和2年3月31日）

増減

Ⅰ一般正味財産増減の部
　経常増減の部
　　経常収益
　　　受取会費 63,927,000 58,614,000 5,313,000
　　　　個人会員受取会費　　　　 29,727,000 28,714,000 1,013,000
　　　　賛助会員受取会費 34,200,000 29,900,000 4,300,000
      事業収益 0 0 0
　　　　業務受託収益 0 0 0
　　　受取負担金 600,000 3,000,000 △ 2,400,000
　　　　受取負担金 600,000 3,000,000 △ 2,400,000
　　　受取寄付金 30,000 0 30,000
　　　　受取寄付金 30,000 0 30,000
　　　雑収益 4,039 374 3,665
　　　　受取利息 539 372 167
　　　　雑収益 3,500 2 3,498
　　  経常収益計 64,561,039 61,614,374 2,946,665
　　経常費用
　　　事業費 54,834,010 44,765,024 10,068,986
　　　　役員報酬 3,068,500 3,060,000 8,500
　　　　給料手当 16,006,179 13,048,347 2,957,832
　　　　その他の労務費 1,691,275 2,127,269 △ 435,994
　　　　役員退職金 21,250 0 21,250
　　　　退職給付費用 543,575 568,310 △ 24,735
　　　　法定福利費 1,823,878 1,102,874 721,004
　　　　福利厚生費 100,349 38,591 61,758
　　　　慶弔費 22,011 0 22,011
　　　　旅費交通費 178,216 7,641,785 △ 7,463,569
　　　　通信運搬費 1,236,803 913,118 323,685
　　　　減価償却費 507,258 505,408 1,850
　　　　会合費 380,570 2,399,854 △ 2,019,284
　　　　参加費 0 130,246 △ 130,246
　　　　消耗品費 1,303,718 1,039,296 264,422
　　　　パソコン管理費 1,266,194 112,959 1,153,235
　　　　印刷製本費 1,765,533 1,079,924 685,609
　　　　新聞図書費 10,621 80,640 △ 70,019
　　　　賃借料 5,018,420 4,723,826 294,594
　　　　リ－ス料 962,355 962,354 1
　　　　支払手数料 17,518,183 2,493,623 15,024,560
　　　　支払謝金 698,088 1,778,434 △ 1,080,346
　　　　支払負担金 646,984 681,283 △ 34,299
　　　　雑費 64,050 276,883 △ 212,833
　　　管理費 8,235,845 9,620,725 △ 1,384,880
　　　　役員報酬 541,500 540,000 1,500
　　　　給料手当 2,812,761 2,302,650 510,111
　　　　その他の労務費 239,888 238,934 954
　　　　役員退職金 3,750 0 3,750
　　　　退職給付費用 95,925 100,290 △ 4,365
　　　　法定福利費 321,860 194,625 127,235
　　　　福利厚生費 17,708 6,810 10,898
　　　　慶弔費 90,860 73,184 17,676
　　　　旅費交通費 1,187,365 2,363,676 △ 1,176,311
　　　　通信運搬費 472,061 561,415 △ 89,354
　　　　減価償却費 29,141 18,672 10,469
　　　　会合費 140,528 1,319,858 △ 1,179,330
　　　　参加費 52,668 0 52,668
　　　　消耗品費 254,902 249,667 5,235
　　　　パソコン管理費 376,297 19,934 356,363
　　　　印刷製本費 0 88,555 △ 88,555
　　　　新聞図書費 78,183 78,030 153
　　　　賃借料 885,603 833,616 51,987
　　　　リ－ス料 412,437 412,438 △ 1
　　　　支払手数料 125,398 131,336 △ 5,938
　　　　支払謝金 11,693 18,000 △ 6,307
　　　　租税公課 2,194 2,795 △ 601
　　　　雑費 83,123 66,240 16,883
　　　経常費用計 63,069,855 54,385,749 8,684,106

正味財産増減計算書
令和2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで
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　　　　評価損益等調整前当期経常増減額 1,491,184 7,228,625 △ 5,737,441
　　　　評価損益等計 0 0 0
　　　　当期経常増減額 1,491,184 7,228,625 △ 5,737,441
　経常外増減の部
　　経常外収益
　　　経常外収益計 0 0 0
　　経常外費用
　　　経常外費用計 0 0 0
　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　当期一般正味財産増減額 1,491,184 7,228,625 △ 5,737,441
　　　一般正味財産期首残高 42,551,106 35,322,481 7,228,625
　　　一般正味財産期末残高 44,042,290 42,551,106 1,491,184
Ⅱ指定正味財産増減の部
　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0
　　　指定正味財産期首残高 0 0 0
　　　指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ正味財産期末残高 44,042,290 42,551,106 1,491,184



（単位：　　円）

科目 公益目的事業会計 法人会計 合計

Ⅰ一般正味財産増減の部
　経常増減の部
　　経常収益
　　　受取会費 49,063,500 14,863,500 63,927,000
　　　　個人会員受取会費　　　　 14,863,500 14,863,500 29,727,000
　　　　賛助会員受取会費 34,200,000 0 34,200,000
      事業収益 0 0 0
　　　　業務受託収益 0 0 0
　　　受取負担金 600,000 0 600,000
　　　　受取負担金 600,000 0 600,000
　　　受取寄付金 30,000 0 30,000
　　　　受取寄付金 30,000 0 30,000
　　　雑収益 532 3,507 4,039
　　　　受取利息 532 7 539
　　　　雑収益 0 3,500 3,500
　　  経常収益計 49,694,032 14,867,007 64,561,039
　　経常費用
　　　事業費 54,834,010 0 54,834,010
　　　　役員報酬 3,068,500 0 3,068,500
　　　　給料手当 16,006,179 0 16,006,179
　　　　その他の労務費 1,691,275 0 1,691,275
　　　　役員退職金 21,250 0 21,250
　　　　退職給付費用 543,575 0 543,575
　　　　法定福利費 1,823,878 0 1,823,878
　　　　福利厚生費 100,349 0 100,349
　　　　慶弔費 22,011 0 22,011
　　　　旅費交通費 178,216 0 178,216
　　　　通信運搬費 1,236,803 0 1,236,803
　　　　減価償却費 507,258 0 507,258
　　　　会合費 380,570 0 380,570
　　　　消耗品費 1,303,718 0 1,303,718
　　　　パソコン管理費 1,266,194 0 1,266,194
　　　　印刷製本費 1,765,533 0 1,765,533
　　　　新聞図書費 10,621 0 10,621
　　　　賃借料 5,018,420 0 5,018,420
　　　　リ－ス料 962,355 0 962,355
　　　　支払手数料 17,518,183 0 17,518,183
　　　　支払謝金 698,088 0 698,088
　　　　支払負担金 646,984 0 646,984
　　　　雑費 64,050 0 64,050
　　　管理費 0 8,235,845 8,235,845
　　　　役員報酬 0 541,500 541,500
　　　　給料手当 0 2,812,761 2,812,761
　　　　その他の労務費 0 239,888 239,888
　　　　役員退職金 0 3,750 3,750
　　　　退職給付費用 0 95,925 95,925
　　　　法定福利費 0 321,860 321,860
　　　　福利厚生費 0 17,708 17,708
　　　　慶弔費 0 90,860 90,860
　　　　旅費交通費 0 1,187,365 1,187,365
　　　　通信運搬費 0 472,061 472,061
　　　　減価償却費 0 29,141 29,141
　　　　会合費 0 140,528 140,528
　　　　参加費 0 52,668 52,668
　　　　消耗品費 0 254,902 254,902
　　　　パソコン管理費 0 376,297 376,297
　　　　印刷製本費 0 0 0
　　　　新聞図書費 0 78,183 78,183
　　　　賃借料 0 885,603 885,603
　　　　リ－ス料 0 412,437 412,437
　　　　支払手数料 0 125,398 125,398
　　　　支払謝金 0 11,693 11,693
　　　　租税公課 0 2,194 2,194
　　　　雑費 0 83,123 83,123
　　　経常費用計 54,834,010 8,235,845 63,069,855

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで
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　評価損益等調整前当期経常増減額 △ 5,139,978 6,631,162 1,491,184
　　　　評価損益等計 0 0 0
　　　　当期経常増減額 △ 5,139,978 6,631,162 1,491,184
　経常外増減の部
　　経常外収益
　　　経常外収益計 0 0 0
　　経常外費用
　　　経常外費用計 0 0 0
　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　当期一般正味財産増減額 △ 5,139,978 6,631,162 1,491,184
　　　一般正味財産期首残高 42,551,106
　　　一般正味財産期末残高 44,042,290
Ⅱ指定正味財産増減の部
　　　当期指定正味財産増減額 0
　　　指定正味財産期首残高 0
　　　指定正味財産期末残高 0
Ⅲ正味財産期末残高 44,042,290
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１． 重要な会計方針
（１）会計方針

「公益法人会計基準」(平成２０年１２月１日　内閣府公益認定等委員会）を採用している。

（２）固定資産の減価償却の方法
建物附属設備、什器備品及びソフトウェア　　　・・・・・・・ 定額法によっている。

（３）引当金の計上基準
退職給付引当金
　　職員等の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて
　計上している。

（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

２．特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

退職給付引当預金 968,600 639,500 275,000 1,333,100

CAETS開催準備資金 10,000,000 2,500,000 0 12,500,000

二国間連携準備資金 3,000,000 3,000,000 0 6,000,000

３．特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に

産からの充当額） 産からの充当額） 対応する額）

退職給付引当預金 1,333,100 - - 1,333,100

CAETS開催準備資金 12,500,000 - 2,500,000 -

二国間連携準備資金 6,000,000 - 3,000,000 -

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物附属設備 788,400 132,055 656,345

什器備品 1,176,422 179,521 996,901

ソフトウェア 1,998,000 1,198,800 799,200

合計 3,962,822 1,510,376 2,452,446

５．引当金の増減額及びその残高

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

目的使用 その他

退職給付引当金 968,600 639,500 275,000 - 1,333,100

財務諸表に対する注記

科目 当期末残高

科目 前期末残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
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使用目的等

Ι.資  産  の  部

1.流　動　資　産

現 金 運転資金等 137,356

普 通 預 金 運転資金等 19,688,096

三菱UFJ銀行田町支店 運転資金等 5,196,202

みずほ銀行芝支店受託口 運転資金等 152

運転資金等 2,252,882

未 収 金 会費等未収入金 会費等に係る未収金 1,380,000

28,654,688

2.固　定　資　産

(1) 特 定 資 産

退職給付引当預金 職員等の退職に備えるための預金 1,333,100

CAETS開催準備資金 CAETS開催に備えるための預金 12,500,000

二国間連携準備資金 二国間の国際会議に備えるための預金 6,000,000

(2) その他固定資産

建物附属設備 公益・法人会計保有財産 656,345

什器備品 公益・法人会計保有財産 996,901

ソフトウエア 公益会計保有財産 799,200

電　話　加　入　権 公益・法人会計保有財産 74,984

敷 金 公益・法人会計保有財産 2,376,000

　 24,736,530

　 53,391,218

Ⅱ.負　債　の　部

1.流　動　負　債

未 払 金 300,000

前 受 金 会費等に係る前受金 7,522,500

預 り 金 193,328

8,015,828

2.固　定　負　債

退 職 給 付 引 当 金 職員等の退職に備えるための引当金 1,333,100

　 1,333,100

　 9,348,928

　 44,042,290

みずほ銀行芝支店

財　産　目　録

（令和 3年 3月31日現在）

（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 金　　　　　額

現金手元有高

みずほ銀行芝支店

郵便振替貯金

流 動 負 債 合 計

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

正 味 財 産 合 計

流 動 資 産 合 計

みずほ銀行芝支店

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

会費等前受金

源泉所得税等

パーティション

プロジェクター・金庫

会員管理システム

事務所賃貸借敷金

みずほ銀行芝支店
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2021年度 事業計画

1．2021年度の展望

　これまで科学技術・イノベーションの革命的
な進展により、労働生産性が高まり、豊かさが
社会に行き渡ると共に、平均寿命も向上してい
る。一方、陰の側面として、地球温暖化や資源
問題などが顕在化、さらに格差が広がり、社会
が分断されるなどの課題が顕在化し、Society 
5.0/SDGs 実現に向けた努力がなされるように
なった。日本工学アカデミー（EAJ）では、そ
の設立理念に則り、これまで人類の安寧と豊
かな社会の実現を目指して協働活動に取り組
み、自由かつ独立した立場で未来社会をデザイ
ンし、課題解決に向けた多様な提言を世界に向
けて行うことで、警鐘を鳴らしてきた。このよ
うな中、2019年に新型コロナウィルス感染症

（COVID-19）によるパンデミックが発生し、世
界各地で日々の生活、生存に係る多くの問題が
解りやすい形で浮き彫りになり、社会、国、経
済、組織の在り方、市民の働き方、生き方など
が問い直されるようになった。わが国において
も、失われた30年におけるデジタル化の遅延が、
日々の快適な生活を脅かすまでになっているこ
とが自分事として広く認識され、新常態に向け
た根源的な変革への社会受容性、期待が高まっ
ている。
　EAJではこの機を「Engineer the Future」早
期具現化の大きなチャンスと捉え、社会、環境、
経済的に持続発展可能な新常態像を描き、抜本
的な変革に向け、強い意思を持って一歩を踏み
出すための指針や具体的施策の提供に注力す
る。このため2021年度は、会員、賛助会員の多
様性の拡充を図り、デジタル技術を先導的に活
用し、幅広い学問分野、学際分野の専門家や多
様な関係者との共創が可能な共創場（エコシス
テム）を提供、構築されたネットワークを活用
することで、定款第4条に定める下記5事業を、
より自律的、円滑に推進し、新たな価値、成果
を生み出す実践的な協働活動を推進する。
　（1） 創造的革新技術の萌芽の模索、評価等に

よる、先見性・創造性のある基礎研究の
推進のための調査研究、提言等に関する
事業

　（2） 社会、産業界、学界が工学及び科学技術
に関する分野で直面している具体的問題
の把握とその解決に関する事業

　（3） 工学及び科学技術に関連する問題につい
ての普及啓発活動に関する事業

　（4） 工学及び科学技術の分野における国際交
流の推進に関する事業

　（5） その他本法人の目的を達成するために必
要な事業

　これらを担当する委員会、支部、プロジェク
トは、「年間活動計画」を作成し、以下の点に
留意して計画的に活動を進める。
　①　 若手会員、女性会員、賛助会員、私立大

学所属会員、新興分野や人文社会科学分
野などの会員の拡充、会員の多様化を図
り、EAJの価値創生基盤を強化する。

　②　 デジタル技術を活用して、会員、賛助会
員と、立法府、行政府、学界、産業界、
市民など多様なステークホルダのより効
果的な情報共有、議論の場を提供する。

　③　 上記新基盤を活用した社会・環境・経済
課題のバランスの良い解決、価値創造を
めざし、政策提言活動、人材育成活動、
支部活動、国際活動の一層の強化を図る。

2．法人運営に係わる活動

2−1　企画推進活動
1）社員総会
　社員総会は、EAJの最高議決機関であり、理
事及び監事の選任、事業計画・予算、事業報告・
決算などを決議する。定時社員総会は、毎事業
年度終了後3カ月以内に開催する。
　新年賀詞交歓会などにおいても、多数の会員
が交流できる企画を検討し、実施していく。多
数の会員が会するこれらの機会を利用し、会員
のみならず多様な分野の専門家が、工学や科学
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技術と社会との関係を議論する場として、EAJ
フォーラムを開催する。
2）理事会　
　年に5回（社員総会直後、7月、11月、2月、5
月）開催し、将来構想の実現を可能とする会員
入会可否、役員選任、諸規則の制定・改定・廃止、
重要行事等の開催計画などの審議、議決を行う。
なお、2月理事会にて、次年度事業計画および
収支予算を議決する。また、5月理事会にて社
員総会に提議するすべての議案を議決する。
3）企画運営会議　
　年に8回開催し、EAJの基本方針や分野別事
業等に関する重要課題について企画・調査・検
討し、理事会に提議する。また、会長、理事会
からの諮問に応じて調査・検討し答申する。
4）企画推進グループ　
　新常態でのEAJ事業の活性化に向け、以下の
活動などを支援する。法人運営に係る活動では、
財務・事務機能強化委員会と連携し、デジタル
化による事業基盤強化を加速する。公益目的事
業に係る活動では、会員向けコンテンツの充実、
オンライン談話サロンなどによる、EAJ内の各
事業間、産学官民間の連携強化を促進し、EAJ
ならではの価値創出を支援する。

2−2　組織基盤増強活動
1）会員選考委員会　
　正会員の専門分野の偏りを無くすことに努
め、若手会員、女性会員、賛助会員、私立大学
所属会員、さらに新らしい工学技術分野や人文
社会科学分野などの会員の拡充、会員の多様化
を図る。また、会員強化委員会と協働して賛助
会員企業からの正会員の候補者推薦増加を働き
かける。なお、会員選考委員会の委員在任任期
について、出来るだけ選考委員会規定に則って
適用することに努め、選考委員会委員構成自体
の世代交代を図るようにする。
2）会員強化委員会　
　個人会員・賛助会員の拡大強化に向けた活動
を継続する。年度内に4回の会員強化委員会を
開催し、会員推薦状況を把握するとともに、新
会員の発掘と推薦、分野や業界などのダイバー
シティ拡大策を検討する。また、新入会員説明
会や賛助会員ラウンドテーブルなどの活動を通

して会員のEAJ活動への参加促進を推進する。
3）財務・事務機能強化委員会　
　2021年度活動基本方針に基づき、新常態下に
おいても、EAJ全体の事業活動が円滑に推進さ
れるよう、次を目標とする。
　① 会員、賛助会員の多様性拡充を通じて、財

務基盤の維持安定を確保する。
　② デジタル技術の積極採用により、HPの利

便性の向上等を実現することで、会員への
一層のサービス向上を目指す。

　③ 事務業務の見直しを実施し、必要に応じた
外注の有効活用や、情報システムの更新を
通じて、機能の強化及び合理化を図る。

2−3　事務局
　デジタル化を推進して情報伝達・連絡などの
支援業務の円滑で効率的な実施に努め、EAJ事
業・活動の一層の支援を図る。
　

3．公益目的事業に係わる活動

3−1　委員会活動
1）政策提言委員会　　
　我が国の工学及び科学技術全般の発展に寄与
するため、創造的革新技術の萌芽の模索、評価
を行うと共に、社会、産業界、学界が直面して
いる具体的問題の把握とその解決を目指し、社
会が目指すべき方向性について先見的、創造的
な提言を発信する。
　① 政策提言の幅広いテーマをカバーし、かつ

会員の参加意識を高めることを目的とし
て、委員会メンバーのほかにテーマに応じ
て意見交換を行う検討会などを通じ、会員
の参加を拡充させる。

　② 会員アンケート調査結果などを踏まえて、
会員の関心が高くなおかつぜひ取り組みた
いという新規テーマを主要課題として検討
する。また、ビジョン検討など幅広い観点
から継続的な議論が必要なものについて
は、プロジェクト以外の議論の場を検討す
る。

　③ プロジェクトにPOを派遣するとともに適
宜意見交換を図ることにより、より実効的
でインパクトのある政策提言を行うような
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支援を行う。
　④ プロジェクトの成果を最大限に活かすた

め、広報活動とも連携し、政策提言プロジェ
クト成果の外部向けの発表の場としてシン
ポジウム等を行うとともに、立法府、行政
府などとの交流を行う。

　⑤ 外部資金獲得の提案を積極的に支援する。
その際、多彩な分野の会員主体の推進体制
も検討する。

　⑥ COVID-19下で国際交流が低下している状
況を鑑み、委員会としてオンライン国際
ワークショップを開催し、アクティビティ
を維持するよう努める。

2）科学技術イノベーション2050委員会　
　2050年に向けて技術の棚卸しを含む現状把握
をした上で、2050 年の将来像に向けた必要な
技術、それを実現するための「科学技術・イノ
ベーション」ロードマップを描き、22 世紀に向
けて持続可能な社会を実現するためのアクショ
ンプランを提言することを目的とする。
　2019年度は、2050年の将来像に対し、解決す
べきテーマや課題および必要技術を特定し、そ
こへ向けたパスウェイを考えるとともに、この
ロードマップおよびアクションプランの策定に
向け、委員会として取り組むべきSDGsに関連
したテーマを議論し、3件（（1）スマートな都市、
快適で強靭な人間居住の実現、（2）持続可能で
格差のない水・食料・エネルギーアクセスの実
現、（3）可視化されたエビデンスと多様な価値
観の許容に基づくガバナンスの実現）を中心的
課題とした。2020年度は、2019年度に提示した
課題に対して、その必要技術に対し、実現に向
けたパスウェイを議論するためのワークショッ
プを8月に開催した。その後、3つの課題に対し
て分科会形式でも開催し、2050年の未来像を議
論するとともに、その実現にむけたロードマッ
プの作成を行い、技術が支える持続可能な社会
を実現するためのアクションプランを作成し
た。
　2021年度は、2020年度に提示した3つの課題
の将来像やロードマップをベースとして、国際
WSを開催し、国内外の専門家と議論を交わす
とともに、日本の考え方を示していく。また、
賛助会員や政治家に向けたレクチャーの開催可

能性を探るとともに、ガイドラインのようなも
のを作成し、啓蒙活動を実施する。さらに、3
つの分科会および、そこから派生するプロジェ
クトを階層的に構築し、2022年度以降において、
本委員会、分科会、プロジェクトという階層型
委員会として活動できるよう、新しいメンバー
の募集を含めた準備を行う。
3）国際委員会　
　各国の工学アカデミーとの組織的連携、積極
的な若手人材の関連イベントへの派遣、国際事
業の国内他機関との共催の拡大を軸に、日本に
おける国際連携ネットワークを強化する。
　国際アカデミー間連携では①国際工学アカデ
ミー連合（ブエノスアイレス開催）、②東アジ
ア工学アカデミー円卓会議（中国開催）、③欧
州交流委員会の事業を継続する。
　国際人材育成では①2021 日米先端工学シン
ポジウムの実施（アーバイン開催）、②日豪次
世代リーダー育成（メルボルン開催）の継続を
図る。
4）人材育成委員会
　2020年度に延期したEAJ若手リーダー塾の
Web開催を4月8日から三週にかけて行う。
　20年度に取りまとめた未来社会と工学教育プ
ロジェクトの成果を踏まえ、シンポジウム形式
の討論を年一回程度行い、さらに様々な問題提
起を議論していく。今年度は下記などを実施す
る。
　① EAJ若手リーダー塾をウェブ開催する。
　② 「未来社会と工学教育」プロジェクトにお

ける成果を積極的に広報し議論を深める。
　③ 同プロジェクトの報告と討議のためのシン

ポジウムを開催する。
　④ その他必要に応じセミナーを開催する。
5）若手委員会
　若手委員会では2018年9月の発足以来、「わが
国の次世代・若手人材が国際的に競争力のある
工学的な研究開発成果を、よりアクティブに創
出し、そこからの高付加価値化・社会実装化を
促進していくには、どのような環境・仕組みを
講ずるべきか」といった問題意識を念頭に活発
な議論を行ってきた。このなかで同定された
ことの一つに、工学への期待や魅力を直接的に
伝えることの重要性や、我々世代が確実に次世
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代のための新たな環境をつくっていくことがあ
る。そこで若手委員会の2021年度活動として、
さらなる若手世代へ向け、主な活動項目を下記
①、②とする。
　① 委員会開催（2 〜 3か月程度に一度の頻度

で継続的なオンライン開催を予定）
　② イベントの開催（二種:下記企画例）
　　（a） イノベーションを実践している著名起

業家（大学発ベンチャー創業者等）に
登壇いただく公開シンポジウム

　　（b） 若手委員会メンバーが登壇する公開セ
ミナー

6）ジェンダー委員会　
　環境・エネルギー問題、災害、新コロナ感染
拡大に加えダイバーシティ推進にともなう課題
など社会が複雑多様化している中、社会的課題
の解決と経済の維持、個々の人々の充実感をす
べて満たすことが必要な未来社会では、多様性、
特にジェンダーの視点が必須である。しかしな
がら、わが国の工学におけるその取り組みは他
分野及び世界と比較して遅れている状況にあ
り、EAJが工学におけるわが国の取り組みを率
先して推進するためには、本委員会が産業界を
含めた推進力となるジェンダー施策を検討し、
その拡大と定着を図ることが必要である。EAJ
の他委員会との連携を一層強化し、日本の工学
活性化のために、EAJが女性参画による効果に
ついてエビデンスベースで議論し、その改善策
を提案・実施する。以下に2021年度のアクショ
ンプランを記す。
　① 若手委員、学生委員の意見を踏まえた第5

回シンポジウムの実施。コロナ禍で得た知
見を生かして、オンラインとオンサイトの
併用開催とすることにより、多様な人々が
参加可能となるように工夫する。

　② 学生委員によるインタビューをオンライン
形式を中心として実施する。得られた情報
を元に、個人あるいは組織のジェンダー視
点での好事例の情報発信を行う。

　③ EAJの活動や提言に社会の多様な立場を取
り入れるための施策として、各企画や委員
会に対して適切な女性研究者を推薦する仕
組みを策定し、実行する。

　④ EAJ支部、EAJ委員会、および一般社団法

人　八大学工学系連合会との連携を強化す
る。

　⑤ EAJ女性会員増加策を検討し実施する。
　⑥ 次世代人材育成の施策の一つとして、中高

生および保護者、中学高校教師および予備
校講師を対象とした情報発信を検討する。

7）広報委員会　
　 広 報 委 員 会 で は、2020年 度 ま で にEAJ 
NEWSのネット配信、メールマガジンに相当す
るEAJニュースレターの発行、ホームページの
改善などインターネットを活用した会員への情
報発信、一般への情報発信の活性化を推進して
きた。
　2021年度はこれらの活動をさらに推し進める
とともに、デジタル技術をより先導的に活用し、
幅広い学問分野、学際分野の専門家や多様な関
係者との共創が可能な場の提供に向けて、イン
ターネットを活用した双方向コミュニケーショ
ンが可能なシステムを構築し、会員をはじめと
する多くの人に提供する。
　また未だ一般的に認知度が高いとは言えない
EAJをより多くの人に知ってもらい、入会し活
動してもらうために、EAJを紹介する資料、ビ
デオ等を充実させる。
　新型コロナウィルスの流行が収まらないとき
は、これまで以上にWeb会議、バーチャルのセ
ミナー・ワークショップ・シンポジウムなどの
バーチャルイベントの開催が必要となるため、
これらのイベントが開催しやすくするための
ネットシステムの充実を図る。
8）政策共創推進委員会　
　日本工学アカデミー（EAJ）が主宰し、関連
団体（非行政組織）と連携してアカデミア（ま
ずは、工学）の考え方や意見を立法府・国会議
員に届けるとともに意見交換を行うことのでき
る道筋を開くことを目指す。そのために、相互
に学びあうことを通じ、情報を共有しつつ信頼
しあえる関係を築き上げるべく、EAJとして実
施可能で実効性のある活動を地道に進める。
　2021年度は、昨年度に引き続き、委員をさら
に拡充しつつ、以下の活動分担体制を作り、活
動を進める。全体委員会は3回程度開催する。
①国会議員との対話の会は、年4回程度、開催
する。②参議院調査部門との共催ワークショッ
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プを年3回開催する。③国立国会図書館との調
査・提言テーマに関する情報交換を年2回、定
期的に開催する。④若手研究者（博士課程の研
究者を含む）による議員インタビューを計画的
に実行に移し、段階的に本格化していく。⑤関
連団体との連携については、さらに、賛助会員
も含めて連携の場を拡大していく。
　なお、活動状況（国会議員との対話の会のダ
イジェストビデオなど）について、HPを通じ
てできる限り公開する。さらに、海外調査が可
能となれば、情報収集が期待されている米国に
おけるアカデミー、科学助言システム、AAAS
の議会フェローシップ制度の運用状況などにつ
いて訪問調査を行う。
9）会長候補者推薦委員会
　会長候補に相応しい正会員を組織的に検討す
るために、今年度は準備員会を立ち上げ、設置
目的に則って活動する。

3−2　支部活動
　引き続きデジタル化を推進するとともに、支
部・地区での特徴ある活動を中心に、広く事業
展開を目指す。支部・地区発の提言・提案プロ
ジェクトの掘り起こしも奨励する。
1）北海道支部　
　北海道支部会員間でのEAJの知見を深める活
動を通して、北海道地区における工学の進展
に寄与するとともにEAJの認知度向上に努力す
る。
　① コロナ禍の終息が見込める場合、北海道支

部発足記念式典を挙行する。
　② 理事会（リモート会議となる可能性も有り）

を随時開催し、北海道支部の活性化に向け
た検討を鋭意行う。

　③ 東北支部との連携を有機的に行い、北海道
支部活動の向上に繋げる。

　④ 北海道支部が主催する講演会などにより会
員相互の交流を深めながら、EAJの衆知に
努める。

2）東北支部　
　持続可能な社会の実現を目指し、東北地区の
知的資産を活かした地域発の社会革新を進める
ための活動を推進する。
　コロナ非終息をも想定し、デジタル化を引き

続き推進すると共に、予定している下記の活動
はコロナの状況に合わせた形で実施する:
　① 新支部発足記念式典開催（2021年9月頃の

予定、阿部前会長の慰労会を兼ねる）。
　② 講演会等による支部会員への情報提供と社

会への発信：北海道支部、大学、学会等と
積極的に連携。

　③ 支部として今後重点的に取り組むべき課題
の検討を開始。

3）中部支部
　EAJの設立主旨を基盤として、支部会員への
情報や交流の場の提供ならびに地域社会に対す
る啓発活動に寄与し、併せて支部会員相互の協
調と親睦を図ることを目的とし、下記の活動を
継続して推進する。
　① 時機を得たテーマでEAJ中部レクチャーを

企画・開催し、新しい技術・情報の紹介と
共有に寄与する。

　② 新たに設置した企画推進部会を活かし、新
たな企画を継続的に議論する。

　③ 中部支部運営委員会を定期的に開催し、企
画推進部会と連携し、情報発信の場の企画
を積極的に行う。

　④ 中部通信を発信し、これを通じて会員相互
の情報交換と交流の活性化に努める。

　⑤ 上記の取り組みについてはコロナの終息の
有無に拘わらずオンラインも最大限活用
し、支部にとどまらず発信する。

4）関西支部　
　EAJの設立主旨である日本の工学・科学技術
全般の発展に寄与するとともに、科学技術に関
わる産学官の指導的立場にある者の団体である
ことを基盤として、本支部会員への情報や交流
の場の提供ならびに地域社会との共創活動に寄
与し、併せて本支部会員相互の協調と親睦を図
ることを目的とする。
　① 運営委員会開催（3回程度開催予定）
　② 2021年度上半期　第6回講演会開催予定（神

戸地区）
　③ 2021年度下半期　第7回講演会開催予定（大

阪地区）
　④ SDGs関係の新たな講演を企画中
5）九州支部　
　総会・理事会　各1回、講演会1回、高等専門
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学校への出張講演会1回、九州工学教育協会と
の共催事業　シンポジウム2回、運営委員会・
会員拡大強化などの活動を、デジタル・情報通
信技術の活用を検討しながら進める。
　2021年度の活動の柱は、以下のとおりである。
　① 支部会員への情報提供や交流の場として、

講演会、シンポジウム、懇親会などを開催
する。

　② 次代を担う高校生や高専生に対する工学・
科学技術の啓発活動として、出張講演会を
開催する。

　③ 支部運営体制の強化を図るとともに、会員
拡充に向けた取り組みを行う。

　④ 九州地域の特性を反映した課題解決や地域
の活性化に向けた活動を企画、実施する。

　⑤ 上記実施にあたり、業務のデジタル化・オ
ンライン化を検討・推進する。

6）その他
　その他の地区においても、地区講演会の開催
などを通じて、地域の活性化の足がかりと会員
増強に努める。なお、引き続き会員ゼロの県を
なくす努力を継続する。
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社員総会

理事会

会長

会員選考委員会

企画運営会議

企画推進
グループ

事務局

監事

支部長会議

会員強化委員会

政策提言委員会

国際委員会

人材育成委員会

ジェンダー委員会

広報委員会

財務・事務機能強化委員会

若手委員会

科学技術・イノベーション2050委員会

政策共創推進委員会

東北支部

中部支部

関西支部

九州支部

北海道支部

会長候補者
推薦委員会

2021年度 組織図

（2021年5月31日現在）
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1 日本電気株式会社
2 住友電気工業株式会社
3 富士通株式会社
4 トヨタ自動車株式会社
5 大成建設株式会社
6 鹿島建設株式会社
7 ソニーグループ株式会社
8 三菱重工業株式会社
9 株式会社日立製作所
10 三菱電機株式会社
11 日本電信電話株式会社
12 株式会社東芝
13 三菱マテリアル株式会社
14 株式会社NTTデータ
15 株式会社NTTドコモ
16 日産自動車株式会社
17 一般財団法人新技術振興渡辺記念会
18 東京電力ホールディングス株式会社
19 株式会社神戸製鋼所
20 東レ株式会社
21 国立研究開発法人科学技術振興機構
22 株式会社三菱総合研究所
23 株式会社 ＩＨＩ
24 株式会社島津製作所
25 株式会社建設技術研究所
26 住友化学株式会社
27 ファナック株式会社

28 日本電子株式会社
29 パナソニック株式会社
30 株式会社日立ハイテク
31 株式会社カネカ
32 株式会社堀場製作所
33 国立研究開発法人海洋研究開発機構
34 高砂熱学工業株式会社
35 富士フイルム株式会社
36 東京エレクトロン株式会社
37 三井化学株式会社
38 横河電機株式会社
39 株式会社クボタ
40 東海旅客鉄道株式会社
41 武蔵エンジニアリング株式会社
42 東北電力株式会社
43 株式会社三菱ケミカルホールディングス
44 DMG森精機株式会社
45 株式会社タカギ
46 昭和電工株式会社
47 ダイキン工業株式会社
48 旭化成株式会社
49 東海カーボン株式会社
50 AGC株式会社
51 株式会社大林組
52 株式会社野村総合研究所
53 大日本印刷株式会社

賛助会員

（入会順　2021年6月1日現在）
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2021年6月1日現在

理事・会　長 小林　喜光 株式会社 三菱ケミカルホールディングス　取締役会長
理事・副会長（会長代理） 嘉門　雅史 一般社団法人 環境地盤工学研究所　理事長
理事・副会長 久間　和生 国立研究開発法人 農業･食品産業技術総合研究機構　理事長
理事・副会長 原山　優子 国立研究開発法人 理化学研究所　理事
理事・副会長 菱田　公一 明治大学　研究・知財戦略機構　特任教授
 専務理事 城石　芳博 株式会社 日立製作所　技術顧問
 常務理事 睦　　哲也 公益社団法人 日本工学アカデミー　常務理事
 常務理事 森本　浩一 国立研究開発法人　海洋研究開発機構　特任参事
 理　　事 天野　玲子 国立研究開発法人　日本原子力研究開発機構　監事
 理　　事 石川　憲一 金沢工業大学　顧問
 理　　事 江村　克己 日本電気株式会社　NECフェロー
 理　　事 岡田　益男 東北大学特任教授（客員）　総長・プロボスト室・東北大学名誉教授
 理　　事 笠原　博徳 早稲田大学　副総長
 理　　事 神本　正行 弘前大学　特別顧問
 理　　事 北村　隆行 京都大学　名誉教授
 理　　事 倉持　隆雄 国立研究開発法人 科学技術振興機構　研究開発戦略センター　副センター長
 理　　事 小山　珠美 昭和電工株式会社　理事　社長付
 理　　事 佐伯　　浩 一般社団法人 寒地港湾空港技術研究センター　会長
 理　　事 坂田　東一 一般財団法人 日本宇宙フォーラム　理事長
 理　　事 平　　朝彦 国立研究開発法人　海洋研究開発機構　顧問
 理　　事 高松　　 洋 九州大学大学院工学研究院機械工学部門教授
 理　　事 田中　敏宏 大阪大学　理事　副学長
 理　　事 辻　　篤子 中部大学　特任教授
 理　　事 辻　　佳子 東京大学　教授
 理　　事 中島　義和 東京医科歯科大学　教授
 理　　事 橋本　正洋 東京工業大学　環境・社会理工学院　教授
 理　　事 馬場　直志 北海道大学　名誉教授
 理　　事 林　　秀樹 国立研究開発法人 新エネルギー ･産業技術総合開発機構 技術戦略研究センターフェロー
 理　　事 平尾　明子 株式会社 東芝　研究開発センター　ナノ材料・フロンティア研究所　シニアフェロー
 理　　事 村上　雅人 芝浦工業大学　学長
 理　　事 八重樫武久 株式会社 コーディア　代表取締役
 理　　事 安浦　寛人 九州大学　理事・副学長
 理　　事 安永　裕幸 国際連合工業開発機関　東京投資・技術移転促進事務所　所長
 以上　理事　33名

 監　事 谷口 　　功 独立行政法人 国立高等専門学校機構・理事長
 監　事 日野　光兀 東北大学　名誉教授
 以上　監事　2名

 最高顧問 吉川　弘之 小宮山　宏    
 名誉会長 阿部　博之     
 顧　　問 青山　博之 池田　駿介 梶山　千里 神山　新一
  國武　豊喜 種市　　健 中西　友子 中村　道治
  永野　　博 堀　　幸夫 松尾　友矩 松本洋一郎
  御園生　誠 三井　恒夫 宮城　光信
 顧問・栄誉フェロー 小泉　英明

以上

2021年度 役員名簿
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【事業活動収入】
　会費収入及び負担金収入を64,800千円と見込
んだ。

【事業活動支出】
　若手委員会、政策提言委員会、国際委員会、
広報委員会、政策共創推進委員会、各支部活動
などを積極的に展開する費用として60,540千円
を見込んだ。

【当期収支差額】
　これより事業活動収支差額は4,260千円の黒
字となる。一方、投資活動において、退職金給
付引当預金取得支出640千円、CAETS開催準
備資金取得支出2,500千円、二国間連携準備資
金取得支出600千円を見込むので、投資活動収
支差額は3,740千円の赤字となる。更に、予備
費1,000千円を計上するので、当期収支差額は、
480千円の赤字である。

【次期繰越収支差額】
　以上より、2020年度の次期繰越収支差額が
20,639千円に確定していることより、2021年度
の次期繰越収支差額は、20,159千円となり、当
面の活動に必要な繰越金は確保できている。

【その他】
〇 2021年度特定費用準備資金については、3,100

千円を計上するが、取り崩しの状況を踏まえ、
年度末に積み増し計画の見直しを実施する予
定。

（内訳）
1. CAETS開催準備資金 2,500千円
2. 二国間連携促進準備資金 600千円

〇 2021年度においても、コロナ禍での事業展開
となることから、月次ごとに執行状況のモニ
タリングを行い、昨年度に実施したグローバ
ル化、デジタル化の対応も含め、事業活動の
最適化とアウトプットの最大化を目指し、臨
機応変に対応したい。

2021年度 収支予算

【基本方針】
　2021年度は、コロナ禍継続を前提として予算
策定を行い、引き続き、新常態に相応しい活発
な事業活動を各委員会、各支部を中心に展開す

る。環境の変化、予算の執行状況を踏まえなが
ら、予備費の活用等必要に応じて理事会で対応
する。

（単位：千円）
（A）2021年度予算 （B）2020年度決算額 （A）-（B）差額

事業活動収入 64,800 64,561 239
事業活動支出 60,540 61,894 △1,354
事業活動収支差額 4,260 2,667 1,593
投資活動収支差額 △ 3,740 △ 7,029 3,289
予備費支出 1,000 0  1,000
当期収支差額 △ 480 △4,362 3,882
次期繰越収支差額 20,159 20,639 △ 480
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（千円）
科目 2021年度予算 2020年度予算 増減

Ⅰ事業活動収支の部 　 　 　
　事業活動収入 　 　 　
　１会費収入 　 　 　
　　個人会員会費収入 29,000 27,832 1,168
　　賛助会員会費収入 34,000 30,400 3,600
　２事業収入 　 　
　　業務受託収入 0 0 0
　３負担金収入 　 　
　　負担金収入 1,800 5,200 △ 3,400
　４寄付金収入 　 　
　　寄付金収入 0 0 0
　５雑収益 　 　
　　受取利息収入 0 0 0
　　雑収入 0 0 0
　事業活動収入計 64,800 63,432 1,368
　事業活動支出 　 　 　
　1.公益目的事業活動支出 　 　 　
　　企画運営会議費 100 500 △ 400
　　会員選考委員会費 150 320 △ 170
　　会員強化委員会費 200 500 △ 300
　　財務・事務機能強化委員会費 100 10 90
　　人材育成委員会費 700 880 △ 180
　　若手委員会費 1,900 200 1,700
　　ジェンダー委員会費 650 500 150
　　科学技術イノベーション2050委員会費 900 360 540
　　政策提言委員会費 3,500 1,900 1,600
　　国際委員会費 3,640 8,600 △ 4,960
　　国際会議 0 4,000 △ 4,000
　　広報委員会費 6,100 2,700 3,400
　   企画推進グループ（ 談話サロン等経費） 500 1,000 △ 500
　   政策共創推進委員会 1,200 0 1,200
　   会長候補者推薦委員会 150 0 150
　   支部活動費 2,650 2,910 △ 260
　   グローバル化・デジタル化対応 0 0 0
　　公益事業費 22,440 24,380 △ 1,940
　　公益事務費 30,000 30,600 △ 600
　　公益目的事業支出計 52,440 54,980 △ 2,540
　2.法人事業支出   　
　　総会費 500 1,700 △ 1,200
　　理事会費 100 1,300 △ 1,200
　　法人事務費 7,500 5,400 2,100
　　法人事業支出計 8,100 8,400 △ 300
　事業活動支出計 60,540 63,380 △ 2,840
　事業活動収支差額 4,260 52 4,208
Ⅱ投資活動収支の部 　 　 　
　１投資活動収入 0 0 　
　　退職給付引当預金取崩し収入 - - -
　　敷金収入 - - -
　　投資活動収入計 0 0 0
　２投資活動支出 　 　 　
　（１）特定資産取得支出   　
　　退職給付引当預金取得支出 640 668 △ 28
　　CAETS開催準備資金取得支出 2,500 2,500 0
　　二国間連携準備資金取得支出 600 3,000 △ 2,400
　（２）固定資産取得支出   　
　　ソフトウエア取得支出 - - -
　（３）敷金・保証金支出   　
　　敷金支出 - - -
　　投資活動支出計 3,740 6,168 △ 2,428
　　投資活動収支差額 △ 3,740 △ 6,168 2,428
Ⅲ財務活動収支の部 　 　 　
　　財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ予備費支出 　 　 　
　　予備費支出　 1,000 1,000 0
　　当期収支差額 △ 480 △ 7,116 6,636
　　前期繰越収支差額 20,949 25,001 △ 4,052
　　次期繰越収支差額 20,469 17,884 2,585

2021年度収支予算
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　わが国の工学及び技術の基盤の確立と拡大強化を図り、先見性、創造性豊かな工学及び技術の創出を推進
することは、わが国の発展の為ばかりでなく、世界人類の将来にとっても極めて重要である。従来わが国は
応用技術、生産技術の面で革新的な展開を行うことにより、経済大国と呼ばれるまで成長したが、その後さ
らに創造性豊かな工学及び科学技術の推進や、これまで貢献の少なかった基礎研究の面における指導的役割
も期待されるようになった。 
　1987年、大学・官公庁・民間において、工学の研究、技術開発、産業の振興等に顕著に貢献した優れた見
識を持つ指導的立場の人々が上記の様な問題意識の下に、その学問分野や産業グループを越えて相集い、日
本工学アカデミーを任意団体として設立した。その目的は必要に応じて独自の提言を行うことにより、わが
国の科学技術全体の発展に寄与し、さらに諸外国のアカデミーとの交流を通して国際協力を推進することで
あった。
　その後10年間にわたり、この日本工学アカデミーは委員会・専門部会等を編成して関連する問題について
調査審議を行うと共に時宜に適った提言等を実施してきた。又、国際的に関心のある問題について、世界的
権威者を招請して、国際シンポジウムを開催してきた。1990年には、海外各国の同種団体の連合体である国
際工学アカデミー連合（International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences─ 
CAETS）へ加入を認められ、その活動に積極的に参加し国際交流を図ってきた。その結果、わが国の工学技
術分野を代表する組織として、国際工学アカデミー連合加入の各国から高く評価される様になってきている。 
　この時期に当たり、日本工学アカデミーを任意団体から改組し社団法人とすることにより、一層その活動
を推進したいと考えるに到った。その理由は、1.国際協力の活発化　2.国内活動の強化　3.普及啓発活
動の推進　の三つである。

1.国際協力の活発化 
　国際工学アカデミー連合（CAETS）のみならず、広く海外の各国、特にアジア各国でも、工学アカデミー
の設立の気運があり、これらとの相互連携においても、日本工学アカデミーの立場が強化されることが望ま
しい。国際的にも日本工学アカデミーの活動が評価されるに伴い、これらの活動を円滑にする為、その活動
の社会的な認知及び公共性を明確な立場として捉えることがより効率的と判断される様になって来ている。 

2.国内活動の強化 
　一昨年11月には、各省庁の枠を越えた議員立法によって科学技術基本法が成立し、内閣総理大臣の諮問を
受けて、科学技術会議で策定された科学技術基本計画は昨年7月2日付で閣議決定された。政府は科学技術創
造立国を基本政策とし、科学技術振興の為の種々の新施策も一部実行に移されつつあるが、科学技術基本法
の基本的考え方は、日本工学アカデミーの設立の趣旨と全く合致する。日本工学アカデミーは、これら諸施
策の最適な計画と実行を図る為に、関係者の利害を超越して、国益のための積極的な提言活動等を強化する。 

3.普及啓発活動の推進 
　最近の社会状況として、青少年の理工学離れに警鐘が鳴らされており、青少年や一般国民に対して、科学
技術とその経済社会への寄与について、その重要性を周知啓発する必要がある。この様な背景の下に日本工
学アカデミーは、国内外で公式に認知された団体として所期の目的を更に拡大して、普及活動も含めた公益
活動を効率よく、効果的に実行する。 

　以上の趣旨により、任意団体である日本工学アカデミーを発展的に改組し、社団法人日本工学アカデミー
を設立しようとするものである。
 以上

1997年4月23日

社団法人日本工学アカデミー設立趣意書
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