
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 社工会各期代表者会 
 
 
 
 
 
 
 
場所：東京工業大学大岡山キャンパス西 9 号館 933 教室 
 
 
 
 
 
 
次第 （13 時 00 分から 15 時 00 分） 

 １．開会 
２．報告１：大学組織改革について 
３．報告２：過年度活動について 
４．報告３：資産について 
５．議事１：社工会の今後について 
７．閉会 

   
     
       交流会  （会場：西 9 号館 4 階 402 会議室） 
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社会工学関連 組織関係 備考
1967 社会工学科 設置 (工学部６類) 土木工学・建築学
1970 社会工学専攻 設置 理工学研究科

・・・・・

1996

大学改組(大学院重点化)

社会工学専攻
研究科移籍

社会理工学研究科（新設)
経営工学・人間行動シス
テム・価値システム

2008
社会工学専攻
プログラム制 導入

同上
公共システム
制度設計(経済学)
時空間デザイン

・・・・・

2016

大学改組(学修一貫, discipline重視, quarter制)

社会工学の解体
学部相当 研究科相当 専攻相当

建築学系
環境・社会理工学院

都市・環境学コース
土木・環境工学コース
建築学コース土木・環境工学系

経営工学系 工学院 経営工学コース

社会工学の半世紀
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工学院と経営工学系, 経営工学コース



報告２ 過年度活動報告 
 
Ａ．過年度の役員体制と総会開催について 
 2003 年度の年次総会（7 月 28 日開催）にて，会長佐波利明，事務局長坂野達郎，その他役員の承認がな

されたのを最後に，2004 年度以降は年次総会が行われていなかった。 
平成 2012 年よりほぼ毎年総会開催。 
・2012 年度総会 5 月 27 日 暫定総会として実施、暫定役員決定 鈴木忠義先生講演会  
・2013 年度総会 5 月 26 日 役員決定（任期 2013 年度、2014 年度）  鈴木光男先生講演会 

会長    渡辺 孝  (70B)  立命館大学 
副 会 長 佐波利昭  (78B)  衆議院議員・鈴木馨祐事務所 
斉藤 潮  (81B)  東京工業大学        
事務局長  坂野達郎  (79B)  東京工業大学        
監査 査 役 渡辺美衡  (82B)  カゴメ株式会社   

・2014 年度総会 5 月 25 日 岡部聡さん講演会 
・2016 年度総会 5 月 21 日 予定 （大学ホームカミングデー） 
 

Ｂ．年度別活動の概要 
＜2003 年度＞ 
 入科式の社工会説明及び歓迎会（4 月） 

総会・講演会（石見利勝市長）（7 月 28 日） 
臨時総会・就職懇談会（12 月 4 日） 

＜2004 年度から 2015 年度＞ 
 入科式の社工会説明及び歓迎会（ＯＢによる祝辞＋懇親会） 毎年 4 月の第二週の金曜日 
 
Ｃ．会費徴収について 
 2003 年度 12 月 4 日の臨時総会で，会費徴収の廃止を決定．（別紙２ 2003 年度議事録要旨参照） 
 （会費のほとんどは，名簿発行・ニューズレター発行費用であったため，これらは電子化によりコスト削

減できることと，会費徴収コスト及び事務の簡素化をはかるため） 
 
Ｄ. 名簿情報の整備と電子化 
 会員数約 2300 名(学部、修士のみでの概算)以上，電子メールまたは住所の捕捉率は 800 名（約 35％）(内

e-mail 350 名)．ホームページ上から，会員の更新情報を登録するためのインターフェースを作成済みで

ある．名簿の公開は現在していない。 
 
Ｅ．ホームページ作成 
 会員との連絡手段としてホームページ設置。http://syakoukai.weebly.com/ 総会の案内、名簿情報更新に

利用。 
 
Ｆ. 就職セミナーの開催 
 OB /OG 講師による就職セミナー2003 年以前は行っていたが、それ以後実施していない。 
 
報告３ 資産について 
      2014 年期末残高 1,984,297 円 （定期預金 710,332 円、現金・普通預金 1,250,555 円） 
 

http://syakoukai.weebly.com/


2016 年 2 月 27 日 社工会各期代表者会 議事録 
 
渡辺孝社工会会長の最終まとめ 
１ 本年 4 月に 2 年生となる学部学生が、社会工学最後の学年で 50 期生になる。 
  50 期生の卒業するまで（2019 年 3 月 31 日）は、社工会はこれまで通り活動を続ける 
２ それまで、名簿の整備、管理をしっかり行う、 
３ それまでに、会員の声をできるだけ集め、50 期生卒業以後の社工会もついての方針を

きめる 
４ 上記の方針を、2016 年 5 月 21 日に総会を開催し、これまでの経緯（各期代表者会議

の意見も含めて）を説明する 
５ 各期ごとで同期会を開催し、名簿情報の更新と社工会の今後の存続のさせかたについ

て話し合ってほしい 
 
当日の意見メモ（不十分ですが、記憶のままに羅列します） 
要約すると 
① すべきという意見と残す必然性はないという意見、両論があった 
 残すべきとの意見、2000 人いることの価値 
 残す必然性なし 
  存在にメリットなし （vs 何をしてくれるかではなく、何ができるか考えるべき） 
    10 年間休会していても困らなかった 
  残すならば、理由は明確に 
②残し方 
 名簿管理を中心に 
③OB 交流の実態 
 同期会を比較的活発に行っている期は多くはないが、ある 
 蔵前の卒業 20 周年を機会に、交流が再生した 
 20 周年の時に連絡をするのに苦労した 
 研究室の交流もしっかり行っているところもあるが、必ずしもすべてではない 
④資産の使い方 
 同期会の時には、補助を出しては 
 名簿整理、HP の作成使っては 
⑤その他 
 会員規定をゆるやかに 旧原科 錦沢研学生もＯＫにして 
 社会工学とは何か、何らかの形でまとめては 
 OB で寄付講座をつくって、社会工学の支援をしては 

以上． 
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