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2014 年度第 11 回執行理事会議事録案	 

	 
期	 日：2015 年 4 月 4 日（土）10:00～12：30	 

場	 所：北とぴあ 902 会議室	 

出席者：井龍会長	 山本副会長	 渡部副会長	 齋藤常務理事	 ウォリス	 海野	 緒方	 中澤	 杉田	 

竹内	 廣木	 松田	 山路	 	 	 	 （事務局）橋辺	 	 

欠席者（委任状提出あり）：坂口	 平田	 星	 保柳	 	 

＊定足数（12，委任状含む）に対し，出席者 13 名，委任状	 4 名，合計 17 名の出席．	 	 

＊前回議事録の承認	 

	 

Ⅰ	 審議事項	 

1．日本学術振興会賞の推薦について（井龍）	 

	 3 月 31 日までに 1 名の会員の応募があったので，この推薦について検討し，承認した．応募の締め

切り 4/13-15.	 応募書類について，現在会長の方で取り纏め中．	 

	 

2．2014 年度決算概算および予算案（緒方）	 

	 

3．選挙規則の改正	 

	 理事の欠員補充に関する選挙規則の改正について，次点者がいた場合は，直近の総会で繰り上げる

こと，また，定款上の下限４０人を切った場合のことなどを今後検討することとした．	 

	 

4．機関リポジトリに関して，法務委員会の答申案	 

	 検討内容について，時期をみて諮問事項の答申を簡潔に紹介する内容をウェブに掲載する．会長か

ら法務委員会の委員長に確認をとる．	 

	 

5．地惑連合の男女共同参画委員会委員の交代．	 

	 堀	 利栄会員→宮下由香里会員	 	 本件について承認した．	 

	 

6．ロンドン地質学会との提携について	 

	 現在 MOU を結んでいることで，先方から Associated	 Society	 Status	 が付与されるとの連絡があり，

これを了承した．	 

	 

7．理事会議事運営	 

	 小嶋副議長と理事会議事運営について打ち合わせた．	 

	 

8.	 その他	 	 

	 次回執行理事会は，5月 23 日．6 月の執行理事会は 6月 6 日（土）を予定．	 
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Ⅱ	 報告事項	 

1．全体的報告（メール審議確認）	 

1）次期学習指導要領改訂に関する要望書を文部科学大臣並びに中教審会長あてに送付（3/31），4/2 に

文科の記者クラブにプレスリリースをおこなった．→HP に掲載	 

2）阿南晶子事務局員については，退職勧奨による合意解約を得たので 3月 31 日をもって退職された．

離職手続等はすでに完了した．	 

	 

2．運営財政部会：総務委員会	 	 （緒方）	 

・	 決算案・予算案	 
＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞	 

・	 筑波大学第１０回科学の芽賞の後援を例年通り承諾．	 
・	 藤原科学財団「藤原セミナー」の募集（7/31 締切）→news 誌，geo-flash 掲載	 
・	 コスモ国際賞委員会よりコスモ国際賞受賞候補者募集（4/30 締切）→	 geo-flash 掲載	 
・	 学術振興会より「育志賞」の公募（受付 6/10-12）→news 誌，geo-flash，HP 掲載	 
・	 山田科学財団より「2018 年開催の国際学術集会助成（募集期間 4/1-2016/2/26）→news 誌，

geo-flash，HP 掲載	 

・	 北淡国際シンポジウム開催報告	 
・	 第４0回リモートセンシングシンポジウム開催報告	 
＜その他＞	 

・	 林原自然科学館が２０１５年３月をもって活動終了となったことが館長（石垣会員）より報告さ
れた．標本類についてはそれぞれの場所への返却，移管を行っている．	 

＜会員＞	 

1）今月の入会者（16 名）	 

	 2015 年度から入会希望（１社，８名）	 

	 正会員〔5名〕：渡邉克晃，馬場秀人，粉川真人，大家翔馬，川合史夏	 

	 正(院割)会員〔10 名〕：石橋愛香，油谷	 拓，田野孝太朗，箱岩寛晶，小林仁弥，新井	 翔，久末

修也，川島庸亮，長谷川友祐，富松由希	 

	 正〔学部割〕会員（1名）：志村侑亮	 

2）今月の退会者（180 名）	 →回覧	 2014 年度末退会者・除籍者一覧	 

	 退会者（81 名）：正会員 75 名，正〔院割〕	 5 名，正〔学部割〕	 1 名	 

除籍者（99 名）：正会員	 99 名	 

3）今月の逝去者（名誉 1名，正 1 名）	 

	 	 名誉会員：	 野沢	 保（逝去日：	 3 月 28 日）	 

	 正会員：	 駒井	 潔（逝去日：	 1 月 28 日）	 	 	 	 

4）2015 年 2 月末日会員数	 

	 賛助：27，名誉：61，正会員：3644（正会員：	 3462，院割会員：	 167，学部割会員：	 15）合計	 3732

（昨年比	 ‐88）	 

5）2015 年度永年会員顕彰者（50 年会員）25 名	 
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	 阿部正宏	 在田一則	 上田茂春	 宇田進一	 浦野隼臣	 遠藤	 毅	 大島	 治	 大 野 隆 一 郎

	 	 小野	 晃	 加々美寛雄	 上出定幸	 黒川勝己	 小林昭二	 神保幸則	 杉本幹博	 調枝勝幸	 角田

寛子	 寺崎紘一	 新妻信明	 西田史朗	 楡井	 久	 藤吉	 瞭	 真鍋健一	 箕浦名知男	 宮島吉雄	 

＜会計＞	 

・	 2014 年度決算予想および 2015 年度予算案について	 
	 

3．広報部会：広報委員会（坂口・松田）	 

・フォトコンの審査会（3/13）報告	 

	 応募総数 417 件	 

	 最優秀賞 1件，優秀賞 2 件，ジオパーク賞 1件，スマホ賞 1件，入選 7 件	 佳作 16 件（賞金なし）	 

	 

4．学術研究部会（ウォリス・竹内・中澤）	 

（1）行事委員会（竹内）	 

	 	 長野大会シンポジウム案，トピックス・レギュラーセッション案の報告	 

（2）国際交流委員会（ウォリス）	 	 

（3）JIS，標準担当（中澤）	 	 

	 

5．編集出版部会（山路・海野・保柳）	 

（1）	 地質学雑誌編集委員会	 (山路)	 

1)	 編集状況報告（4月 3 日現在）．	 

	 2015 年投稿論文	 総数 23 編［総説 1（和文 1）・論説 10（和文 8，英文 2）・報告 4（和文 2，英文 2）・

ノート 1（和文 1）・口絵 1（和文 1）・巡検案内 7］（昨年比：－7）	 

	 査読中：19	 	 受理・掲載待ち原稿：2（通常号のみ：報告 2）	 

・	 121 巻 3 月号：特集	 トピックセッション「ジュラ系＋」の 10	 年（その 2）：ジュラ系研究の将
来展望（総説 3，口絵 1：計 42 頁）3/26 発送済み	 

・	 121 巻 4 月号：通常号（報告 3，論説 1，口絵 1：約 36 頁）校正中	 
2）長野大会巡検案内書：全 8コース中 7 コース分が投稿完了．現在査読中．	 

3）地質学雑誌の用紙（表紙，本文）変更について	 

	 現状使用している用紙が 4月から約 15%程度値上げされる（雑誌 1号分で￥16,000~20,000 の増	 

額）．そのため現状と同等の別メーカーの用紙に変更を検討（121 巻 4 月号より）．News 誌の用紙につ

いても同様に検討した結果，本執行理事会で変更することに決定．	 

（2）アイランドアーク編集委員会	 (海野)	 

・編集状況報告	 

（3）企画出版委員会（保柳)	 

・企画出版委員会のリニューアルについては高橋委員長と相談の上，要検討．	 

・大島三原山（リーフレット）の出版について，進捗状況を確認．	 

	 

6．社会貢献部会（平田・杉田・廣木）	 	 
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1）街中ジオ散歩の後援：世田谷区教育委員会・東京都地質調査業協会	 

街中ジオ散歩の参加者募集を開始した．4/3 時点で 22 名の応募あり．	 

2）地質調査研修：申込者が定員に達したため受付を終了し，実施が決定した．	 

	 

7．ジオパーク支援委員会（平田）	 

1）2015 年地震火山こどもサマースクール（会場：南アルプスジオパーク）については，運営委員会を

開催し，開催準備を始める．	 

2）2016 年地震火山こどもサマースクールの会場については，４ヶ所から応募があり，会場を１箇所に

選定し，応募地に連絡済．選定された地域名の公開については，選定地域から記者発表の希望がある

ので，公開時期を調整する．	 

	 

8．地学オリンピック支援委員会	 

1）支援委員会からの報告事項	 

・3 月 25 日に地学オリンピックキャラクターデザインコンテストの入賞作品が公表された．入賞者に

は，賞状と副賞（地球儀ラ・メール）を，一次審査通過者には，賞状を上記の方を含め，応募者全員

に参加賞（３Ｄポストカード）を送付（オリンピック日本委員会からも報告あり）	 

2）地学オリンピックの最近の動向	 

・3月 15-17 日に第７回日本地学オリンピック本選実施	 

	 12 月の予選に合格したチャレンジ受験の中学２年生３名を含む 63 名の中・高校生が参加	 

・3月 17-18 日に第 9 回国際地学オリンピックブラジル大会への代表選抜実施	 

	 本選の優秀賞者１０名が参加	 

・3月 31 日に第 9 回国際地学オリンピックブラジル大会の派遣生徒公表	 

	 日本代表 4名と，国際大会特別派遣生徒 1名	 	 

	 	 	 	 以上	 

2015 年 4 月 21 日	 

一般社団法人日本地質学会執行理事会	 

会長（代表理事）井龍康文	 

署名人	 執行理事	 	 	 斎藤	 眞	 

	 

	 


