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学　会　記　事

2019年度 
第12回執行理事会議事録

期　日：2020年5月7日（木）17:00～18:40
場　所：WEB会議
出席 者：松田会長・佐々木副会長・齋藤常

務・安藤・緒方・西・坂口・磯崎・小
宮・ウォリス・岡田・辻森・大藤・田
村・星・廣木・中澤　事務局 澤木

欠席 者（委任状提出あり，カッコ内は委任
者）：平田副会長（松田）

＊ 定足数（12，委任状含む）に対し，出席者
17名，委任状1名，合計18名の出席 

＊ 第10回（臨時），第11回（臨時）執行理事
会の議事録確認

Ⅰ　審議事項
１．名古屋大会の実施について
 ・ 名古屋大のLOCとは大会延期について確

認しており，これまでの執行理事会での検
討結果を考慮し，1年延期の方針を決定し
た．

 ・ 2019年度理事会には，5/23の総会前（WEB
会議）に，2020年度事業計画変更（名古屋
大会：延期）に関する執行理事会の意向を
メール報告する．（原案作成：斎藤常務理
事）

 ・ 2020-21年度の理事会には，5/23総会終了
後の第１回理事会で，名古屋大会の計画変
更の承認を受ける．

 ・ geo-Flash（臨時号，6/2，6/16）等で大会
の延期の連絡を速報する．5月発行のNews
誌にも掲載予定．

２．名古屋大会代替行事案の検討
 ・ 学術大会代替行事や企画について素案（磯

崎案）を検討し一部改訂・追加し，今後更
に具体的に詰めていくことにした．

 ・ 代替行事等の参加の仕方（Online参加手続
き,参加費，資料受取法等）についても検
討していく．

 ・ 特に行事参加費の徴収事務については，
Confit Allを使用しない場合は予想作業量
を考慮して，事務局が対応できる方法を採
用する． 

３．演題登録等システム：Confit Allの利用
について
 ・ 名古屋大会中止・延期の場合は，本年度は

使用しない．代替企画実施のための利用も
しない．

４．5/23総会での審議手続きについて
 ・ セキュリティ対策とスムーズな会議進行の

ため，Web会議への参加方法（URL等）
は総会参加確認者にのみ案内する．

 ・ 決算報告（第１号議案後半）以外の議題
（第1～5号議案）は予定通り承認を受ける

 ・ 2019年度決算報告の承認について：総会で
は決算報告（暫定版）の概要説明のみを行
う．7月上旬を目処に会計監査を行った後，

総会の「継続会」（7月下旬～8月上旬を想
定）を開催して決算報告（確定版）の承認
を受ける。

 ・ 2019年度決算報告の監査は2019年度の監
事が行い，「継続会」は2019年度の理事，
代議員が行う

 ・ 「継続会」の開催日程は，5/23総会で案内
できるように準備する．

５．日本ジオパーク委員会からの世界ジオパ
ーク申請事前机上審査依頼
委員（3～5名）人選案の作成は平田副会長と
斎藤常務理事，ジオパーク支援委員会で検討
する．
６．今後の理事会の開催日程・方法
年内開催予定の理事会の開催様式と日程を検
討し，9月，12月は会場予約を進めることに
した．

以上

2020年5月23日
一般社団法人日本地質学会執行理事会

会長（代表理事）松田博貴
署名人執行理事　斎藤　眞

2019年度 
第13回執行理事会議事録

期　日：2020年5月23日（土）12:00～13:20
場　所：WEB会議
出席 者：松田会長・佐々木副会長・平田副会

長・齋藤常務・安藤・緒方・西・坂口・
小宮・ウォリス・岡田・辻森・大藤・田
村・廣木・中澤，磯崎　事務局 澤木

欠席 者：星
＊ 定足数（12，委任状含む）に対し，出席者

17名
＊ 第12回執行理事会議事録（19-12（臨時））

の確認

Ⅰ　審議事項
１．2020年度総会，第１回理事会の議事およ
び資料の確認
２．2020年名古屋大会の代替行事・企画につ
いて　2020年度第1回理事会
 · 大会中止とその代替企画に関する会員への

広報の文案についての修正意見を受けて，
適宜訂正する（ニュース誌5月号掲載予定）．

 · 代替企画の１つであるショートコースに
ついて，対象は学生ばかりでなく，社会
人，技術者のリカレント教育も想定し，
CPDを発行する．

 · 代替企画の提案に若手会員のための地質
関連企業研究サポート企画（関係企業（賛
助+非賛助会員企業）の活動紹介冊子を
pdf版と印刷版で作成し各大学に配付）を
追加する．

Ⅱ　報告事項
１．全体的報告
 · 地質学雑誌論文投稿著者からの異議申し

立て（2020年2月２7日付）について，5/20
付会長名で回答した（2019-8回議事録参
照）．

２．運営財政部会：総務委員会 （緒方・西）
＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞
 ・ 日本科学技術振興財団より，青少年のため

の科学の祭典2020（7/23～21/2/27；北海
道～沖縄の50会場）に対する後援名義使用
の依頼があり，承諾した．→geo-flash，ニ
ュース誌掲載．

 ・ 第57回アイソトープ・放射線研究発表会
（2020/7/7-7/9，東大弥生講堂）（地質学会
後援）の開催中止の旨連絡があった．

 ・ 神奈川県立生命の星地球博物館の企画展
「ゴンドワナ～岩石が語る大陸の衝突と分
裂～」新型コロナウィルスの影響で開催期
間が短縮されたため，博物館再開時に再度
展示を予定している．再展示の際も後援を
継続してほしい旨打診があり，了承した．

 ・ ヒマラヤ実習プロジェクト（2021年3月実
施予定）より事業に対する推薦継続の依頼
があったが，新型コロナによる公衆衛生の
状況は現時点で将来予測ができず，海外事
情も含めての難しい判断となるため，今回
は推薦しないこととした．

 ・ 日本学術振興会育志賞推薦について，新型
コロナの影響を考慮して募集期間が延期
された．（締切7月8日，学会締切：6月15
日）→geo-flash，ニュース誌掲載．

＜その他＞
 ・ 北海道立総合研究機構より令和2年4月1日

より「エネルギー・環境・地質研究所」が
新たに設立された旨挨拶があった．

 ・ 一般社団法人資源・素材学会より役員就任
の挨拶状の送付があった（会長：澤村一郎

（JX金属株式会社））．
＜会員＞
１）今月の入会者（2名）
正会員（1名）：金木俊也
正（院割）会員（1名）：海老澤 駿
２）今月の退会者（正会員5名）
松本拓海，東　洋一，砺山駿吾，鈴木あゆ
美，槇納吏袈
３）今月の逝去者(正会員１名）
片平忠實（逝去日2019年11月18日），加藤久
美（逝去日2020年４月15日），中川　博 （逝
去日2020年4月20日）
４）2020年4月末会員数
賛助：27　名誉：44　正会員：3368［正会
員：3296，正（院割）会員：72，正（学部
割）会員：1］合計　3440（昨年比　－74）
＜会計＞
特になし
３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮）
 ・ 広報誌ジオルジュ 2020年前期号を刊行し

た．5月号地質学雑誌とともに会員に配布
予定．

 ・ 東京パークスギャラリー（東京・上野公
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園）での第11回惑星地球フォトコンテスト
作品展示（5/19-31予定）は，会場休館が
継続しているため，中止となった．

４．学術研究部会（磯崎・ウォリス・岡田・
辻森）
1）行事委員会（岡田）
特になし
２．国際交流委員会（ウォリス）
 ・ モンゴル地質学会とのMOU更新を行う．

すでに2019年11月で期限が切れているの
で，新体制を待たずに現松田会長名で書面
を作成し，モンゴル側に送付する．

 ・ 台湾については，更新の手順を相談中
３．JIS，標準担当（中澤）
特になし
４．その他
　特になし
５．編集出版部会（大藤・田村）
1）地質学雑誌編集委員会(大藤)
1. 編集状況報告（5月20日現在）．
 ・ 2020年投稿論文：30［内訳］論説11（和文

10・英文1），レター 5（和文5），総説1（和
文１）、ノート（英文1）、報告3（和文3），
口絵1（英文１），巡検案内書8，査読中：
34，受理済み：18（うち特集号7）

 ・ 126巻4月号（通常号）論説3編，報告1編，
レター 1編（65頁，5/8発送）．事務局在宅
勤務の影響等により編集作業が遅れ，通常
より10日程度発送が遅れた．遅延について
事前にGeo-flashで会員に周知した．

 ・ 126巻5月号（通常号）論説3編，報告1編
（約50頁，5/22校了予定）．

2）アイランドアーク編集委員会(辻森) 
（1）編集状況報告

3）企画出版委員会（小宮）
　特になし
６．社会貢献部会（星・廣木・中澤）
 · 街中ジオ散歩をはじめ，3月～5月に予定さ

れていた2020年の学会主催の「地質の日」
関連行事は、新型コロナウィルス感染拡大
防止のため，全て中止となった．

７．地学教育委員会（廣木）
 · 今年の学術大会が行われない場合でも，
「小，中，高校生徒『地学研究』発表会」
（デジタルポスター審査）を実施する方針．
実施時期については，生徒の卒業や受験時
の内申書作成時期を考慮し，今年秋（9-11
月）が望ましい．

８．地質技術者教育委員会（佐々木）
 ・ 学会行事におけるCPD証明の推進につい

て，佐々木副会長より，理事会報告予定の
内容について紹介があった．

９．ジオパーク支援委員会（平田）
　特になし
10．地学オリンピック支援委員会（星）
　特になし
11．地質災害委員会（斎藤）
　特になし
12．名誉会員推薦委員会（佐々木）
　特になし

以上

2020年6月1日
一般社団法人日本地質学会執行理事会

会長（代表理事）松田博貴
署名人　執行理事　斎藤　眞

2020年度会費督促請求に関する
お知らせ

2020年度会費およびそれ以前の未納会
費がある方に対して，請求書（郵便振
替用紙）を6月10日頃に発送しました．
早急にご送金くださいますようお願い
いたします．また自動引落については，
6月23日に引落しを行います．
※ 2020年度分会費が未納の場合は，7月

号からの雑誌の送付を一時的に中止
させていただきます．

 ※ 2020年度分の割引会費申請（院生割
引，学部学生割引）は2020年3月末日
で受付を終了しています（遡っての
申請はできません）．

長期未納者の雑誌バックナンバーの送
本について：3年度分以上の未納会費を
お振込みされる方で，未納期間中（送
本停止中）の雑誌バックナンバーの送
付を希望する方は，郵便振替用紙のチ
ェック欄にて，意思をお示し下さい．
チェックが無い場合は最新号から送本
再開します．

一般社団法人日本地質学会　
運営財政部会

TEL:03-5823-1150
e-mail:main@geosociety.jp
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