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2020 年度第 7回執行理事会議事録 

 

期日：2020 年 12 月 5日（土）10:00〜12:30【WEB 会議】 

出席者：磯崎会長・平田・佐々木・中澤・緒方・亀高・辻森・星・坂口・小宮・大藤・狩野・松田・矢

部・高嶋・岡田・ウォリス 

欠席者：なし 

事務局 澤木  

＊定足数（12，委任状含む）に対し，出席者 17 名，委任状 0名，合計 17 名の出席  

＊前回議事録（20-6 回）の確定．  

 

Ⅱ 報告事項 

１． 全体的報告 

1） 名古屋大会の代替企画について（状況報告） 

① 地質系若者のためのキャリアビジョン誌（坂口）：25 社（賛助会員 8）参加．フルカラー28 頁冊

子を作成．43 大学 48 機関へ 2120 部を発送した．黒字発行となった  

② 第 2 回「コロナ禍での地質学教育に関するサイバーシンポジウム」（星）：11/29（日）に開催．

配信当日の視聴回数：211 回．各発表動画を Youtube で公開中． 

③ JABEE オンラインシンポ（佐々木）：予定通り準備中． 

 

２． 運営財政部会（緒方・亀高） 

1） 総務委員会  

＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞ 

・ 令和 2 年福島県教育委員会学芸員（自然）採用選考予備試験実施の通知があった（締切 12/23）（→

geo-flash 掲載） 

・ 三菱財団より 2021 年度助成金（自然科学研究助成ほか）公募のお知らせがあった（→ニュース，geo-

flash 掲載） 

・ 深田地質研究所より「2021 年度深田研究助成」の公募のお知らせがあった．（締切 21/2/5）（→ニュ

ース，geo-flash 掲載） 

＜会員＞ 

１．今月の入会者（１名） 

  正会員（１名）：林 宏樹 

２．今月の退会者（なし） 

３．今月の逝去者（なし） 

４．2020 年 11 月末会員数 

賛助：27，名誉：43，正会員：3372［正会員： 3283，正（院割）会員：86，正（学部割）会員：3］ 

計 3442（昨年比-168） 

＜会計＞ 

 特になし 
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＜その他＞ 

・ 総務委員会にて運営財政上の課題（会員管理へのクラウドシステム導入案、収支改善策、会員増加

策）について検討を進めている．また他学会行事支援形態について概定された。（20-4 理事会議事録

参照） 

・ 収支改善策、会員増加策について，学生，院生の会費の大幅削減や，雑誌の電子化，在会のメリット

などいくつか意見交換があり，いずれも総合的な検討と早急な対策が必要であることが再確認され

た．タスクフォース（TF）を設置し，財務状況の試算を含めて，来年 3月までに具体案を示す． 

・ 事務局の白木職員について，来年 1月 9日以降は週 3 日勤務として，引き続き職務を継続して頂く

予定である． 

 

３． 広報部会（坂口・小宮） 

1）広報委員会（坂口） 

特になし 

４．学術研究部会（辻森・ウォリス・星） 

1）行事委員会（星） 

・ 名古屋大会代替企画（→全体報告へ） 

 

2） 専門部会連絡委員会（辻森） 

・ 部会規則整備と年次活動を各部会に依頼中．4月理事会で報告予定． 

 

3） 国際交流委員会（ウォリス） 

・交流学会へクリスマスカードを準備中．コロナの影響による郵便引受停止を受けて，モンゴル地質

学会のみ今年はメールで対応する． 

 

4） 地質標準化委員会（辻森） 

・国際年代層序表の日本語版を最新に更新した（v2020/03）．それに伴い国際層序委員会（ICS）のサ

イト上の日本語版も更新された． 

 

５．編集出版部会（大藤・狩野） 

1）地質学雑誌編集委員会(大藤) 

（1）編集状況報告（12 月 4日現在） 

・ 2020 年投稿論文：72［内訳］論説 39（和文 39），レター11（和文 9・英文 2），総説 3（和文 3），ノ

ート 3（和文 2，英文 1），報告 7（和文 6，英文 1），口絵 1（英文 1），巡検案内書 8  

査読中：32   受理済み：18（うち特集号 7 案内書 2） 

・ 126巻 11 月号：通常号 論説 2篇，レター2篇，報告 1編，ノート 1編（57 頁，発行済み） 

・ 126巻 12 月号：通常号 論説 3篇，ノート 1編（約 50 頁，入稿中） 

・ 投稿数増のための方策に関して，以前からカラー印刷や超過ページの著者負担軽減の要望があるが，
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それらについては雑誌電子化で解決できると考えていると大藤委員長よりコメントがあった． 

 

2）アイランドアーク編集委員会(狩野)  

（1）編集状況報告 

・ 投稿数（特にソフトロック系）が減少傾向にある。中国国内誌が Springer & Nature 系同様に充実

し，中国からの投稿数が減少していることが原因のひとつと分析している。 

・ 投稿者の誤解を少なくするために，Web サイトの Aims and scope の文章をもっと幅広い内容を含む

ものに変更した。 

・ 

3）企画出版委会（小宮） 

特になし 

 

6．社会貢献部会（松田・矢部・高嶋） 

1）地学教育委員会（高嶋） 

特になし 

2） 地質技術者教育委員会（佐々木） 

・ JABEE オンラインシンポジウムについて（→全体報告へ） 

 

3) 生涯教育委員会（矢部） 

特になし 

4）地震火山地質こどもサマースクール（松田） 

・ 11 月 29 日に Web 会議で実施された 3学会（地震，火山，地質）連合企画会議に参加した．来年実施

予定のサマースクール（浅間）の下見の報告等があった．再来年の開催地の公募の準備も進めてい

る． 

7．その他執行理事会の下に設置される委員会 

1）利益相反マネージメント委員会（中澤） 

特になし 

 

8．理事会の下に設置される委員会 

1） ジオパーク支援委員会（委員長 天野） 

・ 「ジオパーク・コンソーシアム（仮称） 」の設立について（→理事会審議事項へ） 

2） 地学オリンピック支援委員会（高嶋） 

× 12/20 に第 13 回日本地学オリンピック 1次予選（オンライン）が開催予定． 

3） 支部長連絡会議（平田） 

各支部に支部規則（特に表彰規則）の整備を検討依頼中． 

4） 地質災害委員会（松田） 

・ 来年の1月14日に開催される「東日本大震災からの十年とこれから–58学会，防災学術連携体の活動–」

に地質学会として発表申込を行った．「東日本大震災後の古津波堆積物研究の現状と将来展望」（後藤



4 
 

和久；日本地質学会理事 東京大学） 

・ 東日本大震災から10年の節目に，学会からのコメントをプレスリリースする．会長，中澤常務らと調

整してコメント作成する． 
 

5） 名誉会員推薦委員会（佐々木） 

・ 委員の選出について（→理事会審議事項へ） 

 

6） 各賞選考委員会（中澤） 

・ 各賞の推薦応募は 12 月 1 日で締め切った（→理事会報告事項へ） 

・ 各賞選考検討委員会委員の推薦について（→審議事項へ） 

 

7） 男女共同参画委員会（委員長 堀 利栄；代理 中澤） 

・ 男女共同参画委員会規則変更の提案（→理事会審議事項へ） 

 

8） 法務委員会（中澤） 

・ 学会行動規範の改定の検討を開始した． 

 

9） 連携事業委員会（中澤） 

特になし 

 

9．研究委員会 

1）地質環境長期安定性研究委員会（委員長 吉田英一） 

特になし 

2）南極地質研究委員会（委員長 小山内康人） 

特になし 

 

Ⅰ 審議事項 

1． 理事会審議事項及び資料確認 

資料に沿って、理事会審議事項が確認された． 

2． 各賞選考検討委員会委員の推薦について 

過去の学会受賞者から選考分野のバランスを考慮して 8名を推薦し，打診することとした． 

3． シニア会員(仮)設置の検討について 

磯崎会長より会費の一括支払いで永年会員顕彰するなどの、シニア世代に向けた方策について提案

があった．メールアドレスを発行するなど他にもいくつか意見が出された．会員増加策検討のため

の TF（総務委員会報告参照）であわせて検討を進めることとなった． 

 

以上 
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2021 年 1 月 9日 

一般社団法人日本地質学会執行理事会 

会長（代表理事）磯﨑行雄 

署名人 執行理事 中澤 努 


