2019 年度第 1 回執行理事会議事録
期日：2019 年 6 月 29 日（土）13:00～17:00
場所：学会事務局
出席者：松田会長・佐々木副会長・平田副会長・斎藤常務・安藤・緒方・西・坂口・磯崎
・ウォリス・岡田・田村 （事務局）堀内
欠席者（委任状提出あり，カッコ内は委任者）
：辻森，廣木，星，中澤，大藤
欠席者（委任状なし）
：小宮
＊定足数（12，委任状含む）に対し，出席者 12 名，委任状 5 名，合計 17 名の出席
＊5 月議事録の確認
＊開会に先立って，6/28 付けで退職された橋辺菊恵氏から挨拶文の紹介があった．
Ⅰ

審議事項

1）選挙管理委員の選出
・2019 年度委員候補として次の 5 名を推薦することとした．天野敦子（AIST）
，上栗伸一（茨大）
，
吉田健太（JAMSTEC）
，飛田健二（応用地質），野崎

篤（神奈川県博）

2）地質技術者教育委員会の再構築について（佐々木副会長）
・資料にもとづいて，委員会活動再開の具体案が紹介され，委員の人選と活動方針について承認
した．理事会承認に向けて準備を進める．CPD の推進等も進めていくことを確認した．
3）懲罰規定の検討について
・現行の規則や倫理綱領を見直し，懲罰規定の検討を進めることを承認した．
４）年会におけるレギュラーセッションの設定について
・今後魅力的なセッションとなるよう，セッション名や招待講演数を含め，行事委員会を中心に
検討することとし，意見交換をした．
5）年会における英語セッションの設定について
・2020 年度連合大会のセッションが AGU と共同開催することに伴い，英語セッションを増や
すことが勧められている．地質学会提案のセッションでも今後何らかの対応が望まれるので，意
見交換した．
6）各賞の推薦および委員会の在り方について
・賞の推薦の在り方，委員会構成など問題点を意見交換した上で，今後検討課題とすることとし
た．
Ⅱ

報告事項

１．全体的報告
1) 論文不正問題について（松田会長）
：当該会員に対して，6/6 付文書をもって厳重注意をおこ
なった．この旨 News 誌に掲載し会員に報告する．
2) 赤石山荘要望書（4/6 付）は 6/14 愛媛県と新居浜市に提出された．地質学会からは，西山四
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国支部長，青矢理事が同席した．
3) 一家に１枚ポスター企画募集（6/21 締切）：本年は応募しないこととした．
4) 一家に一枚「日本列島 7 億年」
（2018 年度採択）の配布・増刷について（辻森）
：5 月の連
合大会で配布し，協力団体である古生物学会，鉱物科学会には配布協力を依頼した（各 100
部送付済）．また学会後援事業である新潟大学企画展：アンモナイト展（7/20-8/31），科学教
育研究協議会全国大会（8/9-11）での配布協力を依頼し承諾された（各 100 部送付予定）．
ポスター増刷の際は，文科への成果利用申請が必要．各地の夏休み行事および年会での配布
のために，増刷を担当理事が検討中．［参考］（ネット印刷，1000 部，折り及び色校あり）
A3 約 2 万円，A2 約 3 万円程度．今後，東北大と共同申請をする予定．
5) 事務局の業務引き継ぎ状況について（緒方）：事務局で現状のヒアリング（6/12）を行い，
新たな業務分担で順次引継作業を進めていることを確認．
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＞
1） 日本地球化学会第 66 回年会（9/17-19，東京大学）からの共催依頼を承諾した．
2） 新潟大学学術情報基盤機構夏休み企画展「アンモナイト展」
（7/20-8/31，新潟大学駅南キャ
ンパスときめいと）の後援依頼を承諾した．
3） 第 17 回高校生科学技術チャレンジ（JSEC2019）
」の後援名義使用申請を承諾した．
4） 第 35 回ゼオライト研究発表会（12/5-6，タワーホール船橋）からの協賛依頼を承諾した
5） 2019 年度「第 40 回猿橋賞」受賞候補者推薦依頼．学会締切 10/30．→News, geo-Flash に
掲載．
6） 令和 2 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞および若手科学者賞受賞候補者の
推薦依頼．学会締切 7/12，9/2→News, geo-Flash に掲載．
7） 第 60 回東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成の候補者推薦依頼があった．学会締切
8/31→News, geo-Flash に掲載．
8） 山田科学振興財団より 2019 年度研究交歓会・成果報告会開催（5/25 開催）の報告があった．
平野直人会員（2017 年度地質学会推薦・採択）が講演行った．
9） 「荒崎海岸の地形と地質を学ぶ」観察会（6/9，三浦半島活断層調査会）の実施報告があっ
た．参加者 33 名
10） 無機マテリアル学会より新役員就任挨拶（会長 三五弘之）
11） 山田科学振興財団より新役員就任挨拶（理事長 石川冬木，専務理事 中西 潮）
12） 日本原子力学会より新役員就任挨拶（会長

岡嶋成晃ほか）

13） 石油資源開発（株）より新役員就任挨拶（会長 渡辺 修，社長 岡田秀一：変更なし）
＜その他＞
1） 国会図書館より，平成 30 年度国立国会図書館学術情報の収集・保存に関わる学協会アンケ
ート（平成 30 年 11 月実施）の集計結果の報告があった．
＜会員＞
１．今月の入会者（62 名）
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正会員（4 名）
，正会員-院割（52 名）
，正会員-学部割（6 名）
２．今月の退会者（正会員 5 名）
山田晃也，本多睦美，星野一男，染野

誠，有田直矢

３．今月の逝去者（2 名）
名誉会員（1 名）武田裕幸（2019/5/26）
正会員（1 名）木船 清（2019/5/11）
，
４．2019 年 5 月末日会員数
賛助：27，名誉：51，正会員：3451（うち，正：3354，院割：93，学部割：4）合計 3529（昨
年比

-67）

＜会計＞
・地学オリンピック協賛金：20 万，地震火山こどもサマースクール分担金：20 万 を今年度の予
算通り送金．

・今後サマースクール実行委員会からの会計報告等を要請することとした．

３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮）
・フォトコンテスト授賞式後に受賞者との懇談で，今後のジオルジュへの紹介の仕方について
意見聴取した．
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）
・ 山口大会のウェブサイトを開設，講演申込（7/3 締切），事前参加登録（8/19 締切）等各種
申込受付を開始した．
・ 駅←→大学間のシャトルバスを JR バスと交渉中
・ 2020 年大会（名古屋大学）は会場確保の作業を進めている．
・ 2021 年大会（東京・早稲田大学本部キャンパス）
：関東支部から高木秀雄会員に会場手配を
依頼中．大学の都合で土日の会場手配は難しいが，行事委員会からの要望も考慮して，9/5
（日）～9/7（火）を第 1 希望とした．ただし会場予約は会期 1 年前から．
（2）国際交流委員会（ウォリス）
・大韓地質学会（10/28-30）との交流は，今年度は日本が韓国を訪問する番なので，先方の予
定を聞いて，訪問者を決める．
・IGC2024（韓国・プサン）の巡検協力について，現況を報告した．
（3）JIS，標準担当（中澤）
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（6 月 27 日現在）
．
・ 2019 年投稿論文：40 編［内訳］論説 21（和文 19・英文 2），レター1（和文 1），総説 4（和
文 4）
，ノート 1（和文 1）
，報告 5（和文 4・英文 1），口絵 2（和文 2），巡検案内書 6，査
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読中：40 受理済み：20（うち特集号 10，案内書 3）
・ 125 巻 6 月号：通常号 5 編，125 記念特集号の終了報告掲載．60 頁，7/1 発送予定．
・ 125 巻 7 月号：特集号「富山トラフと周辺部の堆積作用と後背テクトニクス
人：高野修ほか）
」5 編，山口大会巡検案内 2 編
（2）アイランドアーク編集委員会
・

その 1（世話

計約 100 頁，入稿準備中.

(田村)

出版状況について資料で説明があった．特に 6/20 に発表された IP が 0.893 であること

も紹介され，その向上策や投稿数確保について意見交換した．
（3）企画出版委員会（小宮）
・新潟大学企画展：アンモナイト展（7/20〜），科学教育研究協議会全国大会（8/9-11，福岡）
での WEB 教材「ボクたちの“足もと”から地球のことを知ろう」パンフレットの配布協力
を依頼し，承諾された（各 100 部送付予定）
．
６．社会貢献部会（星・廣木・中澤）
・地震火山こどもサマースクール（星）：2018 年度スクール（伊豆大島）の内容・収支報告／
2019 年度スクール（丹後）の詳細（8/10-11 実施予定．参加者募集中（7/5 締切）．ゆめ基金不
採択など）／2020 年度スクール（開催地立候補募集中）
７．地質技術者教育委員会（佐々木）
８．ジオパーク支援委員会（平田）
・JGN 事務局から委嘱されたユネスコ世界ジオパーク申請に関する事前書類審査（地形・地質）
について 3 名を人選し，書類審査を依頼した．
９．地学オリンピック支援委員会（星）
・地学オリンピック日本委員会より，予選・本選の問題作成者の推薦依頼があり，1 名を推薦
した．
10． 地質災害委員会（斎藤）
・
「防災学術連携体総会」
，
「第 2 回 防災に関する日本学術会議・学協会・府省庁の連絡会」
（い
ずれも 6/13 開催）の参加報告（斎藤・松田達生）
以上
2019 年 7 月 25 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
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斎藤

眞

