2019 年度第 5 回執行理事会議事録

期日：2019 年 11 月 23 日（土）11:00～12:30
場所：産総研 地質標本館 多目的室
出席者： 松田会長
中澤

磯崎

佐々木副会長 平田副会長 斎藤常務

西 小宮 岡田 辻森 大藤 田村 星

ウォリス

欠席者（委任状提出あり，カッコ内は委任者）
： 安藤 坂口 廣木 緒方
欠席者（委任状なし）
：

＊定足数（12，委任状含む）に対し，出席者 14 名，委任状 14 名，合計 18 名の出席

＊10 月議事録の確認
Ⅰ

審議事項

1.

11/30 理事会議案（最終確認）
1) 総会の日程について
2) 外部監事候補者の推薦について
3) 名誉会員推薦委員会委員の選出について
4) 2019 年度事業経過報告（松田会長）
【資料 01】
5) 2020 年度事業計画骨子（案）
（松田会長）
【資料 01】
6) 学術大会講演要旨集の電子化に関わる検討
7) 事務局契約職員の人事について
8) 学会組織の再編について
9) 各賞選考規則の改正について（小さな ES の名称変更も合わせて）

2.

学術大会講演要旨集の電子化に関わる検討（岡田）
【資料 02】
前回（第 4 回）の執行理事会に引き続き，演題登録受付〜プログラム編成〜公開のシステム
（Confit_All）導入と冊子体の講演要旨集廃止について意見交換した．次回の理事会でも議論を
進める．なお，2020 年名古屋大会での運用のためには，来年 4 月の理事会での議決が必要．
＜以下，今回出された意見＞ すでに J-STAGE で公開されている要旨は今後も J-STAGE で閲覧可能
だが，今後 Confit に掲載した要旨を J-STAGE で見ることはできない．ただネットで検索できれば
問題ないのではないか．とにかく事務量削減が重要．理事会に採用のメリットが評価できる新規現行の対照表を示す必要がある．

3.

「小さなアースサイエンティストのつどい：小，中，高校生徒「地学研究」発表会」の名称変更
について（星）
【資料 03】
地質学会で正式に承認された賞であることがひと目でわかるような名称に変更したい（例えば，
「日本地質学会ジュニアセッション」など）．検討の上，次回理事会に新名称を提案することとし
た．また，これまでは理事が審査を担当しているが，各賞選考委員会が審査に関与するかも含め
理事会で検討する．

4.

事務局契約職員の人事について（佐々木）
【資料 04】
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本人の申し出により退職した．急きょアルバイトを募集することになった．後任の契約職員を採
用したい（12 月に募集開始予定）
．
5.

学会組織の再編について（佐々木）
【資料 05】
再編について，次回理事会で以下の提案をする．
①適切な組織図の提案．
②活動が不活発な委員会の動向把握と存続可否の判断．特に，連携事業委員会，利益相反マネジ
メント委員会，地質用語国際標準対応委員会．
③委員会活動の再整備の提案．
④研究委員会の再設置申請の提案．特に，地質環境長期安定性研究委員会，南極地質研究委員会．
⑤代議員・理事定数の改定検討の提案．学会運営に対する会員の関心度の低さが問題との意見が
出た．定数設定時に比べて会員数が大幅に減少しているため，適切な代議員数や理事定数を検討
する必要がある．検討している旨を 2020 年総会で説明し，必要に応じて 2021 年総会決議に委ね
る．また，会長・副会長意向調査の必要性を法的に確認し，意向調査手続きの妥当性についても
検討する．

6.

外部監事候補者の推薦について
現職の山本正司監事に打診し，内諾を得た．次回理事会の議題にする．

7.

各賞選考規則の改正について
学術研究部会長より，
「地質学会賞」
・
「国際賞」と「それ以外の賞」は選考組織を分けたほうが良
いとの提案があり．次回理事会で, 執行理事会内での議論開始を報告する．
＜以下，今回出された意見＞ 地質学会賞と国際賞の選考を担当する委員会を新設（あるいは，現
状の検討委員会を再編）する。 本学会への貢献度を推薦理由に明示させる。どのような貢献に対
して地質学会賞と国際賞を与えるかという基本的な点から再検討する。

Ⅱ

報告事項

１．全体的報告
1) 学会主催，地学オリンピック支援委員会運営の「チャレンジ地球（関東版）
：ジオパーク探検（11/23
実施予定）」について，申込人数が少なかったため，内容を一部変更して実施することを了承した．
ただし，来年度以降は現実的な事業計画の見直しが必要．申し込み人数がかなり少ないため，企画
自体の再検討が必要という意見もあった．なお，本日（11/23）の巡検は雨天のため中止となった．

2) 11/8 に選挙管理委員会を開催．立候補者はすべて定数内であったので，全員が無投票当選
となり，代議員の投票は行わない．立候補者合計 155 名：全国区 95 名，地方区 60 名．会長・
副会長の意向調査は実施するため，選挙広報等は 11 月 4 週目中の発送予定．
3) 名古屋大会“市民講演会「動物の進化を探る-古生物学の世界-」および地質情報展 2020 あい
ち” について，科研費を申請した（11/7 締切．採択結果は 2020 年 4 月通知予定）．
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＞
・三菱財団 2020 年度自然科学研究助成の公募→ニュース誌，geo-flash 掲載．
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・消防防災科学技術研究推進制度の令和 2 年度研究開発課題の募集（12/23 締切）→ニュース誌，
geo-flash 掲載．

＜会員＞
1) 今月の入会者（正会員２名）
下釜耕太

相川充弘

2) 今月の退会者 なし
3) 今月の逝去者（正会員
塚田有一郎 （逝去日

1 名）
2019 年 7 月 17 日）

4) 2019 年 10 月末日会員数
賛助：27
名誉：50
正会員：3536［内訳 正会員：3356，正（院割）会員：165，正（学部割）会員：15］
合計 3613（昨年比 -72）
＜会計＞
・日本地質学会監修「やばすぎ！古生物図鑑」
（宝島社）が発行（2019 年 11 月 28 日）された．監修
料を出版社に請求中．担当分量に応じて順次監修者に分配予定．

３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮）
・ ジオルジュ 2019 年後期号発行．地質学雑誌 11 月号とあわせて会員へ配布予定．また地学オリン
ピック予選参加者配布のため，昨年同様 2,500 部増刷．
・ 第 11 回惑星地球フォトコンテスト（1/31 締切）募集中．下記の後援および協賛を得た．後援：
日本ジオパークネットワーク，深田研ジオ鉄普及委員会．協賛：株式会社ウインディーネットワ
ーク．

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）
特になし
3） JIS，標準担当（中澤）
特になし
4） その他（辻森）
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（11 月 10 日現在）．
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・2019 年投稿論文：58 編［内訳］論説 32（和文 29・英文 3）
，レター1（英文）
，総説 6（和文 5・
英文 1）
，ノート 2（和文 2），報告 8（和文 7・英文 1）
，口絵 3（和文 3）
，巡検案内書 6

・査読中：29

受理済み：19（うち特集号 7）

・125 巻 11 月号（通常号）5 編（計 55 頁，11/25 校了，12/3 発送予定）
（2）その他

・保証書，著者権譲渡等同意書，編集規則，著作物利用規定の英訳版を更新および新規作成した．
【資料 06】

・保証書・同意書（和文）の，署名・捺印について，署名または捺印のどちらかで可とするよ
う，表記を一部修正する．
【資料 06】
2）アイランドアーク編集委員会(田村)
（1）編集状況報告【資料 07】
（2）その他
・新表紙デザインを作成中．いくつかサンプルが回覧された．
【資料回覧】
・Island Arc への投稿の呼びかけを理事会への提言【資料 08】
・理事会向けの投稿呼びかけ文書を作成した．次回理事会に提出する．
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）
・『小さなアースサイエンティストの集い：小，中，高校生徒「地学研究」発表会』の名称変更に
ついて【→審議事項へ】
・2020 年の地震火山こどもサマースクールは浅間山北麓ジオパークで 8 月 18 日，19 日に開催予定．
7．地質技術者教育委員会（佐々木）
特になし
8．ジオパーク支援委員会（平田）
特になし
9．地学オリンピック支援委員会（星）
特になし
10．地質災害委員会（斎藤）
・防災学術連携体より「令和元年台風 19 号に関する緊急報告会（12/24 予定）
」
（仮）の発表募集が
あり，会員からの発表を募ったが，応募はなかった．地質学会としての発表は行わない．

2020 年 1 月 11 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
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署名人 執行理事
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斎藤

眞

