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理事会（平成 25年度第 5回理事会）
　平成 25年 11月 5日（火）17：40～ 20：05

　当協会役員室にて開催
　出席：野上道男（会長），大森博雄（副会長），
小玉喜三郎（副会長），伊藤谷生，大場忠道，
加藤　茂，加藤碵一，熊木洋太，鹿園直建，村山
祐司，栁本　裕，吉野和子の各理事，齊藤靖二
監事，田村俊和監事
　議事の経過および結果
Ⅰ．平成 25年度第 4回理事会議事録の承認

1．野上会長より，資料に基づき，平成 25年 9

月 10日に開催された平成 25年度第 4回理事
会の議事録（案）が示され，全員異議なくこ
れを承認した。

Ⅱ．報告事項
1．代表理事野上会長，大森副会長および小玉
副会長より，定款第 36条の規定による代表
理事の職務の執行状況の報告が資料に基づき
行われた。

2．栁本理事より，平成 26年から 28年までの
地学雑誌の印刷等業務の単価契約を一ツ橋印
刷株式会社と締結したことが資料に基づき報
告された。

3．鹿園理事より，資料に基づき，地学雑誌の
編集状況および J-STAGEアクセス件数が報
告された。また，J-STAGE早期公開につい
て，これまでの経緯，新たな提案の検討状況
が報告された。後者については，以前の理事
会決議と異なる内容の提案になっており，J-

STAGE早期公開の必要性等背景説明も含め
次回理事会で議題（決議事項）として再提案
することとされた。

4．加藤（碵）理事より，平成 25年度行事委
員会の既実施事業および今後の実施予定が資
料に基づき報告された。

5．加藤（茂）理事より，資料に基づき，図書
委員会の活動として協会所蔵の貴重書の一部
を試験的にデジタル化し，ウェブサイトから
公開する予定であること，理事会決議に基づ

き，協会保有図書のうち，他機関で閲覧でき
る戦後の雑誌類を廃棄する予定であることが
報告された。これに対し，独立行政法人産業
技術総合研究所のデジタル化事業との重複を
排除するとともに，業務の外注にあたっては
経理委員会と協力して実施することとされた。
また，日本地学史編纂委員会では，戦後 20

年間の地学史について，一部は今年度中に地
学雑誌に投稿し，残りは来年度にまとめたい
と報告された。

6．大場理事より，民間放送局の番組制作会社
から海外の地学現象の専門家紹介を依頼され，
専門家派遣委員会（ジオエキスパート委員会）
で対応した結果，番組終了後お礼があったこ
とが報告された。これに関連し，当該委員会
だけでは知見の範囲が狭いので，今後は必要
に応じ理事，監事にも協力してもらいたいと
の提案があった。また，ウェブサイトの項目
名「ジオエキスパート」を「専門家紹介」と
変更し，これにあわせて説明文も修正するこ
とが資料に基づき報告された。

7．伊藤理事より，平成 26年度の地球惑星科
学連合大会における協会のブース確保，協会
パンフレットの作成計画および協会のウェブ
サイトの管理状況が資料に基づき報告された。

8．村山理事より，自然史学会連合の運営委員
を昨年に引き続き久田健一郎氏に依頼するこ
とが報告された。

9．吉野理事より，平成 24年度の助成事業の
報告の評価と審査が完了したことが報告され
た。これに関連し，同一年度に，国際研究集
会の大会とそのなかのコミッション（委員会）
との双方から助成申請があった場合，どのよ
うに対処するか整理方針を検討することとさ
れた。

　以上 9件の報告は，一部上記の付帯事項とと
もに，いずれも了承された。
Ⅲ．決議事項
　議題 1　会員の入退会等について

 入会希望者 1名（谷岡誠一）の入会が
承認された。
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 また，逝去退会者 3名（金澤　敬，的場
保望，奈須紀幸），退会希望者 5名（新井　
正，大木公彦，金原啓司，瀬野徹三，山内
竜司）があった。
 旧定款の規定を準用して 6名の会員に
ついて会費納入を免除することとした。

　議題 2　会務運営基本規則の改定について
 大森副会長（総務担当理事）から，会
務運営基本規則の改定案について資料
に基づき説明があった。これに対し，
事業内容を規定している第 2条中の用
語『地学雑誌』を『地学雑誌（英文名
は，Journal of Geography）』と英文名
を明記する改定案について意見があり，
Journal of Geographyは他国の学会で
も使用しているので，現在発行してい
る地学雑誌では，英文名を Journal of 

Geography （Chigaku Zasshi）として
いることから，会務運営基本規則におい
ても『地学雑誌（英文名は，Journal of 

Geography （Chigaku Zasshi））』とする
こととされた。このほか，改定案につい
て異論はなく上記変更を加え提案のとお
り改定を決議した。なおこの改定によ
り，会務運営基本規則別表における区分
欄の「専門家派遣」は「専門家紹介」に，
常置委員会欄の「ジオエキスパート委員
会」は「専門家紹介委員会」に名称を変
更することになった。

　議題 3　個人情報保護規程（案）について
 大森副会長（総務担当理事）から，個
人情報保護規程（案）について資料に基
づき説明があった。これに対し，組織体
としての地学協会のあり方を検討する予
定であるので，その結果とあわせて次回
理事会で審議したいとの意見があり，制
定の決議は次回理事会で行うこととされ
た。

　議題 4　その他
 （1）アドバイザー会議資料について
 11月 16日（土）12時 00分より，弘

済会館においてアドバイザー会議が開催
されるので，会長より配付資料「アドバ
イザー各位（会）に　お願い（諮問）」
の確認があり，理事および監事には出席
が要請された。
 （2）JpGUフェローについて
 野上会長より JpGUフェローとして
松田時彦前会長を推薦することが提案さ
れ，承認された。関連して，村山理事よ
り，推薦手続きについて説明があり，推
薦の実務は大森副会長，村山理事，熊木
理事の 3名が担当することとされた。ま
た，熊木理事より，他学協会の表彰等へ
の候補者推薦に関する内規（案）の説明
があった。これについては，次回理事会
で決議することとされた。
 （3）投稿規程の改定について
 大森副会長より，協会記事のとり扱い
等において投稿規程の改正が必要である
ことが説明された。審議の結果，理事会
で決議すべき「投稿規程」と編集委員会
で決定すべき「執筆要領」を分離する方
針のもとに，総務委員会と編集委員会で
協力して投稿規程改正案を検討すること
とされた。
 （4） ホームページのいっそうの充実に

ついて
 伊藤理事より，協会のウェブサイト
（ホームページ）の重要性が説明され，
各委員会の分担案が示され，了承され
た。また，パスワードの更新を行うとと
もに，ホームページ運営規程の策定を次
回理事会に提案することとされた。
 （5） 協会のコンプライアンスの確立に

ついて
 野上会長より，協会役員の服務，責
務，会員の権利，義務について基本的な
考え方を組織として検討し，一種の倫理
大綱を定める必要があるので，そのため
小玉副会長を委員長とする委員会を設置
するとともに，委員の選任は委員長に 
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一任することが提案された。これに対
し，日本学術会議の倫理規程「科学者の
行動規範」等が参考になるとの意見が
あった。このほか，提案について意見は
なく案のとおり委員会設置を決議した。
 （6）次回理事会の日程について
 1月 21日（火）17時 30分より，役員
室において，今年度第 6回理事会を開催
することが提案され，承認された。

アドバイザー会議（平成 25年度第 2回アドバイ
ザー会議）
　平成 25年 11月 16日（土）12：30～ 13：50

　弘済会館梅西の間にて開催
　出席：青木正博，大村　纂，正路徹也，高木
秀雄，富樫茂子，長谷川　昭，春山成子，平井
幸弘，星埜由尚，松原　宏，矢島道子，西澤　修
（書面提出）の各アドバイザー，野上道男（会長），
大森博雄（副会長），小玉喜三郎（副会長），加藤
碵一，鹿園直建，栁本　裕，吉野和子の各理事，
齊藤靖二監事，田村俊和監事
　議事の経過

1）大森副会長（総務担当理事）より開会の挨拶，
資料確認およびアドバイザー運用規程（平成
25年度第 4回理事会決議・施行）の説明が行
われた。

2）事務局推薦により正路アドバイザーが議長
に選出された。

3）資料に基づき，野上会長から，高齢化への
対応，口頭発表の場の必要性，地学に関する
海外情報収集組織から学会組織への流れの受
け止め方，同好会でなく公益法人としての活
動のあり方，若手，中堅研究者を活性化する
ための褒賞のあり方などについてとくに問題
意識をもっていることが紹介された。

4）正路議長より，発言された意見を明確に記
録するため議事録作成の提案があり，発言内
容確認のための発言者名を記した議事録（発
言要旨）と議事録全体を要約した地学雑誌へ
の掲載記事（アドバイザー会議報告）を作成
することとされた。また，本会議の意見の具

申は，年次計画に記載されている当面の活動
計画でなく，より長期の，会務運営の考え方
を中心に行うことであることが確認された。

5）意見交換（要約。順不同）
（1）運営の基本方針
・中堅，若手研究者の入会を促進するための
方策を拡充することが必要。
・入会の動機になるのは，地学雑誌の発行を
はじめとする協会の地学に関する伝統的・
基盤的活動であるので，そうした活動を拡
充・発展させるべき。
・国の重要な活動である国際活動，海外援助
等に対する「知の宝庫」たるべき機能を果
たすべき。
・資源の輸入，買い付け等の活動には鉱床学
の知識は不可欠で，資源大学校を設立しよ
うという動きもある。地学協会は，そのよ
うな知的資源を蓄積することが必要。
・東京地学協会は伊能忠敬や間宮林蔵などを
明治の時代に顕彰している。地学史上の顕
著な功績や人物の事蹟などを調査研究し，
顕彰するといった事業をも行うべき。
・従前のように「地に足をつけた活動」をす
べきだ。高齢者にふさわしい，重厚な活動
を行う方向に変化すべき。
・地学界全体の高齢化は憂慮すべき状態だ。
優秀な若手研究者を地学にとり込むことが
必要。
・地学では多くの学会があるが多くは専門分
野に特化しており，コミュニケーション能
力に欠けている。協会が中心になって，社
会へアピールする力を養うことも必要。

（2）公益的活動の指針・その他
・研究や研究者の育成など学術貢献ととも
に，社会貢献も大切。
・課題を的確につかめる人，話の上手な人な
どの確保・育成なども重要。
・協会の諸活動の充実には中堅会員を活用
すべき。
・将来の地学の担い手の育成・強化のための
業務の充実も必要。
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・地学協会は，日本の地学をまとめる団体と
しての役割をもつべき。
・講演会なども充実させることが必要。
・協会の講演会等においては，最先端より広
い観点からの話が期待される。
・地学雑誌の特集号を企画した場合，その
テーマでシンポジウムを行い，その議論を
踏まえて論文執筆を依頼すれば雑誌も充実
する。
・広報活動が大切。メイリングリストの活用
などの工夫が必要。
・協会の性格から，学術活動とあわせて普及
活動が大切。
・行事，助成，広報委員会などの活動と関連
する課題が重要。
・当協会のコアは『地学雑誌』。サイエンス
ライターなどの活用等も考慮すべき。
・地学に関する知識などの普及事業をもっと
広げるべき。
・他学会との任務分担も考慮し，東京地学協
会の歴史と伝統にふさわしい形で，学術成

果の普及活動と学術振興活動とのバランス
を考えることが必要。
・現在，学術活動は東京に集中している。地
方に広める工夫が必要。
・アウトリーチや地学教育への関心を高める
ことが必要。地学オリンピックや地理オリ
ンピックが日本で開催されるので，それへ
の協力も必要。
・地学の普及活動として，地質の日，地学オ
リンピック，ジオパーク等を推進するため
の宣伝活動や関連する研究者を紹介するこ
とも必要。

6）野上会長から，上記意見を理事会に紹介し，
会務遂行に生かすべく努めるとの挨拶があり，
大森副会長の閉会の挨拶で終了した。

訃報
　次の方が逝去されました。謹んで哀悼の意を表
します。
　正会員　五百澤智也（平成 25年 12月 14日）


