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理事会（平成 27年度第 6回理事会）
　平成 28年 1月 23日（土）14：10～ 18：30

　当協会役員室
　出席：野上道男（会長），大森博雄（副会長），
小玉喜三郎（副会長），青木正博，大場忠道， 
加藤　茂，北里　洋，熊木洋太，村山祐司，栁本　
裕，吉野和子の各理事，江藤哲人監事，田村俊和
監事
　議事の経過および結果
Ⅰ．平成 27年度第 5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 27年
11月 16日に開催された平成 27年度第 5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．大森副会長より，資料に基づき，平成 27

年 11月 28日に開催された平成 27年度第 1

回アドバイザー会議の報告と地学雑誌に掲載
する議事録要旨の説明があった。地学雑誌
に掲載する議事録要旨では，アドバイザーは
（A），（B）等の記号，役員は個人名を記すこ
ととされた。

2．大森副会長より，平成 27年 12月 19日に
開催された平成 27年度年末懇談会が 19名の
参加を得て盛会裏に，有意義な懇談が行われ
たことが報告された。

3．大森副会長より，資料に基づき，平成 28

年度事業計画書（案）が説明され，各理事に
必要な場合修正等の意見を提出することが要
請された。さらに，その意見を反映して，次
回 3月 14日開催の理事会にて平成 28年度事
業計画書を決議する予定であることが説明さ
れた。

4．栁本理事より，資料に基づき，平成 28年
度予算編成ならびに予算書作成方針が説明さ
れ，各理事に必要な場合これらへの意見を提
出することが要請された。さらに，事業計画
同様，意見を反映して次回 3月開催の理事会
にて平成 28年度第 138期収支予算書を決議

する予定であることが説明された。
5．大森副会長より，資料に基づき，公益認定
申請の内容を変更申請する文案が説明され，
すでに変更申請を行うことは決議されている
ので，今後事務的に内閣府と折衝を行い，文
案について必要な修正を行って，変更申請を
行う予定であることが報告された。内閣府と
の折衝については，総務担当理事大森副会長
および谷岡事務局長に一任された。

6．大森副会長より，資料に基づき，地学会館
の協会使用部分について，受動喫煙防止対策
を強化する計画が説明され，了解された。

7．熊木理事より，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。

8．青木理事より，資料に基づき，平成 27年
度の行事実施状況および平成 28年度の行事
案が報告された。平成 27年度最後の地学ク
ラブ講演会は，理事会と同日の 15時から行
うこととされた。平成 28年度については，
地学クラブ講演会 2件の日程調整第一候補日
と 2件の日程が了承された。春季講演会は，
総会の日に提案の内容で 15時から行うこと
とされた。秋季講演会は，アドバイザー会議
と同日に「伊能忠敬と現代の地図作り」をテー
マとして行うこととされ，次年度の春季講演
会として「ネパール」をテーマとした 1日が
かりの講演会を検討することとされた。国内
見学会については，「伊能忠敬記念碑めぐり」
と「宮澤賢治ジオツアー」の 2件を行うこと
とされた。海外見学会については，「台湾ジオ
ツアー」を行うこととされた。

9．加藤理事より，資料に基づき，協会出版物
および貴重フィールドノート等のデジタル化，
ウェブ公開の進捗状況が説明された。これに
対し，過去に一部資料をデジタル化したが，
それを引き継いでいるかとの質問があり，有
効に活用しているとの回答があった。また，
地学史編纂委員会の石山　洋委員長が逝去さ
れたこと，および，石山委員長の逝去に関し
ては，会員逝去取り扱い内規規程にしたがっ
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て対応した旨，報告された。委員長の代行に
ついては，今後，編纂委員会委員を含め，担
当理事および代表理事で検討することとした。

10．欠席の伊藤理事に代わり大森副会長より，
資料に基づき，新しい広報手段としてメーリ
ングリストとメールマガジンを検討している
ことが説明された。また，その準備として，
広報活動に対応するメールアドレスの登録の
可否を会員に問い合わせする計画および問い
合わせ文（案）が説明された。問い合わせ文
の推敲，問い合わせの方法等は伊藤理事に一
任することとし，提案の通り推進することと
した。なお，会員外も登録できるようにすべ
きだ，メーリングリストの場合は参加者同士
の議論が可能なので収拾不能になることを防
止する工夫が必要だなどの意見があった。

11．大場理事より，平成 27年度 2件目の専門
家紹介依頼の成果が PHP研究所から出版さ
れたこと，および出版物が送付されてきたこ
とが報告された。

12．村山理事より，自然史学会連合総会が 12

月 10日にあり，日本珊瑚礁学会の加盟が認
められて加入学会が 41になった，出版物の
「理科好きな子に育つふしぎのお話し 365」が
4刷，3万部の売り上げになった，北里理事
が会長になったという報告があった。また，
国際地理オリンピックのパンフレットができ
たこと，3月に地理関連学会連合総会があり
村山理事が出席する予定であることが報告さ
れた。

13．北里理事より，資料に基づき，1月 8日に
開催された「表彰にかかる有識者懇談会（委
員長北里理事）」が開催され，表彰を活性化し
て毎年表彰を行うとともに「東京地学協会メ
ダル」の副賞を 50万円から 100万円に増額
し，受賞者を名誉会員とする等の提案があっ
たことが報告され，表彰者選考基準（案）が
説明された。これに対し，選考基準や募集・
推薦・選考過程の公表・透明性が確保される
べきだ，選考基準・選考過程の明確化が必要
である，毎年表彰を行うなら表彰規程の「表

彰者選考委員会」をあらかじめ設置すべきだ，
幅広く表彰対象者を募るために「表彰者選考
委員会」の下に専門委員会を設けるべきだ，
毎年期限を定めて表彰候補者を公募すべきだ，
副賞の金額は現規程の通りとし，表彰の数や
実績を積み重ねるべきだ，などの意見があり，
引き続き検討することとされた。また，名誉
会員に関しては，既存の名誉会員に関する規
程（細則）に，すでに「地学に関し顕著な業
績を挙げた者」の規定が存在することが指摘
された。なお，名誉会員に関する上記の規程
は，旧社団法人時に制定された規程で，表
現・文言等の改定が必要であるため，総務委
員会では，すでに，会員管理業務として，表
彰とは別個に，規程の改定・制定を予定して
いる旨，報告された。また，表彰に関する次
年度予算については事業方針に流動的な要素
が多いので特段の処置は行わないこととされ
た。

14．吉野理事より，伊豆ジオガイドについて
判型を小さくして見にくくなったので修正を
依頼中であることが報告された。

以上 14件の報告，提案は審議の結果の修正を含
めて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 3名（小池拓矢，浜野洋三，
津田秀典）の入会が承認された。また，逝去
退会者 2名（松林　武，石山　洋），退会希
望者 6名（片平忠實，河内一男，後藤忠徳，
齊藤由香，渋谷和雄，徳永英二）があった。
故石山会員（現地学史編纂委員会委員長）の
逝去に関しては，役員経験者であるので，規
程に基づいて，紙碑，生花，弔電を献ずるこ
ととした。生花，弔電に関しては，事務局で
対応し，紙碑執筆者の選定は，野上会長，大
森副会長，地学史編纂委員会担当加藤理事に
一任することとされた。関連して，小玉副会
長から故下山俊夫会員の紙碑執筆を松本　良
会員に依頼したことが報告された。
議題 2　公印規程の制定について
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大森副会長から，資料に基づき，「公印規程」
の案について説明があり，質疑応答が行われ
た。制定の決議は次回理事会で行うこととさ
れた。
議題 3　地学会館建替積立資産および建物附属

設備更新積立資産の積立計画について
　小玉副会長および栁本理事から，資料に基
づき，地学会館建替積立資産および建物附属
設備更新積立資産の積立計画の変更案につい
て説明があり，質疑応答が行われた。審議の
結果，説明された案について異論はなく提案
の通り決議された。
議題 4　地学雑誌の印刷業務の入札実施
　栁本理事から，資料に基づき，地学雑誌印
刷業務に関する入札実施要領（案），熊木理
事から，資料に基づき，地学雑誌印刷業務に
関する入札の技術審査会（案）について説明
があり，質疑応答が行われた。審議の結果，
技術審査課のメンバーに「行政経験のある人
ほか」をもう 1名追加することとし，その
ほかは説明された案について異論はなく提案
の通り決議された。
議題 5　平成 28年度予算編成ならびに予算書

作成方針
　報告事項 4として審議された。

議題 6　経理委員の追加選任
　栁本理事から，資料に基づき，経理事務推
進の強化のため経理員を追加したい旨提案が
あった。審議の結果，説明された案について
異論はなく提案の通り決議された。
議題 7　「専門家紹介データベース作成」の調

査依頼について
　大場理事から，資料に基づき，専門家紹介
のためのデータベースを作成するため，会員
を対象にアンケート調査を行うこと，および
その文案が提案された。審議の結果，文案に
ついては，全理事・監事に諮り，それらをと
りまとめ，代表理事と担当理事で推敲したう

えで，調査を実施することが決議された。
議題 8　「助成規程」等について
　吉野理事から，資料に基づき，「助成規程」
の案について，前回理事会で説明され，顧問
弁護士の意見を反映して修正のうえ，今回決
議することになっていた旨説明があった。審
議の結果，説明された案について異論はなく
提案の通り決議された。また，「普及・啓発
活動」助成の平成 29年度公募の公告文の案
について，顧問弁護士の意見を反映して作成
した旨説明があった。審議の結果，説明され
た案について異論はなく提案の通り決議され
た。

その他
（1）次回の理事会について

　第 7回理事会を 3月 14日（月）17：30

から開催することとし，地学クラブ講演会
を 15：00から開催することとした。

（2）次次回の理事会について
　平成 28年度第 1回理事会を 5月 20日
（金）17：30から開催することとし，地学
クラブ講演会を 15：00から開催すること
とした。

（3）平成 28年度定時総会について
　平成 28年度定時総会を 6月 11日（土）
14：00から開催することとし，平成 28

年度第 1回アドバイザー会議を 12：00か
ら，講師の都合がよければ春季講演会を
15：00から開催することとした。

（4）年末懇談会について
　年末懇談会を 12月 16日（金）17：30

から開催することとし，地学クラブ講演会
を 15：00から開催することとした。

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　吉田　慎（2015年 10月 28日）


