
公益社団法人 日本水産学会

平成 23年度第 3回理事会議事録

１．日 時 平成 23年 6月 4日(土) 13時 00分～17時 30分
２．場 所 東京都港区港南 4-5-7

東京海洋大学品川キャンパス 白鷹館 2階多目的スペース 1
３．出席理事 青木一郎、板橋 豊、江口 充、岡本信明、北田修一、黒倉 壽、

越塩俊介、桜井泰憲、左子芳彦、佐藤 實、杉田治男、青海忠久、

竹内俊郎、原 彰彦、中田英昭、鷲尾圭司

以上 16名
出席理事候補者 佐藤秀一、和田時夫 以上 2名
欠席理事 塚本勝巳 以上 1名
欠席理事候補者 齋藤壽典 以上 1名
出席監事 阿部宏喜、塩見一雄

欠席監事 所 英樹

出席幹事 舞田正志、鈴木秀和、石崎松一郎、横田賢史、内田圭一

欠席幹事 宮内浩二

４．議事の経過および結果

＜報告事項＞

「庶務関係」

（1）除名者（会費未納）の会費納入による退会者への変更について報告

     内藤一明（正会員、平成 14年度除名）

     Lee, Nam Hyouck （外国会員、平成 14年度除名）

     前田修大（正会員、平成 17年度除名）

（2）資格喪失者（会費未納）の会費納入による退会者への変更について報告

稲垣 正（正会員、平成 22年度資格喪失）

宮田昌彦（正会員、平成 22年度資格喪失）

（3）平成 22・23年度支部幹事の変更

東北支部 有元 操（関東支部に異動） ［選出］栗田 豊

関東支部 落合芳博（中部支部に異動） ［選出］和田 俊

中部支部 時村宗春（中国・四国支部に異動） ［選出］山崎 誠

同 虫明敬一（九州支部に異動） ［選出］天野秀臣

九州支部 川村軍蔵（退会） ［選出］吉田照豊

（4）平成 23年度各種委員会委員長および副委員長の決定

委員会名称 委員長   副委員長

編集委員会 松永茂樹  潮 秀樹、東海 正

企画広報委員会 渡邊良朗  永田光博、廣野育生

学会賞選考委員会 渡邊良朗  （9月に選出）

シンポジウム企画委員会 越塩俊介  長富 潔

出版委員会 木村郁夫  未定

ベルソーブックス委員会 小川廣男  未定

水産環境保全委員会 河野 博  大嶋雄治

漁業懇話会委員会 高木 力  石川智士

水産利用懇話会委員会 松宮政弘  吉岡立仁、松永茂樹

水産増殖懇話会委員会 佐藤秀一  稲垣光雄、良永知義

国際交流委員会 渡部終五  佐藤秀一



選挙管理委員会 小島隆人

水産教育推進委員会 良永知義  天野勝文、佐藤秀一

水産技術誌監修委員会 日野明徳  良永知義

水産政策委員会 黒倉 壽  松田裕之

財務検討委員会（特別委員会） 北田修一

公益法人化対応委員会（特別委員会） 東海 正

科研費分科細目検討委員会（特別委員会）堀 貫治

（5）シュプリンガー・ジャパン㈱とのFisheries Science誌の出版契約（2012～2016）締結について

報告

（6）第 30回「海とさかな」自由研究・作品コンクールのサマースクール（平成 23年 8 月 9日・

10日）での講演について報告

日時   平成 23年 8月 9日（火） 13：30～15：00
場所   学習院女子大学 222教室

講師   田中秀樹（水研セ増養殖研）（内諾）

（7）公益社団法人移行認定申請書類のHP公開について報告

（8）男女共同参画学協会連絡会の開催行事について報告

（9）事務職員の夏季期末手当・勤勉手当について報告

「財務関係」

（1）平成 23年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の交付内定について報告

配分予定額   4,100,000円
（2）シュプリンガー・ジャパン㈱からのFisheries Science 76巻ロイヤリティーの振込金額について

報告

銀行振込金額  7,535,639円
「編集委員会」

（1）J-Stageの認証フリー公開について報告

（2）J-Stage投稿審査システムのEditorial Manager（日本語版）導入について報告

「企画広報委員会」

（1）東日本大震災による水産業の被災実態と復興の足がかりに関する連載について報告

「日本農学会関係」

（1）平成 23 年度日本農学会シンポジウム「農学が救う！地球環境と人類の未来」（仮題）につい

て報告

講演者（内諾）  今井一郎（北大院水） 「山は恋人の海を救えるか？（仮題）」

（2）平成 24年度日本農学会シンポジウムテーマ募集について報告

「その他」

（1）各担当理事から報告

＜承認事項＞

（1）平成 23年度第 2回理事会議事録の承認

（2）平成 24・25年度支部幹事定員数について、支部設置規程第 8条に基づき下記のとおり承認

支部幹事

北海道 19名， 東北 14名， 関東 45名， 中部 25名， 近畿 17名， 中国・四国 21名
九州 23名

（3）平成 23年度支部交付金の配分額について審議し，下記のとおり承認

北海道 356,100 円 東北    325,100 円 関東 520,400円 中部 398,100円
近畿  346,600 円 中国・四国 371,200 円 九州 382,500円

（4）東北支部幹事について

  北里大学所属の支部幹事，緒方武比古、加戸隆介、菅野信弘各会員の所属先住所が神奈川県相模



原キャンパス(関東支部)へ異動したため、今後の所属支部について同会員の意向を東北支部長が

確認した上で、支部幹事の補充について検討することとした。また、北里大学に所属する他の会

員に対しても今後の所属支部に関して東北支部長が本人の意志を確認することとした。

（5）投稿規程について承認（別紙 1）
（6）編集委員会運営規程一部改正について承認（別紙 1）
（7）編集委員会校正係の謝金について承認し、校正係の業務の負担増を考慮し、早急に編集業務の見

直し・改善を行うことを依頼した。

（8）学会賞選考委員会内規について承認（別紙 2）
（9）水産教育推進委員会運営規程について承認（別紙 3）
（10）平成 23年度日本水産学会秋季大会開催期間を以下に変更することについて承認

平成 23年 9月 28日（水）～10月 2日（日）

（11）平成 23年度公益社団法人日本水産学会定時社員総会を平成23年 9月 30日に開催することにつ

いて承認

（12）平成 23年度日本水産学会秋季大会募金目論見書について承認

（13）平成 25年度日本水産学会春季大会の担当機関の決定を関東支部に依頼することを承認

（14）平成 25年度日本水産学会秋季大会の担当支部について、中部支部に検討を依頼した。

（15）寄附金の案内、申込書について承認

（16）シンポジウム企画委員会委員の交代について承認

廣瀬太郎 ［辞任］          後藤常夫 ［選出］

（17）会員・会計管理ソフトの契約について承認

（18）日本水産学会における個人情報の更新及び会員名簿の刊行に際し、その情報収集と作成方法に

ついて審議し、メールアドレスに変更が生じた場合、随時連絡をお願いしたい旨を加えて承認

（19）東日本大震災に関する事業、活動について

① 水産政策委員会委員の追加と拡大委員会について承認（別紙 4）
② JPF「共に生きる」ファンド助成金への応募を承認

今後、同様な助成等については水産政策委員会が検討して応募することを承認

③ 東日本大震災の被災地域の復興に向けて、日本水産学会災害復興支援拠点を東北大学大学院

農学研究科に設置することを承認

④ 東日本大震災義援金 5,926,565 円（平成 23年 6月 3日時点）の寄附先について、義援金は二

等分し、その半分は被災児童・生徒育英支援に、残り半分は東北大学大学院農学研究科に設置

した日本水産学会災害復興支援拠点が配分先を検討・決定することを承認

⑤ 「東日本大震災からの水産業復興対策緊急シンポジウム（仮）」開催について承認

主催 公益社団法人日本水産学会

共催 水産総合研究センター、東北大学大学院農学研究科

(その他、数団体に交渉予定)
日程 平成 23年 7月 16日（土） 13:00～17:00
場所 宮城県仙台市 東北大学農学部

⑥ 日本学術会議東日本大震災の総合対応に関する学協会連絡会の提言「巨大地震と大津波から

国民の生命と国土を護るための基本方針」を確認し、同学協会連絡会に加わることについて承

認

⑦ 平成 23 年 5 月 27 日(金)に開催された海洋基本法フォローアップ研究会で採択された「東日

本大震災復興に関する海洋立国の視点からの緊急提言」について確認

⑧ 東日本大震災からの復興に向けた日本水産学会の行動計画に基づき、同各支部・各委員会の

行動計画が出揃った段階でＨＰに公表することについて承認

（20）シュプリンガー・ジャパン㈱から申し出があったシリーズ書籍の出版企画について、出版・総

務・財務の各担当理事ならびに東海編集副委員長で検討することを承認



（21）学生会員からの入会取り消し願いを却下することを承認

（22）協賛と後援について承認

① 子供が元気に育つまちづくり 東日本大震災復興プラン国際提案競技（案）

   -“知恵と夢”の支援-
主催 こども環境学会

協力 日本ユニセフ協会

後援 日本学術会議 他 28学協会

日程 平成 23年 5月 25日頃 広告 平成 23年 8月 10日頃 結果公表

提出先 日本ユニセフ協会 国際提案競技事務局（東京都港区）

希望 協賛

負担金 なし

② 第 47回海中海底工学フォーラム

主催 海中海底工学フォーラム運営委員会

協賛 日本船舶海洋工学会 他 7団体

日程 平成 23年 5月 13日（金）

場所 東京大学生産技術研究所（東京都目黒区）

希望 協賛

負担金 なし

③2011生態工学会年次大会

主催 生態工学会

協賛 照明学会 他 10団体

日程 平成 23年 6月 15日（水）・16日（木）

場所 宇宙航空研究開発機構 調布航空宇宙センター（東京都調布市）

希望 協賛

負担金 なし

④ 平成 23年度 JABEE農学系分野審査講習会

主催 (社)農業農村工学会、(財)農学会、森林・自然環境技術者教育会、

(社)日本生物工学会

協賛 (社)砂防学会 他 24学会

日程 平成 23年 7月 30日（土）

場所 東京大学弥生講堂（東京都文京区）

希望 協賛

負担金 なし

⑤ 第 25回キチン・キトサンシンポジウム

主催 日本キチン・キトサン学会

共催 日本化学会、日本生化学会、日本生物工学会

協賛 日本農芸化学会 他 13学研究会

日程 平成 23年 8月 30日（火）・31日（水）

場所 奈良県新公会堂（奈良県奈良市）

希望 協賛

負担金 なし

⑥ 真珠研究国際シンポジウム（The International Symposium on Pearl Research）
主催 東京大学、沖縄科学技術研究基盤整備機構、ミキモトグループ

協賛 日本農芸化学会 他 2学会

日程 平成 23年 10月 4日（火）～6日（木）

場所 東京大学弥生講堂



希望 協賛

負担金 なし

⑦ 第 52回高圧討論会

主催 日本高圧学会

共催 火薬学会、日本化学会

協賛 日本物理学会 他 45団体

日程 平成 23年 11月 9日（水）～11日（金）

場所 沖縄キリスト教学院（沖縄県中頭郡）

希望 協賛

負担金 なし

⑧第 4回クラゲ大発生に関する国際シンポジウム（4th International Jellyfish Bloom Symposium）

主催 第 4回クラゲ大発生に関する国際シンポジウム実行委員会

後援 広島大学 他 3学会

日程 平成 25年 6月 9日（日）～11日（火） （予定）

場所 広島国際会議場（広島県広島市）

希望 後援

負担金 なし

⑨ 2011年度日本冷凍空調学会年次大会

主催 日本冷凍空調学会

日程 平成 23年 9月 14日（水）～16日（金）

場所 東京大学本郷キャンパス（東京都文京区）

希望 協賛

負担金 なし

（23）正会員 11名、団体会員 1団体、外国会員 2名、学生会員 8名の入会の承認

（24）その他

①平成 23年度理事会開催日程について承認

②平成 23年度実施の選挙予定について承認

③夏季一斉休業［平成 23年 8月 15日（月）～8月 16日（火）］について承認

④その他

平成 23年 6月 4日
公益社団法人 日本水産学会

議長 会長（代表理事）

監  事     

監  事     


