
公益社団法人 日本水産学会

平成 23年度第 4回理事会議事録

１．日 時 平成 23年 9月 17日(土) 13時 00分～17時 00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、江口 充、岡本信明、北田修一、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、塚本勝巳、

原 彰彦、中田英昭、鷲尾圭司

以上 15名
出席理事候補者 佐藤秀一、和田時夫 以上 2名
出席監事 阿部宏喜、塩見一雄

出席幹事 舞田正志、鈴木秀和、横田賢史、内田圭一

４．議事の経過および結果

〈報告事項〉

「庶務関係」

総務担当佐藤理事候補者が報告

（1）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

     奥村裕弥 （正会員、平成 22 年度資格喪失）

（2）寄附金について報告

平成 23 年 6 月 24 日（金） 正会員 會田勝美氏より寄附金 1,000,000 円の振込みがあった

平成 23 年 8 月 17 日（水） 正会員 會田勝美氏に感謝状と記念品を贈呈

（3）支部幹事の交代について

中国・四国支部 高柳和史(関東支部へ異動) [選出]樽谷賢治

（4）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

演題   「うなぎのひみつ」

講師   田中秀樹（水研セ増養殖研）

「財務関係」

財務担当北田理事が報告

（1）平成 23 年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）学術定期刊行物交付決定通知および入金

額について報告（通知）

交付決定額   4,100,000 円

交付決定額 7 割金額 2,870,000 円 (入金済み)

「災害復興支援関係」

（1）東日本大震災義援金の総額について佐藤理事候補者が報告（平成 23 年 6 月 8 日現在）   

  7,402,939 円

（2）東日本大震災義援金の配分金額について佐藤理事候補者が報告

       災害復興支援拠点へ  3,700,000 円

       桃・柿育英会へ 3,702,939 円

（3）桃・柿育英会への義援金贈呈について江口理事が報告

       平成 23 年 8 月 26 日（金） 義援金 3,702,939 円 贈呈

（4）競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業に関する補助金交付決定に

ついて佐藤理事候補者が報告

       補助金限度額 3,000,000 円



（5）JPF「共に生きる」ファンド助成金不採択について佐藤理事候補者が報告

（6）災害復興支援拠点での義援金配分決定について佐藤理事が報告

       9 件(大学 4 件、県関係 2件、高校 1 件、漁協 1 件、民間 1件)、総額 6,787,400 円の希望に

対して、日本水産学会災害復興支援拠点義援金配分委員会で配分基準に基づいて申請使途を

厳正に審査し、希望機関すべてに配分を決定（総額 3,700,000円）

（7）岩手県からの調査機器支援要請について佐藤理事候補者が報告

   岩手県水産振興センター・水産技術センター等、岩手県の水産学会関係者より早期の漁業、

養殖業再開のための調査機器の支援要請があったことについて報告

「編集委員会」

編集担当塚本理事が報告

（1）2012 年度 Fisheries Science（78 巻）のカバーページの候補写真（6 枚）が選定されたことについて報

告

「トロールコッドエンド内で遊泳するマアジ」 東海 正（海洋大）

「富山の飾りかまぼこ」                    汐海隆史（東大）

「東北大地震により被害を受けたケルプ」 吾妻行雄（東北大）

「Sun-drying of squid in Thailand」 有元貴文（海洋大）

「気仙沼イカダ式カキ養殖」 佐々木良（宮城県漁業協同組合）

「津波で打ち上げられた調査船」 佐々木良（宮城県漁業協同組合）

（2）Fisheries Science における Electronic Supplementary MaterialとMy Publication の導入について

   78巻 1号（2012年 1月発行予定）に掲載される論文からシュプリンガー社の提供する本システ

ムが導入・適用されることの報告

（3）企画広報委員会との担当業務の調整がなされたことについて報告

「漁業懇話会委員会」

漁業・資源管理担当桜井理事が報告

（1）第 59回漁業懇話会講演会の開催予定について報告

テーマ  東日本大震災による漁業被害：復興に向けた取り組みを考える

日時   平成 23 年 9 月 28 日（水） 13:00-17:00

場所   長崎大学文教キャンパス 第 3 会場 (長崎県長崎市)

「水産利用懇話会委員会」

水産利用担当左子理事が報告

（1）平成 23年度第 1回講演会の開催予定について報告

テーマ  東日本大震災後の東北地方における水産業の現状と今後の展望

         -主に水産加工・流通について-

日時   平成 23 年 11 月 8 日（火） 15:00-17:40
場所   日本大学生物資源科学部 中講堂 2 (神奈川県藤沢市)

「国際交流委員会」

（1）アメリカ水産学会、イギリス諸島水産学会、Knuth 氏、Beard 氏、Franzin 氏、Indiana 州支部（AFS）

からの義援金に対する感謝状の贈呈について佐藤理事候補者が報告

（2）平成 23年日本水産学会秋季大会に韓国水産科学会会長と中国水産学会会長を招待することに

ついて佐藤理事候補者が報告

（3）第 141 回アメリカ水産学会合同シンポジウムについて渡部委員長、帰山会員、浦和会員、棟

方会員、木下会員の 5名が出席したことを原理事が報告

    テーマ  Climate Change and Pacific Salmonids
    日程   2011年 9月 4日～8日
    場所   ワシントン州シアトル市

（4）2012年 5月にスコットランド・エジンバラで開催予定の6th World Fisheries Congressについて

佐藤理事候補者が報告



「水産技術誌監修委員会」

水産技術誌担当和田理事候補者が報告

（1）平成 23 年度第 1 回水産技術誌監修委員会報告

  「水産技術」の編集状況と投稿の呼びかけ等の取り組みについて報告

「科研費分科細目検討委員会関係」

科研費分科細目検討担当桜井理事が報告

（1）科研費分科細目表について

   科研費分科細目キーワードの英語表記を学振に提出したことの報告

「日本農学会関係」

北田理事が報告

（1）平成 23 年度農学シンポジウム「環境の保全と修復に貢献する農学研究」について報告

「男女共同参画学協会連絡会関係」

総務担当佐藤理事候補者が報告

（1）同連絡会のこれまでの取り組みと日本水産学会の関与について報告

（2）第 9 回男女共同参画学協会連絡会シンポジウムついて報告

日程   平成 23 年 10 月 31 日（月）

場所   筑波大学 大学会館 （茨城県つくば市）

「学会賞選考委員会」

学会賞担当岡本理事が報告

（1）学会賞の応募が締め切られ、日本水産学会賞1名、日本水産学会功績賞3名、水産学進歩賞

8名、水産学奨励賞10名、水産学技術賞6名の推薦があったことの報告

「水産環境保全委員会」

水圏環境担当中田理事が報告

（1）東日本大震災のために延期になっていた同委員会主催のシンポジウム開催についての報告

テーマ  リサイクル材による海域環境修復の最前線

日時   平成 23年 7月 16日（土） 10：00-17：20
場所   広島大学生物生産学部 C206 講義室（広島県東広島市）

「ベルソーブックス委員会」

ベルソーブックス担当中田理事が報告

（1）平成 23年 3月に発刊された「水族館をつくる─うおのぞきから環境展示へ─」の売り上げの

一部(10%)を「アクアマリンふくしま」再建のために寄付することについて報告

「東北支部」

東北支部担当佐藤理事が報告

（1）平成 22年度支部会報 46 巻の発行について報告

（2）支部主催のシンポジウムについての報告

テーマ  東日本水産業復興対策緊急シンポジウム

日時   平成 23年 7月 16日(土) 13：00-17：20
場所   東北大学大学院農学研究科講義棟第一講義室（宮城県仙台市）

（3）災害復興支援拠点講演会の開催予定についての報告

日時   平成 23年 9月 21日(水) 13：30-16：30
場所   東北大学農学部 大会議室（宮城県仙台市）

「関東支部」

関東支部担当杉田理事が報告

（1）支部主催の体験講習会についての報告

テーマ  海洋生物の多様性～チリメンモンスターを通して～

日時   平成 23年 7月 30日(土)・31日(日) 10：00-16：00
場所   日本大学生物資源科学部 10号館 2階 1025実験室



（2）支部主催の講演会の開催予定についての報告

テーマ  海の生物を知ろう─2
日時   平成 23年 10月 23日(日) 13：00-17：00
場所   日本大学生物資源科学部 本館 3階 33講義室

共催  日本大学生物資源科学部

「中部支部」

中部支部担当青海理事が報告

（1）津波被害等のアンケート調査実施について報告

（2）支部大会の開催予定について報告

主な内容 一般研究発表とミニシンポジウム（テーマ：日本海中部の沿岸漁業）

日時   平成 23年 11月 12日(土) 9：30-17：20
場所   朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター 302、303 号室（新潟県新潟市）

「近畿支部」

近畿支部担当江口理事が報告

（1）前期例会(シンポジウム)の開催について報告

テーマ  琵琶湖・淀川水系のシジミ類－生物学と漁業－

日時   平成 23年 7月 2日(土) 13：00-17：45
場所   大阪府庁咲洲庁舎（旧WTC）大会議室 （大阪府大阪市）

（2）後期例会の開催予定について報告

主な内容 一般研究発表

日時   平成 23年 11月 26日(土) 10：00-17：30
場所   大阪市立大学文化交流センター （大阪府大阪市）

「中国・四国支部」

中国・四国支部担当鷲尾理事が報告

（1）支部総会・大会の開催予定について報告

主な内容 一般研究発表とシンポジウム（テーマ：地域に根ざした次世代型漁業構築

     への展望）

日程   平成 23年 12月 3日(土)・4日(日)

場所   水産大学校 （山口県下関市）

「九州支部」

九州支部担当越塩理事が報告

（1）支部例会の開催予定について報告

主な内容 ワークショップまたはシンポジウム

日程   平成 23年 11月 12日(土)

場所   未定

（2）支部総会・大会の開催予定について報告

主な内容 一般および高校生による研究発表

日程   平成 24年 1月 28日(土)

場所   未定

「水産増殖懇話会委員会」

水産増殖担当佐藤理事候補者が報告

（1）第 1回講演会開催予定について報告

テーマ  水産養殖用養魚飼料の利用と現状

日時   平成 23年 9月 28日(水) 13:00-17:10
場所   長崎大学水産学部第 1講義室

（2）第 2回講演会の開催予定について報告

テーマ  震災とその復興について（詳細は未定）



日程   平成 24年 1月 28日(土)

場所   東京都内（詳細は未定）

「企画広報委員会」

企画広報担当青木理事が報告

（1）震災関係記事を日本水産学会誌に継続的に掲載の報告

（2）震災関係記事をHPに集約して掲載の報告

（3）女性研究者紹介の企画「水産科学の分野で活躍する女性たち」の再検討の報告

〈承認事項〉

「総会承認事項」

（1）平成 23 年度公益社団法人日本水産学会定時社員総会議案（定款の変更の件）の追加について下記

のとおり承認

公益社団法人移行認定にあたり、公益法人認定等委員会から変更を求められているため、定款

第 18条第 1項「やむを得ない理由のために社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人

として表決を委任することができる。」の「やむを得ない理由のために」を削除する（別紙1）。
「理事会承認事項」

（1）平成 23年度第 3回理事会議事録の承認

（2）貸借対照表に記載された事項を、官報への公告に替えて当法人のホームページに掲載し、不特定多

数の者が継続してインターネットを利用してその情報の提供を受けることができる状態に置く措置をと

ることについて下記のとおり登記することを承認

貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項

http://www.jsfs.jp/
（3）社員総会運営規程一部改正（別紙 2）を承認

（4）役員候補者等選出規程一部改正（別紙 3）を承認

（5）総会における役員の選出手続きに関する申し合わせ（別紙 4）を承認

（6）支部表彰申し合わせについて、中部支部表彰申し合わせ（別紙 5）および中国・四国支部運営規

定一部改正（別紙 6）を承認

（7）委員会等設置規程一部改正（別紙 7）を承認

（8）編集委員会運営規程一部改正（案）については承認を保留し、編集委員会での再検討を求めること

とした。

（9）投稿規程一部改正（別紙 7）を承認

（10）論文賞選考についての申し合わせ事項（別紙 8）を承認

（11）弔慰事務要領（別紙 9）を承認

（12）Fisheries Science への Open Choice 導入について

   Fisheries Science誌に掲載論文のオープンアクセスとすることを著者が選択できるOpen Choice
を導入することを承認

（13）平成 24 年度春季大会の委託運営業者について

   大会委員長からの申出に基づいて審議し、大会運営の事務委託先をトーヨー企画(株)にするこ

とを承認

（14）平成 24 年度春季大会募金目論見書について承認

（15）平成 24 年度秋季大会について、以下の通り承認

     日程    平成 24年 9月 14日(金)～17日(月)

     場所    水産大学校

     大会委員長 山元憲一

     大会運営  水産大学校および福山大学

（16）平成 25 年度春季大会担当機関について、担当機関は東京大学とすることを承認

（17）平成 25 年度秋季大会担当機関を中部支部で検討することを承認。

（18）シュプリンガー・ジャパン社との英語書籍の刊行事業について



   準備委員会を設置しさらに検討を行うことが確認され、準備委員会の設置については会長に一

任することを承認

（19）水産利用懇話会委員会委員の交代について承認

吉岡孝正(副委員長) ［辞任］          下條 学(副委員長) ［選出］

（20）水産増殖懇話会委員会委員の交代について承認

上野俊士郎 ［辞任］          須田有輔 ［選出］

方波見  秦 ［辞任］          小林 忠 ［選出］

（21）ベルソーブックス委員会委員の選出について承認

金子豊二(副委員長) ［選出］

（22）ベルソーブックス企画案の仮採択の取り消しについて

    「仮採択の取り消しについて」の通達文書の内容について、「なお書き以降の文章を削除し」承認。ま

た、ベルソーブックス委員長からの申出のあった委員長公印の制定については、公印管理が難しい

ことから認めないこととした。

（23）第 10 回日本農学進歩賞受賞候補者の推薦について承認

水野伸也 （水研セ北水研）

「サケ科及びキュウリウオ科魚類の種苗生産技術向上に関する研究」

（24）平成 24 年度（第 1 回）三島海雲学術賞受賞候補者の推薦について承認

塩崎一弘 （鹿大水）

「シアリダーゼの腸管粘膜上皮細胞および脳神経における複合糖鎖の機能制御に関する研

究」

（25）常設委員会の設置について

    男女共同参画推進に関する諸業務を担当するため、新たな常設委員会を設置し、総務担当理事が

所掌することを承認

（26）東日本大震災義援金の取り扱いについて

   震災孤児育英に対し、今後も継続的に義援金を募ることを承認

（27）公益財団法人公益法人協会からの退会について承認

（28）協賛について承認

① 第 9 回付加価値食品開発のためのフォーラム

主催 日本食品・機械研究会

協賛 日本栄養・食糧学会 他 13学協会

日程 平成 23 年 9 月 2 日（金）・3 日（土）

場所 富士教育研修所（静岡県裾野市）

希望 協賛

負担金 なし

② 第 48 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 6団体

共催 生産技術研究奨励会

日程 平成 23 年 10 月 14 日（金）

場所 東京大学大気海洋研究所講堂（千葉県柏市）

希望 協賛

負担金 なし

③ 第 23 回研究成果発表会

主催 海洋調査技術学会

協賛 海中海底工学フォーラム 他 17 団体

日程 平成 23 年 11 月 1 日（火）・2 日（水）

場所 海上保安庁海洋情報部 7 階大会議室（東京都中央区）



希望 協賛

負担金 なし

④ 第 11 回基準油脂分析試験法セミナー

主催 日本油化学会

協賛 日本農芸化学会 他 4 学会

日程 平成 23 年 11 月 24 日（木）・25 日（金）

場所 油脂工業会館（東京都中央区）

希望 協賛

負担金 なし

⑤ 第 5 回エアロ・アクアバイオメカニズム国際シンポジウム（ISABMEC2012）

主催 エアロ・アクアバイオメカニズム研究会

共催 National Taiwan University (NTU)
協賛 日本機械学会 他 14 団体

日程 平成 24 年 8 月 25 日（土）～28 日（火）

場所 ハワード国際交流会館（台湾台北市）

希望 協賛

負担金 なし

（29）正会員 38名、外国会員 2名、学生会員 158名の入会の承認

4．その他

（1）学会賞受賞者講演座長、会場係の確認

（2）第 5回理事会開催について

平成 23年 9月 17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     


