
公益社団法人 日本水産学会

平成 23 年度第 7 回理事会議事録

１．日 時 平成 24 年 2 月 4 日(土) 13 時 00分～18 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 2号館 200B号室

３．出席理事 青木一郎、板橋 豊、岡本信明、黒倉 壽、越塩俊介、桜井泰憲、左子芳彦、

佐藤秀一、佐藤 實、杉田治男、青海忠久、竹内俊郎、塚本勝巳、中田英昭、

鷲尾圭司、和田時夫

以上 16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、石崎松一郎、宮内浩二、横田賢史、内田圭一

４．議事の経過及び結果

〈報告事項〉

「庶務関係」

総務担当佐藤理事が報告

（1）平成 24・25 年度支部長選挙結果について報告

    (北海道) 嵯峨直恆  次点 板橋 豊   （東北） 小谷祐一  次点 なし

     （関東） 黒倉 壽  次点 青木一郎     （中部） 鈴木伸洋  次点 なし

      （近畿） 江口 充  次点 なし       （中国・四国） 河原栄二郎  次点 なし

     （九州） 松山倫也  次点 萩原篤志

（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

      林 正裕 （正会員、平成 22 年度資格喪失）

（3）短時間勤務有期雇用職員の退職と募集について報告

（4）本学会から推薦した下記候補者（第 6 回理事会推薦承認）の平成 24 年度日本農学賞受賞決定に

ついて報告

       受賞者    田中秀樹

       受賞業績 ウナギの人工種苗生産に関する研究

「編集委員会」

編集担当塚本理事が報告

（1）FS 原稿受付前チェック体制を当面継続することについて報告

（2）震災対応として実施した J-STAGE フリー閲覧を平成 24 年度も継続することについて報告

（3）韓国水産科学会誌に FS と日水誌の要旨を韓国語に翻訳して掲載することについて報告

（4）FS 誌総頁数をシュプリンガー社との契約により 1104 頁以内に抑制することについて報告

「出版委員会」

出版担当左子理事が報告

（1）水産学シリーズの刊行状況と今後の予定について報告

（2）編集スケジュールについて報告

（3）水産学シリーズの電子書籍出版について報告

（4）平成 24 年度の委員会体制について報告

「水産環境保全委員会」

水圏環境担当中田理事が報告

（1）第 26 回沿岸環境関連学会連絡協議会シンポジウムの開催について報告

演題   生物多様性条約第 10 回締約国会議の成果と沿岸環境の研究・政策の展望

          ―『愛知目標』を中心に―
日程   平成 24 年 2 月 5 日(日) 10:00～17:10

      場所   東京海洋大学白鷹館 講義室・会議室（東京都港区）



「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）ベルソーブックス翻訳本の出版に関する取り決めを検討中であることの報告

「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 58 回漁業懇話会講演会開催予定について報告

演題   21 世紀の Smart Fishery を目指して

日時   平成 24 年 3 月 26 日(月) 9:00～17:25
      場所   東京海洋大学品川キャンパス

「科研費分科細目検討委員会」

科研費分科細目担当桜井理事が報告

（1）全体の見直し案について報告

「水産政策委員会」

水産政策担当黒倉理事が報告

（1）財団法人 JKA(旧日本自転車振興会)からの「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」(3,000,000 円)の執行状況ついて報告

（2）日本海洋学会「震災対応ワーキンググループ」について報告

（3）学会ホームページ上の「震災関連データアーカイブ」について報告

「水産技術誌監修委員会」

水産技術誌監修担当和田理事が報告

（1）「水産技術」の刊行状況について報告

「北海道支部」

北海道支部担当板橋理事が報告

（1）支部大会の開催について報告

シンポジウム：東日本大震災と北海道・東北の水産業 -被害状況と復興方策-

支部幹事会・研究発表・支部総会・若手の会企画講演会

日程   平成 23 年 11 月 25 日(金)・26日(土)

    場所   北海道大学大学院水産科学研究院（北海道函館市）

「東北支部」

東北支部担当佐藤理事が報告

（1）支部例会・総会・幹事会の開催について報告

日程   平成 24 年 2 月 3 日(金)

    場所   東北大学（宮城県仙台市）

「関東支部」

関東支部担当杉田理事が報告

（1）平成 24 年度日本水産学会春季大会に参加申し込み受付状況ついて報告

「中国・四国支部」

中国・四国支部担当鷲尾理事が報告

（1）平成 24 年度日本水産学会秋季大会の準備状況について報告

「九州支部」

九州支部担当越塩理事が報告

（1）支部幹事会・総会・大会の開催について報告

日程   平成 24 年 1 月 28 日(土)

    場所   鹿児島大学水産学部 (鹿児島県鹿児島市)

「水産増殖懇話会委員会」

水産増殖担当佐藤理事が報告

（1）第 2 回講演会の開催について報告



演題   東日本大震災からの水産増養殖における復旧・復興

日程   平成 24 年 1 月 28 日(土) 13:00～17:10
    場所   東京海洋大学楽水会館大会議室（東京都港区）

「日本農学会関係」

日本農学会評議員佐藤理事が報告

（1）平成 24 年度第 1 回日本農学会評議員会と分担金について報告

        239,550 円   （分担金＝30,000 円+基準会員数（4,191 人）×50 円）

         （昨年度は 239,350 円）

（2）平成 23 年度日本農学会シンポジウム概要について報告

（3）平成 24 年度日本農学会シンポジウム実施（案）について報告

「企画広報委員会」

企画広報担当青木理事が報告

（1）各委員会へ英語の公式名称の作成依頼について報告

（2）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」の編集状況について報告

「その他」

総務担当佐藤理事が報告

（1）役員候補者選出規定第 2 条 1 項にかかる監事候補者の推薦があり、総会に監事候補者として

提案することについて報告

〈承認事項〉

   ［総会承認事項］

（1）平成 23 年度事業報告を第 1 号議案とすることの承認

（2）平成 23 年度正味財産増減計算書及び、貸借対照表、財産目録を第 2 号議案とすることの承認

（3）平成 24 年度役員（理事及び監事）選任を第 3 号議案とすることの承認

「理事会承認事項」

（1）平成 24 年度事業計画を一部修正の上（別紙 1）承認

（2）平成 24 年度収支予算（別紙 2）を原案通り承認

（3）平成 23 年度日本水産学会論文賞（別紙 3）を原案通り承認

（4）平成 23 年度資格喪失者、正会員 50 名、外国会員 17 名を承認

（5）理事の職務権限規程一部改正（別紙 4）を原案通り承認

（6）近畿支部運営規程一部改正（別紙 4）を原案通り承認

（7）編集委員会副委員長を現行 2 名から 3 名以内とすることを承認

（8）編集委員会運営規程一部改正（別紙 5）を原案通り承認

（9）社会人学生の会員資格の取扱変更に関する申し合わせ（別紙 5）を承認

（10）水産学シリーズを電子書籍化するにあたっての恒星社厚生閣との契約を承認

（11）ベルソーブックス「039 水族館をつくる」の著者から申し出のあった英訳自費出版を承認

（12） 本学会が監修する英文書籍の出版に関しては、特別委員会 英文書籍出版検討委員会（委員

長會田勝美会員）を設置し、詳細を検討することについて承認

（13）アジア水産学会 Asian Fisheries and Aquaculture Forum を 2016 年に日本で本学会が共催すること

を承認

（14）以下の共催、協賛を承認

① 2012 年度春季水産海洋シンポジウム

    「ミズクラゲ・エチゼンクラゲの大発生：機構の解明から予測・制御・対策に向けて」

主催   水産海洋学会

共催   日本海洋学会

日程   平成 24 年 3 月 30 日（金）

場所   東京海洋大学 白鷹館（東京都港区）

希望   共催



負担金 なし

② 食品ハイドロコロイドセミナー2012 ～初心者のためのハイドロコロイド研究法の解説～

主催   食品ハイドロコロイド研究会

協賛   高分子学会 他 26 学協会

日程   平成 24 年 5 月 24 日（木）

場所   日本教育会館（東京都千代田区）

希望   協賛

負担金 なし

③ 第 23 回食品ハイドロコロイドシンポジウム

主催   食品ハイドロコロイド研究会

協賛   高分子学会 他 26 学協会

日程   平成 24 年 5 月 25 日（金）

場所   日本教育会館

希望 共催

負担金 なし

④ 国際セミナー「NIAS International Seminar for Cryobiology and Cryotechnology
           －Proteinaceous Cryo/Anhydroprotectants: From molecular mechanisms to applications－」

主催  低温生物工学会

共催   農業生物資源研究所

協賛   日本生物工学会 他 1 団体

日程   平成 24 年 5 月 31 日（木）

場所   つくば国際会議場 エポカル（茨城県つくば市）

希望 協賛

負担金 なし

⑤ 第 57 回低温生物工学会年会

主催   低温生物工学会

協賛   日本生物工学会 他 1 団体

日程   平成 24 年 5 月 31 日（木）・6 月 1 日（金）

場所   つくば国際会議場 エポカル

希望   協賛

負担金  なし

⑥ 男女共同参画シンポジウム

主催   東京海洋大学男女共同参画推進室女性研究者支援機構

日程   平成 24 年 3 月 26 日（月）

場所   東京海洋大学白鷹館 講義室

希望   共催

負担金  なし

（15）東日本大震災義援金としての入金を寄附金等取扱規程第 3 条に規定する一般寄附金に変更す

ることについて審議し、申し出がある場合には震災復興支援を目的とした一般寄附金として受

け入れることを承認

（16）正会員 1 名、学生会員 11 名の入会を承認

５．その他

（1）学会賞受賞者講演の座長と会場係を決定

（2）各委員会で正式な英文名称の検討するよう依頼文書を発出することを確認

（3）非会員の日本水産学会大会参加費の決定方法は大会規程第 4 条第 2 項に基づいて決定すること

について確認

（4）渡部終五会員が WCFS 副会長に就任することについて確認



（5）本学会が発行する公的文書における「および」の書き方は 「及び」 とすることについて確認

（6）各委員会及び各支部において、東日本大震災復興支援に関する行動計画・今後の方策を作成す

ることを確認

（7）学生の大会参加申し込み方法について、必ず指導教員名を記入することを確認

（8）第 1 回理事会開催日程の確認

                         平成 24 年 2 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        




