
公益社団法人 日本水産学会

平成 29 年度第 2 回理事会議事録

１ 開催された日時

平成 29 年 3 月 26 日（日） 16 時 01 分～17 時 37 分

２ 開催された場所  国立大学法人東京海洋大学 品川キャンパス 白鷹館多目的スペース（1）

３ 理事総数及び定足数

総数 17 名，定足数 9 名

４ 出席理事数   17 名

（本人出席） 秋山秀樹，荒井克俊，荒井修亮，菅野信弘，木島明博，黒倉 寿，古丸 明，佐藤秀一，

青海忠久，塚本勝巳，中田英昭，萩原篤志，安井 肇，良永知義，和田時夫

（途中出席） 山下 洋（その他の確認事項「平成 29 年度定時社員総会資料の確認」の説明中の 16 時

26 分に着席），山本民次（その他の確認事項「平成 29 年度定時社員総会資料の確認」の説

明中の 17 時 17 分に着席）

（監事出席） 青木一郎，北田修一

（幹事出席） 荒川久幸，鈴木直樹，芳賀 穣，糸井史朗，二見邦彦，小林武志

（オブザーバー） 岡﨑惠美子（理事候補者），濱崎活幸（総務幹事候補者），

岩田繁英（庶務幹事候補者），近藤秀裕（会計幹事候補者）

５ 議案

決議事項

第 1 号議案 「水産教育推進委員会委員の交代及び追加」の件

第 2 号議案 「企画広報委員会幹事の交代」の件

第 3 号議案 「入会承認」の件

報告事項 ①第 1 回理事会以降の職務執行の状況

②その他

６ 議事の経過及びその結果

(1)平成 29 年度春季大会実行委員長挨拶

塚本会長の挨拶の後，北里大学海洋生命科学部教授 菅野信弘大会実行委員長より挨拶があった。

本大会では，口頭とポスターを合わせた発表数は昨年度とほぼ同様である旨，高校生（約 40 校）による

ポスター発表が 56 題である旨報告があった。

（2）定足数の確認等

塚本会長が定足数の充足を確認し，続いて本会議の議事進行について説明があった。

（3）議案の審議状況及び議決結果等

定款の規定に基づき，塚本会長が議長となり，本会議の成立を宣言し，議案の審議に移った。

（決議事項）

第 1 号議案 「水産教育推進委員会委員の交代及び追加」の件

佐藤総務担当理事より，水産教育推進委員会委員の交代及び追加について原案の説明があった。

審議の結果，出席理事全員一致で次のとおり可決した。

交代：［辞任］ 瀬戸雅文 ［選出］ 水田尚志

追加：［選出］ 石橋郁人

第 2 号議案 「企画広報委員会幹事の交代」の件

良永企画広報担当理事から，企画広報委員会幹事の交代について原案の説明があった。審議の結

果，出席理事全員一致で次のとおり可決した。

交代：［辞任］ 神尾道也 ［選出］別府史章

第 3 号議案 「入会承認」の件

審議の結果，出席理事全員一致で原案のとおり可決した。

（報告事項）



①第 1 回理事会以降の職務執行の状況

・会長

塚本会長 特になし。

・庶務関係

佐藤担当理事より，次の報告があった。

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

小山田誠一（正会員，平成 28 年度資格喪失）

・企画広報関係

良永担当理事 特になし。

・財務関係

萩原担当理事 特になし。

・編集関係

黒倉担当理事より，Fisheries Science 誌の Impact Factor 向上策と投稿料について委員の意見の紹介

があった。

・学会賞関係

荒井(克)担当理事 特になし。

・シンポジウム関係

木島担当理事より，委員会を 3 月 26 日に開催予定である旨報告があった。

・出版関係

木島担当理事 特になし。

・水産技術誌監修関係

秋山担当理事 特になし。

・国際交流関係

和田担当理事 特になし。

・水産教育関係

荒井(克)担当理事，次の報告があった。

1)委員会を 3 月 26 日に開催し，平成 28 年度事業報告と平成 29 年度事業計画が承認された。

2)委員会終了後，水産高校の校長との意見交換会を持った。

・水産政策関係

黒倉担当理事より，今年度の活動方針としてエコラベル，海洋基本計画の見直し，海の絶滅危惧種

への対応を必要に応じて行う旨報告があった。

・漁業・資源管理関係

荒井（修）担当理事より，次の報告があった。

1)委員会を 3 月 26 日に開催し，平成 28 年度事業報告と平成 29 年度事業計画が承認された。

2)講演会を 3 月 26 日に開催する。

・水産利用関係

菅野担当理事より，委員会を 3 月 29 日に開催予定である旨報告があった。

・水産増殖関係

木島担当理事より，次の報告があった。

1)委員会を 3 月 26 日に開催し，平成 28 年度事業報告と決算報告，平成 29 年度事業計画が承認され

た。

2)第 1 回講演会を 3 月 26 日に開催する。

3)第2回講演会は，日本水産学会創立85周年記念国際シンポジウムと併催としない方向で準備を進め

ている。

・水圏環境関係

中田担当理事より，次の報告があった。

1)委員会を 3 月 26 日に開催し，平成 28 年度事業報告と決算報告が承認された。

2)シンポジウムを 3 月 26 日に開催する。

3)平成 29 年度沿岸環境関連学会連絡協議会ジョイントシンポジウム「我が国における沿岸域環境の現



状と問題点および将来展望」を企画している。

4)平成 30 年度春季大会シンポジウムを貝類の適正養殖をテーマとし企画している。

5)大会におけるシンポジウムのテーマや開催日等の重複を避けるため，企画に関する情報共有をする

ための仕組みづくりを進めて欲しい。

・男女共同参画関係

良永担当理事より，ランチョンセミナーを 3 月 28 日に開催予定である旨報告があった。

・社会連携関係

古丸担当理事より，平成 29 年度の活動方針を検討中である旨報告があった。

・将来計画関係

青海担当理事より，次の報告があった。

1)新たに 3 委員会よりアンケートの回答があった。

2)アンケート結果を取りまとめる予定である。

・北海道支部，地域連携関係

安井担当理事より，東北支部との合同シンポジウムを開催した旨報告があった。

・東北支部，地域連携関係

秋山担当理事 特になし。

・関東支部，地域連携関係

菅野担当理事 特になし。

・中部支部，地域連携関係

古丸担当理事より，次の報告があった。

1)3 月 22 日に開催された三重県産官学研究連絡協議会に出席した。

2)支部シンポジウムを同協議会フォーラムと合同で開催する予定である。

・近畿支部，地域連携関係

荒井（修）担当理事 特になし。

・中国・四国支部，地域連携関係

山本担当理事 特になし。

・九州支部，地域連携関係

中田担当理事 特になし。

・英文書籍監修委員会（特別委員会）

佐藤担当理事より，出版企画が順調に進行中である旨報告があった。

・東日本大震災災害復興支援検討委員会（特別委員会）

山下担当理事より，次の報告があった。

1)日本学術会議が 6月8日に開催するシンポジウム「原子力総合シンポジウム」の運営委員会に森田貴

己会員が委員として出席予定である。

2)4 月 5 日に開催される福島復興・廃炉推進に貢献する学協会連絡会の第 3 回全体会議に山下担当

理事が出席予定である。

・水産学若手の会（特別委員会）

塚本会長より，3 月 27 日に開催される委員会で，水産学若手の会を常設委員会とすることについて検

討する旨報告があった。

・日本水産学会創立 85 周年記念事業委員会（特別委員会）

青海担当理事より，次の報告があった。

1)委員会を 3 月 27 日に開催予定である。

2)寄付金は順調に集まっている。

・財務検討委員会（特別委員会）

萩原担当理事 特になし。

・水産・海洋科学研究連絡協議会関係

塚本会長 特になし。

②その他確認事項

・平成 29 年度定時社員総会資料の確認



佐藤総務担当理事と山下財務担当理事より，平成 29 年度定時社員総会資料の説明があり，平成 28

年度事業報告及び会計報告，並びに平成 29 年度事業計画及び予算案を出席理事全員で確認した。

・委任状の回収について

良永総務担当理事より，平成 29 年度社員総会の委任状の提出状況について現状が報告され，総会成

立に向けて理事に対して回収の協力依頼があった。

・次回の理事会について

塚本会長より，平成 29 年度第 3 回理事会を 3 月 28 日 16 時 45 分より東京海洋大学品川キャンパスで

開催する予定であることを確認した。

以上をもって議案の審議等を終了したので，17 時 37 分，議長は閉会を宣言し，解散した。

以上，この議事録が正確であることを証するため，出席した議長（代表理事）及び監事は記名押印する。

平成 29 年 3 月 26 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


