
公益社団法人日本地球惑星科学連合 

2021年度第 1回理事会議事録 

 

1．開催日時 2021年 5月 10日(月) 

 

2．開催場所 Zoomによるオンライン会議 

 

3．出席者  理事数    20名 

       出席理事    19名 （定足数 11名 会議成立） 

 

4．議 長  理事 田近 英一 

 

5．出席役員  

理事 田近 英一 

理事 川幡 穂高 

理事 ウォリス サイモン 

理事 小口 千明 

理事 高橋 幸弘 

理事 道林 克禎 

理事 日比谷 紀之 

理事 河宮 未知生 

理事 浜野 洋三 

理事 阿部 なつ江 

理事 奥村 晃史 

理事 掛川 武 

理事 木村 学 

理事 橘 省吾 

理事 中村 昭子 

理事 西 弘嗣 

理事 成瀬 元 

理事 村山 泰啓 

理事 吉田 尚弘 

監事 鈴木 善和 

監事 春山 成子 

 

6．出席オブザーバー 



宇宙惑星科学セクションバイスプレジデント 関 華奈子 

大気水圏科学セクションバイスプレジデント 東塚 知己  

固体地球科学セクションバイスプレジデント/プログラム委員長  

 片山 郁夫  

固体地球科学セクション幹事 河上 哲生 

地球人間圏科学セクションプレジデント 鈴木 康弘 

地球生命科学セクションプレジデント  遠藤 一佳 

地球生命科学セクションバイスプレジデント 小林 憲正 

学協会長会議議長  渡辺 俊樹 

大会運営委員会委員長  和田 浩二 

ダイバーシティ推進委員会委員長 坂野井 和代 

事務局長  末廣 潔 

 

 

午前 13 時 00 分、定数に達したので田近英一会長が開会を宣した。インターネット会議システム

Zoom を利用し、審議において参加者全員が互いに適時的確な意見表明ができることを確認した。 

 

7．審議事項 

 

第 1号議案  新入会員承認の件 

・定款第 8条 2項の会員の入会の定めに従い、新規入会者の入会を審議した。これを承認した。 

 

第 2号議案  新規委員承認の件 

・環境災害対応委員会からの委員の追加案に基づき、委員就任を審議し、推薦通り承認した。 

・なお各委員会のジェンダーバランスについては、引き続き改善に向けて努力することとした。 

 

第 3号議案  総会議事および決算等の承認 

・総会議事および資料を検討した。日比谷理事より事業報告および事業計画について、また河宮

理事より決算および予算案についての説明があり、決算及び総会資料を承認した。 

・収支相償プラス金額（経常増減額の黒字金額）については、2021 年度に繰り越すことが提案さ

れ承認された。 

 

第 4号議案  防災教育小委員会規則の件 

・教育検討員会で検討している、防災教育小委員会の規則について説明があったが、まだ委員会

で未審議とのことなので、次回審議とした。なお小委委員会の設置は 2020年 12月の理事会で承

認済である。 



・環境災害対応委員会からも委員が参加する予定であるが、複数の委員が参加するなどより緊

密な連携が必要であるとの意見があった。 

 

 

3．報 告 事 項 

1. 田近 英一代表理事職務報告 

・30周年記念感謝状贈呈の準備について報告があった。 

 

2. 川幡 穂高理事（ジャーナル担当）職務報告  

・PEPS の投稿・編集・出版状況について、報告があった。引用数については順調に推移している。 

・The Most Downloaded Paper Award 、The Most Cited Paper Award の選出の報告があった。 

 

3. ウォリス理事（グローバル戦略担当）職務報告 

・グローバル戦略委員会の活動について報告があった。vEGU21 への参加報告があった。ブース

出展については委員等が担当して対応を行ったが、閲覧者の人数は不明であり、チャットなどの

記録もない。ＢＢＢというウェブベースの発表プラットフォームが用意されていたが不具合があり、

急遽 Zoomを用意するなど問題が散見された。 

・AOGS に関する報告があった。シンガポール政府による援助が投入されるということ、学生の参

加費割引を撤廃することが紹介された。 

・海外の各学会は、ダイバーシティやインクルーシブに積極的に取り組んでいること、また展示ブ

ースの活性化に苦心している旨、報告があった。展示ブースについては、動画を掲載するとよい

のではという意見があった。 

・Facebook の英語ページ立ち上げの報告があった。記事投稿希望があればウォリス委員長に連

絡してほしいとのことである。 

・EGU が twitter の不満に対して公式に対応したことが紹介され、ＪｐＧＵとしても SNS 戦略につい

て検討するべきではという意見があった。若い世代には SNSが重要な窓口になるので、Facebook、

twitterほかをもっと活用すべきとの意見があった。 

 

4. 小口 千明理事（ダイバーシティ担当）職務報告 

・ダイバーシティ推進委員会の活動報告があった。女子中高生夏の学校 2021 の準備報告があっ

た。従来から JpGUも参加していたが、今回から後援を行うこととなった。 

・EGUのブースで JSPSの紹介を行った。 

・大会でのダイバーシティ関連セッションの準備状況の報告があった。 

・ダイバーシティに配慮したセッションを示すマークの掲示を準備中であるとの報告があった。 

・オンライン相談会の実施報告があった。数名の相談を受け付けた。今後は大会時だけでなく定

常的に開催することを検討する。 



 

5. 高橋 幸弘理事（SDGs担当）職務報告 

・SDGs 推進タスクフォースの活動報告があった。現在 3 回ほどブレインストーミングを中心とした

会議を行った。ホームページ開設による可視化、会長名での声明などを検討している。今後はコ

アメンバーを選出し、実作業を進める予定であり、企業へのアピールを行い、寄附活動へつなげ

ることも予定している。 

 

6. 道林 克禎理事（大会展示担当）職務報告 

・展示について報告があった。出展者数は合計 80件、出展者セミナーは 10件となった。展示ブー

スへの誘導策を検討する。誘導策の一つとしてクイズラリーの景品を募集中なので、関係者にも

提供の依頼があった。 

 

7. 日比谷 紀之理事（総務担当）職務報告 

・後援したイベントについて報告があった。 

 

8. 河宮 未知生理事（財務担当）職務報告 

・財務委員会の活動報告があった。 

・オンライン開催システムの高度化推進に向けた特定寄附金の募集の状況について質問があり、

今後大会期間も含めて再度周知とお願いをするとの説明があった。 

 

9. 浜野 洋三理事（大会運営担当）職務報告 

・和田委員長より大会準備報告があった。 

・現時点での参加登録者数が示され、発表者以外の参加登録者を促進することが重要との説明

があった。 

・タグ機能、プライベートメッセー機能など、Confitの説明があった。 

・大会期間中の各イベントが紹介された。 

・発表資料のアップロード方法について説明があった。e-poster のアップロードが 5 月 11 日締め

切りであるが、タイミングとしては早いので．今後はもう少し柔軟に対応できるように検討してほし

いという意見があった。 

・参加登録の方法について説明があった。 

・今後のスケジュールについて説明があった。 

 

10. 情報システム委員会活動報告（村山担当理事） 

・情報システム委員会の活動報告があった。 

・Orcidの活用方法について前向きに検討している。 

・連合大会の予稿の管理について、DOI の付与も含め今後の検討の必要性について提案があっ



た。 

 

11. 教育検討委員会活動報告（阿部担当理事） 

・教育検討委員会の活動報告があった。 

・ユニオンセッション、パブリックセッションの開催準備を行っている。 

・教員免許状更新講習事業 5件の開催が決定し、もう 1件準備を行っている。 

・国際教育小委員会による Earth Science Weekの準備状況が報告された。 

・教育検討委員会の活動に興味があるという会員から問い合わせがあり，直接面談をしたところ、

最近の中高生は地学と接する機会が少ないことが問題ではないかなどの意見を得た。JpGU とし

てはこの機に若手の会を作る等、活発な若手の方に活動していただく機会を設けるのがよいので

はないかとの提案があった。 

 

12. 広報普及委員会活動報告（橘担当理事） 

・広報普及委員会の活動報告があった。JGL Vol17-2を発行予定である。大会運営委員会と連携

して SNSの強化を予定している。委員のジェンダーバランス改善については今後も対応する。 

 

13. 環境災害対応委員会報告（奥村理事） 

・環境災害対応委員会の活動報告があった。防災学術連携体が 4 月 1 日に一般社団法人として

発足した。本年のぼうさいこくたいは 11 月に釜石市会場とオンラインで行われるが、連合として参

加を予定している。 

 

14. 顕彰委員会活動報告（中村担当理事） 

・顕彰委員会の活動報告があった。大会期間中６月 1 日に表彰式を開催する。オンラインでの開

催は初なので、予行練習も検討している。 

なお、ZOOMでの表彰式は初めてなので、理事、代議員も含めて、ZOOMでの表彰式への参加

のお願いをするのがよいとの意見を了承した。 

 

15.その他 

・西理事より、緊急事態宣言を受けて、事務局は基本的にテレワークとなっていることが報告され

た。 

 

議長は以上をもって、すべての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。（午後 17時 30分） 

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席理事は次に記名・押印

する。（捺印欄配布時省略） 

 

2021年 5月 10日 



    公益社団法人日本地球惑星科学連合 第１回理事会 

 

     出席理事     田近   英一      印 

 

     出席理事     川幡   穂高      印 

 

     出席理事     ウォリス   サイモン      印 

 

     出席理事     小口   千明      印 

 

     出席理事     高橋   幸弘      印 

 

     出席理事     道林   克禎      印 

 

     出席理事     日比谷   紀之      印 

 

     出席理事     河宮   未知生      印 

 

     出席理事     浜野   洋三      印 

 

     出席理事     阿部   なつ江      印 

 

     出席理事     奥村   晃史      印 

 

     出席理事     掛川   武      印 

 

     出席理事     木村   学      印 

 

     出席理事     橘    省吾      印 

 

     出席理事     中村   昭子      印 

 

     出席理事     西    弘嗣      印 

 

     出席理事     成瀬   元      印 

 



     出席理事     村山   泰啓      印 

 

     出席理事     吉田   尚弘      印 

 

     出席監事     鈴木   善和 印 

 

     出席監事     春山   成子 印 

 


