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◇日本惑星科学会第54回総会議事録
日時：2020 年11月14日
（土）12: 30 -13: 30
場所：オンライン開催
正会員数：613 名
定足数：61名
参加人数：123 名
委任状：68通
（議長：67通，渡部潤一会員：1通）
1. 開会宣言
北里総務専門委員長が開会を宣言．
2. 議長団選出
運営委員会からの推薦で議長に藤井悠里会員，書記に仲内悠祐会員が選出された．
3. 議事
3.1 審議事項
・第16 期上期一般会計・特別会計予算案（佐伯財務専門委員長）
2020 年度の予算執行状況と2021年度の予算案について説明がなされた．
・質疑応答及び討論
特になし
・採択
審議事項の採決が行われ，賛成：190（ うち出席者122），反対：1，保留：0により採択された．
3. 2 報告事項
・自然災害に伴う会費免除措置等について
（佐伯財務専門委員長 ）
免除措置の対象範囲や新型コロナウィルス状況で会費納入の支払いが困難であった場合の対応，締め切り時期
などについて説明がなされた．
・2020 年秋季講演会開催報告（ 出村 2020 年秋季講演会組織委員長 ）
オンライン開催に伴い，参加費無料化やパラレルセッションなど初めての試みを行った．参加者数は2セッション
合わせて常に約100 ～190 名．落ち着いたら，ぜひ会津に温泉と日本酒を楽しみに来てください．
・2021年秋季講演会開催案内（城野2021年秋季講演会組織委員 ）
会場は名古屋市立大学．日程は2021年9月16日
（木）から18日
（土）．19日
（日）に一般向け講演会を開くことを検
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討している．
・日本学術会議第25 期推薦会員任命拒否に関する緊急声明について
（中本会長 ）
10月6日のJp GU学協会会長会議で共同声明の提案を受け，10月9日までに回答を求められたため，運営委員で
協議して共同声明への参加を決定した．その後，om lで会員向けに説明を行った．会員からは賛同の意見が二件，
反対の意見が一件あった．
・事務局体制の将来について
（中本会長 ）
事務局業務を委託しているイーサイド社から，自社都合により1～2 年のうちに業務受託を終了したい，という申
し出があり，事務局体制を新たにする必要がある．新しい事務局体制について早急に検討し，新体制にスムースに
移行する．
・第 16 期役員選挙について
（北里選挙管理委員長 ）
選挙の日程や実施内容について説明がなされた．
3. 3 学会賞授賞式：2020 年度最優秀発表賞
吉田辰哉会員に2020 年度最優秀発表賞が授与された．
4. 議長団解任
5. 閉会宣言
北里総務専門委員長が閉会を宣言．
以上

◇日本惑星科学会第140回運営委員会議事録
期間：2020 年12月11日
（金）～12月12日
（土）
議題：体制検討作業部会の設置について
運営委員会委員：
（出席者）23 名
中本 泰史，中村 昭子，倉本 圭，和田 浩二，諸田 智克，関根 康人，玄田 英典，中村 智樹，中島 健介，
寺田 直樹，田中 秀和，竹広 真一，小林 浩，臼井 寛裕，奥住 聡，荒川 政彦，北里 宏平，佐伯 和人，
関 華奈子，田近 英一，平田 成，薮田 ひかる，渡部 潤一
（欠席者）なし
成立条件：期間内に議決返信のあった者を委員会出席とみなす．
議決方法：上記期間内に
宛に投票．
議題：事務局体制検討作業部会の設置提案について承認を求める．
提案内容：
( 1) 設置する作業部会：
「事務局体制検討作業部会」
惑星科学会の次期事務局体制について検討を行い，方針を示すことを目的とする．
( 2) 部会員
次の6 名を部会員とする．
荒川 政彦，平田 成，諸田 智克，佐伯 和人，佐々木 貴教，中本 泰史
(3) 部会長
中本 泰史
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(4) 期限
この作業部会の活動は，次期事務局体制について方針を出すまでとする．方針を出したあとは解散する．
なお、方針を出したあとは別に「移行準備作業部会（仮称）」を設置し，具体的な作業はそちらで行うことを検討
している．
審議結果：議題は原案のとおり承認された
（可23・否 0）．
以上

◇日本惑星科学会第141回運営委員会議事録
期間：2020 年12月28日
（月）～2021年1月7日
（木）
議事：
報告1 会長選挙結果
報告2 運営委員選挙結果
報告3 会長による運営委員の選任
報告4 各専門委員会委員長の選任
議案 1 副会長の選任
議案 2 作業部会委員長の選任
議案 3 監事候補者の選出
運営委員会委員：
（出席者）21名
中村 昭子，玄田 英典，関根 康人，奥住 聡，寺田 直樹，田中 秀和，小林 浩，関 華奈子，千秋 博紀，
大竹 真紀子，佐伯 和人，薮田 ひかる，保井 みなみ，荒川 政彦，臼井 寛裕，倉本 圭，田近 英一 ，
中島 健介，中村 智樹，三浦 均，百瀬 宗武
（欠席者）なし
成立条件：期間内に議決返信のあった者を委員会出席とみなす．
議決方法：上記期間内に
宛に投票．
報告1：会長選挙結果
投票総数 118（ 有効票118）
得票数 氏名
（ 所属組織 ）
116 中村 昭子（神戸大学 大学院理学研究科）
2 散票
以上により，第16 期会長に 中村 昭子 会員が選出された．
報告2：運営委員選挙結果
投票総数 837
（ 投票者数 87，有効票782，無効票 55）
順位
1
2
3
4
5
5

得票数
31
28
26
25
22
22

氏名
（ 所属組織 ）
玄田 英典（東京工業大学 地球生命研究所）
関根 康人
（東京工業大学 地球生命研究所）
奥住 聡（東京工業大学 理学院）
寺田 直樹（東北大学 大学院理学研究科）
田中 秀和
（東北大学 理学研究科）
小林 浩（名古屋大学 大学院理学研究科）
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8
9
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22
21
20
19
19
19
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関 華奈子（東京大学 大学院理学系研究科）
千秋 博紀
（千葉工業大学）
大竹 真紀子（会津大学）
佐伯 和人
（大阪大学 大学院理学研究科）
薮田 ひかる
（ 広島大学理学研究科）
保井 みなみ
（神戸大学 大学院理学研究科）

以上により，上記12 名が第16 期運営委員に選出された．
報告3：会長による運営委員の選任
上記の選挙結果及び会則第12条 3 項により，下記 8 名が会長によって第16 期運営委員に選任された．
荒川 政彦，臼井 寛裕，倉本 圭，田近 英一，中島 健介，中村 智樹，三浦 均，百瀬 宗武
報告4：各専門委員会委員長の選任
上記の選挙結果及び会則第12条 4 項により，以下のとおり各専門委員会委員長が会長によって選任された．
総務専門委員会長 保井 みなみ
行事部会長
玄田 英典
広報専門委員会長 奥住 聡
財務専門委員会長 佐伯 和人
編集専門委員会長 三浦 均
欧文誌専門委員会長
大竹 真紀子
将来計画専門委員会長 荒川 政彦
惑星探査専門委員会長 関根 康人
情報化専門委員会長
千秋 博紀
対外協力・連携専門委員会長 倉本 圭
議案1：副会長の選任
会則12条 2 項により副会長に下記 2 名が会長によって選出されたので承認を求める．
副会長

並木 則行，中本 泰史

審議結果：議案は原案のとおり承認された
（可21・否 0）．
議案 2：作業部会委員長の選任
会則12条7 項により作業部会委員長に下記1名が会長によって選出されたので承認を求める．
事務局体制検討作業部会長

中本 泰史

審議結果：議案は原案のとおり承認された
（可21・否 0）．

議案 3：監事候補者の選出
会則12条 6 項により監事候補者として適任と思われる方 2 名を選出いただきたい．
審議結果：会長から 小河 正基 会員と 大槻 圭史 会員が推薦された．運営委員による投票の結果，全会一致
で小河・大槻両会員が監事候補者に選出された．
以上
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◇日本惑星科学会第142回運営委員会議事録
期間：2021年1月19日
（ 火）〜1月25日
（月）
議題：第16 期専門委員会及び部会委員の承認
運営委員会委員：
（出席者）23 名
中村 昭子，並木 則行，中本 泰史，玄田 英典，関根 康人，奥住 聡，寺田 直樹，田中 秀和，小林 浩，関 華奈子，
千秋 博紀，大竹 真紀子，佐伯 和人，薮田 ひかる，保井 みなみ，荒川 政彦，臼井 寛裕，倉本 圭，田近 英一，
中島 健介，中村 智樹，三浦 均，百瀬 宗武
（欠席者）0 名
成立条件：期間内に議決返信のあった者を委員会出席とみなす
議決方法：上記期間内に
宛に投票
・構成員の4分の3 以上の出席を確認したため、運営委員会は成立したとみなす。
議案：各専門委員会委員が選出されたので，承認を求める
（◎の各専門委員会委員長 , ○の部会長 , グループ長に
ついては第141回運営委員会にて承認ずみ）．
1）総務専門委員会
◎保井 みなみ，諸田 智克，奥住 聡，谷川 享行，小林 浩，北里 宏平，藤谷 渉，武藤 恭之，國友 正信
行事部会
○玄田 英典，中島 健介，平田 成，城野 信一，藤谷 渉
2）広報専門委員会
◎奥住 聡，臼井 寛裕，鎌田 俊一，黒川 宏之，黒澤 耕介，瀧川 晶
3）財務専門委員会
◎佐伯 和人，横田 勝一郎，竹広 真一
4）編集専門委員会
◎三浦 均，瀧川 晶
（編集幹事），上椙 真之，岡崎 隆司，小川 和律，鎌田 俊一，木村 勇気，黒澤 耕介，
小久保 英一郎， 坂谷 尚 哉， 杉山 耕 一朗， 関口 朋彦， 田中 秀 和， 谷川 享 行， 長 勇一郎， 成田 憲 保，
はしもと じょーじ，濱野 景子，本田 親寿，諸田 智克，山本 聡，和田 浩二，渡部 潤一
6）将来計画専門委員会
◎荒川 政彦，保井 みなみ，玄田 英典，奥住 聡，佐伯 和人，関根 康人，千秋 博紀
事務局体制検討作業部会
○中本 泰史，荒川 政彦，平田 成，諸田 智克，佐伯 和人，佐々木 貴教
7）惑星探査専門委員会
◎関根 康人，渡邊 誠一郎，並木 則行，寺田 直樹，臼井 寛裕，笠原 慧
8）情報化専門委員会
◎千秋 博紀，平田 成，伊藤 孝士，大竹 和生，石岡 圭一，荒川 政彦，小川 和律，石原 吉明，納田 明達，
北里 宏平，黒澤 耕介，林 祥介

JSPS Information

47

審議結果：議題は原案の通りに，全会一致で承認された．
（可23・否 0）
以上

◇日本惑星科学会第143回運営委員会議事録
期間：2021年1月21日
（木）〜1月26日
（ 火）
議題：第16 期専門委員会の追加承認
運営委員会委員：
（出席者）21名
中村 昭子，並木 則行，中本 泰史，玄田 英典，関根 康人，奥住 聡，寺田 直樹，田中 秀和，小林 浩，
関 華奈子，千秋 博紀，大竹 真紀子，佐伯 和人，薮田 ひかる，保井 みなみ，荒川 政彦，臼井 寛裕，
田近 英一，中島 健介，三浦 均，百瀬 宗武
（欠席者）2 名
倉本 圭，中村 智樹
成立条件：期間内に議決返信のあった者を委員会出席とみなす
議決方法：上記期間内に
宛に投票
・構成員の4分の3 以上の出席を確認したため、運営委員会は成立したとみなす。
議案：各専門委員会委員が追加で選出されたので，承認を求める
（◎の各専門委員会委員長については，第141回
運営委員会にて承認ずみ）．
5）欧文誌専門委員会
◎大竹 真紀子，玄田 英典，鎌田 俊一，癸生川 陽子
9）対外協力・連携専門委員会
◎倉本 圭，伊藤 洋一，小川 佳子，小久保 英一郎，佐々木 晶，橘 省吾，宮本 英昭，矢野 創，田中 佑希
（連合大会プログラム委員・正），黒崎 健二
（同・副）
審議結果：議題は原案の通りに，賛成多数で承認された
（可21・否 0）．
以上

