
平成 26 年度 第 2 回（公社）大気環境学会常任理事会 議事要旨 

 

日時  平成 26 年 11 月 7 日（金）14 時～17 時 

場所  電力中央研究所（大手町）7 階第 5 会議室 

出席者 若松会長、大原副会長、早川副会長、畠山常任理事、中井常任理事、大河内常任理事、速水

常任理事、長谷川常任理事、横田事務局長 

欠席者 伊豆田常任理事 

 

 

議題 

1. 平成 26 度執行体制について 

 役員改選後、初の常任理事会として開催し、既に学会ホームページにアップしている会長挨拶の内

容及び（公社）大気環境学会運営体制（平成 26～27 年度）に基づき、各副会長及び常任理事が所与の

業務を執行していくことが確認された。各役員の主な担当業務は、以下のとおりである。 

(1) 会長 若松伸司 

(2) 副会長 

大原利眞（倫理委員会、年会、60 周年記念事業） 

早川和一（国際交流） 

(3) 常任理事 

畠山史郎（学会賞選考） 

伊豆田猛（広報、役員選挙） 

中井里史（財務、会員担当） 

大河内博（企画運営、産官学民連絡協議会） 

速水洋（学会誌編集、論文賞選考） 

長谷川就一（総務、分科会、支部活動） 

2. 平成 26 年度行事予定について 

 平成 26 年度（平成 26 年 7 月 1 日～平成 27 年 6 月 30 日）の行事予定及び平成 27 年度の年会・総会

までの行事予定が説明され、日程が確認された。主な行事としては、理事会、常任理事会、年会の他

に、学会賞公募、論文賞選考、分科会公募等があり、これらの日程が確定次第、ホームページで公表

していくこととした。 

3. 各委員会委員長及び委員の選任について 

 学会役員改選に伴い、常任理事が務める各委員会の委員長は以下のとおりに決定した。委員の選任

について、早急に進めることとした。 

① 倫理委員会 大原副会長 

② 国際交流委員会 早川副会長 



③ 学会賞選考委員会 畠山常任理事 

④ 編集委員会 速水常任理事（副編集委員長：大河内常任理事） 

⑤ 論文賞選考小委員会 速水常任理事 

⑥ 広報委員会 伊豆田常任理事 

⑦ 企画運営委員会 大河内常任理事 

⑧ 産官学民連絡協議会 大河内常任理事 

⑨ 選挙管理委員会 伊豆田常任理事 

4. 投稿規程の改定について 

 掲載料改定の通知と学会誌コンテンツ充実化について、編集委員会から検討結果の報告があり、検

討した結果、以下のような内容で、平成 27 年 1 月発行の第 50 巻第 1 号及び学会ホームページに掲載

することとした。 

① 掲載料について 

平成 26 年度第 2 回理事会において決定した掲載料の改定を投稿規程に掲載する。 

② 従来、和文原稿と英文原稿に価格差があった掲載料金は同一とする。 

③ 第 50 巻第 1 号及び学会ホームページに、改定内容とともに、会員向けサービスの向上（コンテ

ンツ充実）について、会長名で告知文を掲載する。 

5. 会費未納状況について 

 平成 26 年 10 月末時点で、平成 26 年会費未納者 119 名、平成 25 年度及び 26 年度未納者 25 名いた

ため、封書による督促を行なったことが報告された。必要に応じて、各支部を通じて督促を行うこと

とした。また、例年学会誌 1 号に折り込みで入れている振込用紙については、納入奨励のため、封書

で送付することとした。さらに、年会等における会員確認のため、会員番号を会員に周知し、有効に

活用することを確認した。 

6. 委員会報告（各委員長） 

（１） 倫理委員会 

 大気環境学会倫理綱領について、年会時の倫理委員会で検討した結果、特に変更事項がないことに

ついて確認したことが報告された。これにしたがい、理事会に現綱領を変更しないことの是非につい

てメール審議を行い、変更の無い場合にはその時点をもって「理事会確認」とし、学会誌第 50 巻第 1

号に掲載することとした。 

（２） 編集委員会（編集実務委員会） 

 上記 4.の他、引き続き魅力ある雑誌作りに努める。 

（３） 国際交流委員会 

 韓国 KOSAE との交流（AJAE 誌関係、松田 AJAE 委員長の韓国出張報告等）、中国との交流の活発

化を進めることを検討している旨の報告があった。 

（４） 広報委員会 



 伊豆田委員長より文書により、広報委員会の活動状況、第 28 回環境工学連合講演会に昨年度学会賞

受賞者の井川学氏（神奈川大学）に講演をお願いし承諾されたことが報告された。 

 また、学会ホームページの Web サイト制作及び管理業務について、千企画と契約を締結したことが

事務局から報告された。 

（５） 企画運営委員会・産官学民連絡協議会 

 前委員会からの引き継ぎを受け、両委員会の役割の見直し、新たな活動について検討していく旨の

報告があった。 

（６） 選挙管理委員会 

 役員選挙の方法等について検討が必要という意見があり、今後理事会で議論していくこととした。 

7. 担当報告 

 各担当理事から、具体的な活動について検討していることが報告された。 

（１） 年会担当 

（２） 支部活動担当 

（３） 会員担当 

（４） 財務担当 

（５） 総務担当 

（６） 分科会担当（分科会の期間が役員任期と１年間ずれていることについて、今後検討することと

した。） 

8. 55 回年会報告（年会担当） 

 第 49 巻第 6 号に掲載する年会報告の説明があった。年会の決算については、暫し時間が掛かるとの

ことであった。 

9. 56 回年会報告（年会担当） 

 第 49 巻第 6 号に掲載する年会ご案内（第 1 報）の説明があった。また、第 3 回幹事会を 12 月上旬

に開催する予定である。 

10. その他 

 事務局長より、下記の 2 件について説明があった。 

（１） 環境再生保全機構の受託研究進捗状況の報告 

 平成 26 年 8 月 21 日に委託業務契約を締結し、業務を開始した。 

（２） 内閣府への事業報告等の提出結果について 

 平成 25 年度事業報告等については、修正指示に対応し、平成 26 年 10 月 28 日に補正・修正が完了

した。今後、役員改選に伴い、法務局に変更登記を提出後、内閣府に変更届を申請する予定である。 

（３） 寄付金募集 

 寄付募集の仕組みができたので、募集活動を具体化していくこととした。 



次回の常任理事会を 12 月 19 日（金）14 時～17 時、電力中央研究所会議室において開催することと

した。 



資料（リストのみ掲載） 

議題関連 

1. (公社）大気環境学会 運営体制（平成 26～27 年度） 

2. JSAE Manifest2014 

3. 平成 26 年度 （公社）大気環境学会行事予定 

4. 平成 26 年度 （公社）大気環境学会理事会、常任理事会予定表 

5. 各委員会構成表 

追加資料 1. 掲載料改定の通知と学会誌コンテンツ充実化について 

     2. 会費未納状況 

資料（報告関連） 

6. 第 55 回大気環境学会年会の報告 

7. 第 56 回年会のお知らせ（第 1 報） 

8. ERCA 受託研究進捗状況 

9. 内閣府への事業報告等の提出結果について 

10. 寄付金募集 

11. 広報委員会報告 

12. 国立大学教育機関研究評価委員会専門委員他の候補者の推薦について 

13. 平成 26 年度（公社）大気環境学会文書管理簿 

14. 韓国大気環境学会年会出張報告（メモ） 

15. 大気環境学会 AJAE 委員会の任期に関する内規 

16. 「企画運営委員会・産官学民連絡協議会」報告 

 

 


