
 

第三部会(第 23 期・第 7 回) 

議事要旨 

 

１．日 時 

   第１日目 平成 28 年 10 月６日 （木）15:00～16:30 

   第２日目 平成 28 年 10 月７日 （金）10:00～12:00 

 

２．会 場 

日本学術会議 6 階 6-C(1)(2)(3)会議室 

 

３．出席状況 

   第 1 日目出席者：第三部役員 部長  相原 博昭 

                 副部長 土井 美和子 

                 幹事  大野 英男 

                 幹事  川合 眞紀 

           第三部会員 

           阿尻 雅文、荒川 薫、石田 亨、尾家 祐二、大久

保 修平、大倉 典子、大西 隆、岡崎 健、加藤 

昌子、北川 源四郎、喜連川 優、木村 学、厨川 

常元、小谷 元子、小長井 誠、小松 利光、柴山 

悦哉、鈴置 保雄、須藤 靖、田島 節子、坪井 

俊、中嶋 英雄、中村 尚、花木 啓祐、東野 輝

夫、氷見山 幸夫、藤井 孝藏、藤井 良一、藤田 

照典、松尾 由賀利、松宮 徹、松本 洋一郎、觀山 

正見、吉田 進、吉田 豊信、吉野 博、米田 雅

子、渡辺 美代子、渡辺 芳人 

（以上 43 名、敬称略） 

   第 1 日目事務局出席者：石井 康彦、松宮 志麻、柳原 情子、西川 

美雪、鈴木 宗光、駒木 大助 

 

   第 2 日目出席者：第三部役員 部長  相原 博昭 

                 副部長 土井 美和子 

                 幹事  大野 英男 

           第三部会員 

           阿尻 雅文、荒川 薫、有信 睦弘、磯部 雅彦、尾

家 祐二、大久保 修平、大倉 典子、大西 隆、岡 

眞、岡崎 健、加藤 昌子、川口 淳一郎、北川 源

四郎、喜連川 優、木村 学、厨川 常元、小谷 元



 

子、小長井 誠、小松 利光、柴山 悦哉、鈴置 保

雄、須藤 靖、高橋 桂子、髙原 淳、田島 節子、

坪井 俊、徳田 英幸、中嶋 英雄、中村 尚、萩谷 

昌己、波多野 睦子、花木 啓祐、東野 輝夫、氷見

山 幸夫、藤井 孝藏、藤井 良一、藤田 照典、保

立 和夫、松尾 由賀利、松宮 徹、松本 洋一郎、

觀山 正見、吉田 進、吉野 博、米田 雅子、渡辺 

美代子、渡辺 芳人 

（以上 50 名、敬称略） 

   第 2 日目事務局出席者：石井 康彦、松宮 志麻、柳原 情子、大橋 

睦、駒木 大助 

 

４．議 事 

第１日目 

１）前回議事要旨(案)の確認 

２）各委員会からの活動報告 

３）意思の表出の発出予定の照会結果の取りまとめについて 

４）科学技術の光と影について 

 

第２日目 

５）電子ジャーナル購読料高騰問題について 

６）旅費等の執行状況について 

７）安全保障と学術について 

８）会員選考の状況報告と意見交換（非公開） 

９）その他 

 

５．配布資料（資料番号は、議題と対応） 

資料 01-1 第三部会(第 23 期・第６回)議事要旨案 

資料 01-2 市民公開講演会 事後報告書 

資料 02  各委員会からの活動報告（年次報告書 抜粋） 

資料 03  意思の表出の発出予定取り纏め結果（平成 28 年８月 31 日照

会締切分） 

資料 04-1 記録案 市民との対話から考える科学技術と自動運転システ

ムの未来 

資料 04-2 「科学技術の光と影」シンポジウム（案）（化学委員会） 

資料 05  電子ジャーナル購読料高騰問題について（年次報告書 抜

粋） 

 



 

参考資料１ 第三部 会員名簿（簡略版 67 名） 

参考資料２ 第三部会及び第三部拡大役員会 開催予定 

 

６．議事要旨 

 【第１日目】 

１）前回議事要旨（案）の確認等 

資料 01-1 に基づいて、前回議事要旨(案)が確認され、了承された。 

今回より第三部会に参加する芝浦工業大学の大倉典子教授の自己紹介が

あった。 

土木工学・建築学委員会依田委員長のご定年に伴い、新委員長となる吉野

博東北大学総長特命教授より就任の挨拶があった。 

今夏に開催された夏季部会シンポジウムについて、主催者（豊橋技術科学

大学）の代表として大西会長から謝意が表され、シンポジウムに参加した地

元高校生の反応も良好であった旨の報告が行われた。 

次回夏季部会の主催者九州工業大学の尾家祐二同大学長より、挨拶があっ

た。 

 

２）各委員会からの活動報告 

相原部長より、今回は書面（資料 02-3）により各委員会から提出されてい

ることが説明された。続けて、資料 02-1（8 頁）「理学・工学分野の提言・

報告」中の記述に関する確認が行われた。 

 

３）意思の表出の発出予定の照会結果の取りまとめについて 

まず、事務局より資料 03 に基づき、「第 23 期の会期末に向けた提言等の

策定予定数とりまとめ結果」について説明があった。 

 

・「学術の動向」に関して（日本学術協力財団樋渡前会長） 

日本学術協力財団樋渡前会長より、「学術の動向」に関し講演が行われ、

その後意見交換が行われた。 

 

４）科学技術の光と影について（及びシンポジウム案に関する検討） 

資料 04-1 に基づき、第三部会附置分科会 「科学技術の光と影を生活者

との対話から明らかにする」に係る活動状況及び「記録」案について分科会

委員長でもある土井副部長から説明があり、「記録」案について承認された。 

続いて川合幹事より、資料 04-2 に基づき、シンポジウム案の説明が行わ

れ、その後意見交換が行われた。 

 

第 1 日目 閉会 



 

 

 

【第 2 日目】 

５）電子ジャーナル購読料問題 

大野幹事より、資料 05 に基づき電子ジャーナル購読料高騰問題について

説明があり、その後意見交換が行われた。 

 

６）旅費の執行条件について 

相原部長より、旅費等の執行状況報告について説明が行われた。 

 

７）安全保障と学術について 

土井副部長より、本件について簡単に説明があり、その後意見交換が行わ

れた。 

 

８）会員選考の状況報告と意見交換 

大西会長より、資料 6 に基づき「会員選考の状況報告」について説明が行

われ、その後意見交換が行われた。 

 

９）その他 

「意思の表出」の用語使用について、意見交換が行われ、分かりやすい表現

を今後使うことが確認された。 

 

第 2 日目閉会 

 

 

以上 

 

 


