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日 本 学 術 会 議 

資料１ 



一 般 的 注 意 事 項 

 
 
 １ 出席のサインについて 

 総会に出席される方は、受付で出席のサインをお願いします。 
 
 
 ２ 旅費の支給について 

    旅費請求書を配付いたしますので、押印してください。 
 
 
 ３ 発言する場合 

   発言を要求する際には挙手をし、議長から指名された後に、最寄りのマイクを

通して所属部、氏名を言ってから発言してください。 
 
 
 ４ 委員会開催の周知について 

   総会期間中の各種委員会の開催時間・会場等については、１階の電光掲示板に

てお知らせいたします。 
 
 
 ５ その他 

配付資料については、総会散会後回収させていただく資料４を除き、必要な資

料はお持ち帰りいただき、不要な資料は席上にお残しください。なお、資料３に

ついては、総会２日目にも使用いたしますので、総会１日目にお持ち帰りになっ

た場合には忘れずに総会２日目にお持ちください。 
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第１７７回総会日程 

－ 第２４期第３回 － 
 

第１ 日程表 

  10:00              12:00   13:30      14:30 15:00       16:30 

１０ 

月 

３ 

日 

(水) 

総会① 

・会長活動報告 

・各副会長活動報告 

・年次報告書報告 

・提案説明【非公開】 

昼休み 総会② 

・大沢真理

先生によ

る特別講

演 

記者

会見 

部会 幹事会 

10:00             12:00   13:30                16:00 

１０ 

月 

４ 

日 

(木) 

部会 昼休み 総会③ 

・審議経過報告 

○若手アカデミー 

・各部活動報告 

・自由討議 

各種委員会等 

  10:00                                          

１０ 

月 

５ 

日 

(金) 

各種委員会等 

（上記の日程は、変更される場合があります。） 

 

第２ 会場 

  総 会･･････講  堂 

その他委員会等･･････当日掲示板等で通知 
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報 １ 

総 会 １７７ 

 

日 本 学 術 会 議 活 動 状 況 報 告 

 

平成３０年１０月３日 

 

前回（第１７６回）総会以降の活動状況報告 

 

第１ 会長等出席行事 

月  日 行 事 等 対 応 者 

4月 5 日(木) 英国学士院会長 Sir David Cannadine 氏 

表敬訪問 

山極会長 

4月 18 日(水) ２０１８年（第３４回）日本国際賞 受賞式・祝宴

（国立劇場・パレスホテル東京） 

山極会長 

渡辺副会長 

4月 25 日(水) 園遊会 （赤坂御苑） 山極会長 

5月 17 日(木) ＩＵＰＡＣ会長 Qifeng Zhou 氏 表敬訪問 山極会長 

武内副会長 

5月 31 日(木) Gサイエンス学術会議共同声明の総理手交 山極会長 

武内副会長 

6月 14 日(木) 学術フォーラム「ジェンダー視点が変える科学・技

術の未来～GS10フォローアップ～」（日本学術会

議講堂） 

山極会長 

三成副会長 

渡辺副会長 

6月 14 日(木) 審議依頼「人口縮小社会における野生動物管理のあ

り方の検討に関する審議について」の手交及び記者

会見 

山極会長 

武内副会長 

7月 1 日(日) 第 18回国際薬理学・臨床薬理学会議 

（国立京都国際会館） 

三成副会長 

7月 2 日(月)～ 

7月 6 日(金) 

ISC設立総会（パリ） 武内副会長 
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7月 3 日(火)～ 

7月 6 日(金) 

ISC設立総会（パリ） 山極会長 

7月 6 日(金) 中部地区会議学術講演会（福井大学） 三成副会長 

7月 21 日(土) 公開シンポジウム「＜所有権＞を問い直す―基礎法

学の挑戦―」 

三成副会長 

7月 22 日(日) 比較法国際アカデミー第 20回国際会議（ホテルオ

ークラ福岡） 

武内副会長 

7月 23 日(月) 比較法国際アカデミー第 20回国際会議（九州大学

椎木講堂） 

山極会長 

7月 23 日(月) 第 27回液晶国際会議（国立京都国際会館） 武内副会長 

7月 26 日(木) 定例記者会見 山極会長 

三成副会長 

渡辺副会長 

武内副会長 

7月 27 日(金) 公開シンポジウム「セクシュアル・ハラスメントを

めぐる法政策の現状と課題―ハラスメント根絶に向

けて」 

渡辺副会長 

7月 29 日(日)～ 

7月 30 日(月) 

第一部夏季部会（東北大学） 三成副会長 

7月 30 日(月) 第 43回錯体化学国際会議（仙台国際センター） 武内副会長 

8月 1 日(水) 2018年電磁波工学研究の進歩に関する国際会議  

（富山国際会議場） 

渡辺副会長 

8月 2 日(木) 第三部夏季部会（東北大学） 山極会長 

8月 2 日(木)～ 

8月 3 日(金) 

第三部夏季部会（東北大学） 渡辺副会長 

8月 5 日(日) 第二部夏季部会（福島県立医科大学） 武内副会長 

8月 5 日(日)～ 

8月 6 日(月) 

第二部夏季部会（福島県立医科大学） 山極会長 

8月 9 日(木) 国土交通省インフラメンテナンス大賞授賞式（国土

交通省） 

山極会長 

8月 15 日(水) 全国戦没者追悼式（日本武道館） 山極会長 

http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/265-s-1-2.pdf
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/265-s-1-2.pdf
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/265-s-1-2.pdf
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8月 20 日(月) 国際生産工学アカデミー第 68 回総会（東京大学） 山極会長 

9月 3 日(月) 公開シンポジウム「セクシュアル・ハラスメントを

めぐる法政策の現状と課題―ハラスメント根絶に向

けて」 

三成副会長 

9月 4 日(火)～ 

9月 8 日(土) 

IAP-S 執行委員会、IAP 合同会合（ベルン） 

 

武内副会長 

9月 10 日(月) 九州・沖縄地区会議学術講演会「南九州におけるウ

イルス感染症とその制御に向けた挑戦」（鹿児島大

学） 

武内副会長 

9月 22 日(土) 学術フォーラム「軍事的安全保障研究をめぐる現状

と課題―日本学術会議アンケート結果をふまえて」 

山極会長  

三成副会長 

9月 25 日(火) 第４回世界社会科学フォーラム（福岡） 山極会長 

9月 25 日(火)～ 

9月 26 日(水)､ 

9月 28 日(金) 

第４回世界社会科学フォーラム（福岡） 

 

武内副会長 

 

第２ 会長談話 

 公表無 

 

第３ 提言等の承認 

○提言   

１ 総合工学委員会 原子力安全に関する分科会 

提言「研究と産業に不可欠な中性子の供給と研究用原子炉の在り方」 

（平成３０年８月１６日公表） 

２ 社会学委員会社会福祉学分科会 

提言「社会的つながりが弱い人への支援のあり方について－社会福祉学の視点から

－」 

（平成３０年９月１３日公表） 

 

第４ 幹事会声明 

 次の幹事会声明を公表した。 
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１ 「医学部医学系入学試験と教育における公正性の確保を求める日本学術会議幹事会

声明―男女共同参画推進の視点から―」 

（平成３０年９月１４日公表） 

 

第５ 日本学術会議主催学術フォーラム 

１  日本学術会議主催学術フォーラム「ジェンダー視点が変える科学・技術の未来～

GS10フォローアップ～」を平成３０年６月１４日（木）に日本学術会議講堂にて開

催した。 

２  日本学術会議主催学術フォーラム「エネルギー科学技術教育の現状と課題」を平

成３０年９月８日（土）に日本学術会議講堂にて開催した。 

３ 日本学術会議主催学術フォーラム「軍事的安全保障研究をめぐる現状と課題―日

本学術会議アンケート結果をふまえて」を平成３０年９月２２日（土）に日本学術

会議講堂にて開催した。 

 

第６ 国際会議の開催 

１ 第 18回国際薬理学・臨床薬理学会議を平成３０年７月１日（日）～６日（金）に

京都府にて開催した。 

２ 第 27回液晶国際会議を平成３０年７月２２日（日）～２７日（金）に京都府にて

開催した。 

３ 比較法国際アカデミー第 20回国際会議を平成３０年７月２２日（日）～２８日（土）

に福岡県にて開催した。 

４ 第 43回錯体化学国際会議を平成３０年７月３０日（月）～８月４日（土）に宮城

県にて開催した。 

５ 2018 年電磁波工学研究の進歩に関する国際会議を平成３０年７月３１日（火）～

８月５日（日）に富山県にて開催した。 

６ 国際生産工学アカデミー第 68 回総会を平成３０年８月１９日（日）～２５日（土）

に東京都にて開催した。 

７ 第 4回世界社会科学フォーラムを平成３０年９月２５日（火）～２８日（金）に福

岡県にて開催した。 

 

第７ 日本学術会議地区会議 

１ 中部地区会議主催学術講演会「世界に展く 地域の学び」を平成３０年７月６日
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（金）に福井県にて開催した。 

２ 東北地区会議主催公開シンポジウム「東日本大震災後の 10年を見据えて」を平成

３０年７月２９日（日）に宮城県にて開催した。 

３ 東北地区会議主催公開シンポジウム「AI と IoT が拓く未来の暮らし：情報化社会

の光と影」を平成３０年８月２日（木）に宮城県にて開催した。 

４ 九州・沖縄地区会議主催学術講演会「南九州におけるウイルス感染症とその制御に

向けた挑戦」を平成３０年９月１０日（月）に鹿児島県にて開催した。 

 

第８ 会員の辞職及び任命 

１ 会員の辞職 

  近藤孝男会員が、平成３０年９月９日付で定年退職した。 

  河田潤一会員が、平成３０年９月１４日付で定年退職した。 

 

第９ 慶弔等 

１ 慶事 

平成３０年春の褒章受章者  平成３０年４月２８日公表  

【紫綬褒章】 

河西 春郎（連携会員（第２２－２３期、第２４－２５期）） 

御厨  貴（連携会員（第２０期）） 

 

平成３０年春の叙勲受章者  平成３０年４月２９日公表 

【瑞宝大綬章】 

佐々木 毅（連携会員（第２０期－２１期）、会員（第１８期－１９期）） 

平野 眞一（連携会員（第２０期－２１期）） 

吉本 高志（連携会員（第２２期－２３期）、会員（第２０期－２１期）） 

【瑞宝重光章】 

濵田 道代（連携会員（第２０期）） 

【瑞宝中綬章】 

  荒木 信幸（連携会員（第２０期－２１期）） 

  磯部  稔（連携会員（第２０期－２１期）） 

  井上  俊（連携会員（第２０期－２１期）） 

  今中 忠行（連携会員（第２２期－２３期）、会員（第２０期－２１期）） 
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  小山 勝二（連携会員（第２０期－２１期、第２２期－２３期）） 

  齋藤 軍治（連携会員（第２１期－２２期）） 

  櫻井 克彦（連携会員（第２１期－２２期）） 

  篠田 純男（連携会員（第２０期－２１期）、会員（第１８期－１９期）） 

  山下 興亜（連携会員（第２１期－２２期）、会員（第２０期）） 

 

２０１８年ノーベル生理学・医学賞  平成３０年１０月１日公表  

本庶  佑（連携会員（第２２－２３期）、会員（第２０－２１期）） 

 

２ ご逝去 

田中 元治（たなか もとはる） 平成２９年１１月２日 享年９１歳 

元会員（第１４‐１５期） 名古屋大学名誉教授 

 

山岸 俊男（やまぎし としお） 平成３０年５月８日 享年７０歳 

元会員（第２０-２１期）、元連携会員（第２２-２３期）、北海道大学名誉教授 

 

市川 惇信（いちかわ あつのぶ） 平成３０年７月２９日 享年７１～７２歳 

   元会員（第１４‐１５期） 

 

別役 智子（べつやく ともこ） 平成３０年９月１日 享年５４歳 

会員（第２４‐２５期）、慶應義塾大学医学部呼吸器内科教授 

 

上野 民夫（うえの たみお） 平成３０年９月１７日 享年８０歳 

元連携会員（第２０期）、 

大日本除虫菊株式会社中央研究所顧問、京都大学名誉教授 

 

第１０ その他 

事務局人事異動 

事務局次長 旧：松林 博己 

新：小林 真一郎 

（平成３０年８月１日付） 

旧：小林 真一郎 



9 

 

新：荒木 潤一郎 

（平成３０年９月３日付） 

企画課長 旧：小林 真一郎 

新：荒木 潤一郎 

（平成３０年８月１日付） 

参事官（審議第２担当） 旧：粂川 泰一 

新：犬塚 隆志 

（平成３０年７月２７日付） 
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