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４月２５日（木） 

４月２６日（金） 

 

 

 

 

 

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 資料中の元号表記について 

元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）が施行されるまでの間は、行

政機関等が公にする文書には「平成」を使用することとなっております。従いま

して、本資料中においても改元日以降を示すものを含めて元号は「平成」を使用

しております。 

 
 
 ６ 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６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４に

ついては総会２日目に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１７８回総会日程 

－ 第２４期第４回 － 
 

第１ 日程表 

  10:00        11:30     13:00        14:30 15:00    16:30      17:30 

４ 

月 

２４ 

日 

(水) 

総会① 

・会長活動報告 

・各副会長活動

報告 

・各部活動報告 

・若手アカデミ

ー活動報告 

昼休み 総会② 

・70周年記念講

演等 

記者

会見 

部会 分野別委

員長・幹

事会合同

会議 

幹事会 

※地区会

議陪席 

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

４ 

月 

２５ 

日 

(木) 

部会 昼休み 総会③ 

・外部評価書報告 

・外部評価に対する会長コ

メント 

・自由討議 

・提案説明【非公開】 

 

  10:00                                          

４ 

月 

２６ 

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 １７８ 

 

日 本 学 術 会 議 活 動 状 況 報 告 

 

平成３１年４月２４日 

 

前回（第１７７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 

10月 7 日（日）

～10月 8日

（月） 

STSフォーラム（国立京都国際会館） 山極会長 

武内副会長 

10月 7 日（日） 2018年 IEEE システム・マン・サイバネティクス国

際会議（シーガイヤコンベンションセンター） 

渡辺副会長 

10月 20日（土） 近畿地区会議学術講演会「社会脳から心を探る--自

己と他者をつなぐ社会適応の脳内メカニズム--」

（京都大学） 

三成副会長 

10月 26日（金） 公開シンポジウム「医療界における男女共同参画の

推進と課題～日本学術会議幹事会声明をふまえて

～」 

三成副会長 

渡辺副会長 

11月 6 日（火） ＩＮＧＳＡ ２０１８（政策研究大学院大学） 武内副会長 

11月 8 日（木） 公開シンポジウム「学術を発展させる法人制度に向

けた提言～公益法人法１０周年～」 

三成副会長 

11月 9 日（金） 園遊会（赤坂御苑） 武内副会長 

11月 15日（木） 審議依頼「科学的エビデンスに基づく「スポーツの

価値」の普及の在り方に関する審議について」の手

交及び記者会見 

山極会長 

渡辺副会長 

11月 16日（金） 日本学術会議中部地区会議学術講演会「地域をフィ

ールドとした研究の可能性」（三重大学） 

三成副会長 
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11月 17日（土） 日本学術会議中国・四国地区会議学術講演会「地域

の持続性に貢献するオンリーワン研究の展開」（と

りぎん文化会館） 

渡辺副会長 

12月 1 日（土） 公開シンポジウム「植物保護科学のＳＤＧｓへの貢

献」（東京大学） 

渡辺副会長 

12月 2 日（日） 公開シンポジウム「新しい国際単位系（ＳＩ）重

さ、電気、温度、そして時間の計測と私たちの暮ら

し」 

渡辺副会長 

12月 5 日（水） 

～12月７日

（金） 

第１８回アジア学術会議 山極会長

（５日～

６日） 

渡辺副会長 

（６日のみ） 

武内副会長 

12月 9 日（日） 学術フォーラム「研究者の研究業績はどのように評

価されるべきか―経営学における若手研究者の育成

と関連して―」 

三成副会長 

12月 22日(土) 日本学術会議 in京都「伝統文化と科学・学術の新

たな出会い」（京都府立京都学・歴彩館） 

山極会長 

渡辺副会長 

12月 25日(火) 第４回 防災推進国民会議 （内閣総理大臣官邸） 武内副会長 

1月 11 日(金) 講書始の儀（皇居） 渡辺副会長 

1月 31 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 

2月 4 日（月） 井上科学振興財団贈呈式（ＫＫＲホテル） 渡辺副会長 

2月 15 日（金） Ｇ２０気候持続可能性作業部会（東京カンファレン

スセンター台場） 

武内副会長 

2月 16 日（土） 日本学術会議ｉｎ北海道「Society5.0 で北海道が

変わる（AI・IoT・RT 技術の地方深化）」（ＡＮＮ

クラウンプラザホテル札幌） 

山極会長 
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2月 24 日（日） 天皇御在位３０年記念式典（新国立劇場） 山極会長 

2月 27 日（水） 九州・沖縄地区会議学術講演会（熊本大学） 武内副会長 

2月 28 日（木） 記者会見 サイエンス２０について 

 

山極会長 

武内副会長 

3月 5 日（火） 日本オープンイノベーション授賞式（虎の門ヒル

ズ） 

山極会長 

3月 6 日（水） サイエンス２０（講堂） 

総理手交（官邸） 

山極会長 

武内副会長 

3月 8 日（金） 環境大臣手交（環境省） 山極会長 

武内副会長 

3月 24 日（日）

～3月 26日

（火） 

Ｇサイエンス学術会議（パリ） 武内副会長 

 

第２ 会長談話 

 次の会長談話を公表した。 

１ 日本学術会議会長談話「本庶佑先生のノーベル生理学・医学賞受賞を祝して」 

（平成３０年１０月１６日公表） 

２ 日本学術会議会長談話「伊藤正男元会長に対する弔意」（平成３０年１２月２６日公表） 

３ 日本学術会議会長談話「年頭挨拶 ～日本学術会議 70周年を迎えて～」 

（平成３１年１月２１日公表） 

 

第３ 提言等の承認 

〇回答 

１ 日本学術会議 

  回答「国際リニアコライダー計画の見直し案に関する所見」 

（平成３０年１２月１９日公表） 

 

〇提言 

１ 基礎生物学委員会・基礎医学委員会・臨床医学委員会合同生物リズム分科会 

  サマータイム導入の問題点：健康科学からの警鐘  （平成３０年１１月７日公表） 

２ 科学と社会委員会政府・産業界連携分科会 
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  産学共創の視点から見た大学のあり方ー2025年までに達成する知識集約型社会ー 

（平成３０年１１月２８日公表） 

３ 健康・生活科学委員会家政学分科会 

  生きる力の更なる充実を目指した家庭科教育への提案―より効果的な家庭科教育の実

現に向けて― 

（平成３０年１２月１４日公表） 

４ 物理学委員会ＩＡＵ分科会、物理学委員会天文学・宇宙物理学分科会 

  ハッブルの法則の改名を推奨する IAU決議への対応（平成３０年１２月２６日公表） 

５ 科学者委員会学協会連携分科会 

  学協会に係る法人制度―運用の見直し、改善等について 

（平成３１年２月１４日公表） 

６ 農学委員会応用昆虫学分科会、食料科学委員会獣医学分科会、基礎医学委員会病原体

学分科会 

  衛生害虫による被害の抑制をめざす衛生動物学の教育研究の強化 

（平成３１年４月９日公表） 

７ 土木工学・建築学委員会 

  免震・制振のデータ改ざん問題と信頼回復への対策 

（平成３１年４月１６日公表） 

 

〇報告 

１ 科学者委員会 研究計画・研究資金検討分科会 

  第２４期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープラン策定の方針 

（平成３０年１２月６日公表） 

２ 化学委員会化学分野の参照基準検討分科会 

  大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準：化学分野 

（平成３１年２月２１日公表） 

３ 農学委員会農業経済学分科会 

  農業経済学の学部教育のあり方          （平成３１年３月１３日公表） 

 

第４ 幹事会声明 

 次の幹事会声明を公表した。 

１ 「ゲノム編集による子ども」の誕生についての日本学術会議幹事会声明 



7 

 

（平成３０年１２年７日公表） 

 

第５ 地方学術会議 

１  「日本学術会議ｉｎ京都～伝統文化と科学・学術の新たな出会い」を平成３０年

１２月２２日（土）に京都府にて開催した。 

２  「日本学術会議ｉｎ北海道～Society5.0 で北海道が変わる（AI・IoT・RT 技術の

地方深化）」を平成３１年２月１６日（土）に北海道にて開催した。 

 

第６ 学術フォーラム 

１  日本学術会議主催学術フォーラム「乳幼児の多様性に迫る：発達保育実践政策学

の躍動」を平成３０年１１月１８日（日）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「研究者の研究業績はどのように評価されるべ

きか―経営学における若手研究者の育成と関連して―」を平成３０年１２月９日

（日）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「平成 30 年夏に複合的に連続発生した自然災害

と学会調査報告」を平成３１年３月１２日（火）に日本学術会議講堂にて開催した。 

４ 日本学術会議主催学術フォーラム「危機に瀕する学術情報の現状とその将来 

Part 2」を平成３１年４月１９日（金）に日本学術会議講堂にて開催した。 

 

第７ 国際会議の開催 

１ 2018年 IEEE システム・マン・サイバネティクス国際会議を平成３０年１０月７日

（日）～１０日（水）に宮崎県にて開催した。 

２ 第 11回科学アカデミー会合を平成３０年１０月８日（月）に京都府にて開催した。 

３ 第 18回アジア学術会議を平成３０年１２月５日（水）～７日（金）に東京都にて

開催した。 

４ サイエンス 20を平成３１年３月６日（水）に東京都にて開催した。 

 

第８ 日本学術会議地区会議 

１ 近畿地区会議主催学術講演会「社会脳から心を探る－自己と他者をつなぐ社会適

応の脳内メカニズム－」を平成３０年１０月２０日（土）に京都府にて開催した。 

２ 中部地区会議主催学術講演会「地域をフィールドとした研究の可能性」を平成

３０年１１月１６日（金）に三重県にて開催した。 
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３ 中国・四国地区会議主催学術講演会「地域の持続性に貢献するオンリーワン研究の

展開」を平成３０年１１月１７日（土）に鳥取県にて開催した。 

４ 北海道地区会議主催学術講演会「Society5.0 で北海道が変わる」を平成３１年２月

１６日（土）に北海道にて開催した。 

５ 九州・沖縄地区会議主催学術講演会「熊本地震の復興に貢献する熊本大学の学術研

究」を平成３１年２月２７日（水）に熊本県にて開催した。 

 

第９ 会員の辞職及び任命 

１ 会員の辞職 

  宮﨑康二会員が、平成３０年１０月１８日付で定年退職した。 

  吉田進会員が、平成３０年１１月２５日付で定年退職した。 

  松宮徹会員が、平成３１年１月２２日付で定年退職した。 

 

２ 会員の任命 

  木原康樹連携会員及び深田吉孝連携会員が、平成３０年１１月５日付で会員に任命さ

れた。 

 

第１０ 慶弔等 

１ 慶事 

 

平成３０年文化功労者  平成３０年１０月２６日公表 

  上田 閑照 （元会員（第１６期）） 

  塩川 徹也 （元連携会員（第２０－２１期、第２２－２３期※辞職）） 

  新海 征治 （元会員（第２０－２１期）） 

長尾 真  （元連携会員（第２０－２１期）） 

 

平成３０年秋の叙勲受章者  平成３０年１１月３日公表 

【瑞宝重光章】 

伊賀 健一 （元連携会員（第２１期－２２期）、会員（第２０期）） 

齋藤 康  （元連携会員（第２０期－２１期）） 

佐藤 勝彦 （元連携会員（第２２期－２３期）、会員（第２０期－２１期）） 
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【瑞宝中綬章】 

  稲垣 康善 （元連携会員（第２０期－２１期）） 

  江島 義道 （元連携会員（第２０期－２１期）） 

  小田 忠雄 （元連携会員（第２０期－２１期）） 

  加藤 洋治 （元会員（第１７期）） 

  清川 雪彦 （元連携会員（第２０期－２１期）） 

  小林 俊一 （元連携会員（第２０期－２１期）） 

  佐藤 矩行 （元連携会員（第２０期－２１期、第２２期－２３期）） 

  田村 正紀 （元会員（第１６期）） 

  西澤 直子 （連携会員（第２０期、第２３期－２４期）、元会員（第２１期－２２期） 

  益田 隆司 （元連携会員（第２１期－２２期）、元会員（第２０期）） 

  御子柴 克彦（連携会員（第２２期－２３期、第２４期－２５期）、元会員（第２０期

－２１期）） 

  山上 皓  （元連携会員（第２０期－２１期）） 

 

平成３０年秋の褒章受章者  平成３０年１１月２日公表 

【紫綬褒章】 

吉田 尚弘 （元連携会員（第２０期）） 

高橋 栄一 （元連携会員（第２０期、第２１－２２期）） 

影山 龍一郎（連携会員（第２１－２２期、第２３－２４期）） 

中條 善樹 （連携会員（第２３－２４期）） 

木下 タロウ（元連携会員（第２１－２２期）） 

 

日本学士院新会員 

深澤 克己 （連携会員（第２１－２２期、第２３－２４期）） 

松浦 純  （会員（第２３－２４期）、元連携会員（第２１－２２期）） 

  伊藤 邦武 （連携会員（第２２－２３期、第２４－２５期）） 

  大塚 啓二郎（連携会員（第２１－２２期、第２４－２５期）、元会員（第２２－２３期）） 

  大隅 良典 （元連携会員（第２０－２１期、第２２－２３期）） 

  鈴木 啓介 （連携会員（第２２－２３期、第２４－２５期）） 

 

日本国際賞受賞者  平成３１年１月１６日発表 
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岡本 佳男 （元連携会員(第２０－２１期）） 

 

日本学士院賞受賞者  平成３１年３月１２日発表 

常田 佐久 （連携会員（第２３－２４期）） 

藤野 陽三 （元連携会員（第２０期）） 

磯貝 明  （元連携会員（第２０期、第２１－２２期）） 

高柳 広  （元連携会員（第２０期）） 

永嶺 謙忠 （元研究連絡委員（第１７期）） 

平間 正博 （元研究連絡委員（第１９期）） 

 

２ ご逝去 

大木 雅夫（おおき まさお） 平成３０年１０月１日 享年８７歳 

 元会員（第１５期－１７期、第２部長）、上智大学名誉教授 

 

大庭 健（おおば たけし） 平成３０年１０月１２日 享年７２歳 

 元連携会員（第２０－２３期）、専修大学名誉教授 

 

新美 智秀（にいみ ともひで） 平成３０年１０月１４日 享年６４歳 

 連携会員（第２２期－２３期、第２４期－２５期） 名古屋大学工学研究科教授 

 

鹿取 廣人（かとり ひろと） 平成３０年１１月２６日 享年９０歳 

 元会員（第１５期－１６期）、東京大学名誉教授 

 

足立 吉數（あだち よしかず） 平成３０年１２月４日 享年６９歳 

 連携会員（第２４期－２５期） 茨城大学農学部名誉教授 

 

伊藤 正男（いとう まさお） 平成３０年１２月１８日 享年９１歳 

元会員（第１４期幹事、第１５期副部長、第１６期会長）、東京大学名誉教授 

 

杉原 正顯（すぎはら まさあき） 平成３１年１月５日 享年６４歳 

連携会員（第２１－２２期、第２３－２４期）、青山学院大学理工学部物理・数理

学科教授 
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米沢 富美子（よねざわ ふみこ） 平成３１年１月１７日 享年８０歳 

元会員（第１８期） 慶應義塾大学理工学部教授 

 

丹羽 雅子（にわ まさこ） 平成３１年１月２５日 享年８５歳 

元会員（第１８期） 奈良女子大学名誉教授 

 

江口 徹（えぐち とおる） 平成３１年１月３０日 享年７０歳 

元連携会員（第２２期－２３期） 東京大学名誉教授 

 

直木 孝次郎（なおき こうじろう） 平成３１年２月２日 享年１００歳 

元会員（第１３期） 大阪市立大学名誉教授 

 

海部 宣男（かいふ のりお） 平成３１年４月１３日 享年７５歳 

 連携会員（２４－２５期）、元会員（第２０期、第三部部長）、国立天文台名誉教授 

 

第１０ その他 

事務局人事異動 

企画課長 旧：荒木 潤一郎（併任解除） 

新：阿蘇 隆之 

（平成３１年１月２２日付） 

参事官（審議第一担当） 旧：西澤 立志 

（平成３１年３月３１日付） 

新：高橋 雅之 

（平成３１年４月１日付） 
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