日本地球掘削科学コンソーシアム

2022 年度定例総会

開催日時：2022 年 5 月 16 日（月）14:00～17:00
開催方法：オンライン開催（Zoom）
出席者：総数 39 名
正会員：24 名（他、14 名は議長に委任）／50 機関中
オブザーバー：11 名（理事会、部会、個人会員）
事務局：4 名（斎藤、監物、木戸、江橋）
議事次第
1． 会議成立の確認
2． ウェブ会議の進め方説明
3． 議長選任
4． 議事次第（案）確認・承認
5． 2021 年度活動報告
(1)
理事会活動報告（会長）
(2)
IODP 部会活動報告（IODP 部会長）
(3)
ICDP 部会活動報告（ICDP 部会長）
6． 2021 年度決算報告・監査報告（財務担当理事・監事）
7． 2022 年度執行体制報告
8． 2022 年度活動方針案審議
(1)
J-DESC 活動方針案（会長）
(2)
IODP 部会活動方針案（IODP 部会長）
(3)
ICDP 部会活動方針案（ICDP 部会長）
9． 2022 年度予算案審議
10． その他
(1)
J-DESC 会員機関現状報告
(2)
その他
11． 議長解任
12． 会長挨拶
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配付資料
資料 1
資料 2
資料 3
資料 4
資料 5

理事会 2021 年度活動報告
IODP 部会 2021 年度活動報告
ICDP 部会 2021 年度活動報告
2021 年度収支決算書・監査報告
2022 年度執行体制

資料 6 J-DESC 2022 年度活動方針案
資料 7 IODP 部会 2022 年度活動方針案
資料 8 ICDP 部会 2022 年度活動方針案
資料 9 2022 年度予算案
資料 10 J-DESC 会員リスト（2022 年 5 月時点）

【議事概要】
1． 会議成立の確認
事務局より、出席者数及び委任状の提出数が定足数を満たしており、会議が成立する旨の確認があっ
た。

2． ウェブ会議の進め方説明

事務局より、ウェブ会議の進め方について説明があった。

3． 議長選任
千代延 俊氏（秋田大学）が選任され、承認された。

4． 議事次第（案）確認・承認
議事次第（案）が承認された。

5． 2021 年度活動報告
(1)
理事会活動報告（会長）
川幡 J-DESC 会長より 2021 年度の理事会の活動報告について資料 1 に基づき報告があった。

(2)

IODP 部会活動報告（IODP 部会長）

益田 IODP 部会長より 2021 年度の IODP 部会の活動報告について資料 2 に基づき報告があった。

(3)

ICDP 部会活動報告（ICDP 部会長）

藤原 ICDP 部会長より 2021 年度の ICDP 部会の活動報告について資料 3 に基づき報告があった。

6． 2021 年度決算報告・監査報告（財務担当理事・監事）
黒柳財務担当理事より 2021 年度決算報告が行われた後、海野監事、小村監事より会計監査報告が行わ
れ、2021 年度決算報告・監査報告について承認された。

7． 2022 年度執行体制報告
事務局より 2022 年度執行体制について資料 5 に基づき報告があった。

8． 2022 年度活動方針案審議
(4)
J-DESC 活動方針案（会長）
川幡 J-DESC 会長より 2022 年度理事会活動方針について資料 6 に基づき説明があった。

(5)

IODP 部会活動方針案（IODP 部会長）

益田 IODP 部会長より 2022 年度 IODP 部会活動方針について資料 7 に基づき説明があった。

(6)

ICDP 部会活動方針案（ICDP 部会長）

藤原 ICDP 部会長より 2022 年度 ICDP 部会活動方針について資料 8 に基づき説明があった。

9． 2022 年度予算案審議
黒柳財務担当理事より 2022 年度予算案について資料 9 に基づき説明があり、承認された。
【質疑・応答】
・ホームページリニューアル経費を積んでいるが、改善理由・ポイントは何か？
→ホームページ開設から 10 年以上が経過し、J-DESC の支援・活動が広がっており、適切な階層構造に
なっていないため、必要な情報が探しづらい状態である。会員のみなさまに有用な情報をより的確に発
信するために、全面的なリニューアルが必要と考えている。

10． その他
(1)
J-DESC 会員機関現状報告
事務局より資料 10 に基づき報告があった。

(2)

その他

特になし

11． 議長解任

他に議題がないことを確認し、議長を解任した。

12． 会長挨拶
川幡 J-DESC 会長より、以下のとおり挨拶があった。
2021 年度に開催したシンポジウムでは、実績のある若い世代に、その分野の意義と実績、将来の課題に
ついて講演をしていただき、大変良いシンポジウムとなった。2022 年度も掘削が社会にもたらす良い点
をテーマにシンポジウムを行い、J-DESC の YouTube チャンネルにアップして視聴者を増やし、掘削は魅
力のあるものだという事を様々な点で発信していきたい。皆様からもアイディアがあれば、お願いした
い。状況が落ち着いたらタウンホールミーティングを開き、会員の皆様と対面で話す場を設けたいと思
う。
以上

