
 

 
 

 

 

 

 

 

海洋調査技術学会 
２０１８事業年度 

 

 

 

第３０回通常総会 

 

 

 

 

 

 

日時：平成 30 年 11 月 29 日（木） 13：00 ～ 14：00 

場所：東京海洋大学越中島会館２F 大講堂 

 

 



 
 

 
 

海 洋 調 査 技 術 学 会 

第 ３０ 回 通 常 総 会 

議 事 次 第 
 
 
 

日 時 平成３０年１１月２９日（木） １３時００分 ～ １４時００分 
場 所 東京海洋大学越中島会館 2F 大講堂 

 
１．開  会 
 
２．議長選出 

 
３．議  事 （１）２０１７事業年度事業報告について （第１号議案） 承認事項 

 
       （２）２０１７事業年度決算報告について （第２号議案） 承認事項 
 
       （３）２０１８事業年度事業計画案について（第３号議案） 承認事項 
 
       （４）２０１８事業年度予算案について  （第４号議案） 承認事項 
        
       （５）学会誌投稿規定の改定について           報告事項１ 
      
       （６）２０１８事業年度表彰について           報告事項２ 
 

（７）その他 
 
４．閉  会 
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                                     第１号議案 
 

 

 

                             

２０１7 事業年度事業報告案 

（２０１７．１０．１～２０１８．９．３０） 

 

１．総会及び委員会等 

  （１）第２９回総会の開催 

    期日 ２０１７年１１月６日 

    場所 日本大学理工学部駿河台キャンパス１号館２F 

大会議室（121 室） 

    議題 ２０１６事業年度事業報告及び決算報告について 

       ２０１７事業年度事業計画案及び予算案について 

   （２）評議員会、各委員会の開催 

   下記の会議が開催された。 

  ア）評議員会 

 期日 ２０１７年１０月２６日 

    場所 東京八重洲ホール ４１２会議室 

  イ）総務委員会（拡大総務委員会） 

    期日 ２０１７年１０月２３日（拡） 

    期日 ２０１８年 ３月１３日（拡） 

    場所 東京八重洲ホール ７０３会議室     

ウ）企画委員会 

    期日 ２０１８年 ４月２５日 

       ２０１８年 ６月２６日 

       ２０１８年１０月１７日 

    場所 東京八重洲ホール ７０３会議室    

エ）編集委員会 

    期日 ２０１７年１０月２０日 

       ２０１８年 １月１５日 

       ２０１８年 ４月１８日 

       ２０１８年 ７月１９日  

    場所 海洋情報部 

 

２．研究成果発表会及び講演会等 

  （１）第２９回研究成果発表会 

    期間 ２０１７年１１月 ６日～７日 

    場所 日本大学理工学部駿河台キャンパス１号館２F 

大会議室（121 室） 

    特別講演       １件 

    特別セッション    ５件 

    発表        １２件 
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                                     第１号議案 
 

 

 

    ポスターセッション  ５件 

  （２）機器展示会 

    期間 ２０１７年１１月 ６日～７日 

    場所 日本大学理工学部駿河台キャンパス１号館２F 122・123 室 

    参加数 ８社（会員７社） 

（３）一般講演会（海洋調査技術の啓発、地方講演） 

    実施なし 

（４）出前講座（海洋調査技術の啓発、関東地方） 

    実施なし 

  （５）講演会、シンポジウム等の共催 

    実施なし 

３．学会誌 

   海洋調査技術第３０巻１号（通巻５９号）（２０１８年３月） 

   海洋調査技術第３０巻２号 欠号 

 

４．ニュースレター 

   第６２号（２０１８年 ６月） 

 

５．ＨＰ運用・メールマガジンの配信 

 HP URL：http://jsmst.org/ 

  学会関連情報等をメールマガジンを利用して会員に配信した。 

  

６．講演会・シンポジウム等への協賛（2017 事業年度掲載と一部重複） 

（１）第６1 回海中海底工学フォーラム 

    主催 海中海底工学フォーラム運営委員会 

    期間 ２０１８年４月１３日 

    場所 東京大学生産技術研究所 

（２）「OCEANS’18MTS/IEEE Kobe/Techno-Ocean 2018」 

    主催 ﾃｸﾉｵｰｼｬﾝ・ﾈｯﾄﾜｰｸ、IEEE/OES 日本支部等 

    期間 ２０１８年５月２７日～３１日 

    場所 神戸コンベンションセンター 

（３）第２７回海洋工学シンポジウム 

    主催 日本海洋工学会、日本船舶海洋工学会 

    期間 ２０１８年８月７，８日 

    場所 日本大学理工学部駿河台キャンパス１号館 

（４）第４６回可視化情報シンポジウム 

    主催 （一社）可視化情報学会 

    期間 ２０１８年９月１４日～１６日 

    場所 明治大学駿河台キャンパス リバティータワー 
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                                     第１号議案 
 

 

 

（５）海底ケーブルの科学利用と関連技術に関する将来展望ワークショップ 

    主催 東京大学生産技術研究所 

    期間 ２０１８年９月１９日 

    場所 東京大学生産技術研究所 An 棟 2F コンベンションホール 

（６）第６２回海中海底工学フォーラム 

    主催 海中海底工学フォーラム運営委員会 

    期間 ２０１８年１０月１９日 

    場所 東京大学大気海洋研究所 

（７）GPS/GNSS シンポジウム 2018 

    主催 一般社団法人 測位航法学会 

    期間 ２０１８年１０月３０日～１１月１日 

    場所 東京海洋大学 

（８）石油技術協会平成 30 年度 秋季講演会 

    主催 石油技術協会 

    期間 ２０１８年１１月１日 

    場所 東京大学 小柴ホール 

（９）第１６回国際航法学会世界大会(IAIN2018) 

    主催 公益社団法人 日本航海学会 

    期間 ２０１８年１１月２８日～１２月１日 

    場所 幕張メッセ 

 

７．講演会・シンポジウム等への後援 

（１）平成３０年度 岩手県三陸海域研究論文知事表彰事業 

    主催 岩手県 

    期間 ２０１８年４月～８月 

  （２）「SUBSEA TECH JAPAN 2018」 

        主催 フジサンケイ ビジネスアイ[日本工業新聞社] 

    期間 ２０１８年９月２６日～２８日 

    場所 東京ビッグサイト 東ホール 
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第２号議案

＜一般会計＞

（収入の部） (単位：円)

科目 予算額 決算額 備考

前年度繰越金 2,564,207 2,564,207
会費収入 2,588,000 2,601,400
　正会員会費 1,208,000 1,190,950 納入：206名(うち、学生会員1名、ｴﾑｴﾑﾋﾞｰｼｰﾌｧｲﾅﾝｽ32名)

　賛助会員会費 1,380,000 1,410,450 納入：44社（うちｴﾑｴﾑﾋﾞｰｼｰﾌｧｲﾅﾝｽ3社)

事業収入 498,000 461,065
　広告掲載料 48,000 0 納入：0社

　機器展示料 285,000 285,000
　要旨集代金 75,000 84,715
　諸出版物代金 90,000 91,350 学会誌バックナンバー等

雑収入 176,000 171,518 懇親会収入(￥171,500)、利子等

　懇親会収入 175,000 171,500 @3,500×49人

　雑収入 1,000 18 利子

合  計 5,826,207 5,798,190

（支出の部） （単位：円）

科目 予算額 決算額 備考

事務費 1,419,400 1,346,677
　会議費 250,000 161,960 各委員会（出席旅費）等

　賃金 50,400 0 アルバイト代金

　査読謝金 24,000 6,000 学会論文査読

　通信運搬費 240,000 299,971 会誌発送、ネット料金等

　諸印刷費 65,000 35,736 コピー代

　消耗品費 20,000 59,888 封筒、文具代等

　事務委託費 730,000 756,804 毎日学術フォーラム事務委託費

　雑費 40,000 26,318 振込手数料等

事業費 1,900,000 1,738,212
　会誌印刷費 1,300,000 1,140,480 会誌年間2号発行

　発表会運営費 400,000 425,256 会場使用料（レンタル機材含む）、盾代、事務委託費（追加）

  要旨集印刷費 150,000 172,476 要旨集代金

　一般講演及び出前講座費 50,000 0
雑支出 175,000 175,000 懇親会費

　懇親会費 175,000 175,000
予備費 100,000 259,589 PC代金・ホームページリニューアル費用等

次年度繰越金 2,231,807 2,278,712

合  計 5,826,207 5,798,190

＜30周年記念事業基金特別会計＞

（収入の部） （単位：円）

予算額 決算額 備考

前年度繰越金 2,400,000 2,400,000

一般会計からの繰入 0 0

合計 2,400,000 2,400,000

（支出の部） （単位：円）

予算額 決算額 備考

事業費 0 0
次年度繰越金 2,400,000 2,400,000

合計 2,400,000 2,400,000

2017事業年度決算報告
（2017.10.1～2018.9.30）

55



第２号議案

66



  第２号議案 

 

 

２０１７事業年度の会員数の推移について 
（２０１８年９月３０日現在） 

平成３０年１０月１２日 
海洋調査技術学会事務局 

 
１．正会員 
  年度当初の会員数     304 名（うち学生会員 4 名） 
  年度内の入会者数      7 名（うち学生会員 0 名） 
  年度内の退会者数      18 名（うち学生会員 0 名） 
  年度末の会員数      293 名（うち学生会員 4 名）： 11 名減 
 
 
２．賛助会員 
  年度当初の会員数     46 社 
  年度内の入会者数     0 社 
  年度内の退会者数     1 社 
  年度末の会員数     45 社 
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                                     第３号議案 
 

 
 

                             

２０１８事業年度事業計画案 

（２０１８．１０．１～２０１９．９．３０） 

 

１．総会及び委員会等 

 （１）第３０回総会の開催 

    期日 ２０１８年１１月２９日 

    場所 東京海洋大学越中島会館 

 （２）評議員会の開催 

    第一回 

期日 ２０１８年１１月２２日 

    場所 八重洲ホール会議室 

    適 宜 

 （３）拡大総務委員会の開催 

   第一回 

期日 ２０１８年１１月１３日 

    場所 八重洲ホール会議室 

    適 宜 

 （４）総務、企画、編集、広報委員会の開催 

    適 宜 

   

２．研究成果発表会及び講演会等 

（１）創立３０周年記念研究発表会 

    期間 ２０１８年１１月２８～２９日 

    場所 東京海洋大学越中島会館 

  （２）機器展示会 

    期間 ２０１８年１１月２８～２９日 

    場所 東京海洋大学越中島会館 

（３）一般講演会（海洋調査技術の啓発、地方講演） 

   期日 未定 

   場所 未定 

（４）出前講座（海洋調査技術の啓発） 

    期日 未定 

    場所 未定 

  （５）講演会、シンポジウム等の共催 

期日 未定 

場所 未定 

 

３．学会誌 

   海洋調査技術第３１巻１号（通巻６０号）（２０１９年 ３月） 
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                                     第３号議案 
 

 
 

   海洋調査技術第３１巻２号（通巻６１号）（２０１９年 ９月） 

 

４．役員改選（２０１９年 ９月） 

 

５．名簿作成 

   簡易版（２０１９年 ７月） 

 

６．ニュースレター 

   随時作成、送付 

 

７．ＨＰ運用・メールマガジンの配信 

 HP URL：http://jsmst.org/ 

  随時、学会関連情報等をメールマガジンを利用して会員に配信する。 

 

８．講演会・シンポジウム等への協賛 

   未定 
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第４号議案

＜一般会計＞

（収入の部） (単位：円)

科目 予算額 備考

前年度繰越金 2,278,712
会費収入 3,028,000
　正会員会費 1,453,000 納入：293名(うち、学生会員4名、ｴﾑｴﾑﾋﾞｰｼｰﾌｧｲﾅﾝｽ 28名)

　賛助会員会費 1,575,000 納入：45社（ｴﾑｴﾑﾋﾞｰｼｰﾌｧｲﾅﾝｽ3件)

事業収入 2,858,000
　広告掲載料 48,000 納入：3社  ×　1回

　機器展示料 245,000 納入：7社

　要旨集代金 75,000
　諸出版物代金 90,000 学会誌バックナンバー等

　３０周年積立金 2,400,000 特別会計から繰入

雑収入 421,000 懇親会収入、利子等

　懇親会収入 420,000 @7,000×60人　創立30周年記念祝賀会

　雑収入 1,000 利子等

収入合計 8,585,712

（支出の部） （単位：円）

科目 予算額 備考

事務費 1,689,000
　会議費 186,000 委員会等出席旅費、会議室借料（8,000×8回、15,000×8回）

　賃金 384,000 編集支援（交通費含む）

　査読謝金 24,000 学会論文査読等

　通信運搬費 240,000 会誌発送、ネット料金等

　諸印刷費 65,000 封筒、コピー代

　消耗品費 20,000 文具代等

　事務委託費 730,000 毎日学術フォーラム事務委託費

　雑費 40,000 振込手数料等

事業費 2,822,200
　会誌印刷費 650,000 会誌年間１号発行

　名簿印刷費 300,000 簡易版

　発表会運営費 400,000 会場使用料・事務委託費(追加)

　３０周年事業費 1,250,200 （別表参照）

  要旨集印刷費 172,000 要旨集代金

　一般講演費及び出前講座費 50,000
予備費 250,000 PC及びソフト購入・前年度編集支援経費等

次年度繰越金 3,824,512

合　　計 8,585,712

科目 予算額 備考

　記念祝賀会 556,200 送迎バス代を含む

　謝金 290,000 講師謝金（招待講演、特別講演、記念講演）

　交通費 24,000 講師交通費

　アルバイト代 80,000 延べ８人日（交通費含む）

　予備費 300,000

合　　計 1,250,200
＜30周年記念事業基金特別会計＞

（収入の部） （単位：円）
予算額 備考

前年度繰越金 2,400,000

合計 2,400,000

（支出の部） （単位：円）

予算額 備考

一般会計へ繰入 2,400,000

合　　計 2,400,000

2018事業年度予算案
（2018.10.1～2019.9.30）

        別表　（３０周年事業費）
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報告事項１ 

 

 

平成 30年 11月 22日 

 

 

学会誌投稿規定の改定について 

 

理由： 現在、多くの学術誌では、より簡便な投稿原稿のやり取りを行うため

に、郵送ではなく電子メールでの投稿を求めております。 
そこで、本誌への投稿を希望する著者の作業負担の軽減にもつながる

とともに、より多くの投稿を促すことが期待できることから、改定致し

ました。 
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報告事項２ 

 

 

平成 30年 11月 22日 

 

２０１８事業年度表彰について 
 

 

 

「２０１８事業年度 岩宮賞」 

 

対象者なし。 

 
 
 
 

「２０１８事業年度 永田賞」 

 

対象者なし。 
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報告事項２ 

 

 

 

 

 

「２０１８事業年度感謝状贈呈者」 

 

 

 創立 30周年記念に際し、歴代会長に贈呈。 

 

     氏 名      就任期間（事業年度） 

 

第２代 寺本 俊彦 氏   1997年～2004年  

 

第３代 木下  肇  氏   2005年～2006年 

 

第４代 久保 重明 氏   2007年～2008年 

 

第５代 徳山 英一 氏   2009年～2016年 
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