2019/20 年度

第 3 回理事会

議事録

日時：

2019 年 6 月 14 日日曜日

13 時 00 分－17 時 50 分

会場：

Zoom によるオンライン会議

出席者：

山野博哉，藤田和彦，梅澤有，井龍康文，中野義勝，栗原晴
子（以上理事），鹿熊信一郎，野中正法（以上監事），久保田
賢（事務局）

議題
報告事項
（1）業務報告
1. 学会誌（資料 1）
2. 広報・社会連携（資料 2）
3. 学会戦略・国際連携（資料 3）
4. サンゴ礁保全・調査安全（資料 4）
5. 庶務・会計（資料 5）
資料 1～資料 5 を用いて，各理事及び事務局より報告された。
学会戦略・国際連携理事からの報告に対して，以下の要請がなされた．
・旅費支援者の選考に関して，理事会と国際連携委員会の役割分担を見
直し，明確化するとともに，選考方法を明文化しておくこと．
・議論が途中の段階で止まっている，学会発表要旨における英語要旨の
取り扱いに関して，議論を再開させ，結論を出すこと．なお，理事会で
は，
「少なくとも大学・研究所に所属する会員は，英語の要旨が必須で
あり，作成を強く促す．ただし，サンゴ礁学会では学問分野が後半であ
ることに鑑み，日本人は日本語要旨も必須」との見解が大勢を占めた
庶務・会計理事関連報告は，大会準備状況について鈴木豪大会実行委員
長からが報告された。準備状況について共催の石垣市との情報共有がなさ
れているかとの質問に対し，緊急事態宣言発動後の 4 or 5 月時点では、開
催は難しいのではという雰囲気だったが、日本全国で解除が進んだ 6 月以
降には石垣市関係者の意見は確認しておらず，コロナ騒動期間中は混乱を
避けるため連絡をとらず，少し収まった時点で連絡を取る計画でいた。開
催の可否については，審議事項（1）および（2）で議論した。
（2）その他

審議事項
（1）学会の新型コロナウィルス対応について（資料 6）
会長が調査した他学会の開催状況について報告され，この情報も加味し
て次項で開催の可否について議論した。
また，会費や参加費減免も含めた会員に対するサービス提供のあり方等
について議論された。事務局からは運営業務のオンライン化による節減効
果で，会費や参加費を減免もしくは無料化することは事実上可能だが、大
会参加費については，全面無料化した場合にはとりあえず申込だけしてお
くようなケースが増え，混乱を招くことが危惧されるため，できれば避け
てほしいという情報提供がなされた。いっぽう、減免については特に学生
に対する措置が重要という意見が多くを占め，2020/21 年度会費を免除する
こととなった。また一方，会員全体に対しては，むしろ関連学会と情報共
有をしてそれを学会員に示すなどを含めて，サービスを充実する方向性が
望ましいということとなった。具体的にどのような要望があるかについて
は，会員に対するアンケート調査で確認することとなった。学生に関して
は、大会の中止やオンライン化よりもフィールドに行けないことや実験室
で研究をできないことにより不安を感じている学生が多いと感じるという
意見もあった。アンケートの実施に際しては，現在の状況への不満、困っ
ている点に関する質問だけでなく、オンライン授業などに伴うポジティブ
な点に関する質問も加えることが提案された。
（2）日本サンゴ礁学会第 23 回大会の開催について（資料 7）
大会開催については，学会が主催するので行政機関により発表される感
染防止対策に準じる必要があるので，現時点では検温やアルコール消毒、
周囲の人との距離の確保なども規定しておく必要があるという意見が寄せ
られた。また，開催地周辺の住民感覚について質問があり，今のところは
島外からの来訪に対して敏感かもしれないが，このまま 8 月頃まで状況が
続くと状況は改善するという見通しのようであった。一方，観光産業に依
存する沖縄ではバランスをとって進めざるを得ないため、夏になると観光
客による感染再拡大を懸念する意見もある。本年度の大会はオンサイトあ
るいはオンライン開催で実施し，中止はしないという意見で一致した。オ
ンサイトでの実施の可能性について検討を行ったが，一方で今後第２波，
第３波がいつ起こるか先が見通せず，オンサイトで実施をするとなった場
合、途中で中止似せざる終えない状況が生じてしまう可能もあること，ま

た外国人会員や疾病などを有する会員などが安心して大会に参加できない
可能性もでてきしてまうことからオンライン開催が妥当でであろうとの意
見が示された。
開催方法について，オンラインで実施するには，外部委託を前提した一
定程度の技術的な裏付けが必要であること，ポスターやプレゼンテーショ
ンの内容について保護されない可能性があることなど，事前に情報収集を
行なうこととなった。オンライン開催を決めている同規模学会（海洋学会，
ベントス学会やリモートセンシング学会）を対象とすることが確認された。
ハイブリッド開催（オンラインとオンサイト）についても議論されたが，
技術的な問題から避けることとなった。
会場予約の都合からは開催可否は 8 月末に決定する必要があった。開催
可否の決定の最終時期をそれより 1 ヶ月早めた 7 月末にするという意見が
あったが， 9 月に開催予定であった学会が現地開催を断念しオンライン会
議へと切り替えたのは 4 月頃に決定しているので，オンライン大会準備の
ことも考慮し、現時点でオンラインで実施することに決定した。これに伴
い、石垣大会の実行委員会は解散とすることとした。オンライン大会に関
しては，理事会メンバー＋αによる暫定大会実行委員会（会長が暫定大会
実行委員長）を立ち上げ，事務局と連携を取りながら進めることとなった。
議事録確定後に Web へアップロードする前に，本件について代議員へ事
前に報告することとなった。その後，2020 年 11 月開催のオンサイトでの
大会中止決定の報告を大会実行委員長から石垣市に連絡することとした。
（3）会員管理システムの更新について（資料 8）
クレジットカード払いおよび口座振替による会費および参加費収納が可
能な会員管理システム「会費ペイ」について，久保田事務局長より機能の
概略の説明がなされ，導入の可否について議論した。
システムの特徴に関する質問に対して，年会費・大会参加費の情報が紐
づけられること，クレジットカード支払いが可能となるということなどが
改めて説明された。また，退会届・所属変更などの情報変更は、ユーザー
から事務局へのリクエストは必要となるものの，各自で修正可能となる。
システム利用料は無料であり，手数料を学会が負担する場合には次年度
の会費等の入金時に手数料が引かれるので、次年度会計で実質的な収入が
減額になる。
本システムは，日本の小規模事業者向けのシステムであり，HP 関連が英

語に対応していないため，別途日本語説明に対応した英語の説明のついた
資料の作成が必要となる。また、名前が全角でしか入力できないため、外
国人会員に関しては事務局が登録を行う必要がある。
会員管理業務の継続性やデータのセキュリティの観点で，運営会社の堅
牢性について質問があった。現時点では確認方法がないため信用するしか
ないこと，データのバックアップについて CSV でのダウンロードが可能で
あるとともに，日常業務でダウンロードすることがあるので，最悪の場合
でも他のシステムへ移行することが可能であることが確認された。なお，
クレジット番号機能は事務局を介さずに入力する（ページは日本語なので
外国人に対しては英語の説明のついた資料の作成が必要）ことから，学会
としてデータ流出の責を負うことはない。
本システムを最短で導入した場合には，2019/20 年度までの未納学会費の
督促（7 月頃）に続き，8 月下旬−9 月 3 週目頃までに 2020/21 年度の学会費
請求というスケジュールとなる。大会のオンライン開催が確定したことか
ら，懇親会費の処理等が無くなるため導入しやすいこと，以前より国内外
の会員の会費や参加費納入方法としてクレジットカード払いの導入の要望
が強かったことなどから，理事会では本システムの導入を決定した。
なお，会費徴収率の向上を図るため，割引を含めた 3 年分の事前支払の
導入，外国人会員が多いことにより生じる会員管理項目の見直し（ジェン
ダーやミドルネームなど）に加え，会員動向を知るために効果的な会員管
理項目の追加（専門分野の見直しなど）の検討を継続することとなった。
（4）学会賞・川口賞細則変更について
各賞を選考する評価者については，賞委員会委員の任期が 2 年と定めら
れていることの是非に関する確認や，現時点で 8 名とされている小委員会
の委員数が多いので減らす提案について議論された。学会賞は賞委員会メ
ンバーでしっかりと議論を行い、川口賞は賞委員会以外のメンバーを含む
小委員会を賞委員会内に立ち上げて行うのが良いという意見があった。本
学会のカバーする専門分野の範囲が広いことから，賞委員での固定メンバ
ーでの選考は難しい。賞を選考する際の小委員へのアドホック的な委員の
追加の有無やその任期などについて未整理で混乱しているため，本点を整
理したうえで，細則や 2019 年に庶務幹事(茅根)が作成した賞委員会に関す
る上位規定との整合性を再整理した上で，次理事会で再度審議を実施する
こととした。

（5）保全賞細則変更について（資料 9）
サンゴ礁保全奨励賞について，教育を通じた保全活動に従事した方もカ
バーできるように，資料 10 の①－③に示したような功績も受賞対象として
加えて，賞の名称を「保全・教育普及奨励賞」に変更することが提案され
た。委員はサンゴ礁保全学術委員会と教育・普及啓発委員会から授賞者選
考のたびに選任されること，過去のサンゴ礁保全奨励賞の授賞との連続性
が明確になるように授賞回数をカウントすることが確認された。提案では
第一条で「学会員」を対象とすることを削除するとなっているが，その背
景が明確では無いとの意見があったため提案を持ち帰ることとなった。再
度委員会内でその点を整理した上で，募集要項と上位規則である「賞委員
会規程」も含めて次回の理事会で提案されることとなった。
また別途功労賞については賞委員会規程との整合性を確認する必要があ
る。
（6）その他
名誉会員の推薦および承認について，他学会の規程を参照するなどの方
法で，基準や方法を継続して検討することとなった。
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理事会資料（学会誌編集委員会）
2020 年 6 月 14 日
１. 雑誌編集報告
1-1. 英文誌報告（編集長


波利井）

原稿状況（英文誌）
2019 年 10 月〜2020 年 5 月の原稿投稿数・審査状況は以下の表の通り。

表

原稿状況（2019 年 10 月〜2020 年 5 月）

原稿種別

原稿審査状況（5 月 31 日現在）

継続審査中

新規投稿

(9 月以前)

受理
（うち J-Stage 公開）

審査中

リジェクト

Original

3

1

0

4

0

Note

0

0

0

0

0

Photogallery

9

0

3 (3)

1

6

Review

0

0

0

0

0

Total

14

1

3

6

6



その他
・Galaxea, JCRS 専用 SNS (Twitter) の開設（2020/1/22

理事会 ML にて報告）

・運用方法について検討中
1-2. 和文誌報告（編集長


藤田）

新編集体制
・編集長：藤田（2 期目）
・副編集長：中村

崇（琉球大）

・編集幹事の交代（生態分野）：波利井⇒中村

崇

・編集委員：茅根（退任）、灘岡（退任）、井龍（新任）、中野（新任）
、佐藤（新任）


投稿状況及び編集状況（2019 年 9 月～2020 年 5 月）：4 編
・通常論文：1 編（短報）＞受理
・テーマセッション解説論文：１編＞受理
・学会賞受賞論文：1 編＞審査中
・川口賞受賞論文：1 編＞審査中



出版及び公開
・J-STAGE
・第 21 巻

事例紹介 1 編と特集セクション計 6 編を４月に公開済み

・和文誌第 22 巻

12 月出版予定
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課題
・通常投稿が少ない＞積極的な呼びかけを行う必要あり，川口賞既受賞者へ総説論文の催促
・和文誌の出版時期と発送時期については、事務局と相談し、1 か月ずらす方向で検討中

2. 学会誌著作権規程案等の検討・策定
・学会誌著作権規程，著作権譲渡証書，転載許可申請書を学会 HP 和文誌ページに掲載した。
・NL85 号に「学会誌著作権規程の策定とお願い」の記事を掲載した。
・現在、策定後最初の受理原稿を基に著作権譲渡証書の運用方法を事務局と相談している。
・英文誌の著作権規程策定については、新型コロナウィルスの影響で作業が中断している。
3. 論文賞選考
・今年度の論文賞選考は対象論文（英文誌：vol. 20: 3 報, vol.21: 1 報、和文誌：vol. 20: 3 報,
vol. 21:1 報）が少ないため、論文賞細則第 1 条第 2 項に従い延期する。ただし、あまり間隔を空
けずに審査したい。
（参考）日本サンゴ礁学会論文賞細則
第１条

日本サンゴ礁学会論文賞（以下論文賞という）を本学会に設ける。論文賞は，本学会

英文誌（Galaxea, Journal of Coral Reef Studies）および和文誌（日本サンゴ礁学会誌）に，
原則として選考年度の前の２年の間に発表された総説（Review），原著論文（Original
Paper）及び短報（Note）の中から優秀な論文を研究の独創性・革新性・波及効果の観点から
選び，その著者に授ける。
２

ただし、選考対象論文が 15 編に満たない時は，上記期間を延長することがある。

4. 今後の活動方針
・英文誌、和文誌の編集および印刷体の発行
・両雑誌ともに投稿数を増加させる方法を検討
編集幹事・理事に原稿を依頼（英文誌）
川口奨励賞受賞論文の投稿を催促する（和文誌）
解説論文の寄稿依頼（和文誌）
・編集委員会委員に委嘱状を発行（役割分担を明確にするため）
・編集委員メンバー更新の検討（後任の選定・引き継ぎ）
・電子投稿システム導入や入稿後の外注（英文誌）および論文掲載料の検討（継続）
・論文賞選考プロセスの再検討
プロセス・担当の明確化
・IF（英文誌）を取得のための活動
IF 取得に必要な事項の整理・説明
他学会の事例を情報収集
投稿数・引用数の増加への組織的な協力依頼
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理事会 2020 年 6 月 14 日

広報委員会／教育・普及啓発委員会

業務報告（案）

広報・社会連携担当理事、広報委員長
教育・普及啓発委員長

梅澤有

栗原晴子

【活動報告 2019/2020】
1.

委員会の開催（広報・教育）

・教育普及啓発委員会 2019 年 11 月 8 日午前 北海道大学にて開催（Skype 参加も）
・広報委員会 2019 年 11 月 8 日夜 札幌市内にて開催

2.

ニュースレターの発行と準備（広報）

・NL 84 号 (担当: 梅澤 有)
・NL 85 号 (担当: 梅澤 有)

第 22 回大会報告 ほか
サンゴ礁ウィーク ほか

※ COVID-19 によるイベントの中止によって、記事構成に苦労しています。NL86 は 4 ページの
構成となる予定です。
※ サンゴ礁ウィーク関連記事では、サンゴ礁学会員以外の方にもコンタクトをとって記事を依頼
しましたが、執筆を喜んで行っていただきました。
※ 委員会と事務局等とのファイルの受け渡しを、事務局の Dropbox を利用して行うこととし、
過去の NL のファイルの保管機能も兼ねることとしました。

3.

NL 編集担当者の変更（広報）

・原部真須美さんに替わり、NL84 号から林千緒さんに担当していただいています。NL84（8
ページ）は 35 時間 x 1500 円＝52,500 円、NL85（6 ページ）は 45 時間 x 1500 円＝67,500
円と少し高くなっていますが、事務局発注による印刷代が抑えられているため、トータルで
は例年と同程度の支出です。今後は、作業にも慣れて、作業時間が減っていくことが想定さ
れます。
※ ニュースレターの表紙は、当面は、原部さんが作成した表紙を再利用し（原部さん承諾済）、
季節ごとに毎年同じものを利用する予定です【冬号: 83、春号: 80、夏号: 78、秋号: 75】

4.

ホームページの作成・更新

（広報・教育）

・ニュースレターの発刊や、各賞募集について新着情報の更新を行いました。
※ 全般的なところは、事務局にも行っていただいています。
※ 新会長挨拶（日・英）等、原稿をよろしくお願いします。
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5. 一般からの問い合わせへの対応 （広報）
・サンゴ礁の定義について（死んだサンゴによる地層的な意味のみで、現世の生きたサンゴ
群集を含まないものかという問い合わせ：杉並区立科学館物理室）と、石垣島周辺のサンゴ
映像に協力できる NGO に関する問い合わせ
（Imagemill のインターン外国人学生）
に対し、
回答しました。

6. 第 14 回 ICRS のブース運営に関する議論と実施（広報・教育）
・出展ブース（2800€）および什器類（イス・机等）
（約 200€）の予約を行いましたが（＋19%
の税金）
、COVID-19 による大会開催延期を受けて、一度キャンセルをし、次年度予算にて
検討し、再度申請を行うこととしました（樋口）。次年度は、価格改定の可能性もあるとの
ことです。本件は、国際連携委員会とも連携を行っていきたいと考えています。
・プラスチックを利用しない広報グッズの検討（和紙の栞、鉛筆、メモ帳、風呂敷、タオルな
ど。日本語・漢字を入れることも検討しました。また、LIMEX の名刺を検討したが、表面
がプラスチックコーティングされていて再生が出来ず、紙よりも環境に良くないという批判
が多くでていることで却下しました）
（梅澤・座安・岨・中嶋・藤井・山下・和田ら）
・サンゴすごろくのポスターは、日本語版を改訂すると共に、英語版の作成を行い、A0 版と
A1 版の印刷を行いました（添付資料：梅澤・水山・栗原・Reimer ら）
・外国人留学生募集のためのポスター作成に取り掛かりました（添付資料：梅澤・Agostini・
Reimer・Bernardo・Reimer 研の留学生（予定）
・他に PD1 名、学生 1 名を予定）
。

7. サンゴ礁に関連する普及啓発活動への参加と支援（教育）
・サンゴ礁ウィークへの出展の準備を進めていましたが、COVID-19 のため当日の出展をキ
ャンセルとし、代わりに、サンゴを題材としたコンテンツ作りについてのミーティングと
沖縄本島北部（国頭村宇嘉地先の海岸）で磯の生き物観察会を行いました。
（水山・栗原・
栗原研＆Reimer 研の学生）

8．教育関係コンテンツの作成（教育）
・第 22 回サンゴ礁学会にて、
「サンゴ礁の危機を学び保全を考える「サンゴすごろく」の作
成と検討」のポスター発表を行いました（梅澤・栗原・安田・水山・北野・中村隆志・佐藤・
今宮）。
・お台場テレコムセンタービルにある MONO にて、サンゴ骨格の３D 模型作成用のスキャ
ニングのテストを行いました。温度で色が変わる塗料を用いて、白化現象を示す教育ツール
の開発・検討を行っています（水山・北野・栗原・梅澤ら）
・CT スキャンを用いたサンゴ骨格模型の作成を検討しています（水山・北野・土川・栗原ら）
。

9．小中高校生ポスター発表の実施と、今後の活性化に関する議論（教育）
・第 22 回サンゴ礁学会にて、小中高校生ポスター発表を実施し、喜界島サンゴ礁科学研究所
のイベントに参加した学生を中心として 12 件の発表がありました。
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・学会員の方々に、ポスターの[発表の出来映え]、[発表の技術]、[研究の内容]および[総合]に
関する評価およびコメントをお願いしました。参加いただいた学生達には、集計した評価お
よびコメントをポスター発表会への参加証明書と共に学校を通して送付しました（北野・山
崎・栗原ら）。
10．教育普及奨励賞の制定についての検討（教育）
・教育普及を通してのサンゴ礁保全活動を、保全活動奨励賞の対象活動の１つとして含んで
いくことが出来ないか保全学術委員会と議論を行い、従来の「サンゴ礁保全奨励賞」を、
「保
全・教育普及奨励賞」として、賞の細則改定案等を作成しました（栗原・佐藤・梅澤・中村
隆志・渡邊敦・廣瀬ら）。2021 年度から募集を行うことを、理事会・代議員会にかけて承認
を得る予定です（詳細は、サンゴ礁保全学術委員会報告にて）。
11．その他（教育）
委員会活動ではないですが、山崎が関わる喜界島サンゴ礁科学研究所は、サンゴや、その
他の自然科学一般に関してのオンライン授業コンテンツの提供を積極的に行っていました。
すばらしい試みだと思いますので、次号のニュースレターで報告の執筆をお願いしていま
す。

【今後の活動予定 2019/2020 】
1. ニュースレターの発行（広報）
・NL 86 号(担当: 藤井琢磨)
23 回大会案内ほか
・NL 87 号(担当: 山下洋)
23 回大会プログラムほか
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

和文・英文 Web の随時更新補助（広報）
教育関係コンテンツの作成の継続（教育）
小中高校生ポスター発表の活性化と、表彰についての検討の継続（教育）
新設する保全・教育普及奨励賞についての評価・審査方法に関する議論の継続 （教育）
広報委員会 2020 年 11 月 石垣島大会中に開催予定
教育普及啓発委員会 2020 年 11 月 石垣島大会中に開催予定
自然史連合*のイベント（次年度予算）への出展の検討（教育）
（12 月に、北九州いのちのたび博物館で開催予定。出展等詳細は未定）

【 委員体制 】
広報：梅澤 有（委員長）、Agostini Sylvain、座安佑奈、岨 康輝、中嶋亮太、樋口富彦、藤
井琢磨、本郷宙軌、安田仁奈、山下 洋、湯山 育子、和田直久 (12 名) ＋オブザー
バー：栗原晴子、田中健太郎*、山本将史*（3 名）
（*の委員は新規加入）
教育：栗原晴子（委員長）
、梅澤有、北野裕子、佐藤崇範、土川仁、仲栄真礁、中島祐一、中
村隆志、浪崎直子、廣瀬慎美子*、水山克、安田仁奈、山崎敦子、渡邉敦 (14 名)
＋オブザーバー：東村幸浩（1 名）
（下線の委員は、広報との掛け持ち）
（*の委員は新規加入）
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3. 学会戦略・国際連携
学会戦略
学会戦略委員会を組織した
学会戦略委員会としての活動は行わなかった．

・国際連携担当理事
国際連携委員会を組織した．
第 14 回国際サンゴ礁シンポジウム ISRS への渡航費援助
・2020 年 7 月初旬に開催される予定であった同シンポジウム参加者予定者に対
する渡航費援助を募集（2019 年 12 月）・決定（2020 年）した．
・2020 年 3 月に同シンポジウムの開催が延期となったため，4 月に渡航費援助
予定者に，今回の決定を取り消すことを通知した．
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サンゴ礁保全学術委員会

2019-2020 年度 活動記録（2020 年 6 月 10 日時点）

1. 運営に関すること

＊新委員体制: 新委員として、井口 亮、岡地 賢、藤田喜久（委員長）、深見 裕伸、木村 匡、
長田 智史、中井 達郎、中村 隆志、中村 崇、目崎 拓真、宮本 育昌、安田 仁奈、山崎 敦
子、中野 義勝、山野 博哉が決定した。
＊引き継ぎのためのミィーティング：2020 年 2 月 12 日に那覇空港にて、山野氏（現会長、前
サンゴ礁保全学術委員会委員長）、中野義勝氏（現サンゴ礁保全・調査安全担当理事、前
前サンゴ礁保全学術委員会委員長）、藤田喜久（現委員長）の 3 名にて、サンゴ礁保全学
術委員会の引き継ぎのためのミィーティングを実施した。
＊職務内容の見直し：本委員会委員とのメール会議により、本委員会の職務内容を、「サンゴ
礁生態系の現状と変化および将来予測について、客観的かつ総合的に把握するための様々
な知見・情報を集約し、主に学術的な側面からサンゴ礁生態系の保全（持続的な利用と保
護・修復）のための具体策を検討・提示する。」と定めた。現時点（2020.6.10）では、本
学会の HP に変更が反映されていないようである。
＊委員会の英名表記の変更：本委員会委員とのメール会議により、本委員会のの英名表記を
「Coral Reef Conservation Committee」に変更した。現時点（2020.6.10）では、本学会
の HP に変更が反映されていないようである。

2. 2020 年度サンゴ礁保全活動奨励賞に関すること

＊2020 年度の募集案内を作成し、HP・ニュースレターにて周知した。なお、応募期間は、2020
年 7 月 1 日（水）〜2020 年 8 月 31 日（月）とした。選考（審査）は日本サンゴ礁学会サ
ンゴ礁保全学術委員会が行い、活動の独自性、継続性、波及効果、情報発信力などを基に
評価し、採否の通知は 9 月末日までにメール等にて応募者に通知することにした。受賞者
（団体）があった場合、日本サンゴ礁学会第 23 回大会期間中（11 月 20 日〜23 日）に表
彰を行うこととした。
＊「サンゴ礁保全奨励賞」について、教育普及啓発委員会委員長と協議・見直しを行い、来年
度から「保全・教育普及啓発賞」に変更して実施することになった。

3. その他イベントなどに関すること

＊沖縄県サンゴ礁保全推進協議会設立 10 周年記念シンポジウム「サンゴ礁保全のこれまでと
これから−レスポンシブルツーリズムと自発的・持続的地域発展―」（2020 年 2 月 22 日
10:00～16:30、会場：沖縄県立博物館･美術館 講座室）にて、「日本のサンゴ礁保全の学
術的動向」と題して本委員会委員長の藤田が、委員長名にて講演を行った。
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【報告】
■調査安全委員会の開催
・開催日時：2019 年 11 月 9 日

13 時

・場所：北海道大学
・参加人数：6 名
・概要：
□調査安全に関する事故事例や管理事例の情報を収集整理し、学会員がその情報を共有
することを目的とし公開する。
□OIST フィールド活動の安全性についての「安全委員会申請フォーム」を参考に情報を
収集する体制の構築を検討する。
□フォーマット作成の検討
・事故事例の情報収集を行い、その事例の内容からフォーマットを検討。
・事例を出してもらってその内容を検証するような場を作る
⇒これらの事例の積み重ねが安全指針につながる
□公開の方法について
・今後学会 HP で公開、活用できるよう検討
・ML の作成
・来年の学会で中野氏より OIST の事例紹介。この時にフォーム公開の通知および意見
交換の場を設ける
■情報収集活動
フォームの作成及び会員の安全な調査活動に資することを目的とした、これまでの
事故事例や安全管理に関する以下の情報収集活動を実施した。
・調査活動、大学教育課都度における事故事例
・レジャーにおける事故事例および安全管理に関する情報（Web,書籍等）

調査安全委員長
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⽯垣⼤会の準備状況について
開催時期：2020 年 11 ⽉ 20 ⽇（⾦）〜11 ⽉ 23 ⽇（⽉）
共催：⽯垣市
⼤会会場：⽯垣市⺠会館中ホール（300 名収容）および展⽰ホール（11 ⽉ 21 ⽇〜22 ⽇）
⽯垣市商⼯会ホール（200 名収容）（11 ⽉ 23 ⽇）
→いずれも仮予約済み、利⽤料を払って予約完了
関連会場：⼤濱信泉記念館多⽬的ホール（54 名）および研修室（各種委員会、理事会など）
国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター

会場費：⽯垣市⺠会館中ホールおよび展⽰ホール（⼆⽇間で約 10 万円＋α）
→利⽤⽇の 2 か⽉前頃に⽀払い
（⽯垣市との共催のため減免が受けられるかも）
⽯垣市商⼯会ホール（約 1 万５千円/⽇、ポスター会場として使う場合は×３）
→利⽤前⽇までに⽀払い
⼤濱信泉記念館（多⽬的ホール;1,600 円/h、研修室;600 円/h）
→変更キャンセルは 5 ⽇前までまで
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懇親会会場：琉球創作料理ティダパナ宴会イベントホール（11/22、150 名で予約済み）
⼤会 HP ⽴ち上げ状況：未開設
→といあえず「開催検討中」というページを 6 ⽉中に作る？
⼤会スケジュール（当初予定案）
11 ⽉ 20 ⽇（⾦）午後：各種委員会、代議員会
⼣⽅：⾃由集会
11 ⽉ 21 ⽇（⼟）午前、午後：⼝頭発表
⼣⽅：⾃由集会
（終⽇：ポスター発表）
11 ⽉ 22 ⽇（⽇）午前：⼝頭発表
午後：授賞式、受賞者講演など
⼣⽅：懇親会
（終⽇：ポスター発表）
）
11 ⽉ 23 ⽇（⽉）午前、午後：公開シンポジウム
公開シンポジウム案
「サンゴが減ると⿂も減る？」と題したサンゴ礁の⽔産に関するテーマを予定。
候補者には声をかけて、開催決定時期は夏ごろになると伝えている。

開催可否の条件（参考情報）
・沖縄県および⽯垣市への県外からの渡航⾃粛要請の解除
→これは現状では 6 ⽉中には解除される⾒込みのようです。
・沖縄県および⽯垣市からのイベント⾃粛要請の解除
→ 現 在 、 沖 縄 県 か ら 5/20 付 で イ ベ ン ト の ガ イ ド ラ ン が 出 て い る よ う で す
（https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/koho/documents/gaidorain.pdf）。
これでは屋内イベントは 100 名以下とありますので、学会開催は難しいと思われ、制限が
200 名以上に変更されれば、開催可能になります。
・懇親会の中⽌
→学会時の懇親会は恒例⾏事であって、公式⾏事ではないと思いますので、3 密を避ける意
味でも中⽌にするのが無難かと思います。
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・参加者の体調管理等
→ガイドラインにもありますが、発熱⾵邪症状のある⽅は参加をキャンセルしてもらうこ
とになると思われます。この場合の参加費の扱いなどは協議する必要があります。
・会場の対策
→これも換気とか席の配置とか⾊々対策をとらないといけません。メイン会場である⽯垣
市 ⺠ 会 館 で は 当 ⾯ の ガ イ ド ラ イ ン と し て 70 名 ま で の 利 ⽤ と な っ て い ま す
（ https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/material/files/group/11/kaikan-guideline.pdf ）。 ま
た

、

ポ

ス

タ

ー

発

表

は

⼤

幅

に

ス

タ

イ

ル

を

https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/material/files/group/11/kaikan-guideline.pdf 変 え る
必要があるかもしれません。となっています
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日本サンゴ礁学会の新型コロナウィルス対応について

山野博哉

日本サンゴ礁学会で最も影響が大きいと考えられるのは、2020 年 11 月の石垣大会及び代議
員総会である。現在のところ、石垣大会は開催予定で準備を進めていただいているが、他学
会の例を参考にオンサイトで開催できない場合のプランを検討したい。
表に他学会の対処例を示す。上段がサンゴ礁学会と同じ規模の学会、下段が大規模学会。
•

9 月までに開催の大会はすべて中止あるいはオンライン開催

•

11 月開催は写真測量学会とリモートセンシング学会で、前者は今のところ開催予定、
後者は未定。今後の動向としてリモートセンシング学会＠沖縄が最も参考になる

•

2021 年 3 月開催の日本生態学会＠岡山はオンライン開催が決定

１．大会の開催について
オンライン開催か中止かを検討
オンライン開催の場合の方法（JpGU は iPoster、他は開催方法不明）
zoom の場合は 100 名を超えるため、大学等にお願いするか、別途契約する必要あり。
意志決定の〆切

２．代議員総会及び会員総会（に相当するもの）の開催
学会の意志決定のために代議員総会の開催は必須
オンライン開催を検討
オンライン開催の場合の方法（リモートセンシング学会は zoom）→規程の改正は必要か？
理事会・代議員総会は国環研契約の zoom で開催可能（100 名まで）。会員総会は 100 名を超
える可能性があるので、大学等にお願いするか、別途契約する必要あり。あるいは中止。
意志決定の〆切

３．その他
今後の理事会（zoom 開催を基本とする）→規程の改正は必要か？
会員に対しての働きかけは必要か？
会費の返還等は必要か？
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表：各学会の対応
サンゴ礁学会と同程度の規模の学会
写真測量学会

写真測量学会

⽇本リモートセンシング学会 ⽇本リモートセンシング学会

⽇本古⽣物学会

⽇本環境教育学会 ベントス・プランクトン学会

⼤会⽇程

2020/05/20東京

2020/11/05-06郡⼭ 2020/5/13-14東京

⼤会

中⽌

開催予定

中⽌

2020/11沖縄？

2020/06岡⼭

2020/08/21-23?

2020/09/18-21⿅児島

未定

中⽌

オンライン

オンライン

評議員会

オンライン

不明

総会

オンライン

不明

オンライン（6/30）

未定

オンライン（6⽉下旬） 不明

オンライン

オンライン（6/30）

未定

オンライン（6⽉下旬） 不明

オンライン

懇親会

中⽌

開催予定

中⽌

未定

中⽌

中⽌

中⽌

その他措置

ニーズ調査を実施中

⼤規模学会
JpGU

⽇本海洋学会

⽇本海洋学会

⽇本地理学会

⽇本地質学会

動物学会

⽇本⽣態学会

⼤会⽇程

2020/05幕張

2020/05幕張

2020/09函館

2020/09福岡

2020/09名古屋

2020/09⼤阪

2021/03岡⼭

⼤会

オンライン（7⽉） オンライン（7⽉）

中⽌

中⽌

中⽌（受賞講演のみオンライン）
オンライン

オンライン

評議員会

オンライン（7⽉） オンライン（7⽉）

不明

不明

オンライン

オンライン

不明

総会

オンライン（7⽉） オンライン（7⽉）

不明

不明

オンライン

オンライン

不明

懇親会

中⽌

中⽌

中⽌

中⽌

中⽌

不明

中⽌

その他措置
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石垣市民会館施設利用ガイドライン
（緊急事態宣言後の措置として）
石垣市の新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言解除後の石垣市民会館の施設
利用については、下記事項に基づいて実施することとします。
１ 催事については、３つの密（密閉、密集、密接）を避けるため参加人数を制限します。
人数を上回る規模の利用申請は受け付けません。
①中ホール

７０人程度

②展示ホール ４０人程度
③会議室

２０人程度

２ 催事開催に際しては、主催者による徹底した感染予防措置を行ってください。
①運営スタッフのマスク着用。
②会場入口及び運営スタッフが出入りする通用口への消毒液の設置。
③入口のドア及び窓を開放し常時換気を行う。
④参加者へのマスク着用の周知。
⑤３つの密が発生しない状況を作ること。
⑥参加者の中に発熱のある方や具合の悪い方がいるかどうかを可能な限り把握し、
そのような場合、施設内への来場を控えてもらう。
⑦参加者に感染者が出た場合の対応に備え、申込時及び来場時に氏名、連絡先（電話
番号、メールアドレス）を把握できるような体制をとること。
３ 催事開催期間中は、主催者は開催前に運営スタッフの検温を必ず行い、市民会館職員に
必ず報告して下さい。万一 37 度 5 分以上の発熱や咳や喉の痛み、息苦しさなどの症状
のある運営スタッフがいる場合は、催事に参加させず、速やかに施設内から退去させる
とともに自己隔離や医療機関に連絡をして指示を受けるなど適切な対策を講じてくだ
さい。
４ 新型コロナウイルス感染症に関し、今後、石垣市内で再度陽性者が確認され、施設閉館
措置が執られた場合は、一度許可した催事も中止となりますので、その旨をご了解下さ
い。（納付済みの使用料は返還します。）
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新型コロナウイルス感染症に係る沖縄県主催イベント等実施ガイドライン
１ 目的
このガイドラインは、新型コロナウイルス感染症を踏まえたイベント等の実
施に関して、イベント主催者等において、参加者に対して感染症予防を持続的
に行うための「新しい生活様式」の 徹底により一人一人が対策を行うことを
促し、人の集まる空間に病原体が持ち込まれることを最小限にするとともに、
もし持ち込まれたとしても集団内で二次感染が起きるリスクを最小限とするこ
とを目的とする。
２ 適用期間
令和２年５月２１日から当面の間とする。
※県内での新型コロナウイルス感染の広がりや、新型コロナウイルスに関する
国の指針等を踏まえ、段階的に、本ガイドラインの見直しを行うものとする。
３ 用語の定義
イベント主催者

イベントを企画し、開催する者。本ガイドライン上では
県を示す。

運営者

実際に会場でイベントの進行、管理等を行う者。本ガイ
ドライン上では県、受託者又は施設管理者を示す。

４ 対象
県主催（共催も含む）の会議、セミナー、講演会、等
５ 当面の開催可否判断の目安
当面の間は、「緊急事態措置を実施すべき区域の変更等に伴う都道府県の対
応について（令和２年５月１４日事務連絡：内閣官房新型コロナウイルス感染
症対策室長）」に準拠し、以下の基準を開催可否判断の目安とする。
屋内イベント

100人以下、かつ収容定員の半分以下の参加人数にする
こと

屋外イベント

200人以下、かつ人と人との距離を十分に確保できるこ
と（できるだけ２ｍ）

※全国的かつ大規模なイベント等(一定規模以上のもの)の開催については、
リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期するよう、慎重に対応する。

1
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６ イベント参加者にお願いすること
１）自宅での健康チェック
＊次の項目に該当する方に対して、イベントへの参加自粛を要請する。
＊特に、非接触式の体温計が入手困難であることを踏まえ、イベント参加者
には、自宅で必ず検温を行うことについて、開催通知、チラシ、ＨＰ等の
あらゆる手段を通じて徹底し、検温をしてない方の参加は認めない。
① 発熱の症状がある方（体温３７．５度以上）
② 風邪の症状のある方
③ 過去１４日間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方
④ 感染拡大している地域や国への訪問歴が１４日以内にある方
２）高齢者や基礎疾患をお持ちの方へのお願い
＊これまでの新型コロナウイルスの感染症の傾向から高齢者や基礎疾患を
お持ちの方が感染した場合に症状の重篤化が見られることから、イベント
通知やチラシ等を活用し、こうした方が体調に不調がある場合は、積極的
にかかりつけ医や保健所に相談するよう呼びかけるものとする。
３）当該イベントでの感染者発生時に備えた協力要請
＊イベントの参加にあたり、氏名、連絡先等の記入、提出依頼に対する協
力
＊参加者で感染者が出た場合における保健所の聞き取り調査への協力
＊濃厚接触者となった場合、接触してから１４日間を目安に自宅待機する
ことを協力
７ イベント主催者が実施すること
１）事前実施事項
＊イベント開催を企画する場合には、主催者は以下の６つの項目につい
て、感染リスクの評価を行い、必要な措置を講ずることとする。
＊開催場所は、沖縄県が事業者に対して普及推進している『新型コロナウ
イルス感染症拡大予防ガイドライン』を作成・遵守している施設等を選
定し、三密の解消が難しい施設等は利用を避ける。
① 開催規模（参加人数、参集範囲）
② 開催場所（換気の状態）
③ 開催期間・時間（同一空間での滞在時間）
④ 参加者同士の距離（近距離又は対面）
⑤ 参加者の特性（高齢者や基礎疾患を有する者）
2
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⑥ 不特定多数か否か
２）開催時実施事項
＊イベント参加者募集にあたっては、参加者で感染者が出た場合の対応に
備え、事前申込時及び来場時に氏名、連絡先（電話番号、メールアドレ
ス）を把握する。また申し込み不要のイベントについては、開催当日に
氏名、連絡先（電話番号、メールアドレス）を把握できるような体制を
とる。
＊参加者に対しては、マスクを着用して来場するよう事前に周知するとと
もに、体調不良の場合には参加を控えるよう促す。
＊発熱等の体調不良者の入場を制限するための体制を整える。
＊入場時に手指消毒を徹底する。また、イベントの途中においても適宜手
指消毒ができるような場を確保する。
＊換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施
する。定期的に外気を取り入れる換気を行う。
＊人を密集させない環境（１ｍ、できれば２ｍ）の間隔を確保するよう、
会場のレイアウト、定員数の設定などを行うほか、入退場に時間差を設
けるなど人が密集しないよう工夫する。
＊大きな声を発声させない環境づくり（声援などは控える）を行う。
＊共有物の管理又は消毒の徹底と参加者の手が触れる場所をアルコールや
次亜塩素酸ナトリウムを含有したもので拭き取りを定期的（１～２時間
に１度程度）に行う。
３）感染防止環境の徹底
＊参加者のアルコール手指消毒が可能な環境を整備する。
＊アルコール手指消毒液が入手困難な場合には、液体石けんによる手洗い
を行える環境を確保することとし、こうした環境を整備できない場合に
は、イベント等を実施しない。
４）スタッフの衛生知識の向上
＊イベント主催者は、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議から示さ
れた「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言案」（2020年
５月４日）の中の「業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関する留意
点」（Ｐ１０～Ｐ１２）等を参考とし、運営者のスタッフに対する新型
コロナウイルスの感染対策の知識の向上に努める。

3
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５） その他
＊実施や開催にあたっては、８頁以降の「マニュアル素案」を参考に、イ
ベントの性質や施設の状況等を踏まえ、個別に十分な検討を行う。

4
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８ 運営者として行う感染症の対策の類型
① リスクアセスメントとリスクマネジメント
感染源

自宅で体温を測定し発熱していたら自宅待機
入場者の登録、人数制限
入場時の手指消毒（持ち込み対策）

感染経路対策

接触感染対策

入場時の手指消毒（持ち込み対策）
定期的な手指衛生
環境の清掃（手が触れる場所）

飛沫感染対策

距離（１ｍ、できれば２ｍ）を離す工夫
発声の機会を減らす（マスクの着用）
咳エチケット
参加者が接近しづらい動線の設定
集まる場所（昼食場所）の時差利用
同一スペースにいるスタッフ・参加者の制限
小まめな手指消毒の実施

エアロゾル・空気

定期的な換気

感染

頻繁に換気

② 特徴的なクラスターに対するリスクマネジメント
感受性と感染源

密閉空間なら換気を良く

換気設備の点検
※ 可能な限り２カ所以上の開口部
を使用することで効率よい換気が実
現

多数が手の届く距離に集

入館する人員の管理、制限

まらない

入退場に時間差を設ける
動線の工夫

近距離の会話・発声なし

大きな発声をさせない環境→無観客
参加者同士の一定距離の確保

その他

食事及び軽食の個包装化（トングなどを使わない）
手指消毒等の手指衛生をするための資機材を身近に配備
飲食エリアに入る前の手指消毒確認又は手指消毒の徹底

③ クライシスマネジメント
積極的疫学調査の備え（連絡先が確実な参加者名簿の作成）
濃厚接触者となり自宅待機要請がなされた場合への備え（事前説明、調整）
参加者の移動の記録化（例：航空機の座席番号等）

5
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９ 多くの人が参加する場での感染対策のあり方例
１）人が集まる場の前後も含めた適切な感染予防対策の実施
＊参加時に体温の測定ならびに症状の有無を確認し、具合の悪い方は参加
を認めない。
＊過去１４日間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方は参加しな
い。
＊感染拡大している地域や国への訪問歴が１４日以内にある方は参加しな
い。
＊体調不良の方が参加しないように、キャンセル代などについて配慮をす
る。
＊発熱者や具合の悪い方が特定された場合には、接触感染のおそれのある
場所や接触した可能性のある者等に対して、適切な感染予防対策を行
う。
＊会場に入る際の手洗いの実施ならびに、イベントの途中においても適宜
手洗いができるような場の確保。
＊主に参加者の手が触れる場所をアルコールや次亜塩素酸ナトリウムを含
有したもので拭き取りを定期的に行う。
＊飛沫感染等を防ぐための徹底した対策を行う（例えば、「手が届く範囲
以上の距離を保つ」、「声を出す機会を最小限にする」、「咳エチケッ
トに準じて声を出す機会が多い場面はマスクを着用させる」など）
２）クラスター（集団）感染発生リスクの高い状況の回避
＊換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施
する。
＊定期的に外気を取り入れる換気を実施する。
＊人を密集させない環境を整備。会場に入る定員をいつもより少なく定
め、入退場に時間差を設けるなど動線を工夫する。
＊大きな発声をさせない環境づくり（声援などは控える）
＊共有物の適正な管理又は消毒の徹底等
（参考）
下記施設は全国的にクラスターが多く発生しているといわれており、会
場として使用する場合は特に慎重に検討する。
スポーツジム、スポーツ教室等の屋内運動施設、バー、カラオケ、ライブ
ハウス、キャバレー・ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店

6
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３）感染が発生した場合の参加者への確実な連絡と行政機関による調査への
協力
＊人が集まる場に参加した者の中に感染者がでた場合には、その他の参加
者に対して連絡をとり、症状の確認、場合によっては保健所などの公的
機関に連絡がとれる体制を確保する。
＊参加した個人は、保健所などの聞き取りに協力する、また濃厚接触者と
なった場合には、接触してから１４日間を目安に自宅待機の要請が行わ
れる可能性がある。
４）その他
＊食事の提供は、大皿などでの取り分けは避け、パッケージされた軽食を
個別に提供する等の工夫をする。
＊終了後の懇親会は、開催しない・させないようにする。
※ 上記は例であり、様々な工夫が考えられる。
10 イベント等の開催の中止等の検討
本ガイドライン等に基づく感染症対策を十分に講じることができない場合
は、イベント等の緊急性、必要性等を踏まえ、中止、延期、規模縮小等につい
ても検討する。

7
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マニュアル素案
【会議編】
参加者には、会議の開催通知等にマスク着用による来場を周知するととも
に、自宅や職場で、健康状態申告書に記載されている事項について、確認した
上で参加するよう徹底し、検温をされてない方については、参加をお断りする
ことを徹底する。
１）入場時の体調チェック及び登録・ポリシー周知・手洗い
①体調チェック→②登録→③ポリシー周知→④手洗い→⑤入場
①体調チェック
・健康状態申告書（様式１参照）の提出
※１既往症（例：咳やくしゃみを伴う喘息、花粉症等）の場合は入場を
認める。
※２仮に検温をしないで参加を希望する方がいた場合には、可能な限り
非接触式体温計を使用し、どうしても接触式体温計を使用しなけれ
ばならない場合には、密集とならないよう別室で検温を行うなど十
分な対策を行い、使用後は、アルコール消毒を行う。
②入場登録
・接触を防ぐため徹底した入場管理を行う。
③行動ポリシー周知
・施設利用上の留意事項を作成し、参加者に配布し徹底する。
④手洗い
・受付に設置したアルコール手指消毒液や液体石けんによる手洗いを徹底
する。
⑤入場
・以上④までを行った方は、入場を許可する。
⑥入場時の留意事項
・受付では、参加者の間隔（１ｍ、できれば２ｍ）に留意する。
２）会議主催者による適切な環境管理
・入場時に手指消毒を徹底する。
・換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施
する。定期的に外気を取り入れる換気を行う。
8
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・人を密集させない環境（１ｍ、できれば２ｍ）を確保するため、会場に
入る人数を会議室の定員の半数程度（１００人が定員の会議室では、５
０名程度）とするなど少なく定め、入退場に時間差を設けるなど人が密
集しないよう工夫する。
・大きな声を発声させない環境づくり（声援などは控える）を行う。
・共有物の管理又は消毒の徹底と参加者の手が触れる場所をアルコールや
次亜塩素酸ナトリウムを含有したもので拭き取りを定期的（１～２時間
に１度程度）に行う。
・入場時、退場時の入場口を分けるなど、人と人が交錯する機会を極力減
らすよう配慮する。
３）飲食関連
・食事の提供を行う場合には、パッケージされた食事を個別提供する等の
工夫を行う。
・また、参加者の間隔（１ｍ、できれば２ｍ）を空け、向かい合わせにな
らない、極力会話をしないなど十分な対策を行う。
４）喫煙
・感染防止の観点から会場及びその周辺は禁煙とする。
５）会場管理
・席を一席空けるなど、参加者の距離（１ｍ、できれば２ｍ）を確保す
る。
６）ゴミ箱
・ゴミ箱は原則、ふたがついていて密閉できるものを用いる。
７）換気
・一定時間（概ね１時間程度）が経過したら休憩を入れ、会場内の換気を
行うように努める。
８）事後フォロー
・収集した個人情報は、目的達成のために利用し、法令に基づく場合また
は本人の同意がある場合を除き、他に利用及び提供することがない旨を
明記する。
・参加者のリストは、県の関係条例等に準じて管理するものとする。

9
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【講演会、セミナー等編】
参加者には、講演会の開催通知、チラシ、ＨＰ等で、マスク着用による来場
を周知するとともに、健康状態申告書に記載されている事項について、確認し
た上で参加するよう徹底し、検温をされてない方については、参加をお断りす
ることを徹底する。
１）入場時の体調チェック及び登録・ポリシー周知・手洗い
①体調チェック→②登録→③ポリシー周知→④手洗い→⑤入場
①体調チェック
・健康状態申告書（様式１参照）の提出
※１既往症（例：咳やくしゃみを伴う喘息、花粉症等）の場合は入場を
認める。
※２仮に検温をしないで参加を希望する方がいた場合には、可能な限り
非接触式体温計を使用し、どうしても接触式体温計を使用しなけれ
ばならない場合には、密集とならないよう別室で検温を行うなど十
分な対策を行い、使用後は、アルコール消毒を行う。
②入場登録
・接触を防ぐため徹底した入場管理を行う。
③入場時の施設内行動ポリシー周知
・施設利用上の留意事項を作成し、参加者に配布し徹底する。
④手洗い
・受付に設置したアルコール手指消毒液や液体石けんによる手洗いを徹底
する。
⑤入場
・以上④までを行った方は、入館を許可する。
⑥入場時の留意事項
・受付では、参加者の間隔（１ｍ、できれば２ｍ）に留意する。
２）講演会等の主催者による適切な環境管理
・入場時に手指消毒を徹底する。
・換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施
する。定期的に外気を取り入れる換気を行う。
・人を密集させない環境（１ｍ、できれば２ｍ）を確保するため、会場に
10
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入る人数を会議室の定員の半数程度（１００人が定員の会議室では、
５０名程度）とするなど少なく定め、入退場に時間差を設けるなど人が
密集しないよう工夫する。
・大きな声を発声させない環境づくり（声援などは控える）を行う。
・共有物の管理又は消毒の徹底と参加者の手が触れる場所をアルコールや
次亜塩素酸ナトリウムを含有したもので拭き取りを定期的（１～２時間
に１度程度）に行う。
・入場時、退場時の入場口を分けるなど、人と人が交錯する機会を極力減
らすよう配慮する。
・講演会等のスタッフの氏名、連絡先（電話番号、メールアドレス）を把
握し、名簿を作成する。
３）飲食関連
・食事の提供を行う場合には、パッケージされた食事を個別提供する等の
工夫を行う。
・また、参加者の間隔（１ｍ、できれば２ｍ）を空け、向かい合わせにな
らない、極力会話をしないなど十分な対策を行う。
４）喫煙
・感染防止の観点から会場及びその周辺は禁煙とする。
５）会場管理
・席を一席空けるなど、参加者の距離（１ｍ、できれば２ｍ）を確保す
る。
６）ゴミ箱
・ゴミ箱は原則、ふたがついていて密閉できるものを用いる。
７）換気
・一定時間（概ね１時間程度）が経過したら休憩を入れ、会場内の換気を
行うように努める。
８）事後フォロー
・収集した個人情報は、目的達成のために利用し、法令に基づく場合また
は本人の同意がある場合を除き、他に利用及び提供することがない旨を
明記する。
・参加者のリストは、県の関係条例等に準じて管理するものとする。

11
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様式１

健康状態申告書（例）
①氏名
②お住まいの
市町村
③緊急連絡先
④メールアド
レス
⑥ 風 邪
症状

⑤体温

あり・なし

⑦14日以内の発熱・感冒症状での受診や服薬

あり・なし

⑧感染が拡大している地域や国への14日以内の訪問歴

あり・なし

※１

収集した個人情報は、目的達成のために利用し、法令に基づく場合また
は本人の同意がある場合を除き、他に利用及び提供することはしません。
２ 参加者に感染者が出た場合における保健所の聞き取り調査への協力を
お願いいたします。
３ 濃厚接触者となった場合は、14日間を目安に自宅待機をお願いすること
があります。

12
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会員管理，会費収納システム「会費ペイ」の導入について
〇主な機能
・会員管理：氏名，住所，所属，連絡先，資料発送先等の様々な情報を格納
・メール配信機能：登録しておいたメールに一斉配信可能（単発の通知だけではなく，年
会費事前請求等の定期的なものも可）
・入金管理機能：1 回/年（または 1 回/月）の会費収納機能に加え，大会参加費等の単発
の請求可
・クレジットカード等決済機能：クレジットカードまたは銀行口座振替可
・会計システムとの連携：現在使用中の"freee"との連携可（のはず：※ここについて現在
問合せ中）
〇利用料
・年間（月間）システム利用料：0 円
・決済時利用料：決済費用の 3.5%＋100 円（例：400 名の一般会員（7,000 円）の納入 280
万円に係る費用：98,000＋40,000 円＝138,000 円）
※提案：手数料は学会負担
〇デメリット
・外国人対応がなされていない：入力必須項目の一つに「名前（全角カナ）」があるので，
説明書を作ったとしても新規入会時や情報更新は事務局業務になる
・お仕着せの入力項目が多く，サービス側での想定と一部違う使い方をする必要があるの
で，見栄えや操作性が悪い部分が一部生じる
・現在の管理データと合致しない入力仕様（「半角数字のみ入力可」など）があるため，
導入までにかなりの手作業が発生する
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「学会賞細則」 変更案現在
新案
第２条 学会賞受賞候補者は賞委員会が選考を実施する。
第３条 賞委員会の委員は４名程度とする。委員長は理事会において選任し，委員
長は３名程度の委員を指名する。委員が利益相反となった場合，委員長は代理委員
を指名する。
第４条 賞委員会は受賞候補１名を選び，選定理由をつけて会長に報告する。
第５条 会長は賞委員会が推薦した候補者への授賞の妥当性を理事会に諮る。理事
総数の３分の２以上の賛成がある場合，これを受賞者として決定する。
第８条 この細則は 2020 年 00 月 00 日から実施する。
原案
第１条 日本サンゴ礁学会賞（以下学会賞という）を本学会に設ける。学会賞は本学
会会員の中でサンゴ礁研究において顕著な業績を挙げた者の中から，以下に述べる
選考を経て選ばれた者に授ける。なお，選考においては，主に，(1) 学問的業績，(2)
日本のサンゴ礁学の発展に対する貢献や社会貢献（保全活動や教育，人材育成を
含む），(3) 日本サンゴ礁学会の活動に対する貢献，(4) 国際性・国際的なサンゴ礁
学の発展への貢献，(5) 他分野に対する波及効果，を評価する。
第２条 学会賞受賞候補者を選考するため，学会賞受賞候補者選考小委員会（以下
小委員会という）を設ける。
第３条 小委員会の委員は８名とする。委員長は理事会において選任し，委員長は７
名の委員を指名する。委員の任期は２年とする。委員が利益相反となった場合，委員
長は代理委員を指名する。
第４条 小委員会は受賞候補１名を選び，選定理由をつけて会長に報告する。
第５条 会長は小委員会が推薦した候補者への授賞の妥当性を理事会に諮る。理事
総数の３分の２以上の賛成がある場合，これを受賞者として決定する。
第６条 授賞式は大会において行い，賞状を贈呈する。
第７条 この細則の変更には，代議員総会の同意を要する。
第８条 この細則は 2018 年 7 月 25 日から実施する。
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川口賞
第２条 川口賞受賞候補者は賞委員会が選考を実施する。
第３条 賞委員会の委員は４名程度とする。委員長は理事会において選任し，委員
長は３名程度の委員を指名する。
第４条 賞委員会は毎年受賞候補者を最大２名選び，選定理由をつけて会長に報告
する。
第５条 会長は賞委員会が推薦した候補者への授賞の妥当性を理事会に諮る。理事
総数の３分の２以上の賛成がある場合，これを受賞者として決定する。
第８条 この細則は 2020 年 0 月 00 日から実施する。

以下現在の委員会細則です：
第１条 日本サンゴ礁学会川口奨励賞（以下川口賞という）を本学会に設ける。川口
賞は本学会の若手会員（受賞年の 11 月末日に 38 歳以下）の中でサンゴ礁研究に
おいて顕著な学術業績を挙げた者の中から，以下に述べる選考を経て選ばれた者に
授ける。なお，選考においては，主に，研究の独創性・革新性・波及効果の観点から
研究業績を評価し，日本サンゴ礁学会の活動への貢献も加味するものとする。
第２条 川口賞受賞候補者を選考するため，川口賞受賞候補者選考小委員会（以下
小委員会という）を設ける。
第３条 小委員会の委員は４名程度とする。委員長は理事会において選任し，委員
長は３名程度の委員を指名する。
第４条 小委員会は毎年受賞候補者を最大２名選び，選定理由をつけて会長に報告
する。
第５条 会長は小委員会が推薦した候補者への授賞の妥当性を理事会に諮る。理事
総数の３分の２以上の賛成がある場合，これを受賞者として決定する。
第６条 授賞式は大会において行い，賞状，賞金，記念品を贈呈する。
第７条 この細則の変更には，代議員総会の同意を要する。
第８条 この細則は 2018 年 7 月 25 日から実施する。
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参考資料：
第２章 委員会
（委員会の設置及び委員の委嘱）
第５条 この法人は、その運営を円滑に行うため、必要な事項ごとに委員会をおくこと
ができる。
2 委員長は、理事会の議決を経て会長が正会員より委嘱する。
3 委員は、理事会の議決を経て会長が会員及び有識者より委嘱する。委嘱にあたっ
て委員長の推薦を参考にすることができる。
4 委員会は、必要に応じて副委員長を置くことができる。副委員長は、委員長の推
薦に基づき、委員の中から会長が委嘱する。
5 委員長、副委員長及び委員の任期は２年とし、再任は妨げない。
（理事及び委員会の業務）
第６条 理事は、学会誌、広報・社会連携、学会戦略・国際連携、サンゴ礁保全・調査
安全、庶務・会計等を担当する。
2 委員会は、問題の調査検討、事業計画案及び必要な予算案の作成、及び必要な
業務を行う。
3 当該分野を担当する理事は、委員長と連携し、委員会の活動が円滑に行われる
よう配慮する。必要な場合は理事が委員長を兼務する。
4 委員長は、当該分野を担当する理事に、委員会の活動状況を報告する。
5 当該分野を担当する理事は、理事会及び代議員総会に対し委員会の活動状況を
報告する。
6 業務執行理事は下記の委員会を担当する。
（１） 学会誌担当理事：学会誌編集委員会
（２） 広報・社会連携担当理事：広報委員会、教育・普及啓発委員会
（３） 学会戦略・国際連携担当理事：学会戦略委員会、国際連携委員会
（４） サンゴ礁保全・調査安全担当理事：サンゴ礁保全学術委員会、調査安全委員会
（５） 庶務・会計担当理事：事務局、選挙管理委員会、賞委員会、大会実行委員会
（委員会規定について）
第７条 委員会の規定は、各委員会が必要に応じて別に定め、理事会の承認を得る
ものとする。
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提案：現存の「サンゴ礁保全奨励賞」から、新たに「保全・教育普及奨励賞」に変更
現在既存しているサンゴ礁保全奨励賞はサンゴ礁保全に係わる様々な活動を行って
いる個人や団体に送られる賞となっている。いっぽう、サンゴ礁への理解と関心が広
まることが、サンゴ礁研究のさらなる発展やサンゴ礁が直面する様々な環境問題の
解決への第一歩となるといえる。
以上のことを鑑みて保全活動に加えて、以下のような活動に大きな功績をあげたと認
められる活動についても受賞の対象とするように、現存するサンゴ礁保全奨励賞の
細則を変更して、新たに日本サンゴ礁学会「保全・教育普及奨励賞」の設立を提案し
たい。
①継続的に、小･中・高校生や社会人を対象として、サンゴやサンゴ礁に着目した教
育活動（環境教育等を含む）や自然観察、展示会，講演会などを主催または実践し、
その努力と功績が高く評価される者
② 教育・出版、メディアなどの活動を通して、サンゴ礁の魅力や新たに解明された知
見を広く社会に発信し、その普及に努め、その功績が高く評価される者
③ 大学での教育活動の他に、サンゴ礁学の普及･啓発活動に尽力し、サンゴ礁への
理解を広める活動を行い、その努力と功績が高く評価される者
細則の変更に関してはエクセルファイルにそのよう変更内容について記載されている
とおりであり、理事会での審議をお願い申し上げます。
賞の選考等はサンゴ礁保全学術委員会と教育・普及啓発委員会の合同で実施する。
また本賞は今年度より運用の開始を目指したい。
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（サンゴ礁保全奨励賞）の細則新案と現⾏の細則の対照表
細則新案

現⾏のサンゴ礁保全奨励賞細則

保全・教育普及奨励賞細則

サンゴ礁保全奨励賞細則

第１条

第１条

⽇本サンゴ礁学会保全・教育普及奨励賞を本学会に設ける。

⽇本サンゴ礁学会サンゴ礁保全奨励賞（以下保全奨励賞とい

保全・教育普及奨励賞は，サンゴ礁の保全またはサンゴ礁に関わる普

う）を本学会に設ける。保全奨励賞は，環境教育・普及啓発等も含め

及啓発や環境教育などを通して広く社会に貢献した具体的な活動に対

た何らかの具体的な活動を通じて，サンゴ礁保全に著しく貢献した学

し，表彰することを⽬的とする。

会員に贈り，その功績を表彰することを⽬的とする。

第２条

第２条

保全・教育普及奨励賞候補者（もしくは団体）を選考するた

め，保全・教育普及奨励賞候補者選考⼩委員会（以下⼩委員会とい

保全奨励賞受賞候補者（もしくは団体）を選考するため，保

全奨励賞受賞候補者選考⼩委員会（以下⼩委員会という）を設ける。

う）を設ける。
第３条

⼩委員会は保全学術委員及び教育普及啓発委員により構成さ

れる。小委員会の委員⻑は保全学術委員⻑及び教育普及啓発委⻑によ

第３条

⼩委員会は保全学術委員により構成される。委員⻑は保全学

術委員⻑により指名される。

る協議により指名される。
第4条 本賞の候補者は、本学会会員による推薦を受けた者、および本 （新規）
学会会員の⾃薦とする。

第5条

（略）

第４条

⼩委員会は受賞候補者（もしくは団体）を最⼤２名（団体）

選び，選定理由をつけて会⻑に報告する。
第6条

（略）

第５条

会⻑は⼩委員会が推薦した候補者（もしくは団体）への授賞

の妥当性を理事会に諮る。理事総数の３分の２以上の賛成がある場
合，これを受賞者として決定する。
第7条

授賞式は原則として(年次）⼤会期間中に⾏い，賞状と副賞を贈 第６条

授賞式は原則として⼤会において⾏い，賞状を贈呈する。

呈する。
第8条

（略）

第9条 （略）

第７条

この細則の変更には，代議員総会の同意を要する。

第８条 この細則は2018年7⽉25⽇から実施する。

附則（2020年XX⽉YY⽇）
この細則は2020年TT⽉UU⽇から施⾏する。
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