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学協会運営支援委員会の設置について 

弊財団においては、特に、日本学術会議第 24 期発足以降、同会議と連携し

て、学協会の運営支援に関する検討を進めておりますが、この度、6 月 25 日

に学協会運営支援委員会を設置いたしました。 

同委員会としては、当面、日本学術会議との連携をさらに深めて、学協会

を規制する現在の法制（公益法人認定法、一般法人法等）の下で学協会が直

面している問題点を抽出し、関係する法令とその運用の見直し、改善に向け

た検討を進めてまいります。 

このため、同委員会委員として、従来からこれらの問題に深く関わってき

た日本学術会議会員及び連携会員、学協会の実情を知悉する学協会役員、学

協会事務局長等実務家の皆様に委嘱し、今後、集中的に具体的な検討を進め

ます。 

同委員会委員構成については、下記、委員名簿を御覧ください。 

弊財団としては、上記の検討結果をふまえて、以降の学協会運営支援事業

の抜本的な充実を図ってまいります。 

学協会関係者をはじめ、皆様の御意見、御要望を弊財団にお寄せいただけ

れば、幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
（氏 名） （現 職） 

池田駿介 株式会社建設技術研究所研究顧問、日本学術会議連携会員 

大桃敏行 学習院女子大学国際文化交流学部教授、日本学術会議連携会員 

 （一社）日本教育学会事務局長 

小泉 健 （公社）農業農村工学会専務理事 

杉山 敦 （公社）空気調和・衛生工学会事務局長 

瀬戸泰之 東京大学大学院医学系研究科教授 

 （一社）日本医学会連合理事 

高橋正彦 （一社）日本機械学会事務局長 

長井 寿 物質材料研究機構名誉研究員、日本学術会議連携会員 

 （公社）日本工学アカデミー常務理事 

中野明彦 理化学研究所光量子工学センター副センター長、 

 生物科学学会連合会長、日本学術会議連携会員 

菱田公一 慶應義塾大学理工学部教授、日本学術会議第三部会員 

吉田 充 （公社）都市計画学会事務局長 

米田雅子 慶應義塾大学先導研究センター特任教授、 

 日本学術会議第三部会員・幹事 

谷口隆司 （公財）日本学術協力財団常務理事       （敬称略） 



  

賛助会員の状況 

財団の平成 30 年 3 月 31 日現在の賛助会員

数は、次のとおりです。          （単位：人・法人） 

 区分 個人 学術団体 企業等 合計 

28

年

度 

入会 116   0   0   116   

退会（逝去含） 50   1   0   51   

年度末現在 971  90   1   1,062   

29

年

度 

入会 195   38   0   233   

退会（逝去含） 72   0   0   72   

年度末現在 1,094   128   1   1,223   

賛助会員の皆様方にはいつもご支援いただき、誠にあ
りがとうございます。 
賛助会員については、『学術の動向』の無料配布、出

版物の割引頒布があります。 
詳しくは財団ホームページをご覧ください。 

URL: http://jssf86.org/company2.html 

データベース学会名鑑データ   

更新について 

データベース学会名鑑については、学協会

の活動を発信するとともに科学技術情報の効

率的な流通を目的として、日本学術会議、国

立研究開発法人科学技術振興機構、公益財団

法人日本学術協力財団の協力の下、ウェブサ

イトのデータを更新いたしました。 

現在、学会名鑑に掲載しておりますデータ

は、日本学術会議が平成 29 年度に「協力学術

研究団体」を対象に行いました実態調査を基

としております。 

各学術団体の関係者の皆様におかれまして

は、引き続き、本事業にご協力くださいます

よう、お願い申し上げます。 

なお、平成 30 年度調査は、本年 10 月に予

定しております。 

 

URL：https://gakkai.jst.go.jp/gakkai/ 

平成 29 年度収支決算 

本年 6 月 25 日の評議員会において、平成 29 年度

決算を審議し、これを承認いたしました。 

平成 29 年度決算の要点は、以下のとおりです。 

 

平成 29 年度正味財産増減計算書 
（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで） 

（単位：千円） 

科   目 決 算 額 

I    一般正味財産増減の部  

1 経常増減の部  

（1）経常収益  

基本財産運用益 324 

受取会費 15,876 

事業収益 7,795 

受取補助金等 1,500 

受取寄付金振替額 5,263 

雑収益 40 

経常収益計 30,798 

（2）経常費用  

事業費 22,810 

管理費 11,403 

経常費用計 34,213 

当期経常増減額 △3,415 

2 経常外増減の部  

（1）経常外収益計 7,100 

（2）経常外費用計 4,863 

当期経常外増減額 2,237 

当期一般正味財産増減額 △1,178 

一般正味財産期首残高 9,289 

一般正味財産期末残高 8,111 

II    指定正味財産増減の部  

受取寄付金 8,500 

処遇改善積立金 1,000 

一般正味財産への振替額 △5,263 

当期指定正味財産増減額 4,237 

指定正味財産期首残高 43,357 

指定正味財産期末残高 47,594 

III   正味財産期末残高 55,705 

 



 

  

「週刊読書人」2018 年 5 月 11 日号 

日本学術会議部会の 

公開講演会開催に対する支援 

財団は、日本学術会議の各部会が開催する 

下記の学術講演会について、開催に係る支援を

行います。 

◎第二部主催 

「東日本大震災後の福島県立医科大学の対応 

－福島県『県民健康調査他』」（仮題） 

日時：平成 30 年 8 月 5 日（日） 

於：福島県立医科大学講堂 
 

◎第三部主催 

「AI と IoT が拓く未来の暮らし： 

－情報化社会の光と影」 

日時：平成 30 年 8 月 2 日（木） 

於：東北大学青葉山キャンパス 

工学部中央棟 2 階大講義室 
 

 
 

学術会議叢書 24 

〈いのち〉はいかに語りうるか? 
－生命科学･生命倫理における人文知の意義－ 

 

2018 年 3 月に発行いたしました、学術会議叢書 24 

『〈いのち〉はいかに語りうるか? 』を書評専門誌「週刊

読書人」2018 年 5 月 11 日号にて紹介していただきまし

た。 

執筆者である島薗進先生、香川知晶先生、小松美彦先

生が、『叢書 24』刊行を機に、鼎談「人文知は科学技術

の暴走を止められるか」を行っています。 

現在、WEB 上でも鼎談の内容をお読みいただけます。

是非、ご覧ください。 

URL: https://dokushojin.com/article.html?i=3285 

 

なお、「週刊読書人」掲載後、読者の皆様方から多く

のお問い合わせをいただきました。誠にありがとうござ

います。 

学術関係団体事務支援事業 
【日本生命科学アカデミー】 

4 月 3 日に理事会及び総会が行われ、財団が 

その支援を行いました。 

【日本学術会議同友会】 

4 月 4 日に総会及び懇親会が行われ、財団が 

その支援を行いました。 

【日本農学アカデミー】 

7 月 21 日、東京大学農学部中島ホールにおい

て総会及びミニシンポジウム「水産養殖研究の

最前線―持続可能な養殖業を目指して―」が

開催されますが、財団がその支援を行います。 

A5 判、272 頁 

本体 1,800 円＋税（送料別） 

賛助会員は割引価格 

1,750 円（送料込） 

 

※お申込みは FAX にて 

03-5410-1822 
  Amazon でもお買い求め

いただけます。 

 
 



 

 

 

◎ 当財団の運営、ニュースレター等に関するご意見、
ご要望がございましたら、当財団総務担当までお寄せく
ださい。 
今後の参考にさせていただきます。皆様方のご意見、

ご要望をお待ちしています。 

公益財団法人日本学術協力財団 

〒107-0052 東京都港区赤坂 4-9-3 
TEL 03-3403-9788 

03-5410-0242 
FAX 03-5410-1822 

URL http://jssf86.org/ 

出版物のご案内           ※お申込みは FAX にて 03-5410-1822 
Amazon でもお買い求めいただけます。 

 

 A4 判・本体価格 720 円＋税（送料込） 

  年間購読 8,230 円（税･送料込） 

  賛助会員は毎号 1 冊無料配布 

18 年 4 月号 越境する・社会・学 

  ─地域と時代を越えて「社会的なるもの」を問う─ 

  「地球環境変化の人間的側面研究」の推進に向けて 

  ─SDGs および Future Earth への取組みの促進─ 

 5 月号 再考：高齢者の貧困と人権  

  ─ジェンダーバイアスに着目して─ 

 6 月号 フューチャー・デザイン 

地方創生時代の 看護系大学のチャレンジ─看護学の変革─ 

 

 新書判・本体価格 750 円＋税（送料別） 

  賛助会員は割引価格 730 円（税･送料込） 

1 スポーツの科学 

2 感覚器［視覚と聴覚］と社会とのつながり 

 

 A5 判・本体価格 1,800 円＋税（送料別） 

  賛助会員は割引価格 1,750 円（税･送料込） 

2 科学技術教育の国際協力ﾈｯﾄﾜｰｸの構築 20 放射能除染の土壌科学 

9 医療事故は予防できるか 21 高レベル放射性廃棄物の 

12 どこまで進んだ男女共同参画  最終処分について 

16 食の安全を求めて 22 地殻災害の軽減と学術･教育 

17 ダーウィンの世界 23 子どもの健康を育むために 

18 科学を文化に 24 〈いのち〉はいかに語りうるか? 


