2021（令和 3）年度理事会報告
第1回
⽇時 ２０２１（令和 3）年 5 ⽉ 28 ⽇午後５時００分〜午後 6 時 50 分
場所 Zoom ミーティングにて開催
出席者 理事１9 名 監事２名（本法⼈の理事総数２０名、監事２名のうち）
出席者 理事 岡本 久、同 櫻井 鉄也、同 今関 修、同 梶原 健司、同 ⽯村 直之、同 岡
澤 健介、同 荻⽥ 武史、同 神⼭ 雅⼦、同 ⿑藤 宣⼀、同 佐藤 ⼤輔、同 関川 浩、同 ⽥
辺 隆⼈、同 ⼟屋 卓也、同 永井 敦、同 中⼝ 悦史、同 降籏 ⼤介、同 丸野 健⼀、同 森
⼭ 園⼦、同 ⼭中 脩也
監事 内⼭ 成憲、同 尊⽥ 嘉之
主な審議事項
1.

令和 2(2020)年度決算・事業報告・監査報告について

2.

令和 3(2021)年度事業計画・予算案について

3.

令和 3（2021）年度定時社員総会について

4.

2021 年度年会の準備状況について

5.

2021 年研究部会連合発表会の準備状況について

6.

学会誌編集委員 2 名の追加について

7.

論⽂誌編集委員 1 名の追加について

8.

Korean Society for Industrial and Applied Mathematics (KSIAM)(6 ⽉ 23 ⽇〜25 ⽇)
において、
当学会と KSIAM および China Society for Industrial and Applied Mathematics
(CSIAM)で合同ミニシンポジウムを開催することについて

9.

論⽂賞5件(JSIAM Letters 2件、JJIAM 1件)、ベストオーサー賞2件について

10. ⼥⼦中⾼⽣夏の学校 2021 の準備状況について
11. 総務委員会の新規設置について
12. 学会誌「応⽤数理」を 32 巻 1 号（2022 年 3 ⽉発⾏）から、当学会が発⾏者となること
について
13. 国際数学者会議（ICM2022）におけるコワレフスカヤ基⾦について、⽇本数学会と共同
で候補者の推薦を⾏うことについて

臨時
⽇時 2021（令和３）年６⽉１８⽇午後５時０５分〜午後５時１０分
場所 東京都新宿区⼭吹町 358-5 アカデミーセンター４階会議室およびオンライン
出席者 理事１９名 監事２名（本法⼈の理事総数２０名、監事２名のうち）
出席者

代表理事 梶原 健司（副会⻑）、代表理事 今関 修（副会⻑）、理事

⽯渡 哲哉、

同 荻⽥ 武史、同 ⼩磯 深幸、同 ⿑藤 宣⼀、同 佐藤 ⼤輔、同 永井 敦、同 森⼭ 園⼦、
同 ⼭中 脩也、同 秋葉 博、同 岡澤 健介、同 曽我部 知広、同 張 紹良、同 直野 健、同
丸野 健⼀、同 村重 淳、同 李 聖林、同 渡部 善隆
監事 尊⽥ 嘉之、内⼭ 成憲
審議事項
会⻑に秋葉 博が、副会⻑に張 紹良が選出された。

第2回
⽇時 ２０２１（令和 3）年 7 ⽉ 30 ⽇午後５時００分〜午後 7 時 03 分
場所 Zoom ミーティングにて開催
出席者 理事 19 名 監事 2 名（本法⼈の理事総数 20 名、監事 2 名のうち）
出席者 理事 秋葉 博、同 梶原 健司、同 今関 修、同 張 紹良、同 ⽯渡 哲哉、同 岡澤
健介、同 荻⽥ 武史、同 ⼩磯深幸、同 ⿑藤 宣⼀、同 佐藤 ⼤輔、同 曽我部 知広、同 直
野 健、同 永井 敦、同 丸野 健⼀、同 村重 淳、同 森⼭ 園⼦、同 ⼭中 脩也、同 李 聖
林、同 渡部善隆
監事 内⼭ 成憲、同 尊⽥ 嘉之
主な審議事項
1.

令和 3（2021）年度定時社員総会について

2.

学会事務局の移転について
議⻑は、令和 3 年（2021 年）7 ⽉ 31 ⽇（⼟）より、⼀般社団法⼈⽇本応⽤数理学会の
事務局を、東京都新宿区⼭吹町 358-5 に置くことを提案した。議⻑が承認を求めたと
ころ、満場異議なくこれを承認可決した。

3.

2021 年度の役割分担とスケジュールについて

4.

⼀般規定の改正案について

5.

JSIAM Letters編集委員会規程案について

6.

総務委員会規定案について

7.

選挙規定改正案について

8.

学会誌編集委員会規定改正案について

9.

2021 年度年会の準備状況について

10. 2021 年研究部会連合発表会の準備状況について
11. 論⽂賞 (和⽂誌・応⽤部⾨ 1 件、理論部⾨ 1 件、サーベイ部⾨ 1 件)について
12. 井上学術賞への候補者 1 名の推薦について
13. 現象数理学三村賞への候補者 1 名の推薦について
14. 学会ウェブページの作成を外部委託することについて
15. ⼥⼦中⾼⽣夏の学校 2021 の準備状況について

16. 2021 年度異分野異業種研究交流会を、⽇本数学会および統計関連学会連合と共同で、
11 ⽉ 13 ⽇にオンライン開催することについて
17. 旧事務局の状況（学会センタービルの解約など）について
18. 学会誌「応⽤数理」の編集業務の委託について
19. 計算⼒学シンポジウムへの講師の推薦について

第3回
⽇時 ２０２１（令和 3）年 9 ⽉ 24 ⽇午後５時００分〜午後 6 時 20 分
場所 Zoom ミーティングにて開催
出席者 理事 17 名 監事 1 名（本法⼈の理事総数 20 名、監事 2 名のうち）
出席者 理事 秋葉 博、同 梶原 健司、同 張 紹良、同 ⽯渡 哲哉、同 岡澤 健介、同 荻
⽥ 武史、同 ⼩磯深幸、同 ⿑藤 宣⼀、同 佐藤 ⼤輔、同 曽我部 知広、同 永井 敦、同 丸
野 健⼀、同 村重 淳、同 森⼭ 園⼦、同 ⼭中 脩也、同 李 聖林、同 渡部善隆
監事 尊⽥ 嘉之
主な審議事項
1.

代表会員および役員定数表の改正案について

2.

2022 年度選挙について

3.

新フェローをフェロー会議に推薦依頼することについて

4.

学会誌への広告の募集について

5.

2021 年度年会の開催報告について

6.

研究部会連絡会の報告について

7.

2021年度の研究部会連合発表会を2022年3⽉8〜９⽇にオンラインで開催することにつ
いて

8.

2022年度の研究部会連合発表会の幹事研究部会を環瀬⼾内応⽤数理研究部会とし、岡
⼭理科⼤学で開催することについて

9.

⽇本応⽤数理学会の会⻑名で、ICIAM Industry Prize に 1 名を、

10. ICIAM Collatz Prizeに1名を推薦することについて
11. 年会若⼿優秀講演賞の選考委員会の設置について
12. 第62回東レ科学技術賞への候補者1名の推薦について
13. 第 42 回猿橋賞への候補者 1 名の推薦について
14. 男⼥共同参画学協会連絡会の「⼥性⽐率アンケート」について
15. 総務委員会委員の候補者 5 名について
16. 国際理論応⽤⼒学連合への評議員候補者の推薦について
17. 10⽉の理事懇談会（のちに連絡会と改称）開催について。特に、この懇談会は任意の意
⾒交換会であり、理事と監事には出席の義務がないことを確認した

臨時
⽇時 ２０２１（令和 3）年 10 ⽉ 22 ⽇午後５時００分〜午後 5 時 30 分
場所 Zoom ミーティングにて開催
出席者 理事 14 名 監事 0 名（本法⼈の理事総数 20 名、監事 2 名のうち）
出席者 理事 秋葉 博、同 今関 修、同 梶原 健司、同 張 紹良、同 ⽯渡 哲哉、同 荻⽥
武史、同 ⼩磯深幸、同 ⿑藤 宣⼀、同 佐藤 ⼤輔、同 曽我部 知広、同 永井 敦、同 丸野
健⼀、同 ⼭中 脩也、同 渡部善隆
主な議題
1.

年会若⼿優秀講演賞選考委員会について

2.

ICIAM の Officer-at-Large への推薦について

3.

JSIAM Letters 編集委員会における委員の追加について

4.

ICIAM2023 の⽇本学術会議「共同主催国際会議」への応募について

第4回
⽇時 ２０２１（令和 3）年 11 ⽉ 26 ⽇午後５時００分〜午後 6 時 20 分
場所 Zoom ミーティングにて開催
出席者 理事 19 名 監事 2 名（本法⼈の理事総数 20 名、監事 2 名のうち）
出席者 理事 秋葉 博、同 今関 修、同 梶原 健司、同 張 紹良、同 ⽯渡 哲哉、同 岡澤
健介、同 荻⽥ 武史、同 ⼩磯 深幸、同 ⿑藤 宣⼀、同 佐藤 ⼤輔、同 曽我部 知広、同 直
野 健、同 永井 敦、同 丸野 健⼀、同 村重 淳、同 森⼭ 園⼦、同 ⼭中 脩也、同 李 聖
林、同 渡部善隆
監事 内⼭ 成憲、同 尊⽥ 嘉之
オブザーバー ⻄⼭ 裕⼦（⽂部科学省研究振興局 基礎・基盤研究課課⻑補佐）
主な審議事項
1.

「⽇本応⽤数理学会における数理科学研究の加速に向けた取組み」について
（オブザーバー参加の⻄⼭裕⼦⽒はこの議題の終了後に退出）

2.

経理中間報告について

3.

2022 年度選挙について

4.

⽇本数学会年会における企画特別講演の講演候補者 1 名の推薦について

5.

2021年度年会の会計収⽀の報告について

6.

2021年度の研究部会連合発表会（2022年3⽉8〜９⽇、オンライン開催）の参加・講演
申し込みスケジュールと、参加費の案について

7.

連続最適化研究部会（主査予定者：成島康史）の新設申請について

8.

ICIAM Board Meeting 2021の報告について

9.

⽇本応⽤数理学会からOlga Taussky-Todd Lecture講師候補者1名の推薦について

10. 第63回藤原賞への候補者1名の推薦について
11. 学会ウェッブの委託先業者の選定状況について
12. 第5回科学技術系専⾨職の男⼥共同参画実態調査について
13. ICIAM2023を令和5年度共同主催国際会議として申請したことについて
14. ICIAMの⽇本語表記としては、ICIAM2023組織委員会により「国際産業数理・応⽤数
理会議」が採⽤されたことについて
15. 2021年度異分野異業種研究交流会の開催報告について
16. 国際⽂献社との契約更新について
17. 12⽉の理事連絡会について

第5回
⽇時 2022（令和 4）年 1 ⽉ 21 ⽇ 午後５時００分〜午後 7 時 00 分
場所 Zoom ミーティングにて開催
出席者 理事 17 名 監事 2 名（本法⼈の理事総数 20 名、監事 2 名のうち）オブザーバー
1名
出席者 理事 秋葉 博、同 今関 修、同 梶原 健司、同 張 紹良、同 ⽯渡 哲哉、同 荻⽥
武史、同 ⼩磯 深幸、同 ⿑藤 宣⼀、同 佐藤 ⼤輔、同 曽我部 知広、同 永井 敦、同 丸
野 健⼀、同 村重 淳、同 森⼭ 園⼦、同 ⼭中 脩也、同 李 聖林、同 渡部善隆
監事 内⼭ 成憲、同 尊⽥ 嘉之
オブザーバー ⼤⽯進⼀（ICIAM2023 組織委員会委員⻑）
1.

ICIAM2023 の準備について
（オブザーバー ⼤⽯進⼀⽒はこの議題が終了後に退出）

2.

2022年度選挙について

3.

2022年度定時社員総会について

4.

新フェロー4 名の任命について

5.

2022年度年会のOS募集要項について

6.

2021年度の研究部会連合発表会（2022年3⽉8〜９⽇）の準備状況について

7.

学会誌の記事に対して原稿料を⽀払うことについて

8.

JSIAM Letters編集作業の外部委託の可能性について

9.

年会若⼿優秀講演賞（9名）について

10. 業績賞選考委員会を設置について
11. 学会ウェブの委託業者の決定について
12. ⽇本数学会および統計関連学会連合との交流会（1⽉22⽇）について

13. 12⽉の理事連絡会について

第6回
⽇時 2022（令和 4）年 3 ⽉ 25 ⽇ 午後５時００分〜午後 7 時 01 分
場所 Zoom ミーティングにて開催
出席者 理事 17 名 監事 1 名（本法⼈の理事総数 20 名、監事 2 名のうち）
出席者 理事 秋葉 博、同 梶原 健司、同 張 紹良、同 ⽯渡 哲哉、同 岡澤 健介、同 荻
⽥ 武史、同 ⼩磯 深幸、同 ⿑藤 宣⼀、同 佐藤 ⼤輔、同 曽我部 知広、同 永井 敦、同
丸野 健⼀、同 村重 淳、同 森⼭ 園⼦、同 ⼭中 脩也、同 李 聖林、同 渡部善隆
監事 尊⽥ 嘉之
主な審議事項
1.

2022年度選挙について

2.

2021 年度 2 ⽉末締め経理中間報告について

3.

2022 年度予算案について

4.

2021 年度事業報告・2022 年度事業計画について

5.

2022 年度定時社員総会について

6.

2022 年度学術委員会委員について

7.

会費細則の改正について

8.

ネットワーク委員会規程の制定について

9.

年会予稿集の公開等の⽅針についての申し合わせの制定について

10. 会員の電⼦メールアドレスの利⽤⽅針についての申し合わせの制定について
11. 著作権規定の改正について
12. プライバシーポリシーの改正について
13. 英語呼称についての申し合わせの改正について
14. 2022年度年会を9⽉8⽇〜9⽉10⽇に北海道⼤学で対⾯形式で開催する準備しているこ
とについて
15. 研究部会連絡会と2021年度の活動報告について
16. 2021年度の研究部会連合発表会（3⽉8〜９⽇）の報告について
17. 学会誌編集委員会の編集委員12名の退任と9名の新任について
18. 論⽂誌編集委員会の編集委員3名の退任と3名の新任について
19. JSIAM Letters編集委員会の編集委員1名の退任について
20. 2021年度の業績賞（A. 理論を重点とするもの）1名について
21. シリーズ応⽤数理 7『選挙・投票・公共選択の数理』(⽇本応⽤数理学会 監修・⼤⼭ 達
雄編、価格 5,390 円(税込))が、2022年3⽉2⽇に発売について
22. 学会Twitterの運⽤について

23. 新学会ウェブのテスト運⽤を3⽉15から3⽉25⽇まで⾏い、必要な修正を施した後、4⽉
4⽇に新ウェブの運⽤を開始する予定であること
24. 「数学・数理科学専攻若⼿研究者のための異分野・異業種研究交流会2022」の準備状況
について。特に、⽇本数学会および⽇本統計学会連合と共同開催することについて
25. 「応⽤数理」の商標登録を岩波書店から譲渡を受けたことについて
26. ⽇本学術会議「持続的発展のための国際基礎科学年 IYBSSD」について
27. 4 ⽉ 22 ⽇に理事連絡会を⾏うことについて

理事連絡会の記録
10⽉22⽇
臨時理事会として開催
12⽉17⽇
⽇ 時：2021 年 12 ⽉ 17 ⽇（⾦）17:00〜18:10
場 所：Zoom ミーティングにて開催
参加者：秋葉博、張紹良、⽯渡哲哉、岡澤健介、荻⽥武史、⼩磯深幸、⿑藤宣⼀、
佐藤⼤輔、曽我部 知広、丸野健⼀、森⼭園⼦、⼭中脩也、李聖林、渡部善隆
オブザーバー：⼤⽯進⼀（ICIAM2023 組織委員会委員⻑）
主な議題
1.

2022 年度の選挙について

2.

会員資格とフェロー称号との関係について

3.

学会ウェッブの外部委託について（現状の報告）

4.

2021 年度の業績賞の審査について（現状の報告）

5.

ICIAM2023 における事務・経理の委託業者の選定について

6.

2022 年度の各論⽂賞の審査委員会について（確認のみ）

7.

JSIAM Letters の Impact Factor 取得について

2⽉18⽇
⽇ 時：2022 年 2 ⽉ 18 ⽇（⾦）17:00〜18:10
場 所：Zoom ミーティングにて開催
参加者：秋葉博、梶原健司、張紹良、岡澤健介、⼩磯深幸、⿑藤宣⼀、佐藤⼤輔、曽我部 知
広、⼭中脩也、李聖林、渡部善隆
主な議題
1.

ICIAM2023 における予算管理の⽅法について

2.

ネットワーク委員会規程について

3.

著作権規定の改正について

4.

年会予稿集の公開等の⽅針について

5.

会員の電⼦メールアドレスの利⽤⽅針について

6.

年会若⼿優秀講演賞選考について

7.

JSIAM Letters の Impact Factor 取得について

8.

2022 年度の各論⽂賞の審査委員会について

9.

代表会員への感謝状の送付について

以上

