
2020（令和 2）年度理事会報告 

 
第 1 回 
⽇時 2020(令和 2)年 5 ⽉ 29 ⽇午後 5 時 00 分〜午後 6 時 48 分 
場所 Zoom ミーティングにて開催 
出席者 理事 18 名 監事 1 名 
出席者 理事 岡本久、同 國府寛司、同 櫻井鉄也、同 横張孝志、同 ⽯村 直之、同 今
井 隆太、同 神⼭ 雅⼦、同 櫻⽥ 英樹、同 関川 浩、 同 ⼟屋 卓也、同 時弘 哲治、
同 直野 健、同 中⼝ 悦史、同 降籏 ⼤介、 同 松尾 宇泰、同 丸野 健⼀、同 森⼭ 園
⼦、同 ⼭中 脩也 
監事 梅⽥ 裕平 
主な審議事項 
1. 「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 2020」 

を⽇本数学会と共同主催すること 
2. 2019 年度決算・事業報告・監査報告について 
3. 2020 年度事業計画・予算案について 
4. 2020 年度定時社員総会について 
5. ⼀般規程の改正について 
6. 2020 年度年会の開催⽅法（完全オンライン開催）について 
7. 2020 年 JSIAM 国際シンポジウムの開催延期について 
8. 論⽂賞 5 件(和⽂論⽂誌 3 件、JJIAM 2 件)、ベストオーサー賞 2 件の決定について 
9. 学会 30 周年記念式典の中⽌について 
 
 
臨時 
⽇時 令和 2 年 6 ⽉ 26 ⽇午後 4 時 05 分〜午後 4 時 10 分 
場所 東京都⽂京区弥⽣ 2-4-16 学会センタービル会議室および Zoom ミーティング 
出席者 理事 18 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 代表理事 岡本 久(会⻑)、代表理事 櫻井 鉄也(副会⻑)、 
理事 ⽯村 直之、同 岡澤 健介、同 神⼭ 雅⼦、同 関川 浩、同 ⼟屋 卓也、 
同 中⼝ 悦史、同 降籏 ⼤介、同 丸野 健⼀、同 今関 修、同 荻⽥ 武史、 同 梶原 健
司、同 ⿑藤 宣⼀、同 佐藤 ⼤輔、同 永井 敦、同 森⼭ 園⼦、 同 ⼭中 脩也 
主な審議事項 
1. 副会⻑に今関 修と梶原 健司さ選出された。 
 
 



第 2 回 
⽇時  ２０２０（令和２）年７⽉１７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２０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 直野 健、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. ２０２０年度定時社員総会の終了と法⼈変更登記の完了について 
2. ２０２０年度理事会における役割分担について 
3. 事務局の外部委託の検討状況について 
4. 会費細則の改正について 
5. 2020 年度年会の準備状況について 
6. ⽂部科学⼤⾂表彰への推薦（２件）について 
 
第 3 回 
⽇時 ２０２０（令和２）年９⽉２５⽇午後５時００分〜午後６時２５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 ⼟屋 卓也、同 直野 健、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. 事務局業務を本年１２⽉より国際⽂献社に委託することについて。および、現事務局の

次回総会後の閉鎖と、ニッセイエブロへの会員管理業務委託契約の本年末での終了に
ついて 

2. 令和３年度選挙について 
3. フェロー会議への新フェローの推薦依頼について 
4. 2020 年度年会の実施報告について 
5. 2021 年度年会を芝浦⼯業⼤学で、2021 年９⽉７〜９⽇に開催することについて 
6. 位相的データ解析研究部会の設⽴申請について 
7. 2022 年研究部会連合発表会の世話⼈研究部会を幾何学的形状⽣成研究部会とすること



について 
8. 東レ科学技術賞への推薦（１件）について 
9. 2020 年度年会では年会若⼿優秀講演賞の選考を⾏わないことについて 
 
第 4 回 
⽇時  ２０２０（令和２）年１１⽉２７⽇午後５時００分〜午後６時４５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 直
野 健、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 
  オブザーバ 国際⽂献社（古川・平野） 
主な審議事項 
1. 経理中間報告について 
2. 今後の学会事務業務と現在の会費滞納者の状況について 
3. 学会誌の購⼊部数を 1400 部に変更することについて 
4. 令和３年度選挙について 
5. ICIAM Board Meeting 2020 の報告について 
6. 「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 2020」の開催報

告について 
 
第 5 回 
⽇時  ２０２１（令和 3）年１⽉２9⽇午後５時００分〜午後６時 30 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） 
出席者  理事 岡本 久、同 櫻井 鉄也、同 今関 修、同 梶原 健司、同 岡澤 健介、同 神
⼭ 雅⼦、同 ⿑藤 宣⼀、同 佐藤 ⼤輔、同 関川 浩、同 ⼟屋 卓也、同 直野 健、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. 3 年以上の会費滞納者の会員資格喪失について 
2. 令和３年度選挙について 
3. 令和 3（2021）年度定時社員総会について 
4. 新フェロー候補（５名）について 



5. 表彰規程案について 
6. 2021 年 11 ⽉ に開催が予定されていた JSIAM 国際シンポジウムの中⽌について 
7. 業績賞の選考について 
8. 令和 3（2021）年度連合発表会では優秀講演賞の選考を⾏わないことについて 
9. 令和 3（2021）年度の「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」を⽇本数学会と統計関連学会連合と合同で開催することについて 

10. 令和 3（2021）年度の学術委員会について 
11. ⽇本数学会および統計関連学会連合との交流会の開催について 
 
メール審議 
理事会の決議があったものとみなされた⽇  
２０２１（令和３）年 3 ⽉ 11 ⽇ 
理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 
⽇本学術振興会賞への学会推薦について 
 
第 6 回 
⽇時  ２０２１（令和 3）年 3 ⽉２6 ⽇午後５時００分〜午後 7 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 荻
⽥ 武史、同 神⼭ 雅⼦、同 ⿑藤 宣⼀、同 佐藤 ⼤輔、同 関川 浩、同 ⼟屋 卓也、同 直
野 健、同 永井 敦、同 中⼝ 悦史、同 降籏 ⼤介、同 森⼭ 園⼦、同 ⼭中 脩也 
監事 内⼭ 成憲、同 尊⽥ 嘉之 
主な議題 
1. 令和３（2021）年度選挙結果について 
2. 令和 2(2020)年度概算、令和 3(2021)年度事業計画・予算案について 
3. 令和 2 年度当期収⽀差額のうち 100 万円を国際交流事業積⽴⾦に移すことについて 
4. 令和 3 年度定時社員総会について 
5. 定款改正案について 
6. 2021年度年会の参加費の⽀払い⽅法をクレジットカードのみとすることについて 
7. 2019年度研究部会連合発表会の報告について 
8. 令和4(2022)年3⽉発⾏の第32巻1号から、学会誌を当学会が発⾏し、印刷と販売を国際

⽂献社に委託することについて 
9. 理数系学会教育問題連絡会からの脱会について 
 


