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平成２７年度 公益財団法人農学会 事業報告書 

 

Ⅰ．事業の概要  

１．研究業績の表彰による農学研究の振興事業 

定款に定められた研究業績の表彰による農学研究の振興事業を達成する方策として 

設立した日本農学進歩賞は、日本の農学に従事している萌芽的な研究成果をあげた若手 

研究者を毎年１０名程度顕彰する制度である。 

平成２７年度（第１４回）は３１機関から２８名の推薦があり、９月１６日（水）の 

日本農学進歩賞授賞者選考委員会において授賞候補者１０名を選考し、９月３０日（水） 

理事会において受賞者１０名を決定した（延べ１４３名）。 

１１月２７日（金）第１４回日本農学進歩賞授賞式及び受賞者記念講演等を東京大学 

農学部弥生講堂において開催した。 

   

２．農学分野における技術者教育等の推進事業 

  １）JABEE 技術者教育プログラム審査の実施 

     日本技術者教育認定機構（JABEE）の幹事学協会として、平成２７年度は５校の技術 

者教育プログラム（農学一般関連分野）の審査（継続：３校、中間：２校）を実施した。 

 

２）技術者教育推進委員会並びに農学一般関連分野審査委員会の開催 

農学会技術者教育推進委員会（２回）並びに農学一般関連分野審査委員会（２回）を 

開催して、農学一般関連分野における技術者教育事業を推進した。 

 

３）審査員養成事業としての審査講習会の実施 

（公財）農学会が中心となり、（公社）農業農村工学会、（一社）森林・自然環境技 

術者教育会と共催して、JABEE 農学系分野審査講習会を開催した。 

日 時：平成２７年６月２７日（土）９時４５分～１７時１５分 

         場 所：東京大学農学部 弥生講堂一条ホール  参加者：５８名（内講師８名） 

 

４）シンポジウムの開催 

（公財）農学会の技術者教育推進委員会が中心になって、下記の公開シンポジウムを 

開催した。 

テ―マ：『農学教育の未来ビジョン』 

       日時：平成２７年１０月１２日（月、体育の日）１０時００分～１７時１５分 

       場所：東京大学農学部弥生講堂 一条ホール  参加者：７５名 

       主催：公益財団法人 農学会 

       後援：日本農学会、日本農学アカデミー、東京大学大学院農学生命科学研究科 
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       総合司会  （公財）農学会 技術者教育推進委員会委員長  良永 知義 

       開会挨拶              （公財）農学会会長  長澤 寛道 

       第一部「これからの農学教育の方向性」 

            「高等教育を取り巻く最近の状況について」 

                   文部科学省高等教育局 視学官  土生木 茂雄 

            「農学教育の参照基準」 

              日本学術会議第二部副部長 

               東京大学大学院農学生命科学研究科 教授  大政 謙次 

       第二部「特色のある農学教育」 

        １）国際的に通用する農学教育の質保証 

            「ＩＳＯを利用した教育の質保証」 

                      鹿児島大学水産学部 教授  上西 由翁 

            「グローバル人材育成のためのＧＡＰ教育」 

                        宮崎大学農学部 教授  位田 晴久 

            「ＪＡＢＥＥによる質保証」 

              日本技術者教育認定機構 認定・審査調整委員長 

                   千葉大学大学院工学研究科 教授  佐藤 之彦 

        ２）地域に根ざした農学教育 

            「山梨大学でのＣＯＣによる地域貢献」 

                     山梨大学生命環境学部 教授  柳田 藤寿 

       第三部「農学部は、社会に有益な人材を送り出しているのか？」 

            「農学教育における産学連携の意義」  

味の素（株） 社友  山野井 昭雄 

            「水産・食品企業の立場から」  

                     日本水産（株）人事部 部長  黒田 哲弘 

            「農林水産省の立場から」 

                 農林水産技術会議事務局 研究統括官  中谷  誠 

       総合討論 司会 （公財）農学会技術者教育推進委員会副会長 酒井 正博 

       閉会挨拶                （公財）農学会  渡部 終五 
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３．学術講演会等の開催及び出版物の刊行による農学研究成果普及事業 

１）（公財）農学会が主催した学術講演会 

   ① 公開シンポジウム 『転換期の日本社会と食料・農業・農村基本計画２０１５』 

日時：平成２７年１１月 ７日（土）１３時００分～１７時３０分  

場所：東京大学農学部弥生講堂 一条ホール  参加者：１２５名 

共同主催：日本農学アカデミー・(公財)農学会    

後援：東京大学大学院農学生命科学研究科 

総合司会              農研機構 副理事長  佐々木 昭博 

「基本計画とは何か－解説とシンポジウムの狙い」   

名古屋大学大学院生命農学研究科 教授  生源寺 眞一 

「基調講演：新基本計画の枠組みと課題」 

  「食料の安定供給の確保と農業の持続的な発展に関する施策を中心に」 

              東京大学大学院農学生命科学研究科 教授   中嶋 康博 

     「新研究基本計画と農林水産研究の方向」 

           農林水産省農林水産技術会議事務局 研究統括官   中谷  誠 

「農業経営の現場から基本計画に思う」 

（公社）日本農業法人協会 副会長   近藤 一海 

     「消費者の視点から基本計画を考える」 

                生活協同組合コープみらい 執行役員   山内 明子 

     「基本計画をどう受け止めるか：国民に伝える立場から」 

                      日本経済新聞 編集委員   吉田 忠則 

総合討議 司会  名古屋大学大学院生命農学研究科 教授  生源寺 眞一 

 

② 公開シンポジウム 『食料は足りるのか』 

日時：平成２８年３月１２日（土）１３時００分～１７時４５分 

場所：東京大学農学部弥生講堂 一条ホール  参加者：２９７名 

共同主催：(公財)農学会、日本農学アカデミー 

後援：東京大学大学院農学生命科学研究科、毎日新聞社 

ワールド ウオッチ・ジャパン 

      総合司会            （公財）農学会 常務理事  丹下  健 

      開会挨拶            （公財）農学会 会長    長澤 寛道 

「世界の食料問題と日本のポジション」   

               名古屋大学大学院生命農学研究科 教授   生源寺 眞一 

「水と気候変動と食料生産」 

                  東京大学生産技術研究所 教授    沖  大幹 

「人間と土壌」 
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                  東京大学 名誉教授    宮崎  毅 

「魚が獲れなくなることは、「大問題」か？」 

        東京大学大学院農学生命科学研究科 教授    黒倉  壽 

「100億人を扶養するための食料生産：挑戦と課題」 

          国際農林水産業研究センター 理事長    岩永  勝 

パネルディスカッション 

司会：東京大学大学院農学生命科学研究科 教授    中嶋 康博 

パネリスト               上記講演者 ５名 

      閉会挨拶          日本農学アカデミー 会長    古在 豊樹 

 

２）（公財）農学会が協賛・後援した学術講演会 

① 第４８回 東京大学農学部公開セミナー 『食卓を彩る農学研究』 

日時：平成２７年６月１３日（土）１３時３０分～１６時３０分 

場所：東京大学農学部弥生講堂 一条ホール 

主催：東京大学大学院農学生命科学研究科  共催：（公財）農学会 

② フードビジネス推進機構シンポジウム  

『フードビジネス イノベーションは、こう起こす！』 

日時：平成２７年９月１４日（月） １２時５０分～１７時５０分 

場所：東京大学農学部弥生講堂 一条ホール 

主催：フードビジネス推進機構  後援：（公財）農学会 その他関係団体 

③ 平成２７年度日本農学会シンポジウム 

  『国際土壌年２０１５と農学研究－社会と命と環境をつなぐ－』 

日時：平成２７年１０月３日（土）１０時００分～１７時００分 

場所：東京大学農学部弥生講堂 一条ホール 

主催：日本農学会 

後援：東京大学大学院農学生命科学研究科、（公財）農学会 

④ 中山間地域フォーラム 設立９周年記念シンポジウム 

 『どう創る、中山間地域の「しごと」』 

日時：平成２７年１０月４日（日）１４時～１７時５０分 

場所：東京大学農学部弥生講堂 一条ホール 

主催：ＮＰＯ法人 中山間地域フォーラム 

後援：（公財）農学会 その他関係団体 

⑤ 第４９回 東京大学農学部公開セミナー 『再生：農学の挑戦』 

日時：平成２７年１１月１４日（土）１３時３０分～１６時３０分 

場所：東京大学農学部弥生講堂 一条ホール 

主催：東京大学大学院農学生命科学研究科  共催：（公財）農学会 
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  ３）日本農学進歩賞受賞者講演要旨集の刊行 

     第１４回（平成２７年度）日本農学進歩賞受賞者の講演要旨集を２００部刊行し、 

関係者・関係機関並びに共催機関、受賞講演会参加者等に配布した。 

 

  ４）AGri-Bioscience Monographs の刊行 

      ２７年度（第１４回）の日本農学進歩賞受賞者１０名に対しても掲載の案内を行った 

が、２７年度新たに英文モノグラフを刊行した者はいなかった（延べ６名が刊行）。 

 

４．学協会等への協力並びに支援 

農学系学部、学術団体等の事務補助及び情報発信と情報交換等を促進するため、農学 

教育研究関連機関等のホームページの作成・更新及び運営を（公財）農学会が支援した。 

 

５．その他目的を達成するために必要な事業 

（公財）農学会の公益目的事業を推進する方策として、東京大学大学院農学生命科学研 

究科弥生講堂及び弥生講堂アネックスにおいて開催される学術講演会等で使用する機 

器類（液晶プロジェクター、展示パネル等）の貸し出し業務を行った。 

 

Ⅱ．庶務の概要 

１．会議等に関する事項 

   平成２７年度は理事会を４回、評議員会を１回開催し、主に次の事項について審議した。 

・平成２６年度事業報告並びに決算について 

・平成２８年度事業計画並びに予算について 

・理事の退任、選任及び常務理事の選定について 

・JABEE関係及び学術講演会（シンポジウム）の開催等について 

 

○理事会 

開催年月日 審 議 事 項 会 議 の 結 果 

（第 13回） 

平成 27年 6 月 2日 

１．平成 26 年度事業報告(案)について 

２．平成 26 年度収支決算(案)について 

３．技術者教育推進委員会委員の選任について 

４．平成 27 年度定時評議員会の開催について 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

（第 14 回） 

平成 27年 6 月 18日 

１．常務理事の選定について 全会一致で承認 

（第 15回） 

平成 27年 9 月 30日 

１．第 14回日本農学進歩賞受賞者の決定について 

２．内閣府の立入検査について 

３．シンポジウムの開催について 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 



   6 

 

（第 16回） 

平成 28年 3 月 12日 

１．平成 28 年度事業計画(案)について 

２．平成 28 年度収支予算(案)について 

３．シンポジウムについて 

４．役員等、日本農学進歩賞授賞者選考委員会委員及

び事務局長の任期満了について 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

 

○評議員会 

開催年月日 審 議 事 項 会 議 の 結 果 

（第 4回） 

平成 27年 6 月 18日 

 

１．平成 26 年度事業報告(案)について 

２．平成 26 年度収支決算(案)について 

３．理事の退任及び選任について 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

 

○日本農学進歩賞選考委員会 

開催 年 月 日 議 事 事 項 会 議 の 結 果 

平成 27年 9 月 16日 第 14 回日本農学進歩賞選考委員会 10 名の受賞候補者を選考した 

 

○各種委員会（JABEE関係） 

開催 年 月 日 議 事 事 項 審 議 事 項 

平成 27年 4月 17日 

 

平成 28年 1月 15日 

 

平成 27年 4月 17日 

平成 28年  1月 15日 

27 年度第 1回技術者教育推進委員会 

 

27 年度第 2回技術者教育推進委員会 

 

27 年度第 1回分野別審査委員会 

27 年度第 2回分野別審査委員会 

27 年度審査員講習会、シンポジウ

ム開催、継続・中間審査実施等 

27 年度事業報告、28 年度事業計

画、26年度農学会決算報告等 

27 年度継続・中間審査実施等 

27 年度認定プログラム審査等 

 

２．寄付金について 

    平成２７年度 寄 付 者： １名 

 

３．賛助会員について 

    平成２７年度 賛助会員： ３名 
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平成２７年度事業報告書 付属明細書  

 

 

 平成２７年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行

規則」第３４条第３項に規定する付属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事

項」が存在しないので作成しない。 

 

平成２８年５月２３日 

公益財団法人 農学会 

 

 

 


