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議事録（案）
はじめに、事務局責任者・担当者が変更となった旨について紹介があった。
1． 前回（160222）議事録（案）確認 ..................................................................... 資料 1
会議終了までに意見は無く、議事録案は原案通り承認された。
2． IODP の動向
・掘削航海動向報告 .............................................................................................. 資料 2-1, 2-2
事務局及び西部会長より資料 2 に基づき報告がなされた。
・国際動向報告（CIB）............................................................................................ 資料 3
西部会長より資料 3 に基づき報告がなされた。
・CDEX 報告
CDEX 江口氏より Exp. 370 などについて説明があった。
・SEP 委員ローテーション（2016 年度委員募集、選定方法） ............................... 資料 4-1, 4-2
事務局および西部会長より資料 4-1, 4-2 に基づき報告がなされた。
実行項目（160407-01）：前回会議をレビューしたうえで SEP 委員候補者について事務局からコンタクト、応募し
てもらうよう案内する。

3． J-DESC 関連
・総会報告資料について ............................................................................................................ 資料 5-1~5-3
西部会長および事務局より資料に基づき説明がなされた。資料を参照しながら概要の検討を行った。
・総会議長、次期監査役の推薦について .................................................................................. 資料 5-4~5-5
事務局より資料に基づき説明がなされた。
実行項目（160407-02）：議長候補者、次期監査役について事務局からコンタクトする。
・来年度予算について ................................................................................................................ 資料 6
事務局より資料に基づき説明がなされた。
合意事項（160407-01）：昨年度余剰金を今年度活動経費に含められるような予算額として組み上げる。
・JpGU 関連（地球掘削科学セッション、展示ブース、タウンホールミーティング） .................... 資料 7
事務局より資料に基づき説明がなされた。
合意事項（160407-02）：5/25（水）にタウンホールミーティングを開催する。参加費は 1000 円とし、学生は無料。
寄附を受けられるようにする。挨拶は佐藤企画官、平理事長、AGU president から頂く。

4． 陸上掘削部会の動向
小村委員より報告がなされた．
・ 前回執行部会での議論内容について報告された。
・ 次期陸上掘削部会長に小村委員が部会長候補となることが決まった。

5． その他
・JpGU2016 における大型研究計画の講演について................................................................ 資料 8-1,8-2

木村会長および山田委員より説明がなされた。なお、資料についてはコンフィデンシャルな内容を含むことから
回収した。
実行項目（160407-03）：JpGU でのプレゼン時に聴講に来てもらうよう、時間等が決まった段階で事務局からメ
ールニュース等に流す。

・ちきゅう国際スクールの対応について...................................................................................... 資料 9-1~9-3
事務局より説明がなされた。
合意事項（160407-03）：応募者の選考方法は江口氏・山田委員が選考した後、西部会長に送付し確認する。
実行項目（160407-04）：西部会長、池原（研）委員、池原（実）氏、江口氏、山田委員、阿部氏で大枠を検討す
る。
・JAMSTEC IODP 関連予算について
事務局より今年度の予算措置状況について報告された。
・その他
西部会長より、１．白鳳丸のシービーム故障について J-DESC から提言すること、２．SEP 時の Co-Chief 候補者
検討、３．JRFB/CIB の候補者について次回以降に検討することとなった。
・次回執行部会開催日程確認
事務局よりメールで確認する。

