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平成２６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 

定款に定められた事業目的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２６年度（第１３回）は２１機関から２０名の推薦があり、９月３０日（火）の 

日本農学進歩賞選考委員会において候補者１０名を選考し、１０月８日（水）の理事会 

において受賞者１０名を決定した。 

第１３回日本農学進歩賞授賞式及び受賞者講演を１１月２８日（金）に開催し、表彰 

及び記念講演を行った。 

   

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２６年度は６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：６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 

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、（公社）日本生物工学会と共催して、下記のような「JABEE農学系分野審査講習会」 

を開催した。 

日 時：平成２６年６月２８日（土）９時００分～１７時２０分 

         場 所：東京大学農学部 弥生講堂一条ホール  参加者：８４名 

 

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）農学会が主催する学術講演会 

① 公開シンポジウム 

     『農学における分子生物学の発展と将来』 

日時：平成２６年１１月２２日（土）１３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：８５名 

共同主催：日本農学アカデミー・(公財)農学会    
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協賛：東京大学大学院農学生命科学研究科、(株)ワールド ウオッチ・ジャパン 

「持続可能な植物生産のための膜輸送体研究の進展」   

石川県立大学 教授                   西澤 直子 

「柑橘の機能性成分、カロテノイドの代謝生理と制御」 

       （独）農研機構 果樹研究所 企画管理部         生駒 吉識 

     「遺伝子組換え作物研究の新展開」 

       （独）農業生物資源研究所 遺伝子組換え研究センター長  高野  誠 

「新育種法、ＮＢＴの開発と実用化」 

弘前大学 農学生命科学部 教授             原田 竹雄 

     「水産分野におけるメタゲノム研究の現状と将来展望」 

       （独）水産総合研究センター 中央水産研究所  

水産遺伝子解析センター長  乙竹  充 

      総合討議 司会    （独）農業生物資源研究所 理事長  廣近 洋彦 

  

② 公開シンポジウム 

『人類を支える微生物の力』 

日時：平成２７年３月７日（土）１３時００分～１７時３５分 

場所：東京大学農学部 弥生講堂一条ホール  参加者：１５７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 

協賛：東京大学生物生産工学研究センター、(株)ワールド ウオッチ・ジャパン 

「食を豊かにする働き者・微生物」   

        協和発酵バイオ株式会社 技術開発部長          橋本 信一 

「抗生物質研究の興隆、衰微、ルネサンス」 

       （独）理化学研究所 環境資源科学研究センター  

副センター長    長田 裕之 

「環境を守る微生物」 

       長岡技術科学大学 生物系 教授             福田 雅夫 

「昆虫の大繁栄を支える共生微生物」 

  （独）産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 

                     主任研究員    菊池 義智 

「食料と環境を支える土の微生物」 

  東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授        妹尾 啓史 

「パネルディスカッション」 

       （司会）東京大学 生物生産工学研究センター 教授    西山  真 

（パネラー）             上記講演者    ５名 



   3 

 

２）農学会が協賛・後援した学術講演会 

① 第４６回 東京大学農学部公開セミナー 

『私たちのくらしと微生物』 

日時：平成２６年６月２１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 

② 中山間地域フォーラム 設立８周年記念シンポジウム 

『はじまった田園回帰－見えてきた農山村再生』 

日時：平成２６年７月１３日（日）１４時～１６時 

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 

③ 生き物文化誌学会 第１２回学術大会（東京大会） 

『巨大生き物の世界』 

日時：平成２６年８月２日（土） ８時３０分～１８時 

８月３日（日） ８時３０分～１４時３０分 

場所：東京大学農学部 弥生講堂一条ホール 

主催：生き物文化誌学会 

④ 平成２６年度日本農学会シンポジウム 

『ここまで進んだ！飛躍する農学』 

日時：平成２６年１０月４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 

⑤ 第４７回 東京大学農学部公開セミナー 

『農学に役立つ千里眼と透視』 

日時：平成２６年１１月８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 

 

  ３）日本農学進歩賞受賞者講演要旨集の刊行 

     第１３回（平成２６年度）日本農学進歩賞受賞者の講演要旨集を２００部刊行し、 

関係者並びに共催機関等に配布した。 

 

  ４）AGri-Bioscience Monographs の刊行 

      ２６年度は日本農学進歩賞受賞者３名の英文モノグラフを刊行した。また、２６年度

日本農学進歩賞受賞の１０名に対しても掲載の案内を行った。 
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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・更新及び運営等を支援した。 

 

５．その他目的を達成するために必要な事業 

その他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）の貸出業務を行った。 

 

Ⅱ．庶務の概要 

１．会議等に関する事項 

   平成２６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２５年度事業報告並びに決算について 

・平成２７年度事業計画並びに予算について 

・役員の選任について 

・JABEE関係及び学術講演会等の開催等について 

 

○理事会 

開催年月日 審 議 事 項 会 議 の 結 果 

平成 26年 5 月 23日 

（第 9回） 

１．平成 25 年度事業報告(案)について 

２．平成 25 年度収支決算(案)について 

３．基本財産の一部除外について 

４．評議員会の開催日時について 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

口頭で報告 

平成 26年 6 月 19日 

（第 10 回） 

１．代表理事（会長）の選定について 

２．日本農学進歩賞授賞者選考委員会委員の選任 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

平成 26年 10月 4日 

（第 11回） 

１．第 13回日本農学進歩賞受賞者の決定について 

 

全会一致で承認 

 

平成 27年 3 月 16日 

（第 12回） 

１．平成 27 年度事業計画(案)について 

２．平成 27 年度収支予算(案)について 

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 

平成 26年 6 月 9日 

（第 2回） 

 

 

１．平成 25 年度事業報告(案)について 

２．平成 25 年度収支決算(案)について 

３．基本財産の一部除外について 

４．理事の選任及び解任について 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 
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○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 26年 9 月 30日 第 13 回日本農学進歩賞選考委員会 10 名の受賞者を選考した 

 

○各種委員会（JABEE関係） 

開催 年 月 日 議 事 事 項 審 議 事 項 

平成 26年 4月 11日 

平成 27年 1月 13日 

 

平成 26年 4月 11日 

平成 27年  1月 13日 

26 年度第 1回技術者教育推進委員会 

26 年度第 2回技術者教育推進委員会 

 

26 年度第 1回分野別審査委員会 

26 年度第 2回分野別審査委員会 

26 年度事業計画、講習会等 

26 年度事業報告、27 年度事業計

画(案)、25年度農学会決算報告 

26 年度継続審査の実施について 

プログラム分野別審査、27年度審

査等 

 

２．寄付金について 

    平成２６年度 寄 付 者： １名 

 

３．賛助会員について 

    平成２６年度 賛助会員： ３名 
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平成２６年度事業報告書 付属明細書  

 

 

 平成２６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２６年５月２６日 

公益財団法人 農学会 

 

 

 


