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１．地域漁業学会 第６２回大会の 

開催について 

 

2020 年 6 月 18 日 

事務局長  林 紀代美 

 

第６2 回大会の開催について、会員の皆様にご

案内をお届けする時期となりました。しかし今年

度は，新型コロナウイルスの流行にともない，各

大学・機関等でもその蔓延対策にご尽力されてい

ることと思います。流行の状況は刻一刻と変化し

ており，この先の再流行も懸念されているところ

です。 

そのため，例年通りのスケジュールや手続きで

大会開催の準備を進めることが困難な状況にな

っております。このことを鑑み，事務局と会長・

副会長，開催予定校の水産大学校とのあいだでこ

こしばらく情報交換をし，今年度の大会開催への

対応策を検討してきました。 

現時点では詳細が確定していない事項もあり，

大会に関わるすべての情報のご案内は後日とな

りますが，開催に関する問い合わせも各位から事

務局に頂いておりますので，大枠について取り急

ぎ皆様にご報告いたします。大会開催による新型

コロナウイルスへの感染を引き起こさないこと

に配慮して検討した結果です，この点ご寛容頂け

ますと幸いです。 

 

●新型コロナウイルスの流行拡大防止の観点

から，通常通りの形式での大会開催は見送る 
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●水産大学校での開催は取りやめ，事務局が対

応大会を開催する 

●一般報告の機会，学会誌の確実な刊行を確保

したい。開催時期の流行状況が見通せないが，一

般報告の機会を確保するためにオンラインでの

開催を軸に置きたい（ただし、通常とは異なる／

初めての対応となるため，早期にオンライン開催

のための環境整備を進める必要がある）。なお、

補助的に小規模な対面報告の場の確保を加える

か否か、現在検討中である。 

※小規模な対面開催をする場合には，「キャン

パスイノベーションセンター東京」あるいは「大

東文化大学」に確保を検討。 

●対面報告の開催日は，11 月 7 日土曜日とす

る（1 日開催とする） 

●シンポジウムは，事前の調査・打ち合わせな

ど必要な活動などが困難であること，一般報告の

開催確保を優先させるため，今年度は中止とする。

懇親会は中止とする。 

●理事会は書面開催とし，理事会の承認をもっ

て総会の承認とする 

●大会開催のためのオンラインの管理・運営は

事務局で対応する。学会事務局でオンラインスト

レージを契約する。 

●オンライン開催での一般報告の報告形式や

資料等の様式や扱い，座長コメント方法など，運

用の詳細は現在検討中で，7 月中を目標に HP 上

で周知を目指す。 

一般報告のエントリー（申し込み）開始は 9 月

中旬を予定、エントリーは Google フォーム等を

活用する。エントリー時には，「報告者名・所属」

「発表題目」「要旨」登録してもらう。要旨は，

400 字程度の簡易なもの（研究概要が分かる内容

で座長選出等に活用できる情報）をフォームに入

力する形式とする。一般報告のエントリー等に関

しては、後日、改めて、案内する。一般報告エン

トリー情報は，要旨集として整理し PDF 掲示す

る。 

●大会参加費は、一般報告を希望する会員から

1,000 円を徴収する。学会費納入と同様に振込を

利用し，共立に振込確認を依頼する。入金確認後

に一般報告エントリー完了とする。 

●一般報告エントリー開始前の 9 月上旬に，新

型コロナウイルスの流行状況や蔓延防止対策の

実施状況を踏まえて，大会開催方法（…小規模な

対面会場の設置の有無）を確定し，会員に周知す

る。ただし、対面会場の設置を決めた後でも，流

行や対策の状況が変化した場合には対面開催を

中止する。 

 

 

２．大会日程、個別報告申し込み、 

要旨作成の手順について 

 

(１)大会の開催日程 

対面開催： 

日時：２０２０年１１月７日（土） 

場所：東京都 

「キャンパスイノベーションセンター東京」あ 

るいは「大東文化大学」を検討中です。 

 

オンライン開催： 

 Zoom 等による同時配信の形式ではなくオン  

ラインストレージを活用した報告資料ファ 

イルの閲覧を検討中です。 

日時：２０２０年１１月７日（土）の前後 1 週 

間を予定 

 

(２)報告者、タイトル、要旨の提出 

（オンライン報告・対面報告共通） 

受付開始： ９月７日（月） 

締め切り：１０月２日（金） 

以下の内容を WEB 上で行います。具体的な方法

は 7 月中を目標にお知らせいたします。 
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● 報告者、連名報告者の所属と氏名  

● 報告のタイトル 

● 要旨（400 程度） 

● 希望する報告方法 

オンライン報告/対面報告 

  （後日変更も可能です） 

＊数日以内に受付確認メールが届きます。 

＊参加費 1,000 円を振り込んでください。 

会費未納の方は、申し込む際にお支払いくださ 

い。いずれも振込先は以下の通りです。 

口座名：地域漁業学会 

郵便振替：01750-0-83886 
 
銀行振込：三菱 UFJ 銀行 新富町支店  

普通 0146078 

 

(３)個別報告スケジュール等の発表 

11 月 1 日頃を予定 

対面報告のスケジュール、オンライン・対面報

告者、タイトル一覧、報告要旨、および座長（な

いしはコメント者）をまとめた要旨集を学会 HP

に掲載いたします。 

 

お問い合わせ先：  

事務局大会担当： 林、山尾、天野 

E-mail： chiikioffice.chushikoku◎gmail.com 

（◎を＠に変換して下さい） 

 

注意事項 

●お送りいただいた原稿は、報告要旨集に収録

して配布・販売するほか、地域漁業学会の HP 等

に掲載・公表される事があります。ご了承くださ

い。 

●会費を滞納している会員は、一般報告に申し

込むことができません。事前に会費を納めていた

だきますようご協力をお願いいたします。 

 

 

３．学会賞御推薦のお願い 

 

「学会賞」、「学会奨励賞（中楯賞）」、「学会功労

賞(柿本賞)」の御推薦をお願いいたします。 

なお、内規では推薦の締切は大会の１週間前と

なっていますが、なるべく 10 月９日（金）*まで

にお送りください。候補者の方々の著書・論文を

はじめとする業績等を事務局で整理し、選考委員

会の皆様に閲覧していただく必要があります。 

また、選考委員の皆さんが時間的余裕をもって

候補者の方々の業績にお目通しいただかなけれ

ばなりません。できるだけ早くご推薦いただくよ

う、お願い申し上げます。 

 *いつもより早い締切です。オンラインでの委 

員会になる可能性があるためです。 

 

 

４．J-STAGE の学会誌掲載について 

 
編集委員会、事務局 

 

昨年、地域漁業学会第 61 回大会（長崎大学）

の理事会ならびに総会において J-STAGE への登

録について報告させていただきましたが、本年 5

月 15 日に無事採択に至りましたこと、ご報告申

し上げます。J-STAGE 登録の書類作成から審査対

応等についてご尽力いただきました関係者の皆

様には深く御礼申し上げます。 

学会 HP 上に J-STAGE 関連の情報を掲示してお

りますが、現在 J-STAGE への学会誌の登録・掲載

に向けた作業を進めており、2007 年 6 月発行の

47 巻～2019 年 9 月発行の 59 巻ならびに最新巻

の 60 巻までを J-STAGE ストレージ上に保存し、

掲載準備が整いました。 

昨年の理事会・総会において年間 3～5 年分ず

つ順次公開するということでご了解をいただき

ましたので、今期は 2015 年～2019 年の 5 年分に

あたる 55 巻～59 巻を公開します。最新巻の 60
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巻 1号は、1年後に公開されます。なお公開日は、

6 月 26 日を予定しています。 

今後は、J-STAGE ストレージ上に保存してある

47 巻～54 巻の公開を準備します。編集委員会、

事務局としては早めに公開したいと考えており

ます。 

J-STAGE は、以下の URL もしくは、「J-STAGE」

でご検索いただくと、トップページに入ることが

できます。 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/ 

 

 

５．学会誌投稿に関するお願い 
 

編集委員会 

 

第 62 回大会については HP ならびに会報でも

お知らせしましたとおり、新型肺炎影響下におけ

る大会運営について鋭意検討しているところで

すが、学会誌に関しては通常通りのスケジュール

で発行を堅守していきたいと考えております。 

したがいまして、次期大会においてエントリー

された個別報告につきまして、会員の皆様からの

積極的なご投稿をお願い申し上げます。個別報告

にエントリーし、なおかつ投稿を予定している会

員につきましては通常よりも前倒しで受け付け

ることとし、あわせて報告論文の投稿〆切につい

ても若干の繰下げを検討しております。 

また、過去 2 年（第 60 回・第 61 回大会）の大

会で学会報告し、なおかつ論文投稿されていない

原稿も受け付けたいと考えております。なお、報

告論文の投稿料は１万円です。ぜひ、この機会に

積極的にご投稿いただきますようお願い申し上

げます。 

なお、これらの措置は、新型肺炎影響下におけ

る臨時対応ということでご理解いただけますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

 

６．事務局からのお知らせ 

（１）会員情報更新、メール登録をお願いします。 

メール登録をしていただくようお願いいたし

ます。（メールの配信数は多くはいたしません）。

メールアドレスの変更、住所変更は、WEB 上でで

きます。 

http://jrfs.org/nyukai.html 

不明な点がございましたら、ホームページ上の

問い合わせメールでお願いします。事務的なこと

については、共立のご担当者がおこたえいたしま

す。 

（２）会費納入のお願い 

第 6１期会費納入、過年度分についても納入を

お願いいたします。 

 

 

７．その他 

〇大会報告要旨集の公開について 

 昨年の長崎大会の要旨集を本学会の HP 上にて

公開しております。以下の URL にてご覧くださ

い。 

http://jrfs.org/youshi2019.pdf 
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