
 1 

（財）海洋化学研究所 平成 19年度事業報告書（案） 
 
I 法人の概況 
1. 設立年月日 
昭和 21年 4月 4日 

2. 寄附行為に定める目的 
海洋化学に関する研究，助成および奨励をなし，その発達を図る 

3. 寄附行為に定める事業内容 
（１）海洋化学に関する研究ならびに調査 
（２）海洋化学に関する研究者の養成 
（３）海洋化学に関する知識の普及 
（４）海洋化学に関する研究者もしくは団体に対し研究資金の交付 
（５）その他目的を達するために必要な事項 

4. 所管官庁に関する事項 
文部科学省研究振興局学術機関課 

5. 会員の状況 
会員数（平成 20年 3月 11日現在） 
一般会員 151名，賛助会員 5社 

6. 主たる事務所 
〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄官有地 京都大学化学研究所内 
TEL: 0774-38-3100; FAX: 0774-38-3099 

7. 役員等に関する事項（平成 20年 3月 11日現在） 
 
役職 名前 常勤・非常勤の別 現職 

理事長 木田  英 非常勤   

理事 藤永太一郎 非常勤   

理事（所長） 桑本  融 非常勤   

理事 左右田健次 非常勤   

理事 （ 副所

長） 
堀  智孝 非常勤 京都大学大学院人間・環境学研究科教授 

理事 松村 竹子 非常勤 （有）ミネルバライトラボ取締役 
理事 （ 副所

長） 
宗林 由樹 非常勤 京都大学化学研究所教授 

理事 中西 正己 非常勤   

理事 木場 靖夫 非常勤 
（株）ハーモニック・ドライブ・システムズ常勤監

査役 

理事 伊藤 光昌 非常勤 
（株）ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取

締役会長 
監事 乾 隆 非常勤   

主事 則末 和宏 非常勤 京都大学化学研究所助教 
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II 事業の状況 
1. 事業の実施状況 

(ア) 講演会等 
海洋化学に関する研究者の養成，海洋化学に関する知識の普及を目的として，以下

の会を開催した． 
 
 第 27回石橋雅義先生記念講演会 
平成 19年 4月 28日（土）午後 1時 30分~午後 5時，京都大学百周年時計台記念
館にて開催．共催日本分析化学会近畿支部．演題，講演者は以下の通り． 

 「湖沼堆積物のウラン・トリウム同位体組成から見る古環境情報－バイカル湖
およびフブスグル湖－」金沢大学環日本海域環境研究センター教授 山本

政儀 氏 
 第 22 回海洋化学学術賞受賞記念講演「サンゴの化学像を通してみる海洋
環境の変遷」琉球大学理学部教授 大出 茂 氏 

出席者 38名．講演会後，懇親会を開催（出席者 33名）． 
 
 61周年秋季講演会 
平成 19年 11月 11日（日）午後 1時 30分~午後 4時 30分，京都大学百周年時計
台記念館にて開催．演題，講演者は以下の通り． 

 「地下水と地球環境」総合地球環境学研究所研究部准教授 谷口真人 氏 
 「サンゴ礁のミクロ生態系と化学共生」静岡大学創造科学技術研究部環境
サイエンス部門静岡研究院長 鈴木 款 氏 

出席者 28名．講演会後，懇親会を開催（出席者 22名）． 
 

(イ) 第 22回海洋化学学術賞 
海洋の化学的研究において功績顕著な科学者を顕彰し，海洋化学研究の発展を図

るため，平成 19年 4月 28日（土）京都大学百周年時計台記念館にて，琉球大学理学
部教授 大出 茂 氏に授与．受賞題目は，「サンゴの化学像を通してみる海洋環境

の変遷」． 
 

(ウ) 出版・広報 
海洋化学に関する研究者の養成，海洋化学に関する知識の普及を目的として，以下

の事業を実施した． 
 研究所報「海洋化学研究」第 20巻 1号，2号を刊行 
 財団のホームページを公開 http://www.oceanochemistry.org/ 
 

(エ) 研究・調査 
海洋化学に関する研究ならびに調査を目的として，以下の事業を実施した． 
 太平洋，南極海における微量元素の断面観測（継続） 

 京都大学化学研究所宗林研究室へ研究委託 
 報告は，「海洋化学研究」第 21巻 2号に公表予定 

 
2. 役員会等に関する事項 
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 第 1回理事会 
日時 平成 19年 4月 28日 11時 30分~13時 00分 
場所 京都大学百周年時計台記念館 会議室 II（京都市左京区） 
理事総数 9名 
出席者 理事 9名 木田理事長，左右田，藤永，桑本，堀（委任状），宗林，

松村，中西（委任状），伊藤 
 監事 1名 乾 
 主事 1名 則末 
欠席者 理事 1名 木場 
議事録署名人として，桑本所長，宗林理事を選任した． 
第 1号議案 平成 18 年度事業報告の件．宗林理事から案について説明があり，審

議の結果，承認した． 
第 2号議案 平成 18 年度収支計算の件．宗林理事から案について説明があり，審

議の結果，承認した． 
第 3号議案 会員入退会の件．宗林理事から案について説明があり，審議の結果，

承認した． 
その他 次回の理事会は，平成 19 年 11 月 11 日（日）に開催することを決定し

た． 
 
 第 2回理事会 
日時 平成 19年 11月 11日 11時 30分~13時 00分 
場所 京都大学百周年時計台記念館 会議室 IV（京都市左京区） 
理事総数 10名 
出席者 理事 10名 木田理事長，左右田，藤永，桑本，堀（委任状），松村，

宗林，中西，木場，伊藤 
 主事 1名 則末 
欠席者 監事 1名 乾 
第 1号議案 海洋化学学術賞選考委員の件．宗林理事から案について説明があり，

審議の結果，平木敬三，左右田健次，中西正己，中西孝，宗林由樹の

5氏に選考委員就任を依頼することを決定した． 
第 2号議案 平成 20年度講演会の件．第 28回石橋雅義先生記念講演会，ならびに

62周年秋季講演会について，審議の結果，概要を決定した． 
第 3号議案 会員入退会の件．宗林理事から案について説明があり，審議の結果，

承認した． 
第 4号議案 平成 19 年度文部科学省実地検査の件．宗林理事から実地検査の結

果について報告があり，今後の対応について議論した． 
その他 次回の理事会は，平成 20年 3月 15日（土）に開催することを決定した． 
 
 第 3回理事会 
日時 平成 20年 3月 15日 11時 30分~13時 00分 
場所 京大会館 115号室（京都市左京区） 
理事総数 10名 
出席者 理事 9名 木田理事長，左右田，桑本，堀，松村（委任状），宗林，
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中西，木場，伊藤（委任状） 
 監事 1名 乾 
欠席者 理事 1名 藤永 
 主事 1名 則末 
第 1号議案 会員入退会の件．宗林理事から案について説明があり，審議の結果，

承認した． 
第 2号議案 第 23 回海洋化学学術賞受賞者の件．学術賞選考委員会の選考結果

報告を受け，審議の結果，YUAN HUI (TELU) LI（李遠輝）氏（ハワイ
大学）を受賞者に決定した． 

第 3号議案 平成 20 年度事業計画の件．宗林理事から案について説明があり，審
議の結果，承認した． 

第 4号議案 平成 20 年度収支予算の件．宗林理事から案について説明があり，審
議の結果，承認した． 

第 5号議案 公益法人改革への対応の件．公益法人制度改革の概要について宗林
理事から説明があり，審議の結果，数年間情勢を見きわめた上で方針

を決定することで合意した． 
その他 次回の理事会は，平成 20年 4月 28日（月）に開催することを決定した． 
 
 
3. 収支及び正味財産増減の状況並びに財産の推移の状況 
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