地 球 史 研 究 所 規 程
Regulations of Institute of GeoHistory
第１章 総
則
Chapter 1 General rules
（目的）Aim
第 1 条 地球史研究所規程（以下「規程」という。
）は、特定非営利活動法人地球年代
学ネットワーク（以下「法人」という。）に設置する地球史研究所の組織および管理運
営等に関し必要な事項を定めるものとする。
Article 1 Regulations of Institute of GeoHistory (hereinafter referred to as “Regulations”) are
necessary for the organization and management of the Institute of GeoHistory to be established
in the NPO Japan Geochronology Network (hereinafter referred to as “Corporation”). The
following items shall be defined.
（設置場所）Installation location
第２条 地球史研究所は、岡山県赤磐市周匝 1599 に置く。
Article 2: The Institute of GeoHistory is located at 1599 Susai, Akaiwa, Okayama Prefecture.
（事業の範囲）Scope of business
第３条 地球史研究所は、法人定款第３条に定められた目的を達成するために次の事業
を行う。
Article 3 The Institute of GeoHistory conducts the following projects in order to achieve the
purpose stipulated in Article 3 of the company statute of Corporation.
（１） 地球惑星科学とその関連分野の研究開発及び技術指導
(1) R&D and technical guidance in earth and planetary science and related fields
（２）地球惑星科学とその関連分野の研究資料の収蔵及び管理
(2) Storage and management of research materials in earth and planetary science and related fields
（３）地球惑星科学とその関連分野の教育の支援及び普及啓発活動
(3) Support for education and promotion activities for earth and planetary science and related
fields
（４）前各号の業務に附帯する業務
(4) Business incidental to the business of the preceding items
第２章 組
織
Chapter 2 Organization
（組織）Organization
第４条 地球史研究所に、研究推進グループ及び教育連携グループを置く。
Article 4 Establish a Research Promotion Group and an Educational Cooperation Group at the
Institute of GeoHistory.
２. この法人は、研究及び教育活動の効率的な運営のために必要と認めるときには、研
究推進グループ又は教育連携グループが所管する室及び担当を置くことができる
2. This corporation, if deemed necessary for the efficient management of research and educational
activities, may set up the rooms and responsibilities under the jurisdiction of the Research
Promotion Group or Educational Cooperation Group.
３. 室及び担当の設置、変更、廃止については、理事会で決議する。
3. The Board of Directors will make installation, change, and abolition of rooms and persons in

charge.
（研究推進グループ）Research Promotion Group
第５条 研究推進グループは、地球惑星科学及びそれに関連する分野の基盤研究、資源
開発及び防災に関連する先端的研究、分析測定装置の研究開発、研究資料の保管及び管
理並びにこれらに附帯する業務を行う。
Article 5 The Research Promotion Group is responsible for basic research in earth and planetary
science and related fields and advanced research related to resource development and disaster
prevention, and R&D of analytical-measurement equipment, storage and management of research
materials, and related activities. This Group does.
（教育連携グループ）Educational Cooperation Group
第６条 教育連携グループは、地球惑星科学及びそれに関連する分野の科学教育及び地
域振興に関連する企画、調査及び広報業務並びにこれらに附帯する業務を行う。
Article 6 The Education Cooperation Group conducts planning, research, and public relations
work related to science education and regional promotion of earth and planetary science and
related fields, and related activities.
（業務の協働）Business collaboration
第７条 研究推進グループと教育連携グループは、この規程の第４条に定められた地球
史研究所の事業を遂行するために、互いに協働し、目的の達成に努力しなければならな
い。
Article 7 The Research Promotion Group and the Educational Cooperation Group must cooperate
with each other and strive to achieve the purpose in order to carry out the business of the Institute
of GeoHistory stipulated in Article 4 of this regulations.
第３章 職位及び職務
Chapter 3 Position and Duties
（地球史研究所の職位）Staffs and their position in Institute of GeoHistory
第８条 地球史研究所は、研究を行う職員（以下、「研究者」という。）として、所長、
副所長及び研究員を置くことができる。
Article 8 The Institute of GeoHistory can have a director, a deputy director, and researchers as
staff to conduct research (hereinafter referred to as "Researchers").
２. 地球史研究所は、研究を支援又は補佐し、教育及び普及啓発活動を行う職員として、
専門員を置くことができる。
2. The Institute of GeoHistory can have specialists as staff members who support or assist research
and carry out education and public awareness activities.
３．前項に定める職位のほか、必要により嘱託及び臨時研究員を置くことができる。
3. In addition to the positions stipulated in the preceding paragraph, temporary staffs and
researchers may be appointed if necessary.
（所長）Director
第９条 所長は、地球史研究所を代表し、その業務を掌理する。
Article 9 The director is in charge of the work of the Institute of GeoHistory on behalf of it.
２. 所長は、理事の中から理事長が指名する。任期は 2 年とし、再任はこれを妨げない。
2. The director is appointed by the President from among the directors. The term of office is two
years, and reappointment does not prevent this.

（副所長）Deputy director
第１０条 副所長は、所長の職務を助け、所長に事故あるとき又は所長が欠けたときは、
所長の職務を代行する。
Article 10 The Deputy Director assists the Director's duties and, in the event of an accident or
lack of the Director, substitutes the Director's duties.
２. 副所長は、所長が推薦する候補者の中から理事長が指名する。任期は 2 年とし、再
任はこれを妨げない。
2. The Deputy Director is appointed by the President from the candidates recommended by the
Director. The term of office is two years, and reappointment does not prevent this.
（研究員）Researcher
第１１条 研究員は、地球史研究所の特定の課題について所管し、研究の指導及び管理
に関する業務を行う。
Article 11 Researchers have jurisdiction over specific issues of the Institute of GeoHistory, and
conduct work related to research guidance and management.
２. 研究員は、理事会で推薦された正会員の中から理事長が指名する。
2. Researchers are appointed by the President from among the regular members recommended by
the board.
（専門員）Expert
第１２条 専門員は、地球史研究所の計画に基づき、調査、研究、教育、その他業務の
一部を分掌する。
Article 12 Experts are responsible for part of investigation, research, education, and other
operations based on the plans of the Institute of GeoHistory.
２. 専門員は、自薦又は理事会から推薦された正会員の中から、所長が指名する。
2. Experts are nominated by the Director from among the regular members recommended by
themselves or by the Board of Directors.
（研究者の条件）Researcher conditions
第１３条 地球史研究所の研究者は、地球惑星科学及び関連分野において優れた研究業
績を有している者であって、理事長が地球史研究所の目的を達成するために必要である
と判断した者とする。
Article 13 Researchers at the Institute of GeoHistory have excellent research achievements in
earth and planetary science and related fields, and are necessary for the President to achieve the
purpose of the Institute of GeoHistory. The person who has judged
２. 研究者は、任期の初日において、博士の学位（外国において授与されたこれに相当
する学位を含む。
）を取得していなければならない。
2. Researchers must have a PhD degree (including an equivalent degree conferred abroad) on the
first day of their term of office.

第４章 管理
Chapter 4 Management
（管理運営等の事務）Office work such as administration
第１４条 地球史研究所の事務は、この法人の事務局の総務担当及び経理担当が共同で
行う。

Article 14 The administration of the Institute of GeoHistory is jointly performed by the general
affairs staff and accounting staff of the Corporation's secretariat.
２. この規定に定めるもののほか、地球史研究所の管理運営に関して必要な事項は、所
長が定める。
2. In addition to what is stipulated in this regulation, the director determines the necessary items
regarding the management and operation of the Institute of GeoHistory.
（内部監査）Internal audit
第１５条 研究活動費の適正な管理のために、内部監査を行う。
Article 15: Perform internal audits for proper management of research activity costs.
２. 内部監査は理事長の指揮のもと、事務局長が行う。
2. Internal audit is conducted by the Executive Secretary under the direction of the President.
３. 内部監査の対象は、前年度の研究活動費とし、その一部又は全部について、会計書
類の検査と購入物品の使用状況等に関する研究者からのヒアリングにより確認する。
3. The target of the internal audit is the research activity expenses for the previous year, part or
all of which will be confirmed by investigating accounting documents and hearings from
researchers regarding the usage status of purchased goods.
（コンプライアンス教育）Compliance education
第１６条 地球史研究所に所属する研究者は研究の遂行に当たり、関係法令等を遵守す
るものとする。
Article 16 Researchers belonging to the Institute of GeoHistory shall comply with relevant laws
and regulations when conducting research.
２. 研究活動費の運営・管理に関わる全ての構成員にコンプライアンス教育を行う。
2. Conduct compliance education to all members involved in the operation and management of
research activity costs.
３. 研究活動に関わる者を対象に、定期的に研究倫理教育を行う。
3. Regularly conduct research ethics education to those involved in research activities.

附 則 Supplement
（改廃）Amendment & Abolition
第１条 この規程は、総会の決議により、改廃する。
Article 1 This regulation will be amended and abolished by the resolution of the general meeting.
（実施期日）Implementation date
第２条 この規程は、平成３０年１２月１日より施行する。
Article 2 These regulations will come into effect on December 1, 2018.

