
会 務 報 告

I.新旧引継ぎ事務局会議
日 時：2015年 3月 26日（木）
場 所：東京大学大学院農学生命科学研究科

出 席：旧事務局／溝口（会長），吉川（副会長），

取出（編集委員長），西村，吉田，濱本

（庶務幹事），西田（会計幹事），渡辺

（編集幹事）

新事務局／長（会長），中野，宮本

（庶務幹事），近藤（会計幹事），渡辺

（編集幹事）

議 題：

1. 新体制の確認
2. 土壌物理学会会則などの確認
3. 全体および個別の引き継ぎ

II. 2015（H27）年度　第 1回事務局会議
日 時：2015年 4月 17日
場 所：佐賀大学（三重大学との間は通信会議）

出席委員：長（会長），取出（編集委員長），渡辺

（編集幹事），中野，宮本（庶務幹事），

近藤（会計幹事）

議 題：

1. 新体制選出案の確認
2. 2015年度土壌物理学会大会日程，会場等の検討
3. 学会誌編集に関する案件
（1）現在の投稿原稿の編集作業状況の報告
（2）編集方針，発行計画
（3）投稿促進方策について

4. その他
（1）土壌の物理性：新区分創設について
（2）土壌の物理性：オープンアクセス権について
（3）日本地球惑星科学連合について

III. 2015（H27）年度　第 1回評議員会
開催形式：電子会議

日 時：2015年 4月 21日 ∼ 4月 28日
出席委員：中辻敏朗，塚本康貴，安中武幸，千葉克己，

加藤英孝，原口暢朗，西村　拓，宮本輝仁，

北川　巌，渡辺晋生，小杉賢一朗，

諸泉利嗣，森也寸志，望月秀俊，宮本英揮，

伊藤祐二，武藤由子，吉川省子

（委員 18名中 18名参加：成立）

議 題：

　審議事項：

1. 新副会長，新編集委員長の選出について
下記の会員が選出された

副　会　長　江口定夫

編集委員長　取出伸夫

2. 編集委員の選出について
下記の会員が編集委員に選出された

小杉賢一朗，千葉克己，釣田竜也，中川　啓，

中辻敏朗，橋本洋平，諸泉利嗣，宮本輝仁，

望月秀俊，吉田修一郎

3. 会計監査の選出について
下記の会員（2名）が会計監査に選出された．
中川　啓，徳本家康

4. 選挙管理委員の選出について
下記の会員が選挙管理委員に選出された．

中野恵子

5. 2015（H27）年度土壌物理学会大会の日程 ·
会場について

下記の案が承認された．

大会 ·総会　 2015年 10月 24日（土）
会場：佐賀大学（佐賀市）

6. シニア会員への「再入会」の承認について
再入会が 1件承認された．

　報告事項：

1. 会長委嘱評議員について
以下の 3名の会員に評議員（会長委嘱：会
則第 6条 (2)ロ）を委嘱する．
武藤由子，伊藤祐二，吉川省子

2. 2015（H27）年度大会時における評議員会の
日時 ·会場について

10月 24日（土）昼　佐賀大学にて行う．

IV. 2015（H27）年度　第 1回編集委員会
開催形式：電子会議

日 時：質疑応答 ·討論
2015年 5月 1日 ∼ 5月 13日
採決

2015年 5月 14日 ∼ 5月 18日
出席委員：取出伸夫，小杉賢一朗，千葉克己，釣田竜也，

中川　啓，中辻敏朗，橋本洋平，諸泉利嗣，

宮本輝仁，望月秀俊，吉田修一郎

（委員 11名中 11名参加：成立）
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議事内容

1. 議題
（1）各編集委員より，自己紹介を行った．
（2）編集委員長より編集方針が示され，承認され

た．また，各編集委員に周囲への投稿の呼び

かけが依頼された．

（3）編集委員長より閲読作業手順が示された．
（4）編集委員長より，平成 27 · 28年度の「土壌の

物理性」刊行計画が提案され，全会一致で承

認された．

（5）編集委員長より，平成 27 · 28年度の「土壌の
物理性」で企画する特集について説明がなさ

れた．

（6）編集委員長より巻頭言 ·土粒子 ·編集後記の執
筆者（案）が提示され，承認された．

（7）編集委員長より投稿区分の新設について提案
があり承認された．

（8）編集委員長より閲読関係書類の一部訂正につ
いて説明がなされた．

2. 報告
（1）編集幹事より，現在の閲読の進行状況の報告

がなされた．

（2）編集幹事より，現在の各種企画（講座 ·特集）
の進捗状況が報告された．

V. 2015（H27）年度　第 2回事務局会議
日 時：2015年 5月 27日
場 所：佐賀大学（三重大学との間は通信会議）

出席委員：長（会長），取出（編集委員長），渡辺

（編集幹事），中野，宮本（庶務幹事），

近藤（会計幹事）

議 題：

1. 2015年度土壌物理学会大会内容等について
2. Web（オープンアクセス権等）について
3. 学会誌（130号発行計画等）について
4. 国際土壌年について
5. 著作権管理委託（電子コピー）について
6. 学生会員の消息確認について

VI. 2015（H27）年度　第 2回編集委員会
開催形式：電子会議

日 時：質疑応答 ·討論
2015年 6月 22日 ∼ 6月 29日
採決

2015年 6月 20日 ∼ 7月 2日
出席委員：取出伸夫，小杉賢一朗，千葉克己，釣田竜也，

中川　啓，中辻敏朗，橋本洋平，諸泉利嗣，

宮本輝仁，望月秀俊，吉田修一郎

（委員 11名中 11名参加：成立）

　議事内容

1. 議題
（1）編集委員長より提案のあった「土壌の物理性

130号」の発行計画が全会一致で承認された．
（2）編集委員長より提案のあった 2015年度の「土

壌の物理性」表紙への国際土壌年のロゴの掲

載が全会一致で承認された．

2. 報告
（1）編集幹事より，現在の閲読の進行状況につい

て報告がなされた．

（2）編集委員より，各特集の進捗状況が報告さ
れた．

VII.会員消息（2015年 7月 3日まで，敬称略）
入会 正 会 員 樋口 俊輔

学生会員 荒生 秀紀

退会 正 会 員 井手 淳一郎

正 会 員 石坂 信吉

正 会 員 石田 朋靖

正 会 員 佐藤 照男

正 会 員 中本 洋

正 会 員 松本 康夫

正 会 員 森本 聡

学生会員 阿部 森也

学生会員 石川 聡子

学生会員 柄崎 仁志

学生会員 長田 友里恵

学生会員 片野 健太郎

学生会員 北原 雅俊

学生会員 佐々木美奈子

学生会員 鈴木 心也

学生会員 竹内 萌実

学生会員 土井 俊弘

学生会員 槙野 良介

学生会員 三木 真隆

学生会員 村上 佳織

学生会員 Priwoco Hari Kuncoro
購読会員 Dr Peter Cull

ICT International Pty Ltd

現在会員数（2015年 7月 3日現在）
正会員（国内） ： 268
正会員（海外） ： 5
シニア会員 ： 16
学生会員（国内） ： 30
学生会員（海外） ： 0
賛助 ： 8

—————————————-
小 計 ： 327

購読会員数 ： 38
—————————————-

合 計 ： 365


