
会 務 報 告

I. 2018（H30）年度　第 2回事務局会議
月 日：2018年 9月 12日
場 所：北海道大学農学部

出席委員：石黒（会長），竹内（副会長），澤本（編集

委員長），柏木（事務局長），倉持（会計幹

事），塚本（編集幹事）

議 題：

1. 2018年度土壌物理学会大会について
2. その他

II. 2018（H30）年度　第 1回評議員会
月 日：2018年 10月 26日
場 所：北海道大学農学部地域環境学多目的室

出 席：中辻敏朗，塚本康貴，小林政広，吉田修一

郎，渡辺晋生，中村公人，中野恵子，足立

泰久（委員 18 名中 8 名参加，10 名委任
状提出：成立）

議 題：

1. 審議事項
（1）2018年度事業計画（案）
（2）2017年度会計決算（案）·監査報告
（3）2018年度会計予算（案）
（4）2018年度学会賞（論文賞）の選考結果報告と

決定

（5）総会の進行および総会議長について
（6）「土壌の物理性」の編集作業と編集方針
（1）∼（6）まで，審議の上，承認された．

（7）地球惑星科学連合（JpGU）2019 年大会への
セッション共催について，次の 3 件が承認さ
れた．

1）「地質媒体における物質移動，物質循環と環
境評価」

コンビーナー：小島悠揮，濱本昌一郎，森也

寸志，斎藤広隆

2）「流域圏の物質輸送と栄養塩循環—源流域

から沿岸海域まで—」
コンビーナー：小林政広，吉川省子

3）「原子力災害被災地おける農業再生と風評被
害払拭のための教育研究—農業再生と風評

被害払拭—」
コンビーナー：溝口勝

2. 報告事項：
（1）会員動向
（2）その他

III. 2018（H30）年度　総会
日 時：2018年 10月 27日
場 所：北海道大学農学部大講堂

1. 議長選任
2. 2018年度事業計画（案）
3. 2017年度会計決算（案）·監査報告
4. 2018年度会計予算（案）
5. 2018年度学会賞（論文賞）
著者：中野恵子氏　ほか

業績：水稲乾田直播栽培におけるローラによる地

表面鎮圧が作土の間隙構造に及ぼす影響

「土壌の物理性」第 136号，p. 27–35，2017
6. 議長解任
すべての審議事項について承認された．

※ 2018年度事業計画
期間：2018年 4月 1日 ∼ 2019年 3月 31日

1. 学会誌「土壌の物理性」の発行
139号，140号，141号

2. 評議員会の開催
第 1回　評議員会（2018年 10月 26日：北海
道大学）

以降は、必要に応じて随時開催予定

3. 総会の開催（2018年 10月 27日：北海道大学）
4. 2018年度土壌物理学会大会の開催
（2018年 10月 27日：北海道大学）
·　ポスターセッション，51課題（N31·N21·N11
講義室）

·　シンポジウム 「これからの持続的農業を考
える；土壌中の物質循環 ·微生物 ·共生からの
視点」（大講堂）

·　情報交換会（北海道大学　エンレイソウ · 1F
レストラン）

5. 2018年度　土壌物理学会賞（論文賞）の表彰
（2018年 10月 27日：北海道大学）

6. その他
（1）後援 ·共催事業等

1）地球科学惑星連合 2018 年大会へのセッ
ション共催

開催日：2018年 5月 20日（日）∼ 24日
（木）

·地質媒体における物質移動，物質循環と
環境評価

·流域圏の物質輸送と栄養塩循環
—人間活動および気候変動の影響—
· 福島第一原子力発電事故後の地域復興
で科学者が今後取り組むこと
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2）Interfaces Against Pollution 2018　協賛
主催：同実行委員会

開催日：2018 年 6 月 10 日 ∼ 13 日（フ
ランス）

3）第 69 回コロイドおよび界面科学討論会
協賛

主催：日本化学会コロイドおよび界面化

学部会

開催日：2018年 9月 18日（火）
4）HYDRUS ワークショップ＆講習会　協
賛

主催：同実行委員会

開催日：2018年 9月 18日（火）∼ 20日
（木）

5）農業農村工学会　土壌物理研究部会　
2018年度　第 57回研究集会　共催
主催：農業農村工学会　土壌物理研究部

会

開催日：2018年 10月 26日（金）
6）NARO-MARCO国際シンポジウム
東アジアにおける窒素循環とその環境影

響　協賛

主催：国立研究開発法人農業 · 食品産業
技術総合研究機構

開催日：2018 年 11 月 19 日（月）∼ 22
日（木）

7）2018 年度界面動電現象研究会　協賛　
2018年度　第 57回研究集会　共催
主催：高分子学会，高分子と水 · 分離に
関する研究会

開催日：2019年 3月 11日（月）

IV. 2018（H30）年度　第 2回編集委員会
月 日：2018年 7月 30日 ∼ 8月 6日
開催形式：メール会議

出席委員：澤本卓治，飯山一平，岩田幸良，北川巌，

小林幹佳，三枝俊哉，清水真理子，鈴木伸

治，中川進平，中野恵子，中村和正，丹羽

勝久，笛木伸彦，渡辺晋生

（委員 14名中 14名参加：成立）
議事内容

1. 議題
（1）編集委員長より特集原稿の収集状況について

の説明と，当初想定していた 2 部構成を一つ
の特集にまとめる案が示され，全会一致で承

認された．

（2）編集委員長より講座開設に関する提案が示さ
れ，全会一致で承認された．

2. 報告
（1）編集幹事より，原稿の閲読進捗状況について

報告がなされた．

V. 2018（H30）年度　第 3回編集委員会
月 日：2018年 10月 15日 ∼ 10月 22日
開催形式：メール会議

出席委員：澤本卓治，飯山一平，岩田幸良，北川巌，

小林幹佳，三枝俊哉，清水真理子，鈴木伸

治，中川進平，中野恵子，中村和正，丹羽

勝久，笛木伸彦，渡辺晋生

（委員 14名中 14名参加：成立）

議事内容

1. 議題
（1）編集委員長より「土壌の物理性 140 号」の発

行計画が提案され，全会一致で承認された．

（2）編集委員長より特集の題名について提案がな
され，全会一致で承認された．

2. 報告
（1）編集幹事より，原稿の閲読進捗状況について

報告がなされた．

VI. 2017年度会計収入 ·支出決算報告

次ページのとおり

VII. 2017年度会計監査報告

土壌物理学会

会長　石黒　宗秀　殿

土壌物理学会

会計監査

会計監査報告

2017年度，土壌物理学会会計の収支決算書ならびに関
係帳簿類について，2018 年 10 月 24 日に厳正に監査を
行った結果，それらの執行は適正であり，提出のとおり

相違ないことを確認した．
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VI. 2017年度会計収入 ·支出決算報告

自 2017. 4. 1
至 2018. 3.31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収入の部

項　　目 予算額 決算額 増　　減 備　　考

繰越金 7,857,095 7,857,095 0

正会員会費 1,078,000 247,500 ▲ 830,500 5,500円 × 45人，会費未請求のため収入減

シニア会員会費 40,800 9,000 ▲ 31,800 3,000円 × 3人，会費未請求のため収入減

学生会員会費 108,000 0 ▲ 108,000 会費未請求のため収入減

賛助会費 144,000 0 ▲ 144,000 会費未請求のため収入減

出版物売上 262,500 247,500 ▲ 15,000 購読会費延べ 33口

大会参加費 280,000 201,850 ▲ 78,150 要旨集 3,000円 × 57 人＝ 171,000 円，
情報交換会残金 30,850 円

超過ページ等 358,640円，同窓会補助 200,000円，
雑収入 429,605 642,514 212,909 著作権料 52,146 円，農業農村工学会土壌物理

研究部会施設使用料 27,400円，その他 4,328円

合　　計 10,200,000 9,205,459 ▲ 994,541

▲：収入減
支出の部

項　　目 予算額 決算額 増　　減 備　　考

会誌製作費 1,800,000 843,105 956,895 会誌 135，136号発行料等（論文 HP管理費含む）

総会，シンポジウム費 500,000 818,498 ▲ 318,498 総会，シンポジウム，要旨集代，アルバイト代，

施設使用料等

通信費 50,000 22,441 27,559 請求書送付料等

文具費 50,000 24,000 26,000 ファイル，ペン等

賃金 30,000 10,000 20,000 業務アルバイト（請求書等発送，質疑音声起こし）

交通費 150,000 59,680 90,320 交通費等

会議費 50,000 5,548 44,452 評議員会会場費，事務局会議費

学会賞選考委員会費 50,000 6,780 43,220 賞状 ·記念品代等
選管委員会費 0 0 0 名簿作成，送料，印刷費等

学会管理費 200,000 10,324 189,676 地球惑星連合会費

予備費 7,320,000 0 7,320,000

合　計 10,200,000 1,800,376 8,399,624

次年度繰越金 − 7,405,083 −
合　　計 10,200,000 9,205,459 994,541

▲：支出増
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VIII. 2018年度会計予算

自 2018. 4. 1
至 2019. 3.31収入の部

項　　目 当年度予算 前年度予算 増　　減 備　　考

繰越金 7,405,083 7,857,095 ▲ 452,012
正会員会費 2,112,000 1,078,000 1,034,000 240人 × 5,500円 × 0.8 × 2 = 2,112,000

シニア会員会費 76,800 40,800 36,000 16人 × 3,000 × 0.8 × 2 = 76,800

学生会員会費 192,000 108,000 84,000 64人 × 3,000 × 0.5 × 2 = 192,000

賛助会費 288,000 144,000 144,000 8社 × 22,500円 × 0.8 × 2 = 288,000

出版物売上 262,500 262,500 0 35口 × 7,500 = 262,500

大会参加費 270,000 280,000 ▲ 10,000 参加費 (90人 × 3,000円 = 270,000)

雑収入 93,617 429,605 ▲ 335,988 著作権料，その他

合計 10,700,000 10,200,000 500,000

▲：収入減
支出の部

項　　目 当年度予算 前年度予算 増　　減 備　　考

会誌製作費 1,800,000 1,800,000 0 会誌 137，138，139,140 号発行料等
（1 号約 45万円）

総会，シンポジウム費 800,000 500,000 300,000 総会，シンポジウム，要旨集代，アルバイト代，

施設使用料等

通信費 50,000 50,000 0 請求書送付料等

文具費 20,000 50,000 ▲ 30,000 ファイル，ペン等

賃金 30,000 30,000 0 業務アルバイト（請求書等発送，質疑音声起こし）

交通費 300,000 150,000 150,000 交通費等，事務局引継経費含む

会議費 50,000 50,000 0 評議員会会場費，事務局会議費 (事務局引継ぎ経費)

学会賞選考委員会費 50,000 50,000 0 賞状 ·記念品代等
選管委員会費 100,000 0 100,000 名簿作成，送料，印刷費等

学会管理費 200,000 200,000 0 ホームページ更新費用，地球惑星連合会費等

予備費 7,300,000 7,320,000 ▲ 20,000

合　計 10,700,000 10,200,000 500,000

▲：当年度減
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IX.会員消息（2018年 11月 22日まで，敬称略）
退会 正 会 員 石渡 輝夫

正 会 員 饗庭 直樹

正 会 員 窪田 順平

正 会 員 橋本 昌司

正 会 員 吉田 莉惠

正 会 員 伊藤 祐二

学生会員 万代 俊之

入会 正 会 員 長田 友里恵 ケミカルグラ

ウト株式会社

正 会 員 鮎沢 純子 長野県野菜花き

試験場　

学生会員 高橋 由奈 三重大学

学生会員 鈴木 萌香 三重大学

学生会員 原 百花 京都大学

学生会員 牧 貴広 佐賀大学

学生会員 中島 綾 佐賀大学

学生会員 久保 拓哉 佐賀大学

学生会員 久留 佑太 佐賀大学

学生会員 筬島 千波 佐賀大学

学生会員 清広 真輝 岡山大学

学生会員 岩崎 正義 岡山大学

学生会員 辻 卓弥 山口大学

学生会員 藤井 理樹 山口大学

学生会員 石井 佑磨 明治大学

学生会員 青木 伸輔 明治大学

学生会員 畑野 憲人 島根大学

学生会員 水田 陽斗 石川県立大学

会員種別変更

正 会 員 → シニア会員 中野 政詩

宮﨑 毅

学生会員 → 正 会 員 山崎 琢平

現在会員数（2018年 11月 22日現在）

　 正会員 ： 　 240 　

　 シニア会員 ： 　 19 　

　 学生会員 ： 　 72 　

　 賛助会員 ： 　 8 　
—————————————
　 　小　計 ： 　 339 　

　 購読会員 ： 　 37 　
—————————————
　 　合　計 ： 　 376 　




