
会 務 報 告

I. 2019年度　第 2回事務局会議
月 日：2019年 6月 7日
場 所：農業環境研究変動センター 453会議室
出席委員：足立（会長），小林（副会長），江口（編

集委員長），山下（事務局長），朝田（編

集幹事），岩田（監査），吉川（監査）

議 題：

1. 第 1回事務局会議の議事録案確認
2. 事務局長報告
（1）第 1回評議員会の開催準備
（2）評議員への委嘱状発行
（3）ホームページの管理
（4）ホームページの保守契約
（5）関係団体への連絡先登録変更の状況
（6）JpGU2019大会での学会案内の配布
（7）JpGU学協会長会議の招集
（8）共催依頼

3. 会計幹事報告
（1）会費納入の会告案
（2）予算動向
（3）会員動向

4. 編集幹事報告
（1）142号発行予定
（2）本誌掲載論文の図書館リポジトリへの収録

5. 60周年記念事業
6. 2019年度大会の準備状況
7. 広報 ·連絡の今後のあり方
8. オンラインジャーナルの今後のあり方
9. その他

II. 2019年度　第 3回事務局会議
月 日：2019年 7月 18日
場 所：農業環境研究変動センター 453会議室
出席委員：足立（会長），小林（副会長），江口（編

集委員長），山下（事務局長），西脇（会

計幹事），朝田（編集幹事），小島（庶務

幹事），岩田（監査），吉川（監査），櫻

井（オブザーバ）

議 題：

1. 第 2回事務局会議の議事録案確認
2. 事務局長報告
（1）第１回評議員会の結果報告
（2）第２回評議員会の結果報告
（3）ホームページの管理
（4）「土壌の物理性」の J-Stage登載

3. 会計幹事報告
（1）予算動向
（2）ゆうちょ webサービスへの移行

4. 編集幹事報告
（1）143号発行予定

5. 2019年度大会の準備状況と役割分担
6. 会員メールアドレスの整備
7. その他

III. 2019年度　第 4回事務局会議
月 日：2019年 9月 30日
場 所：農業環境研究変動センター 453会議室
出席委員：足立（会長），小林（副会長），江口（編

集委員長），山下（事務局長），西脇（会

計幹事），朝田（編集幹事），小島（庶務

幹事），岩田（監査），吉川（監査），櫻

井（オブザーバ）

議 題：

1. 第 3回事務局会議の議事録案確認
2. 事務局長報告
（1）会員メールアドレスの整備
（2）第 3回評議員会の結果報告
（3）第 4回評議員会の準備状況と議題整理
（4）学会賞（論文賞）選考の進捗状況
（5）学会賞（ポスター賞）の選考準備

3. 編集幹事報告
（1）143号発行予定

4. 庶務幹事報告
（1）「土壌の物理性」の J-Stage登載

5. 会計幹事報告
（1）10月以降の消費税増税対応
（2）2018年度決算案 · 2019年度予算案
（3）依頼原稿の超過ページ ·カラー印刷代金
（4）学会誌の寄贈依頼
（5）会員動向

6. 2019年度大会の準備状況と役割分担
7. その他

IV. 2019年度　第 2回評議員会
月 日：2019年 6月 17∼ 24日
開催形式：メール会議

出席議員：石黒宗秀，竹内晴信，波多野隆介，冠秀

昭，高橋智紀，飯山一平，岩田幸良，江

口定夫，小林政広，西村拓，吉田修一郎，

取出伸夫，中村公人，森也寸志，中野恵

子，常田岳志，橋本洋平

（委員 17名中 17名参加：成立）
審議事項：

1. 60周年記念事業に向けた企画
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V. 2019年度　第 3回評議員会
月 日：2019年 8月 20∼ 26日
開催形式：メール会議

出席議員：石黒宗秀，竹内晴信，波多野隆介，冠秀

昭，高橋智紀，飯山一平，岩田幸良，江

口定夫，小林政広，西村拓，吉田修一郎，

取出伸夫，中村公人，森也寸志，中野恵

子，常田岳志，橋本洋平

（委員 17名中 17名参加：成立）
審議事項：

1. 大会要旨集の公開方法
2. 情報交換会の値段設定

報告事項：

1. 会長委嘱評議員の追加
2. 評議員メーリングリストへの事務局参加

VI. 2019年度　第 4回評議員会
月 日：2019年 10月 25日　
場 所：筑波産学連携支援センター第 2特別会議室
出席議員：石黒宗秀，竹内晴信，岩田幸良，江口定

夫，小林政広，西村拓，吉田修一郎，取

出伸夫，中村公人，森也寸志，常田岳志，

橋本洋平，長 裕幸（評議員 18 名中 13
名参加 5名委任状：成立）

出席委員：足立（会長），山下（事務局長），西脇（会

計幹事），朝田（編集幹事），溝口（オブ

ザーバ）
審議事項：

1. 2019年度事業計画（案）
2. 2018年度会計決算（案）·監査報告
3. 2019年度会計予算（案）
4. 学会活性化の企画募集
5. 会則改定案（会員資格喪失の条件）
6.「土壌の物理性」の J-Stage登載
7. 学会の留学生対応

報告事項：

1. 2019年度学会賞（論文賞）の選考結果
2.「土壌の物理性」の編集作業と編集方針
3. 共催 ·協賛依頼

VII. 2019年度　総会
日 時：2019年 10月 26日
場 所：筑波産学連携支援センター

つくば農林ホール

次 第：

1. 学会長あいさつ
2. 議長選任
3. 審議事項
（1）2019年度事業計画（案）

（2）2018年度会計決算（案）·監査報告
（3）2019年度会計予算（案）
（4）会則改定（会員資格喪失の条件）（案）

4. 報告事項
（1）2019年度学会賞（論文賞）
著者：Ca Thi NGUYEN

Shoichiro HAMAMOTO
Taku NISHIMURA

業績：Effects of soil amendments on pH and
aggregate stability of saline sodic soil and acid
sulfate soil in Mekong delta, Viet Nam,第 141
号, p. 3 ∼ 18.

5. 議長解任
6. 論文賞授与式
すべての審議事項について承認された．

※ 2019年度事業計画
期間：2019年 4月 1日 ∼ 2020年 3月 31日

1. 学会誌「土壌の物理性」の発行
142号，143号，144号

2. 2019年度土壌物理学会大会 ·総会の開催
日時：2019年 10月 26日
場所：筑波産学連携支援センター

· シンポジウム 「土壌 · 水環境のサステナビリ
ティとコロイド界面現象」（つくば農林ホール）

·ポスターセッション（第 4,5,6会議室）
·企業展示（第 4,5,6会議室）
·情報交換会（レストラン自然味工房）

3. 評議員会の開催
第 1 – 3回（2019年 6月 4 – 11日, 6月 17 – 24
日, 8月 20 – 26日メール審議）
第 4回（2019年 10月 25日：筑波産学連携支援
センター第 2特別会議室）
以降は、審議事項にあわせて適宜開催

4. 学会賞（論文賞，ポスター賞）の表彰
5. 企画の準備
6. その他
共催事業

（1）日本地球惑星科学連合 2019年大会セッショ
ン共催

主催：日本地球惑星科学連合

開催日：2019年 5月 26 – 30日
·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

· 流域の物質輸送と栄養塩循環— 源流域か

ら沿岸海域まで—
·地質媒体における物質移動，物質循環と環
境評価

（2）農業農村工学会 土壌物理研究部会 第 58 回
研究集会

主催：農業農村工学会土壌物理研究部会

開催日：2019年 10月 25日
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協賛事業

（1）The International Seminar and Congress of Soil
Science
主催：インドネシア土壌科学会，パジャジャ

ラン大学

開催日：2019年 8月 5 – 7日
（2）日本学術会議公開シンポジウム「土と持続

可能な開発目標（SDGs）」
主催：日本学術会議農学委員会土壌科学分

科会，IUSS分科会
開催日：2019年 9月 2日

（3）2019年度界面動電現象研究会
主催：界面動電現象研究会，高分子学会 高

分子と水 ·分離に関する研究会
開催日：2020年 3月 9日

VIII. 2019年度　第 2回編集委員会
月 日：2019年 10月 16日 ∼ 10月 31日
開催形式：メール会議

出席委員：江口定夫，赤羽幾子，飯山一平，片柳薫

子，久保田富次郎，小林幹佳，佐野修司，

鈴木克拓，高橋智紀，釣田竜也，常田岳

志，橋本洋平，深田耕太郎，渕山律子，

百瀬年彦，渡辺晋生（委員 16名中 16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」の J-Stage

移行について説明がなされ，移行について

は全会一致で承認された．

（2）編集委員長より，「土壌の物理性」の J-Stage
移行時のルール等について説明がなされ，移

行の時期 ·内容については，編集委員より，
様々な意見が出された．

（3）編集委員長より，「土壌の物理性 143号」の発
行計画が提案され，全会一致で承認された．

（4）編集委員長より，「土壌の物理性」で企画す
る特集についてアイディア募集の依頼があ

り，編集委員より，様々な意見が出された．

（5）編集委員長より，次年度の学会大会シンポ
ジウムのテーマについてアイディア募集の

依頼があり，編集委員より，様々な意見が出

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．周囲への投稿の呼びか

けが依頼された．

IX. 2018年度会計収入 ·支出決算報告

60頁のとおり

X. 2018年度会計監査報告

会計監査報告書

2019年 4月 5日
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

2018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，2019年 4月 5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．

XI. 2019年度会計予算

61頁のとおり
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IX. 2018年度会計収入 ·支出決算報告

自 2018. 4. 1
至 2019. 4. 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収入の部

項　　目 予算額 決算額 増　　減 備　　考

繰越金 7,405,083 7,405,083 0

正会員会費 2,112,000 1,919,500 ▲ 192,500 5,500円 × 349口

シニア会員会費 76,800 72,000 ▲ 4,800 3,000円 × 24口

学生会員会費 192,000 186,300 ▲ 5,700 3,000円 × 62口 + 300円

賛助会費 288,000 472,500 184,500 8社（広告費含む）

出版物売上 262,500 344,250 81,750 46口

大会参加費 270,000 275,000 5,000
要旨集 3,000円 × 70人＝ 210,000円，
企業展示 20,000円 × 2社 + 25,000円 × 1社
= 65,000円

雑収入 93,617 88,700 ▲ 4,917 土壌物理用語辞典印税 36,000円，著作権協会
40,295円，懇親会残金 12,384円，利息 21円

合　　計 10,700,000 10,763,333 63,333

▲：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 1,584,511 215,489 会誌 137，138，139，140号発行費
（論文 HP管理費含む）

総会，シンポジウム費 800,000 929,525 ▲ 129,525 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 50,000 161,815 ▲ 111,815 請求書送付料等（会誌発送料含む）

文具費 20,000 4,198 15,802 ファイル，ペン等

賃金 30,000 39,000 ▲ 9,000 業務アルバイト（請求書等発送，質疑音声

起こし）

交通費 300,000 196,860 103,140 交通費等

会議費 50,000 4,708 45,292 評議員会会場費，事務局会議費

学会賞選考委員会費 50,000 13,880 36,120 賞状 ·記念品代等
選管委員会費 100,000 59,000 41,000 名簿作成，印刷費等

学会管理費 200,000 322,336 ▲ 122,336 地球惑星連合会費，HP管理費 3年分

予備費 7,300,000 0 7,300,000

合　計 10,700,000 3,315,833 7,384,167

次年度繰越金 − 7,447,500 −
合　　計 10,700,000 10,763,333 ▲ 63,333

▲：支出増
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XI. 2019年度会計予算

自 2019. 4. 3
至 2020. 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 7,447,500 7,405,083 42,417
正会員会費 1,012,000 2,112,000 ▲ 1,100,000 230人 × 5,500円 × 0.8 = 1,012,000

シニア会員会費 55,200 76,800 ▲ 21,600 23人 × 3,000円 × 0.8 = 55,200

学生会員会費 99,000 192,000 ▲ 93,000 66人 × 3,000円 × 0.5 = 99,000

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

出版物売上 300,000 262,500 37,500 40口 × 7,500円 = 300,000

大会参加費 150,000 270,000 ▲ 120,000 参加費 (50人 × 3,000円 = 150,000)

雑収入 102,300 93,617 8,683 著作権料，その他

合計 9,310,000 10,700,000 ▲ 1,390,000

▲：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 1,500,000 1,800,000 ▲ 300,000 会誌 141，142，143号発行費
（1号約 50万円）

総会，シンポジウム費 500,000 800,000 ▲ 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 180,000 50,000 130,000 会誌，請求書送付料等

文具費 50,000 20,000 30,000 インク，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 100,000 300,000 ▲ 200,000 交通費等

会議費 50,000 50,000 0 評議員会会場費

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 0 100,000 ▲ 100,000

企画費 500,000 0 500,000 出版助成等

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

予備費 6,150,000 7,320,000 ▲ 1,170,000

合　計 9,310,000 10,720,000 ▲ 1,410,000

▲：当年度減



62 土壌の物理性　第 143号　 (2019)

XII.会員消息（2019年 10月 31日まで，敬称略）

退会 シニア会員 永塚 鎭男（ご逝去）

学生会員 関口 覧人

入会 正 会 員 板津 透

株式会社　ヴィジブルインフォ

メーションセンター

正 会 員 齋藤 龍司

長野県野菜花き試験場

　 正 会 員 佐藤 太郎

新潟県農業総合研究所

正 会 員 佐藤 直人 明治大学

正 会 員 杉本 卓也 東京大学

正 会 員 辻本 久美子 岡山大学

正 会 員 樋口 由美子 あめつち研究所

学生会員 石田 拓也 佐賀大学

学生会員 稲葉 智 筑波大学

学生会員 岡田 華保 三重大学

学生会員 橿 真由香 岡山大学

学生会員 川村 宜也 三重大学

学生会員 清本 翼 三重大学

学生会員 小関 拓也 茨城大学

学生会員 谷口 和広 茨城大学

学生会員 土井 楓 佐賀大学

学生会員 浪江 日和 石川県立大学

学生会員 西尾 拓哉 石川県立大学

学生会員 野宮 高由 筑波大学

学生会員 林 靖人 筑波大学

学生会員 伴田 千紘 石川県立大学

学生会員 平林 亮太 明治大学

学生会員 福間 大起 京都大学

学生会員 升田 直希 佐賀大学

学生会員 蜜澤 岳 石川県立大学

学生会員 山田 枝梨乃 筑波大学

会員種別変更

正 会 員 → シニア会員 横井 義雄

安西 徹郎

加藤 誠

学生会員 → 正 会 員 伊東 雄樹

青木 伸輔

現在会員数（2019年 10月 31日現在）

　 正会員 ： 　 230 　

　 シニア会員 ： 　 23 　

　 学生会員 ： 　 69 　

　 賛助会員 ： 　 8 　
—————————————
　 　小　計 ： 　 330 　

　 購読会員 ： 　 35 　
—————————————
　 　合　計 ： 　 365 　




