
会 務 報 告

I.新事務局 ·編集委員顔合わせ
月 日：2021年 3月 19日
出 席：取出（会長），諸泉（副会長），渡辺（事務

局長），小島（庶務幹事），廣住（庶務幹

事），坂井（会計幹事），岩間（会計監査），

水谷（会計監査），宮本（編集委員長），亀

山（編集幹事），岩田（編集委員），坂口

（編集委員），濱本（編集委員）

議 題：

1. 新事務局 ·編集委員会体制の確認
2. 学会の現状について
3. 運営方針について
4. 学会大会について
5. 学会 HPについて
6. 繰越金について
7. 学術会議問題ついて
8. その他

II.新旧引継ぎ事務局会議
開催形式：オンライン会議

月 日：2021年 3月 29日
出 席：足立（会長），小林（副会長），江口（編集

委員長），山下（事務局長），小島（庶務幹

事），朝田（編集幹事），西脇（会計幹事），

櫻井（オブザーバー）

新事務局：取出（会長），諸泉（副会長），

宮本（編集委員長），渡辺（事務局長），小

島（庶務幹事），廣住（庶務幹事），亀山

（編集幹事），坂井（会計幹事）

議 題：

1. 会長挨拶
2. 新旧役員紹介
3. 2020年度の事業概要について

1）学会誌の発行
2）学会大会および総会の開催
3）評議員会
4）学会賞
5）企画の準備
6）評議員選挙
7）学会誌の J-stageへの登載準備
8）会員MLの整備
9）その他（共催事業）

4. 会則について
5. 役員MLについて
6. 担当ごとの引継ぎ

III. 2021年度　第 1回事務局会議
開催形式：オンライン会議

月 日：2021年 4月 16日
出 席：取出（会長），諸泉（副会長），宮本（編集

委員長），渡辺（事務局長），小島（庶務幹

事），廣住（庶務幹事），亀山（編集幹事），

坂井（会計幹事），岩間（会計監査），水谷

（会計監査）

議 題：

1. 引き継ぎ会議の議事録案確認
2. 庶務報告

1）運営体制について
2）第１回評議員会について
3）会則附則について
4）関係団体への登録変更について
5）J-STAGEバックナンバーの登載について
6）学会 HPの管理について
7）会員管理について
8）JSSP newsについて
9）日本地球惑星科学連合について

10）IUSS役員選挙について
11）学会MLの状況について
12）評議員の依頼について

3. 会計報告
1）繰越金について
2）会員動向について

4. 編集委員会報告
5. 今後の作業日程について
6. 土壌物理学会大会について
7. その他　 Redmine，学会 twitter，FB，LINEなどに
ついて

IV. 2021年度　第 1回評議員会
開催形式：オンラインおよびメール会議

月 日：2021年 4月 28日 ∼ 5月 10日
出 席：（オンライン）取出伸夫，石黒宗秀，高

橋智紀，飯山一平，岩田幸良，斎藤広隆，

百瀬年彦，渡辺晋生，小杉賢一朗，徳本家

康，宮本英揮，溝口勝，（メール）柏木淳

一，武藤由子，常田岳志，西村拓，森也

寸志（委員 17名中 17名参加：成立）
審議事項：

1. 第 31期役員（会計監査，選挙管理委員，編集委員，
学会賞選考委員）について事務局案が全会一致で承

認された（土壌の物理性または学会 HPをご参照下
さい）．

2. 会則第 2条の変更について
設立日の追記について検討し，総会の議案とした．
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報告事項：

1. 2021年度土壌物理学会大会の日程と会場，テーマに
ついて報告があった．

2. 2021年度大会における評議員会の日時 ·会場につい
て報告があった．

3. 溝口 勝会員と長 裕幸会員を会長委嘱評議員とする
ことが報告された．

4. 国際土壌科学連合（IUSS）における役員として登尾
浩助（明治大学）会員と西村拓（東京大学）会員を

それぞれ推薦したことが報告された．

5. 事務局構成が紹介された．
6. その他，学会の繰越金，会員確保，学会誌の投稿数
等の現状や，土壌の物理性 150号企画，学会 HPな
どについて意見を交換した．

V. 2021年度　第 1回編集委員会
開催形式：オンライン会議

月 日：2021年 4月 28日
出席委員：宮本（編集委員長），亀山（編集幹事），朝

田，岩田，小林，常田，中野，濱本

審議事項：150号記念号の内容について
報告事項：Arduino特集，お薦めの HPの進捗状況

について

VI. 2021年度　第 2回事務局会議
開催形式：オンライン会議

月 日：2021年 5月 26日
出席委員：取出（会長），諸泉（副会長），宮本（編集

委員長），渡辺（事務局長），小島（庶務幹

事），廣住（庶務幹事），亀山（編集幹事），

坂井（会計幹事）

議 題：

1. 2021年度大会の準備について
2. 庶務報告

1）第 1回評議員会報告
2）J-STAGEに関する意見交換会について
3）会員動向
4）協賛について
5）JSSPニュースについて

3. 会計報告
1）2020年度末における 3年以上の未納者について

4. 編集委員会報告

VII. 2021年度　第 2回編集委員会
開催形式：メール会議

月 日：2021年 5月 28日 ∼ 6月 4日
出席委員：宮本（編集委員長），亀山（編集幹事），朝

田，岩田，小林，坂口，千葉，常田，中野，

濱本

審議事項：150号記念号の編集計画について

VIII. 2021年度　第 3回編集委員会
開催形式：オンライン会議

月 日：2021年 6月 18日
出席委員：宮本（編集委員長），亀山（編集幹事），朝

田，岩田，小林，坂口，濱本

審議事項：150号記念号のミニレビューについて，
新たな特集について

IX. 2021年度　第 4回編集委員会
開催形式：メール会議

月 日：2021年 6月 22日 ∼ 6月 25日
出席委員：宮本（編集委員長），亀山（編集幹事），朝

田，岩田，小林，坂口，千葉，常田，中野，

濱本

審議事項：148号の発行計画について

X. 2021年度　第 2回評議員会
開催形式：メール会議

月 日：2021年 6月 23日 ∼ 6月 30日
出席委員：取出伸夫，石黒宗秀，高橋智紀，飯山一

平，岩田幸良，斎藤広隆，百瀬年彦，渡辺

晋生，小杉賢一朗，徳本家康，宮本英揮，

溝口勝，柏木淳一，武藤由子，常田岳志，

西村拓，森也寸志（委員 17名中 17名参
加：成立）

審議事項：

1. 学会 HPの改修とその予算について事務局案が全会
一致で承認された．



59 　

XI.会員消息（2021年 6月 30日まで，敬称略）
入会 正 会 員 中島 亨 東京農業大学

正 会 員 林 暁嵐

福島県環境創造ｾﾝﾀｰ

正 会 員 佐々木 清一 株式会社原組

正 会 員 大石 雅人 株式会社精研

学生会員 関口 覧人 東京農工大学

学生会員 許 定康 京都大学

購読会員 株式会社三省堂書店

北東京営業所

退会 学生会員 清広 真輝

学生会員 大塩 悠貴

学生会員 土山 紘平

学生会員 原 菜月

学生会員 松尾 正菜

シニア会員 井上 久義

会員種別変更

正 会 員 → シニア会員 成岡 市

正 会 員 → シニア会員 小倉 力

現在会員数（2021年 6月 30日現在）

　 正会員 ： 　 207 　

　 学生会員 ： 　 39 　

　 シニア会員 ： 　 27 　

　 賛助会員 ： 　 7 　
—————————————
　 　小　計 ： 　 280 　

　 購読会員 ： 　 36 　
—————————————
　 　合　計 ： 　 316 　




