
 

 

日本農業気象学会 2012 年度総会 議事要旨 

日 時：2012年3月15日（木）12：45-14：15 
場 所：大阪府立大学 農学部 教育棟1階118号室 

 

開会 

議長に 関 平和 支部長（北陸支部）を選出 

1. 2011年度活動報告 

1.1 事務・事業報告（案）（総会資料2～7ぺージ）  → 報告通り承認された。 

 1.1.1 役員等の交代（総会資料2ぺージ）   → 報告通り承認された。 

 1.1.2 会員数の動向（総会資料2ぺージ）   → 報告通り承認された。 

 1.1.3 研究集会・会議等の開催（総会資料2ぺージ）  → 報告通り承認された。 

 1.1.4 各種事業の推進（総会資料2～3ぺージ）  → 報告通り承認された。 

 1.1.5 編集委員会活動報告（総会資料4ぺージ）  → 報告通り承認された。 

 1.1.6 今年度の学会賞の選考経過（総会資料4ぺージ） → 報告通り承認された。 

 1.1.7 永年功労会員表彰の選考経過（総会資料4ぺージ） → 報告通り承認された。 

 1.1.8 特別委員会等の設置および活動（総会資料5ぺージ） → 報告通り承認された。 

 1.1.9 関連学協会委員（総会資料5ぺージ）  → 報告通り承認された。 

 1.1.10支部活動報告（総会資料6ぺージ）   → 報告通り承認された。 

 1.1.11研究部会活動報告（総会資料7ぺージ）   → 一部修正して承認された。 

1.2 規程の改正（総会資料8ぺージ） 

1.2.1 投稿規程       → 報告通り承認された。 

1.3 2011年度一般会計決算報告（案）（総会資料9ぺージ）  → 報告通り承認された。 

1.4 会計監査報告（総会資料10ぺージ） 

 

2. 審議事項 

2.1 2011年度剰余金処分（案）（総会資料11ぺージ）   → 文言を一部訂正して承認された。 

2.2 2012年度事業計画（案）（総会資料12ぺージ）   → 提案通り承認された。 

      支部活動予定（案）（総会資料13ぺージ）   → 提案通り承認された。 

      研究部会活動予定（案）（総会資料14ぺージ）  → 提案通り承認された。 

2.3 2012年度一般会計予算（案）（総会資料15ぺージ）   → 文言を一部訂正して承認された。 

 

議長を解任 

 

3. 2011年度各賞の授与式 

学会賞表彰 

功績賞 石黒悦爾 会員 

論文賞 斎藤 琢 会員 （共著者：玉川一郎様・村岡裕由様・小泉 博様） 

論文賞 小杉緑子 会員 （共著者：松原隆志会員・檀浦正子会員・伊藤雅之様・高梨 聡様・尾坂兼一様・ 

溝田陽子様・嶋村鉄也様・牧田直樹様） 

奨励賞 中野聡史 会員  

奨励賞 滝本貴弘 会員  

 

永年功労会員表彰 

関東支部推薦：今 久 会員， 

関東支部推薦：清野 豁 会員 

九州支部推薦：高見晋一 会員 

閉会 

＜上記の報告・審議事項の内容は、「日本農業気象学会2012 年度総会資料」に掲載しています。＞ 
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日 時：2012 年 3月 15 日（木）12:45～14:15 

場 所：大阪府立大学中百舌鳥キャンパス B3 棟 1階大講義室 

大阪府堺市中区学園町 1番 1号



     日本農業気象学会 2012 年度総会 議事次第 
 
開  会 
 
会長挨拶 
大会委員長挨拶 
 
議長選出 
 
1. 2011 年度活動報告 

1.1 事務・事業報告（案） 
 1.1.1 役員等の交代               ･･････  2 

 1.1.2 会員数の動向               ･･････  2 
 1.1.3 研究集会・会議等の開催             ･･････  2 

 1.1.4 各種事業の推進               ･･････  2 
 1.1.5 編集委員会活動報告              ･･････  4 
 1.1.6 今年度の学会賞の選考経過             ･･････  4 
 1.1.7 永年功労会員表彰の選考経過                ･･････  4 
 1.1.8 特別委員会等の設置および活動            ･･････  5 
 1.1.9 関連学協会委員               ･･････  5 
 1.1.10 支部活動報告               ･･････  6 
 1.1.11 研究部会活動報告              ･･････  7 

1.2 規程の改正 
1.2.1 投稿規程                                   ･･････   8 

1.3 2011 年度一般会計決算報告（案）            ･･････  9 
1.4 会計監査報告                ･･････ 10 

  ― 2011 年度事業報告・一般会計決算報告（案）の承認 ― 
 
2. 審議事項 

2.1 2011 年度剰余金処分（案）              ･･････ 11 
  ― 2011 年度剰余金処分（案）の承認 ― 

2.2 2012 年度事業計画（案）              ･･････ 12 
  ― 2012 年度事業計画（案）の承認 ― 

2.3 2012 年度一般会計予算（案）             ･･････ 15 
  ― 2012 年度一般会計予算（案）の承認 ― 
 
議長解任 
 
3. 2011 年度各賞の授与式 
  功績賞、論文賞，奨励賞，永年功労会員表彰 
 
閉 会

Administrator
タイプライターテキスト
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1. 2011 年度活動報告 
 

1.1 事務・事業報告 

 

1.1.1 役員等の交代 

1) 永年功労会員表彰審査委員長に互選で武政剛弘会員が就任 

2) 永年功労会員表彰審査委員の交代：及川武久会員 → 本條均会員 

3) 編集委員（特集号および ISAM2011 担当）の追加： 

67-2 清水庸会員、谷宏会員、米村正一郎会員 

67-4 小林和彦会員、桑形恒男会員、宮田明会員、横沢正幸会員、吉本真由美会員、濱嵜孝弘会員 

ISAM2011 後藤真吉会員、大上博基会員 

 
1.1.2 会員数の動向（2012 年 1 月 10 日現在） 

正会員 441 (内外国 2)  (-24)  

シルバー会員  34    (+4) 

学生会員   46 (内外国 1)   (+7) 

ポスドク会員  20(内外国 2)     (+5) 

購読会員    90 (内外国 0)   (-19)  

賛助会員  23     (- 1) 

名誉会員                  4      (-2) 

海外特別会員             72       (0) 

合計        730    (- 30) 

 ( ) 内は，2011 年 1 月 19 日時点と比較した増減数 

 

1.1.3 研究集会・会議等の開催 

1）2011 年全国大会：2011 年 3 月 15 日～19 日に鹿児島大学農学部で開催 

2）International Symposium on Agricultural Meteorology (ISAM) 2011：2011 年 3 月 17 日～18 日に鹿児島大学

農学部で開催 

3）2011 年度総会：2011 年 3 月 17 日に鹿児島大学農学部で開催 

4）2010 年度評議員会：2011 年 3 月 17 日に鹿児島大学農学部で開催 

5）2011 年度理事会：2011 年 3 月 18 日に鹿児島大学農学部，6 月 1 日に東京大学農学部，9 月 10 日に北

海道農業研究センター，12 月 10 日に東京大学農学部で開催 

6）第 2 回温暖化フォーラム：2011 年 9 月 9 日に北海道農業研究センターで開催（参加者 61 名） 

 

1.1.4 各種事業の推進 

1) 学会活動の活性化 

(1) 新規会員獲得のためのパンフレットを作成し，広報活動を行った。 

(2) 会員サービスとして，メーリングリストを利用した事務連絡等の実施（農業気象学会メール広報）。 

(3) セミナーや講演会の企画あるいは講師の派遣を通じて学会活動をアピールするための「出前講座」を

募集した。 

(4)2011 年度総会より導入された終身会費制度の細則等を整備し、有資格会員への具体的な周知方法等の

検討を開始した。 
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(5) ホームページを通じて積極的に情報提供を行った 

2) 学会誌等の出版 

(1) 会誌「農業気象」：第 67 巻 1 号～第 67 巻 4 号 

(2) 会誌「生物と気象」：第 11 巻（http://wwwsoc.nii.ac.jp/agrmet/sk/2011/sk11.html） 

3）「農業気象」の英文誌化「Journal of Agricultural Meteorology」および「生物と気象」の電子媒体化 

4) 日本農業気象学会賞の審査 

5) 日本農業気象学会永年功労会員の審査および表彰 

6) 日本農学賞等の受賞候補者の推薦者募集(2011 年度は日本農学賞に推薦者無し) 

7) 日本農業工学会フェローに早川誠而会員を推薦 

8) 支部大会等の推進（別表「支部活動報告」の通り） 

9)「研究部会」，「若手研究者の会」等の推進（別表「研究部会活動報告」の通り） 

10）若手研究者の会ホームページによる広報活動 

11）温暖化フォーラムの開催（第 2回温暖化フォーラムを「温暖化フォーラム北海道」として2011 年 9月

9日に北海道農業研究センターで開催） 

12) 特別委員会の開催 

13) 日本農学会，日本農業工学会，農業環境工学系学会連盟，日本地球惑星科学連合の活動を推進，日本

学術会議関連の活動に協力，学術会議ニュースの理事への配信 

14) 他学会・団体とのシンポジウム・会議の共催・協賛・後援等を推進 

(1) 第 21 回 SHITA シンポジウム（2011 年 1 月 21 日, 中央大学駿河台記念館）を協賛 

(2) 生態工学会 2011 年年次大会（2011 年 6 月 15、16 日, 宇宙航空研究開発機構 調布航空宇宙センタ

ー）を協賛 

(3) 第 4 回精密農業アジア会議（2011 年 7 月 4～7 日, とかちプラザ）を後援 

(4) OSAKA フォーラム 2011「生物環境工学がめざすもの」（2011 年 7 月 9 日, 大阪府立大学）を協賛 

(5) 市民公開シンポジウム＜安全・安心な社会のための食糧・健康・環境＞－植物工場によるライフ＆グ

リーンイノベーション－（2011 年 9 月 7 日, 北海道大学クラーク会館講堂）を協賛 

(6) 日本流体力学 年会 2011（2011 年 9 月 7～9 日, 首都大学東京南大沢キャンパス）を協賛 

(7) 日本学術会議公開シンポジウム「植物工場における基盤技術の最新動向」（2011 年 9 月 21 日, タワ

ーホール船堀）を協賛 

(8) 2011 年第４回生態工学定例シンポジウム（2011 年 11 月 24 日, 東京大学農学部 弥生講堂一条ホール）

を協賛 

(9) アグロ・イノベーション 2011（2011 年 11 月 30 日～12 月 2 日, 幕張メッセ）を協賛 

15) 各種賞について会員へ推薦依頼，各種公募研究の案内 

16) 2012 年全国大会の企画 

17) 新しい学会賞賞牌の製作を依頼（東京造形大学非常勤教員・藤井浩一朗氏） 

18) その他，本学会の目的達成のための各種事業の推進 
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1.1.5 編集委員会活動報告 

1) 編集委員会の開催 

第 1 回 2011 年 3 月 18 日，鹿児島大学農学部共通棟 301 室 

第 2 回 2011 年 5 月 28 日，東京大学農学部 7 号棟 A 棟 7 階セミナー室 

第 3 回 2011 年 8 月 27 日，東京大学農学部 7 号棟 A 棟 7 階セミナー室 

第 4 回 2011 年 12 月 3 日，電力中央研究所 大手町本部第 4 会議室 

 2)「Journal of Agricultural Meteorology」，「生物と気象」の発行 

「Journal of Agricultural Meteorology」67 巻 1～4 号 

研究論文 23 編，短報 6 編，資料 2 編 

「生物と気象」11 巻（電子化して J-STAGE，学会ホームページ上で公開） 

研究論文 4 編，資料 1 編 

 3) J-Stage で公開 

「Journal of Agricultural Meteorology」を http://www.jstage.jst.go.jp/browse/agrmet/-char/ja/ で公開 
 
1.1.6 今年度の学会賞の選考経過 

2011 年 9 月 11 日，10 月 17 日締め切りで，2011 年度日本農業気象学会賞の受賞候補者を公募した。正会

員からの推薦はなく，編集委員会から推薦があった候補者について学会賞審査委員会へ審査を依頼する。第

3 回理事会にて，1 名を追加推薦。2012 年 2 月 7 日付で，小沢学会賞審査委員長より審査結果が報告され，

支部長，評議員および理事の投票により，2012 年 3 月 4 日に下記の会員の受賞が決定した。 

 

功績賞：石黒悦爾 会員  

論文賞：斎藤 琢  会員 「森林における光合成・呼吸活動に伴う貯熱量」 

Vol. 66 (2010), No. 4 pp. 289-298.  

論文賞：小杉緑子 会員  「Photosynthesis and respiration of managed C3 turfgrass fields under various light 

conditions」，Vol. 66 (2010), No. 3 pp.163-171. 

「Partitioning of respiratory CO2 fluxes in a managed C3 turfgrass field」， 

Vol. 66 (2010), No. 3 pp. 151-161.  

奨励賞：中野聡史 会員 「フェーン風がダイズの夜間茎内流量に及ぼす影響に関する研究」 

対象論文 Vol. 66 (2010), No.4 pp. 207-216 

奨励賞：滝本貴弘 会員 「大麦と水稲の二毛作田における炭素収支の研究」 

対象論文 Vol. 66 (2010), No.3 pp. 181-191 

 
1.1.7 永年功労会員表彰の選考経過 

2011 年 9 月 12 日，各支部に永年功労会員候補者の推薦を依頼した。2011 年 10 月 10 日の締め切りで各支

部から推薦のあった候補者を永年功労会員表彰審査委員会に審査を依頼した。2011 年 11 月 28 日付で，武政

永年功労会員表彰審査委員長から審査結果が報告され，支部長，評議員および理事の投票により，2012 年 3

月 4 日に下記の会員の受賞が決定した。 
 

関東支部推薦： 今  久  会員 

関東支部推薦：清野 豁  会員 

九州支部推薦：高見晋一 会員 
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1.1.8 特別委員会等の設置および活動 

 

1) 学会の在り方委員会（委員長：大政謙次副会長） 

法人化のメリットおよびデメリットについて，特に学会運営上および税法上の観点からの説明を専門家に

依頼し，理事会メンバーがそれを聞く機会を設定した。その説明後，法人化の是非について理事会で議論し

た。 

2) 企画講演委員会（委員長：小沢聖理事） 

2012 年 3 月の日本農業気象学会全国大会で、「2010 年の高温が作物に及ぼす影響をモデルは予測できた

か？」のテーマで温暖化フォーラムを開催。 

3) （ハンドブック）出版委員会（委員長：小林和彦副会長） 

温度や光環境の計測方法について「生物と気象」に掲載 

4) 国際連携委員会(委員長：小林和彦副会長)、宮田明、平野高司 

ISAM 2012にてWMOとのジョイントセッションを開催。また、ISAM 2012での発表に基づく論文が韓国農

林気象学会（KSAFM）の会員からJournal of Agricultural Meteorologyに投稿された際には、日本農業気象学会

員の投稿と同様に扱う。またKSAFMから推薦された同学会メンバー2名が、ISAM2012の特別編集委員を担当

する。 

 
1.1.9 関連学協会委員 

日本農学会  岡田 益己（評議員）、吉本 真由美（運営委員） 
日本農業工学会  真木 太一（理事）、細井 文樹（正会員代議員）、 
         青木 正敏（国際会員代議員） 
農業環境工学系学会連盟  岡田 益己、小林 和彦（委員） 
日本地球惑星科学連合 
  岡田 益己（学会長会議員）、林 陽生（窓口委員・プログラム委員） 

地理関連学会連合  山川 修治（オブザーバー）
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1.1.10 支部活動報告 

  
支部名 研究会・講演会・出版物 会員（2011 年 1 月 13 日現在）

北海道支部 

・支部大会（研究発表 11 件，シンポジウム「 Ⅰ 「近年の気象変動と畑作影響」II 「農

業気象の研究紹介」，総会）：2011 年 11 月 24 日～25 日，（独）農研機構 北海道農

業研究センター芽室研究拠点，参加者約 40 名 

・「北海道の農業気象」第 63 号 

正会員：37 

シルバー会員：0 

学生・ポスドク会員：8 

購読会員：8 

合計：53 

東北支部 

・東北支部大会（研究発表，シンポジウム，総会）：山形テルサ（山形県山形市）に

て 2011 年 11 月 7 日～8 日に開催、参加者約 20 名 

・「東北の農業気象」第 56 号を 3 月に発行 

正会員：42 

シルバー会員：2 

学生・ポスドク会員：0 

購読会員：9 

合計：53 

関東支部 

・関東支部例会（研究発表 11 件，シンポジウム「東日本大震災と原発災害が地域農

業に与えた影響」，総会）：2011 年 12 月 9 日，文部科学省研究交流センター（茨

城県つくば市），参加者 57 名 

・「関東の農業気象」第 37 号 

正会員：199 

シルバー会員：8 

学生・ポスドク会員：24 

購読会員：28 

合計：259 

北陸支部 

・支部大会（研究発表 5 件，シンポジウム「北陸農業をめぐる最近の話題」，総会）：

2011 年 11 月 11 日，富山県民会館（富山市），参加者 17 名 

・「日本農業気象学会北陸支部会誌」第 36 号 

正会員：13 

シルバー会員：0 

学生・ポスドク会員：0 

購読会員：5 

合計：18 

東海支部 
・支部大会（研究発表，シンポジウム，総会）：都合により延期 

・「東海支部会誌」第 70 号を 4 月に発行予定 

正会員：36 

シルバー会員：3 

学生・ポスドク会員：1 

購読会員：6 

合計：46 

近畿支部 

・支部大会（研究発表 6 件，特別講演 1 件：2011 年 12 月 3 日，大阪府立大学(堺市)，

参加者 30 名 

・「日本農業気象学会近畿支部大会講演論文集」第 4 号 

正会員：47 

シルバー会員：6 

学生・ポスドク会員：6 

購読会員：14 

合計：73 

中国・四国支部 

・支部大会（研究発表 26 件，特別講演「私の研究と農学を活用した環境教育による

地域活性化について」，総会）：2011 年 11 月 11～12 日，香川大学生涯学習教育研究

センター，参加者約 50 名 

・「中国・四国の農業気象」第 24 号 

正会員：51 

シルバー会員：5 

学生・ポスドク会員：7 

購読会員：16 

合計：79 

九州支部 

・2011 年全国大会および ISAM2011：2011 年 3 月 16 日-18 日，鹿児島大学農学部 

・支部大会（日本生物環境工学会九州支部と共催，研究発表 31 件，シンポジウム「砂

漠化防止を目指して」，総会）：2011 年 11 月 11-12 日，九州沖縄農業研究センター

久留米拠点，参加者約 80 名 

・「九州の農業気象Ⅱ輯」20 号 

 

正会員：36 

シルバー会員：6 

学生・ポスドク会員：6 

購読会員：20 

合計：68 
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1.1.11 研究部会活動報告 

 
部会名・部会長 事務局・幹事 研究会・講演会・出版物 

リモートセンシング・GIS 

研究部会 

部会長：大政謙次 

設立：2000 年 12 月 

〒113-8657 東京都文京区弥生 1-1-1 

東京大学大学院農学生命科学研究科 

清水 庸・細井 文樹 

Tel: 03-5841-8101, Fax: 03-5841-8175 

E-mail: ayosh@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp 

部会特集号の編集作業と出版（学会誌 J. Agric. 

Meteorol. 67 (2)，6 月号） 

生態系プロセス研究部会 

部会長：小林和彦 

設立：2003 年 7 月 

〒305-8604 つくば市観音台 3-1-3 

農業環境技術研究所大気環境研究領域 

桑形恒男 

Tel: 029-838-8202, Fax: 029-838-8211 

E-mail: kuwa@affrc.go.jp 

・ワイン・チャレンジ シンポジウム（2011年5月29日

に東京大学にて開催）を後援 

・"J. Agric. Meteorol" 特集号（Special Issue: Rice in hot 

summers, 67巻4号）を企画・編集 
・2012 年 3 月に解散。 

園芸工学研究部会 

部会長：佐瀬勘紀 

設立：2006 年 6 月 

〒271-8510 千葉県松戸市松戸 648 

千葉大学大学院園芸学研究科 

石神靖弘・彦坂晶子 

Tel: 047-308-8843，Fax: 047-308-8843 

E-mail: ishigami@faculty.chiba-u.jp 

日本農業気象学会 2011 年全国大会にて「Transys 勉強

会－Google SketchUp で遊ぼう－」と題したオーガナイ

ズドセッションを共催 

センシング・モニタリング

技術研究部会 

部会長：宮田明(2011年11月

より、青木正敏から交代) 

設立：2008 年 6 月 

〒136-0075 江東区新砂 1-7-5 

東京都環境科学研究所調査研究科 

横山 仁 

Tel: 03-3699-1331，Fax:03-3699-1345 

E-mail: yokoyama-h@tokyokankyo.jp 

講演会を、「センサエキスポジャパン 2011(東京ビッグ

サイト)2011 年 10 月 11～14 日」にて計画していたが、

今回はビッグサイトの会場が割り当てられず中止。し

かし、ブースにおいて宣伝活動を実施した。日本農業

気象学会 2011 年全国大会での活動はなし。 

農業気象リスクマネジメン

ト研究部会 

部会長：松岡延浩 

設立：2010 年 3 月 

〒305-8666 茨城県つくば市観音台 3-1-1 

中央農業総合研究センター 農業気象災害研究

チーム 

大野宏之 

Tel: 029-838-8418，Fax: 029-838-8418 

E-mail: ohno@affrc.go.jp 

生態系プロセス研究部会のと共催により、日本農業気

象学会2011年全国大会においてオーガナイズドセッシ

ョン「2010 年夏季異常高温が水稲生産など農業に及ぼ

した影響」を企画したが、震災の影響により誌上発表

に変更した。 

若手研究者の会 

〒113－8657 東京都文京区弥生 1-1-1 

東京大学大学院農学生命科学研究科 

松田 怜 

Tel: 03-5841-5355, Fax: 03-5841-8172 

E-mail : amatsuda@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp 

・農業気象学会2011年全国大会において，特別セッシ

ョン「温故維新」に協力 

・ホームページの管理・運営 

(http://wwwsoc.nii.ac.jp/agrmet/wakate/index.html)  

・メーリングリストの管理・運営 

・「生物と気象」に「若手研究者の会の活動履歴（1977

年～2010年）(間野・平田)」が掲載 
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1.2 規定の改正 

 1.2.1 投稿規程（「Journal of Agricultural Meteorology」と「生物と気象」） 

 

Journal of Agricultural Meteorology (旧「農業気象」)原稿作成要領改訂概要（2011 年 9 月 10 日） 

項目 旧規定 新規定 条項 

原稿提出  http://www.editorialmanager.com/agrmet/ 

 

4 

    

    

    

 

「生物と気象」投稿規定改正概要（2011 年 9 月 10 日） 

項目 旧規定 新規定 条項 

原稿提出 (1)～(3)：オンライン投稿システム 

 

(1)～(3)：郵送 

(A)～(I)：送付先変更 

8 

    

    

    

 



締　日　2011年12月31日

１．収入 ２．支出

科目 予算 決算 備考 科目 予算 決算 備考

学会費 6,132,000 5,864,820 学会誌発行業務 4,674,000 4,216,620 農業気象67(1)-(4)

正会員 4,165,000 3,946,000 印刷・製本・別刷り費 2,200,000 2,469,600

シルバー会員 145,000 143,500 発送費 250,000 237,130

学生・ポスドク会員 184,000 216,000 編集費 850,000 802,200 養賢堂分70万

購読会員 888,000 860,820 編集費 500,000 260,180 2011年度旅費（事務費3万含）

賛助会員 750,000 698,500 on-lineジャーナル 生物と気象（10報として）

売上金 2,230,000 2,743,425 組み版・ﾚｲｱｳﾄ 704,000 305,760

養賢堂（含む書店） 400,000 367,200 編集費 170,000 141,750 （養賢堂)

掲載料・別刷り 1,800,000 2,369,725 総大会費 300,000 500,000

バックナンバー 30,000 6,500 大会運営費 250,000 500,000 全国大会（25万）（鹿児島・大阪大
会）

雑益費 604,000 450,331 大会事務費 50,000 0

広告料 0 75,000 前年度分 学会賞費 620,000 806,445
賞牌作成費、受賞者懇親会費、理
事経費を含む

利息 4,000 1,809 会計業務委託費 882,600 900,779

その他 600,000 373,522 \308000+複写権料他 会員業務 480,600 522,779 会員管理(@560*760)、発送等手数
料

前年度繰越金 515,051 515,051 会計業務 252,000 252,000 (会計業務、月額@21000*12)

単年度合計 8,966,000 9,058,576 窓口・その他業務 150,000 126,000 (窓口業務、月額@10500*12)

合計 9,481,051 9,573,627 ホームページ運営費 65,000 0 レンタルサーバー、ドメイン管理費

理事会開催費 500,000 314,964 理事会旅費, 講演謝礼

庶務理事経費 118,000 50,116 （含：学会ポスター作成費）

会計理事経費 80,000 49,185 （振込手数料・ﾌｧｸｼﾐﾘ手数料含）

支部補助費 380,000 401,100 単価700円

部会・研究・渡航補助費 150,000 50,000

ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ・GIS研究部会 0 0

生態系ﾌﾟﾛｾｽ研究部会 0 0

園芸工学研究部会 0 0 辞退

ｾﾝｼﾝｸﾞ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術研究部会 0 0 辞退

若手研究者の会補助費 50,000 50,000

渡航費補助 100,000 0 5万円ｘ2名

関連団体分担金 140,000 143,350

収入合計 9,058,576 日本地球惑星科学連合 10,000 10,000

支出合計 7,432,559 日本農学会費 80,000 93,350 69,350円+祝賀会費

収支差異 1,626,017 日本農業工学会費 50,000 40,000

剰余金 2,141,068 単年度支出 7,409,600 7,432,559

予備費 2,416,971 0
予備費の内、学会費の遅滞分が80
万円程度と想定。

合計 9,826,571 7,432,559

資産の部 財産の部

現　　　金 会計理事預り分 387 学会基金 8,500,000

庶務理事預かり分 67,884 事業準備金 8,500,000

普通預金 三井住友 2,496,285 剰余金 2,141,068

    〃 みずほ 6,862,834 　（前年度繰り越し\515,051＋単年度収支差異\1,626,017）

振替貯金 11,478,698 19,141,068

定期預金 三井住友 2,172,109

0

資産の部計 23,078,197

負債の部 未  払  金 養賢堂へ 3,305,109

未  払  金 編集理事経費 260,180

未  払  金 理事会経費 244,145

未  払  金 表彰委員会経費 127,695

預かり金 大会参加費 0

負債の部計 3,937,129

２０１１年度一般会計決算（案）

雑益費　その他：\308,000.-は鹿児島大会事務局より（￥250,000返却，￥30,800寄付）。
単年度収入は，前年よりも約15万円減少した。内訳では売上金のうち掲載料別刷りが約59万
円増加したが，学会費は約9万円，雑益費は約60万円減少した。雑益費のうち広告料は約10
万円減少，関連工学会分担金の返却がなかったことが主な要因である。

財産の部計

利息未計上分（\13,922)

Administrator
タイプライターテキスト
1.3　2011年度一般会計決算報告（案）

Administrator
タイプライターテキスト
9
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1.4 会計監査報告 

 

 



科目 予算 備考 科目 予算 備考

学会基金 8,500,000 学会基金 9,250,000

事業準備金 8,500,000 事業準備金 9,250,000

17,000,000 18,500,000

2011年度基本金会計 2012年度基本金会計

2011年度剰余金処分(案)

（１）2011年度剰余金は，2,141,068円となった。

（２）2011年度の一般会計から学会基金へ750,000円を支出する。

（３）2011年度の一般会計から事業準備金へ750,000円を支出する。

（４）この結果，学会基金は9,250,000円，事業準備金は9,250,000円，学会資産18,500,000円となる。

Administrator
タイプライターテキスト
11

Administrator
タイプライターテキスト
２.審議事項

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト
2.1 2011年度剰余金処分（案）
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2.2 2012 年度事業計画（案） 

1) 学会活動の活性化 

(1) 会員数維持および学生会員獲得のための方策の検討および実施 

(2) 経費の一層の節減および収入増のための方策の検討および実施 

(3) インターネットを活用した会員サービスの向上 

(4) 広報活動の促進のための方策の検討および実施 

2) 2012 年全国大会の開催：2012 年 3 月 13 日～17 日に大阪府立大学（堺市）で開催 

3）International Symposium on Agricultural Meteorology (ISAM) 2012：2012 年 3 月 14 日～17 日に大阪府立大学

（堺市）で開催 

4) 2012 年度総会の開催：2012 年 3 月 15 日に大阪府立大学（堺市）で開催 

5) 2011 年度評議員会の開催：2012 年 3 月 15 日に大阪府立大学（堺市）で開催 

6) 2012 年度理事会の開催：東京大学農学部，他 

7) 会計監査役員の交代：奥島里美会員より杉浦俊彦会員へ 

8) 会誌「Journal of Agricultural Meteorology」の発行（第 68 巻 1 号～第 68 巻 4 号） 

9) 会誌「生物と気象」の発行，第 12 巻（ホームページ上で公開） 

10) 日本農業気象学会賞の審査および授与 

11) 日本農業気象学会永年功労会員の審査および表彰 

12) 日本農学賞等の候補者の推薦 

13) 支部活動の推進（別表「支部活動予定（案）」の通り） 

14) 研究部会および若手研究者の会の活動の推進（別表「研究部会活動予定（案）」の通り） 

15) 特別委員会の開催 

16) 温暖化フォーラムの開催 

17) 日本農学会の活動を推進 

18) 日本農業工学会の活動を推進 

19) 農業環境工学系学会連盟の活動を推進 

20) 日本学術会議関連の活動に協力 

21) 日本地球惑星科学連合の活動を推進 

22) 地理関連学会連合の活動に協力 

23) 他学会・団体とのシンポジウム・会議の共催・協賛・後援等を推進 

24) 受託研究の受け入れ 

25) 国際会議出席者の推薦，国際研究交流の推進 

26) 学会の活動方向の検討 

27) 東アジアを中心とした国際的連携の強化 

28) その他，本学会の目的達成のための各種事業の推進 
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支部活動予定（案） 

 
支部名 研究会・講演会・出版物 会員（2012 年 1 月 10 日現在）

北海道支部 

・支部大会 60 周年記念企画（研究発表，講演会，総会）：日時（未定）札幌で開催

予定 

・「農業気象学会北海道支部 60 周年記念出版企画」第 64 号発行予定 

・「北海道の農業気象」第 64 号発行予定 

正会員：35 

シルバー会員：1 

学生・ポスドク会員：9 

購読・賛助会員：10 
合計：55 

東北支部 
・東北支部大会（研究発表，シンポジウム，総会）：開催地、日時は未定。 

・「東北の農業気象」第 57 号発行予定 

正会員：37 

シルバー会員：3 

学生・ポスドク会員：2 

購読会員：9 
合計：51 

関東支部 
・関東支部例会（研究発表，シンポジウム，総会）：日時・場所未定 

・「関東の農業気象」第 38 号発行予定 

正会員：189 

シルバー会員：10 

学生・ポスドク会員：30 

購読・賛助会員：44 
合計：273 

北陸支部 

・支部大会（研究発表，シンポジウム，総会）：2012 年 11 月，新潟県において開催

の予定 

・「日本農業気象学会北陸支部会誌」第 37 号発行予定 

正会員：13 

シルバー会員：1 

学生・ポスドク会員：0 

購読会員：5 
合計：19 

東海支部 
・支部大会（研究発表，シンポジウム，総会）：2012年12月初旬，静岡県担当  

・「東海支部会誌」第71号発行予定 

正会員：37 

シルバー会員：3 

学生・ポスドク会員：3 

購読・賛助会員：7 
合計：50 

近畿支部 
・支部大会：2012年 11月（予定），大阪府立大学（堺市）（予定） 

・「日本農業気象学会近畿支部大会講演論文集」，第 5号発行予定 

正会員：45 

シルバー会員：7 

学生・ポスドク会員：9 

購読・賛助会員：9 
合計：70 

中国・四国支部 
・支部大会（研究発表，総会）：2012 年 11 月，島根県農業技術センター（予定） 

・「中国・四国の農業気象」第 25 号発行予定 

正会員：48 

シルバー会員：5 

学生・ポスドク会員：7 

購読・賛助会員：9 
合計：69 

九州支部 

・支部大会（研究発表，シンポジウム，総会）：2012 年 11 月，長崎市長崎総合科学

大学 

・「九州の農業気象Ⅱ輯」21 号発行予定 

 

正会員：35 

シルバー会員：4 

学生・ポスドク会員：3 

購読・賛助会員：20 
合計：62 
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研究部会活動予定（案） 

 
部会名・部会長 事務局・幹事 研究会・講演会・出版物 

リモートセンシング・GIS

研究部会 

部会長：大政謙次 

設立：2000 年 12 月 

〒113-8657 東京都文京区弥生 1-1-1 

東京大学大学院農学生命科学研究科 

清水 庸・細井 文樹 

Tel: 03-5841-8101, Fax: 03-5841-8175 

E-mail: ayosh@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp 

オーガナイズドセッション（大会開催時）およびセミナ

ー（随時）を企画予定 

園芸工学研究部会 

部会長：佐瀬勘紀 

設立：2006 年 6 月 

〒271-8510 千葉県松戸市松戸 648 

千葉大学大学院園芸学研究科 

石神靖弘・彦坂晶子 

Tel: 047-308-8843，Fax: 047-308-8843 

E-mail: ishigami@faculty.chiba-u.jp 

日本農業気象学会 2012 年全国大会にて「Transys 勉強

会」を共催予定 

センシング・モニタリング

技術研究部会 

部会長：宮田 明 

設立：2008 年 6 月 

〒136-0075 江東区新砂 1-7-5 

東京都環境科学研究所 

横山 仁 

Tel: 03-3699-1331，Fax: 03-3699-1345 

E-mail: yokoyama-h@tokyokankyo.jp 

日本農業気象学会 2012 年全国大会において、OS「フラ

ックス観測のためのガス分析計の最新事情～その適用と

問題点の解決に向けて～」を後援予定。 

農業気象リスクマネジメン

ト研究部会 

部会長：松岡延浩 

設立：2010 年 3 月 

〒305-8666 茨城県つくば市観音台 3-1-1 

中央農業総合研究センター 農業気象災害研究

チーム 

大野宏之 

Tel: 029-838-8418，Fax: 029-838-8418 

E-mail: ohno@affrc.go.jp 

日本農業気象学会 2012 年全国大会において当該年度に

おける農業気象災害をレビューするセッションを実施す

る。また、気象災害に関するデータベースを発足させる。

若手研究者の会 

〒113－8657 東京都文京区弥生 1-1-1 

東京大学大学院農学生命科学研究科 

松田 怜 

Tel: 03-5841-5355, Fax: 03-5841-8172 

E-mail : amatsuda@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp 

・農業気象学会 2012 年全国大会において，セッション 

「統計ソフトウェア R 入門」を開催予定 

・ホームページの管理・運営 

(http://wwwsoc.nii.ac.jp/agrmet/wakate/index.html)  

・メーリングリストの管理・運営 

 



作成日　2012/02/15

１．収入 ２．支出

科目 予算 備考 科目 予算 備考

学会費 5,740,000 (2011/12会員数参考) 学会誌発行業務 4,974,000

正会員 3,910,000 \8,500*460名 印刷・製本・別刷り費 2,500,000 農業気象（67/1-4）を参考に

シルバー会員 140,000 \5,000*35名 発送費 250,000

学生・ポスドク会員 280,000 \4,000*70名 編集費 850,000 （養賢堂）

購読会員 720,000 \8,000*90名 編集委員会費 500,000 旅費等

賛助会員 690,000 \30,000*23名 on-lineジャーナル 生物と気象（10報として）

売上金 2,610,000 組み版・ﾚｲｱｳﾄ 704,000

養賢堂（含む書店） 400,000 編集費 170,000

掲載料・別刷り 2,200,000 2011年度参考 総大会費 800,000

バックナンバー 10,000 大会運営費 750,000
全国大会（25万）、合同大会（50
万）運営費

雑益費 304,000 大会事務費 50,000

広告料 0 掲載なし 学会賞費 100,000 論文賞、奨励賞、受賞者懇親会
費

利息 4,000 会計業務委託費 1,143,500

その他 300,000 複写権料他 会員業務 420,000
会員管理(@560*750)、発送等手
数料

前年度繰越金 641,068 会計業務 252,000 (会計業務、月額@20000*12)

単年度合計 8,654,000 窓口・その他業務 471,500
(窓口業務、月額@10000*12)，請
負業務321,500

合計 9,295,068 ホームページ運営費 185,000
レンタルサーバー、ドメイン管理
費,アップロード委託

理事会開催費 400,000 理事会旅費

庶務理事経費 110,000 （含：学会ポスター作成費）

会計理事経費 80,000 （振込手数料・ﾌｧｸｼﾐﾘ手数料含）

支部補助費 400,000 単価700円

部会・研究・渡航補助費 150,000

ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ・GIS研究部会 0

園芸工学研究部会 0

ｾﾝｼﾝｸﾞ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術研究部会 0 辞退

若手研究者の会補助費 50,000

渡航費補助 100,000 5万円ｘ2名

関連団体分担金 140,000

日本地球惑星科学連合 10,000

日本農学会費 80,000

日本農業工学会費 50,000

単年度支出 8,082,500

予備費 1,212,568
予備費の内、学会費の遅滞分が
80万円程度と想定。

合計 9,295,068

財産の部

学会基金 9,250,000

事業準備金 9,250,000

剰余金 0

財産の部計 18,500,000

20１２年度一般会計予算（案）

※広告掲載がなくなり、広告料は￥0.とした
ｵﾝﾗｲﾝｼﾞｬｰﾅﾙ化に伴い、学会発行業務の項目を増やした
財産の部：基金をそれぞれ925万円に増額した
「農業気象(Journal of Agricultural Meteorology)」は25報程度として算出
「生物と気象」は10報程度として算出
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