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議 事 次 第 

 

コロナウィルス対策のため、2020 年度総会は、 

書面決議とします。 
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［第１号議案］    ２０１９年度 決算報告 
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［第２号議案］    ２０２０年度 活動報告 

（2020 年 4 月 1 日より 12 月 31 日まで） 

 

（ア） 会員の動向（2020 年 12 月末現在）＊登録ベース 

 

（イ） 会員への通知等 

 
2020 年 8 月 27 日  郵送：学会誌『自然環境復元研究 11 巻第 1 号』、 

2019 年度総会議事録、会費請求書、研究発表会のご案内 

2020 年 11 月 16 日 メール通知・郵送：研究発表会のご案内および 

発表者の募集のお知らせ 

 

（ウ） 理事会 

2020 年 12 月 14 日 理事向け オンラインでの総会開催検討依頼 

2020 年 12 月 16 日 メール審議：総会の実施運営方法について 

コロナウィルス対策により 2020 年度総会は書面審議の方向性となる。 

2021年 1月14日 メール審議：総会議案書について 

 

（エ） 第２１回全国大会（研究発表会） 

期日：2021 年 2 月 12 日（金） 

オンライン開催（Zoom を使用） 

 

（オ） 学会協賛事業等 

2020 年度はコロナウィルス対策のため、イベント開催が縮減されており、協賛事業はありませんでした。 

 

共催を予定していた「ビオトープフォーラムｉｎ横浜 2020‐SDGｓ 生き物の豊かさを育むビオトープ‐」は 

コロナウィルス対策のため次年度延期となりました。 

 

（カ） 編集委員会活動報告 

1)『自然環境復元研究 第 12 巻 第 1 号』の編集・発行 

2021 年 3 月末までの発行を目指し対応継続中。 

構成：巻頭言、原著論文、調査研究報告、技術・実践情報、 

学会活動報告、学会会則、投稿規定、広告など。 

『自然環境復元研究第 11 巻』（2020 年 7 月）刊行にあたり、投稿促進、査読および紙面編集を 

お引き受けいただいた方々に、感謝申し上げます。 

2) 編集業務の改善 

   編集業務の諸課題に関する意見交換を編集委員間で行い、改善手段を検討した。 

 

（キ） 事務局より 

1） J-stage への掲載検討 

   自然環境復元研究を J-stage に掲載するかどうかの検討を行った。 

種別 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
一般会員数 108 117 122 100 98 103 111 119
学生会員数 13 10 10 12 15 16 17 5
賛助会員数 0 1 1 1 1 1 1 1
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［第３号議案］    ２０２０年度 実績報告 

 

 

 

 

 

科目

【経常収入の部】

Ⅰ経常収益

　　1.受取会費

　　　　　個人会費 248,000

　　　　　学生会費 8,000

　　　　　団体会費 100,000 356,000

　　2.事業収益

　　　　　催事参加費収益

　　　　　資料配布収益

　　3.受取寄付金

　　4.受取助成金

　　5.雑収益 1

　経常収益合計 356,001

【経常費用の部】

Ⅱ経常費用

　1.事業費

　　　　　雑給

　　　　　福利厚生費

　　　　　旅費交通費

　　　　　通信費 38,768

　　　　　運賃荷造費

　　　　　消耗品費

　　　　　図書印刷費 256,520

　　　　　諸会費

　　　　　会場費

　　　　　会議費

　　　　　諸謝金

　　　　　委託費

　　　　　支払手数料 440

　　　　　雑費 295,728

　2.管理費

　　　　　給料手当

　　　　　福利厚生費

　　　　　事務用品費

　　　　　修繕費

　　　　　新聞図書費

　　　　　支払手数料

　　　　　リース料

　　　　　租税公課

　　　　　賃借料

　　　　　会計士報酬

　　　　　雑費 0

　経常費用合計 295,728

　当期経常増減額 60,273

　前期繰越正味財産額 746,787

　次期繰越正味財産額 807,060

自 2020年 4月 1日    至 2020年12月31日

金額（単位：円）



4 

 

［参考］2020 年度予算  

（2019 年度総会［第 4 号議案］，2020 年 2 月 14 日総会承認済み） 

 

 

 

 

科目

【経常収入の部】

Ⅰ経常収益

　　1.受取会費

　　　　　個人会費 250,000

　　　　　団体会費 100,000 350,000

　　2.事業収益

　　　　　催事参加費収益 100,000

　　　　　資料配布収益 100,000

　　3.受取寄付金

　　4.受取助成金

　　5.雑収益

　経常収益合計 450,000

【経常費用の部】

Ⅱ経常費用

　1.事業費

　　　　　雑給 15,000

　　　　　福利厚生費

　　　　　旅費交通費 10,000

　　　　　通信費 20,000

　　　　　運賃荷造費 5,000

　　　　　消耗品費 10,000

　　　　　図書印刷費 300,000

　　　　　諸会費

　　　　　会場費 32,000

　　　　　会議費 50,000

　　　　　諸謝金 5,000

　　　　　委託費

　　　　　支払手数料 2,000

　　　　　雑費 1,000

　　　　　予備費 450,000

　2.管理費

　　　　　給料手当

　　　　　福利厚生費

　　　　　事務用品費

　　　　　修繕費

　　　　　新聞図書費

　　　　　支払手数料

　　　　　リース料

　　　　　租税公課

　　　　　賃借料

　　　　　会計士報酬

　　　　　雑費 0

　経常費用合計 450,000

　当期経常増減額 0

自 2020年 4月 1日    至 2021年3月31日

金額（単位：円）
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［第４号議案］    ２０２１年度 事業計画・予算案 

              （2021 年 4 月 1 日より 2022 年 3 月 31 日） 

 

（ア） 学会誌発刊 

1)『自然環境復元研究 第 13 巻』の編集・発行 

学会会員諸氏からの、特集・企画についての提案を随時、募集中。 

2) 編集業務の改善 

編集業務の改善に関わる検討と見直しを推進する。 

 

（イ） 大会（研究発表会）の実施 

・年度後半に都内（会場未定）もしくはオンラインあるいは併用にて研究発表会を行う。 

・研究発表会は事業企画委員会と事務局が連携し、大会実行委員会を組織して検討・準備を行う。 

 

（ウ） 総会の実施 

・大会（研究発表会）の実施にあわせ、2021 年度総会を行う。 

・大会実行委員会と連携し、組織的に準備を行う。 

 

（エ） 会費の請求、新規会員の募集 

・総会議事録の送付とともに、会費の請求を行う。 

・各種メーリングリスト、ウェブサイト、チラシ等により新規会員の募集を行う。 

 

（オ） 学会誌の送付・会員への通知等 

・学会誌の発行の際は、直ちに会員に送付するとともに、大会等の通知、その他有用な情報等について

随時会員への情報を提供する。 

・2019 年度から引き続き、会員相互の情報交換のためのメーリングリスト作成の検討を行う。 

・手軽な発信媒体として SNS（Facebook）などを検討する。 

 

（カ） 協賛事業等 

・特定非営利活動法人ビオトープ協会等の他団体との交流・連携を深め、引き続き協賛事業を実施する。 

 

（キ） 事務局業務の改善 

・複数拠点での会計事務や会員管理のためにクラウドサービスの利用を検討・試行する。 
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［第 4 号議案］    ２０２１年度予算案 

 
 

科目

【経常収入の部】

Ⅰ経常収益

　　1.受取会費

　　　　　個人会費 250,000

　　　　　団体会費 100,000 350,000

　　2.事業収益

　　　　　催事参加費収益 100,000

　　　　　資料配布収益 100,000

　　3.受取寄付金

　　4.受取助成金

　　5.雑収益

　経常収益合計 450,000

【経常費用の部】

Ⅱ経常費用

　1.事業費

　　　　　雑給 25,000

　　　　　福利厚生費

　　　　　旅費交通費

　　　　　通信費 35,000

　　　　　運賃荷造費 3,000

　　　　　消耗品費 10,000

　　　　　図書印刷費 270,000

　　　　　諸会費

　　　　　会場費 32,000

　　　　　会議費 50,000

　　　　　諸謝金 20,000

　　　　　委託費

　　　　　支払手数料 2,000

　　　　　雑費 3,000

　　　　　予備費 450,000

　2.管理費

　　　　　給料手当

　　　　　福利厚生費

　　　　　事務用品費

　　　　　修繕費

　　　　　新聞図書費

　　　　　支払手数料

　　　　　リース料

　　　　　租税公課

　　　　　賃借料

　　　　　会計士報酬

　　　　　雑費 0

　経常費用合計 450,000

　当期経常増減額 0

自 2021年 4月 1日    至 2022年3月31日

金額（単位：円）
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    その他報告事項 

『自然環境復元研究 第 12 巻 第 1 号』の投稿原稿を募集しています 

 

■多様な投稿区分があります 

原著論文（査読あり） 

短報（査読あり） 

総説（査読あり） 

提案（査読あり） 

調査研究報告（査読なし） 

技術・実践情報（査読なし）  

そのほか、書評や学術集会の報告など 

 

■投稿料の特例措置を実施中 

「原著論文・提案 20,000 円、その他 10,000 円」と規定している学会誌投稿料について、「当面、基

本条件内であれば無料。ただし、総ページ数が 10 ページを超えた場合の超過ページ分、およびカラー

ページ分については、追加料金を徴収する。」こととなっております（増加 1 ページにつき 3,000 円程度を

見込んでおります。）。 

学会誌発行後 PDF 形式の別刷りを著者宛に送付します。学会誌は基本的にモノクロ印刷ですが、カ

ラーで入稿いただいた場合はカラー図版にて送付いたします。紙媒体の別刷りは希望により実費（参考

価格 10 ページモノクロ 100 部で約 10,000 円+送料実費）にて対応いたします。 

  

■お問い合わせや投稿受付等 

投稿を検討しておられる方は、下記にお問い合わせください。 

 

自然環境復元学会 事務局 

〒170-0005 東京都豊島区南大塚 2-6-7 メゾン新大塚 101 

E-mail  fukugen.gakkai@gmail.com  

 


