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コロナウィルス対策のため、2021 年度総会は、 

書面決議とします。 
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［第１号議案］    ２０２０年度 決算報告 
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［第２号議案］    ２０２１年度 活動報告 

（2021 年 4 月 1 日より 12 月 31 日まで） 

 

（ア） 会員の動向（2021 年 12 月末現在）＊登録ベース 

（イ）  

 

 

 

 

 

 

 

（ウ） 会員への通知等 

 
2021 年 11 月 4 日  郵送：学会誌『自然環境復元研究 12 巻第 1 号』と 2020 年度総会議事 

                  録を会員 89 名に 

2021 年 11 月 18 日 郵送：会費請求書と研究発表会のご案内を会員 83 名に 

2021 年 12 月 3 日  メール通知：研究発表会のご案内と発表者の募集のお知らせ 

 2021 年 12 月 9 日  郵送：5 か年以上未納者（2017 年以降入金がない方、34 名）に、入 

会案内チラシと研究発表会のご案内 

2021 年 12 月 13 日 高校（発表履歴のある高校）向けに、大会参加と発表案内ダイ 

レクトメール発送 

2021 年 12 月 13 日 メール通知：研究発表会のご案内と発表者募集のお知らせ（再通知） 

 

（エ） 理事会 

2021 年 8 月 26 日 メール審議：『自然環境復元研究』投稿についてのご意見への対応協議 

2022 年 1 月 8 日 メール審議：投稿規程の改訂と会則追加について  

2022年 1月23日 メール審議：総会議案書について 

 

（オ） 第 22 回全国大会（研究発表会） 

期日：2021 年 2 月 18 日（金） 

オンライン開催（Zoom を使用） 

 

（カ） 学会協賛事業等 

 

 

 

日付 タイトル 主催 当学会

【2020年度1～3月期】

2021年3月27日（日）
公開シンポジウム『東日本大震災からの再生沿岸環境の変化10

年と今後の課題』
応用生態工学会 仙台 共催

【2021年度】

2021年10月22日（金）
ビオトープフォーラムin横浜2021

ーSDGs 生き物の豊かさを育むビオトープー
NPO法人　日本ビオトープ協会 共催

2021年6月22日（火）

IGES-JISE 市民環境フォーラム

過去の災害から学ぶ

－大規模災害の実態と災害教訓－

公益財団法人地球環境戦略研究機関

国際生態学センター（IGES-JISE）
後援

種別 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

正会員数 98 103 111 114 112

学生会員数 15 16 17 5 7

賛助会員数 1 1 1 1 1
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（キ） 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 11 月に発行 

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、投稿規程、

広告など。 

『自然環境復元研究第 12 巻』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。 

3) 投稿規程および執筆要領の改訂の検討 

     投稿区分における“フォーラム”の新設、投稿規程・執筆要領の一部改訂を検討した。 

 

（ク） 幹事会・事務局より 

1） 入退会に関する会則の検討 

学会誌発送と会費請求における会費長期未納者への対応について検討し、長期未納者には会費請

求と共に研究発表等への参加を呼び掛けた。併せて、入退会に関する会則案を理事会に提出した。 

2） J-stage への登載検討 

全国大会（研究発表会）への参加促進、『自然環境復元研究』への投稿促進、会員数増加の施策と

して、『自然環境復元研究』を J-stage に登載するための手順、経費について検討した。 
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［第３号議案］    ２０２１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 312,000

　　　　　学生会費 6,000

　　　　　団体会費 100,000 418,000

　　2.事業収益

　　　　　催事参加費収益

　　　　　資料配布収益 34,000 34,000

　　3.受取寄付金

　　4.受取助成金

　　5.雑収益 1

　経常収益合計 452,001

【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 33,654

　　　　　運賃荷造費 1,220

　　　　　消耗品費 3,597

　　　　　図書印刷費 189,260

　　　　　諸会費

　　　　　会場費

　　　　　会議費

　　　　　諸謝金

　　　　　委託費

　　　　　支払手数料 539

　　　　　雑費 228,270

　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 228,270

　当期経常増減額 223,731

　前期繰越正味財産額 831,061

　次期繰越正味財産額 1,054,792

事業費のうち、学会誌発送と会費請求に関する38,471円（通信費・運賃荷造費・消耗品費）は、矢ケ崎理事により立替であり、未清算となっております。

自 2021年 4月 1日    至 2021年12月31日

金額（単位：円）
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［参考］2021 年度予算  

（2020 年度総会［第 4 号議案］，2021 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 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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［第４号議案］    ２０２２年度 事業計画・予算案 
              （2022 年 4 月 1 日より 2023 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 

2022 年 8 月末の発行を目指す 

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、2022 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。 

・環境に関わる研究に取り組む高校と大学に対して、学会での成果発表等を働きかける。 

・環境系のオンライン掲示板に研究発表会の告知を行い、自然環境復元学会の知名度を上げる。 

 

（オ） 学会誌の送付・会員への通知等 

・学会誌発行の際は、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 年度から検討してきた、会員相互の情報交換のためのメーリングリスト作成について、実現を

目指す。 

・手軽な発信媒体として SNS（Facebook）などの活用を検討する。 

 

（カ） 協賛事業等 

・特定非営利活動法人日本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。 

 

（ク） J-Stage 登載の準備および登載実務 

・コロナ禍に伴い、オンラインでの情報提供への要求度はさらに高まっている。 

      ・学会での研究発表や投稿の動機付けとして、登載の意義は大きい。 

      ・登載に向けての申請を進め、年度内の登載を目指す。 
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［第 4 号議案］    ２０２２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 280,000

　　　　　団体会費 100,000 380,000

　　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 480,000

【経常費用の部】

Ⅱ経常費用

　1.事業費

　　　　　雑給 30,000

　　　　　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 7,000

　　　　　図書印刷費 270,000

　　　　　諸会費

　　　　　会場費 32,000

　　　　　会議費 50,000

　　　　　諸謝金 18,000

　　　　　委託費 30,000

　　　　　支払手数料 2,000

　　　　　雑費 3,000

　　　　　予備費 480,000

　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 480,000

　当期経常増減額 0

自 2022年 4月 1日    至 2023年3月31日

金額（単位：円）
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［第５号議案］    会則の変更（条項の追加） 
 

長期（5 年以上）にわたる会費未納会員の方、および音信不通の方が一定数おられ、会費請求・学会誌発送

等における事務作業において、対応に苦慮する状態が生じております。 

2022 年 1 月 8 日に事務局より、「退会していない以上会員とみなすべきか、それとも会員資格を喪失したと

するのか」判断基準を設けたい旨の申し出と会則案が理事会に提出され、審議・了承されました。 

 

 

 

 

 

会則第 19 条に基づき、2022 年 1 月 17 日付の理事会提案として、以下の条項の追記を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会則の追記に伴い、第 18 条（解散）、第 19 条（本会則の変更）は、それぞれ第 23 条（解散）、第 24 条（本会

則の変更）として繰り下げとします。 

会則変更日 2022 年 2 月 18 日（総会審議終了時） 

 

 

  



9 

 

［第６号議案］    役員改選 
 

現在の役員の任期は 2022 年 3 月末まで、次期役員の任期は 2024 年 3 月末までです。 

 
  

役職 氏名 役職 氏名

会長 鈴木邦雄 会長 平吹喜彦（新任）

副会長 平吹喜彦 副会長 －

顧問(名誉会員） 中川昭一郎 顧問(名誉会員） 中川昭一郎

理事(主席) 原慶太郎 理事(主席) 原慶太郎

理事（北海道支部長） 岡村俊邦 理事（北海道支部長） 岡村俊邦

理事（東北支部長） 野澤日出夫 理事（東北支部長） 野澤日出夫

理事（関東支部長） － 理事（関東支部長） 大野博之（新任）

理事（中部関西支部長） 吉野知明 理事（中部関西支部長） 吉野知明（兼務）

理事（中国四国支部長） 石垣 衛 理事（中国四国支部長） 石垣 衛

理事（九州支部長） 太田貴大 理事（九州支部長） 太田貴大

理事（幹事長） 吉野知明(兼務) 理事（幹事長） 吉野知明

理事（副幹事長） 矢ケ崎朋樹 理事（副幹事長） 矢ケ崎朋樹

理事（幹事） 上原 励

理事（事業企画委員長） 田島洋輔
理事

（事業企画委員長・幹事）
田島洋輔

理事（編集委員長） 富田瑞樹
理事

（編集委員長・幹事）
富田瑞樹

理事補佐（幹事） 平山英毅(新任) 理事補佐（幹事） 平山英毅

監事 大野博之 監事 上原 励（新任）

現在 2022年/2023年度
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［第７号議案］    名誉会長の委嘱 
  

自然環境復元学会設立当初より学会を牽引いただいた鈴木邦雄氏の会長退任に伴い、次期会長、 

理事主席、幹事長より、理事会の総意のもと、名誉会長委嘱を提案します（会則附則 5 項）。 
 

 

 

 

 

 

現在 2022 年度~ 

役職 氏名 役職 氏名 

会長 鈴木邦雄 名誉会長 鈴木邦雄 

 

自然環境復元学会会則 附則 5 項 

会長経験者には、会長が提案をし、総会の議を経て、名誉会長を委嘱することができる。 
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    その他報告事項 

『自然環境復元研究 第 13 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）  

フォーラム（査読なし） ※第 13 巻から新設 

そのほか、書評や学術集会の報告など 

詳細は、ホームページ等に掲載の「投稿規程」と「執筆要領」をご覧ください。 

 

■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。」こととなっています（増加 1 ページにつき 3,000 円程度の

見込み）。 

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  

 


