
 

 

                   

第７回関東森林学会大会 総会資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   日時：2017 年 10 月 24 日（火） 

         12 時 20 分～13 時 00分 

 

   場所：かながわ労働プラザ 

         多目的ホール 

 

 

主催：関東森林学会 

共催：一般社団法人日本森林技術協会、一般社団法人日本森林学会 
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第７回関東森林学会大会総会 

 

１．開会（総務） 

   

２．会長挨拶 

  土屋俊幸会長 

３．共催者紹介 

  一般社団法人日本森林学会 井出 雄二 理事 

  一般社団法人日本森林技術協会 宗像 和規 業務執行理事 

４．主催者挨拶 

  神奈川県自然環境保全センター所長 稲垣 敏明 

５．関東森林学会賞・学生優秀論文賞授賞式 

 

６．議長選出 

 

７．議題 

（１） 第６期（2016年度）会務報告 

（２） 第６期（2016年度）運営費決算報告及び監査報告 

（３） 第６回関東森林学会大会（千葉県）運営費収支決算報告及び会計監査報告 

（４） 第７期（2017年度）関東森林学会幹事の選出 

（５） 第７期（2017年度）関東森林学会事業計画及び学会運営予算（案） 

（６） 第７回関東森林学会大会（神奈川県）運営予算（案） 

（７） 第８回（2018年）関東森林学会大会県（案） 

（８） 会員の表彰 

（９） その他 

 

８． 閉会 
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７．議題 

（１） 第６期（２０１６年度）会務報告 

 １）第６期関東森林学会 幹事および執行部 

幹事機関 幹事名 

宇都宮大学 山本美穂 

筑波大学  

東京大学 酒井秀夫 

東京農業大学 上原 巌 

東京農工大学 土屋俊幸 

新潟大学  

日本大学 瀧澤英紀 

玉川大学  

茨城県林業技術センター 村松 晋 

栃木県林業センター 金田俊男 

群馬県林業試験場 國友 幸夫 

埼玉県寄居林業事務所森林研究室 原口雅人 

千葉県農林総合研究センター森林研究所 遠藤良太 

公益財団法人 東京都農林水産振興財団 

東京都農林総合研究センター 
新井一司 

神奈川県自然環境保全センター 齋藤央嗣 

新潟県森林研究所 武田 宏 

山梨県森林総合研究所 田中 格 

森林総合研究所 阪田匡司 

森林総合研究所林木育種センター 加藤一隆 

林野庁  

関東森林管理局 屋代忠幸 

学会長：酒井秀夫（東京大学） 

学会副会長・表彰担当理事：土屋俊幸（東京農工大学） 

学会事務局 

総務担当理事：仁多見俊夫（東京大学） 

会計担当理事：中島 徹（東京大学） 

行事担当理事：遠藤良太 （千葉県農林総合研究センター） 

編集担当理事：白木克繁（東京農工大学） 

HP 運営（総務補佐）：勝木俊雄（森林総合研究所） 
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 ２）第６回関東森林学会の開催 

行事担当：千葉県 

編集担当：東京農工大学 

日時：2016年 10月 18日（火） 

場所：千葉市民会館（千葉県千葉市） 

参加人数：143名（うち学生 35名） 

研究発表件数：101件 

 

３）関東森林研究第 68巻の編集、67巻の発行（2016年 3月および 11月） 

編集委員会：東京農工大学 

 

４）関東森林学会ニュースレター 

第 11号 2016年 7月 第 6回大会報告，第 7回大会案内、第 6期幹事会報告 

第 12号 2016年 9月末 第 6回大会案内プログラム  

 

５）関東森林学会幹事会 

第 1回 2016年 6月 10日 東京大学（東京都文京区） 

第 2回 2016年 10月 18日 千葉市民会館（千葉県千葉市） 

 

６）第７回大会の準備 

次期行事担当：神奈川県幹事  

編集担当：森林総合研究所 

 

 ７）会員動向 

年度 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

会員 416 405 405 386 362 336 347 336 314 302 287 274

賛助会員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 ８）学会誌発行    (2006年から「関東森林研究」) 

年度 2006 2007 2008 2009 2010
号 58 59 60 61 62 63（1） 63（2） 64（1） 64（2）
課題数 101 96 87 81 75 42 49 35 26
頁数 275 341 305 294 290 - - - -

年度
巻 65（1） 65（2） 66(1) 66(2) 6７(1) 6７(2) 6８(1) 6８(2)
課題数 49 42 32 47 55 22 27
頁数 164 170 102 194 186 88 80

2013 2014 2015 2016

2011 2012
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（２）第６期（２０１６年度）関東森林学会運営費決算報告及び監査報告 
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（３）第６回関東森林学会大会（千葉県）運営費収支決算報告及び会計監査報告 
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（４）第７期（２０１７年度）関東森林学会幹事の選出 

 

幹事機関 幹事名 

宇都宮大学 林 宇一 

筑波大学  

東京大学 福田健二 

東京農業大学 佐藤孝吉 

東京農工大学 白木克繁 

新潟大学  

日本大学 瀧澤英紀 

玉川大学  

茨城県林業技術センター 井坂達樹 

栃木県林業センター 瀨田正幸 

群馬県林業試験場 國友幸夫 

埼玉県寄居林業事務所森林研究室 森田 厚 

千葉県農林総合研究センター森林研究所 小森谷あかね 

公益財団法人 東京都農林水産振興財団 

東京都農林総合研究センター 
新井一司 

神奈川県自然環境保全センター 齋藤央嗣 

新潟県森林研究所 武田 宏 

山梨県森林総合研究所 長池卓男 

森林総合研究所 宮本麻子 

森林総合研究所林木育種センター 加藤一隆 

林野庁  

関東森林管理局 田口忠久 

学会長：土屋俊幸（東京農工大学） 

学会副会長・表彰担当理事：坪山良夫（森林総合研究所） 

学会事務局 

総務担当理事：白木克繁（東京農工大学） 

会計担当理事：松本 武（東京大学）東京農工大学 

行事担当理事：齋藤央嗣（神奈川県自然環境保全センター） 

編集担当理事：千葉幸弘（森林総合研究所） 

HP 運営（総務補佐）：白木克繁（東京農工大学） 
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（５） 第７期（２０１７年度）事業計画及び運営予算案について 

 

【１】 第７期事業計画 

（１）第７回関東森林学会の開催 

１）行事担当：神奈川県 

２）編集担当：森林総合研究所 

３）日時：2017年 10月 24日（火） 

４）場所：かながわ労働プラザ（神奈川県横浜市） 

 

（２）関東森林研究 69巻の編集・68巻の発行 

１）編集委員会：森林総合研究所 

 

（３）関東森林学会ニュース 

１）第 13号 2017年 7月初旬 第 7回大会案内，第 7期第 1回幹事会報告 

２）第 14号、2017年 9月末 第 7回大会案内プログラム 

 

（４）関東森林学会幹事会 

１）第１回 2017年 6月 9日 東京農工大学（東京都府中市） 

２）第２回 2017年 10月 24日 かながわ労働プラザ（神奈川県横浜市） 

 

（５） 大会事務局会議（随時メールにて開催予定） 

１）総務・会計・行事・編集担当 

 

（６）第 8回大会の準備 

１）次期行事担当：埼玉県幹事 

２）編集担当：森林総合研究所 

 

（７） 公開特別講演の開催 

１）日時：2017年 10月 24日（火）13：00～14：00 

２）場所：かながわ労働プラザ・多目的ホール（神奈川県横浜市） 

３）公開特別講演：石川芳治氏（東京農工大学名誉教授） 

「丹沢再生と水源かん養機能の高い森林づくり」  

 

（８）会員の表彰 

  関東森林学会賞および関東森林学会学生優秀論文賞の選定と授与。 
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【２】 第７期関東森林学会運営予算（案） 

 

 

 

  

文字削除 
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（６） 第７回関東森林学会大会（神奈川県）運営予算（案） 
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（７） 第８期支部、事務局および第８回（２０１８年）関東森林学会大会県（案） 

 第１回幹事会において、下表ローテーション通りに埼玉県が選出された。 

 

これまでの経緯と第７期（2017年）以降の関東森林学会大会担当県の確認 

年 期 支部長(会長） 副会長兼表彰 総務・会計 行事 編集 

2001 53 新潟大学 東京大学 新潟大学 栃木県 宇都宮大学 

2002 54 同上 同上 同上 群馬県 東京農業大学 

2003 55 東京大学 東京農工大学 東京大学 新潟県 新潟大学 

2004 56 同上 同上 同上 東京都 東京大学 

2005 57 東京農工大学 森林総研 東京農工大学 山梨県 東京農工大学 

2006 58 同上 同上 同上 茨城県 筑波大学 

2007 59 森林総研 東京農業大学 森林総研 千葉県 森林総研 

2008 60 同上 同上 同上 神奈川県 林木育種センター 

2009 61 東京農業大学 宇都宮大学 東京農業大学 埼玉県 日本大学 

2010 62 同上 同上 同上 栃木県 宇都宮大学 

2011 1 宇都宮大学 日本大学 宇都宮大学 群馬県 東京農業大学 

2012 2 同上 同上 同上 新潟県 同上 

2013 3 日本大学 東京大学 日本大学 東京都 東京大学 

2014 4 同上 同上 同上 山梨県 同上 

2015 5 東京大学 東京農工大学 東京大学 茨城県 東京農工大学 

2016 6 同上 同上 同上 千葉県 同上 

2017 7 東京農工大学 森林総研 東京農工大学 神奈川県 森林総研 

2018 8 同上 同上 同上 埼玉県 同上 

2019 9 森林総研 （未定） 森林総研 栃木県 東京農業大学 

2020 10 同上 （未定） 同上 群馬県 同上 

注：筑波大学、新潟大学をローテーションから一時はずしてあります。 
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（８）会員の表彰 

 

2017年度の関東森林学会表彰について、下記のように決定しました。 

 

１）関東森林学会賞 

 該当なし 

 

２）関東森林学会学生優秀論文賞 

・小林諒介（こばやし りょうすけ）会員 

 所属：日本大学生物資源科学部 

 題目：人工飼料を用いたシナノナガキクイムシの飼育 

   （関東森林研究 68 巻 2号：93-96） 

著者：○小林諒介・岩田隆太郎 

 

・白川 誠（しらかわ まこと）会員 

 所属：東京農業大学大学院農学研究科 

 題目：カラマツ-ハナイグチ共生系における根圏バクテリア接種の影響 

   （関東森林研究 68 巻 1号：29-32） 

著者：○白川誠・上原巌・田中恵 

 

・竹内 啓恵（たけうち ひろえ）会員 

 所属：東京農業大学大学院農学研究科 

 題目：身近な森林環境を利用したカウンセリングの特徴‐「傾聴散策カウンセリング」

の事例から‐ 

   （関東森林研究 68 巻 2号：105-108） 

著者：○竹内啓恵・長井聡里・川畑真理子・上原巌 

 

 

以上 
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（９）その他 

〇会則・規定の改定 

１）「関東森林研究」投稿規定の改定 

 

関東森林研究に掲載された原稿について、現行では印刷物での別刷り 100部以上の購

入を義務付けています。このうち、100部以上の別刷り購入を撤廃し、より会員に利便

性の高い形式で別刷りの提供をしたいと考えています。 

これに合わせて、規定を下記のように修正することを提案します。 

 

＜現行＞ 

「関東森林研究」投稿規定 

７．別刷の購入義務 

    著者は，最低 100 部の別刷を，所定の価格で購入すること。別刷り等の価格につい

ては別途示す。 

 

＜修正案＞ 

７．別刷の購入義務 

    著者は，別刷を所定の価格で購入すること。別刷りの形式と価格については別途示

す。 

 

２）関東森林学会会則の改定 

 

現在，第 5 期 6 期で使用していたゆうちょ銀行口座が閉鎖できずにおります。また第 7

期に移行した際にゆうちょ銀行の口座が開設できず，みずほ銀行の口座を開設したことが

あり，いずれも会則内にゆうちょ銀行が求める情報の記載がないことが原因でした。ゆう

ちょ銀行では以下の情報の記載がないと口座の開設や閉鎖ができないとのことです。 

①名称，②所在地（現事務局の住所），③目的，④会員の資格，⑤設立年月日，⑥代

表者個人の住所(職場ではない)と氏名，⑦代表による規約の記載内容が正しい旨を証

明する記載および代表の押印 

現状の会則では，２および６の記載がないということで，規約に上記の記述を追加しない

と，旧口座の解約ができないとのことです。そこで，関東森林学会会則を下記のように修

正することを提案します。 

 

＜現行＞ 

第１条 本会は，関東森林学会と称し，事務局は幹事会の議を経て，会長が委嘱する機関

内におく。 
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＜修正案＞ 

第１条 本会は，関東森林学会と称し，事務局は幹事会の議を経て，別表の通り会長が委

嘱する機関内におく。 

 

 

制定第 1条にもとづく別表 

年度 平成 29年度～30年度 

事務局所在地 東京都府中市幸町 3-5-8 東京農工大学農学部 1 号館 426 号室森林

経営学研究室 

会長 土屋俊幸 

自宅住所 （web上では省略） 

総務担当理事 白木克繁 

自宅住所 （web上では省略） 

会計担当理事 松本武 

自宅住所 （web上では省略） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東森林学会第 7期事務局 

 

学会長：土屋俊幸（東京農工大学） 

学会副会長・表彰担当理事：坪山良夫（森林総合研究所） 

総務担当理事：白木克繁（東京農工大学） 

会計担当理事：松本 武（東京農工大学） 

行事担当理事：斎藤央嗣（神奈川県自然環境保全センター） 

編集担当理事：千葉幸弘（森林総合研究所） 

 

連絡先 〒183-8509 

 東京都府中市幸町 3-5-8 

東京農工大学農学部 地域生態システム学科 白木克繁 

       TEL：042-367-5750 FAX：042-364-7812 e-mail：shirakik@cc.tuat.ac.jp 

 

 

振込口座  みずほ銀行 府中支店（店番号 128）  

普通預金口座 1664731  

口座名義：関東森林学会（カントウシンリンガッカイ） 

入退会の連絡は、会計担当の松本（tmatsu@cc.tuat.ac.jp）にお願いします。 


