
 

 

                   

第８回関東森林学会大会 総会資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   日時：2018年 10月 22日（月） 

         12時 20分～13時 00 分 

 

   場所：東松山市民文化センター 

         大会議室 

 

 

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８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 玉井 幸治 理事 

  一般社団法人日本森林技術協会 大河内 勇 業務執行理事 

４．主催者挨拶 

  埼玉県寄居林業事務所 佐野 且哉 所長 

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７期（2017 年度）会務報告 

（２） 第７期（2017 年度）運営費決算報告及び監査報告 

（３） 第７回関東森林学会大会（神奈川県）運営費収支決算報告及び会計監査報

告 

（４） 第８期（2018 年度）関東森林学会幹事の選出 

（５） 第８期（2018 年度）関東森林学会事業計画及び学会運営予算（案） 

（６） 第８回関東森林学会大会（埼玉県）運営予算（案） 

（７） 第９回（2019 年）関東森林学会大会県（案） 

（８） 会則の改訂について 

（９） その他 

 

８． 閉会 
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関東森林学会賞・学生優秀論文賞 

 

2018 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 

・原口 雅人（はらぐち まさと）会員 

 所属：埼玉県農林部 寄居林業事務所 森林研究室長 

 題目：天然記念物ケヤキの保存木クローンの識別および冬芽形状 

   （関東森林研究 65 巻 1 号：87-90） 

著者：○原口雅人、武津英太郎 

 

授賞の理由：天然記念物であるケヤキの個体識別に関する表記の業績をはじめ、県産の

少花粉スギ第２世代精鋭樹候補群の作製等、関東森林研究に関し学術的並びに実務的に

優れた業績により貢献し、かつ今後の一層の発展が期待されると認められるため。 

 

２）関東森林学会学生優秀論文賞 

・石川 陽（いしかわ あきら）会員 

 所属：東京農業大学大学院農学研究科林学専攻 

 題目：カラマツ人工林内の実生定着における外生菌根菌の影響 

   （関東森林研究 69 巻 1 号：15-18） 

著者：○石川陽・上原巌・田中恵 

 

・牧 すみれ（まき すみれ）会員 

 所属：東京農工大学大学院農学府 

 題目：間伐及び地形による光環境の変化が土壌の窒素無機化に及ぼす影響 

   （関東森林研究 69 巻 1 号：31-34） 

著者：○牧すみれ・戸田浩人・崔東壽・内山佳美 

 

・寺尾 美里矢（てらお みりや）会員 

 所属：日本大学大学院生物資源科学研究科  

 題目：画像解析による木材の吸放湿性の評価  

   （関東森林研究 69 巻 1 号：79-82） 

著者：○寺尾美里矢・宮野則彦 

 

以上 
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７．議題 

（１） 第７期（２０１７年度）会務報告 

 １）第７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 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 

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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 ２）第７回関東森林学会の開催 

行事担当：神奈川県 

編集担当：東京農工大学 

日時：2017 年 10 月 24 日（火） 

場所：かながわ労働プラザ（神奈川県横浜市） 

参加人数：149 名（うち学生 17 名） 

研究発表件数：93 件 

 

３）関東森林研究第 69 巻の編集、68 巻の発行（2017 年 3 月および 11 月） 

編集委員会：東京農工大学（68 巻）、森林総合研究所（69 巻） 

 

４）関東森林学会ニュースレター 

第 13 号 2017 年 7 月 第 7 回大会報告，第 8 回大会案内、第 7 期幹事会報告 

第 14 号 2017 年 9 月末 第 7 回大会案内プログラム  

 

５）関東森林学会幹事会 

第 1 回 2017 年 6 月 9 日 東京農工大学（東京都府中市） 

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） 

 

６）第８回大会の準備 

次期行事担当：埼玉県幹事  

編集担当：森林総合研究所 

 

 ７）会員動向 

 

  

８）学会誌発行    (2006 年から「関東森林研究」) 
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（２）第７期（２０１７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７回関東森林学会大会（埼玉県）運営費収支決算報告及び会計監査報告 
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（４）第８期（２０１８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 下村彰男 

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 高橋安則 

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 宇川裕一 

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 富樫善弥 

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（東京農工大学） 

行事担当理事：森田 厚（埼玉県寄居林業事務所） 

編集担当理事：堀 靖人（森林総合研究所） 

監査    ：林 宇一（宇都宮大学） 

HP 運営（総務補佐）：白木克繁（東京農工大学） 
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（５） 第８期（２０１８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８回関東森林学会の開催 

１）行事担当：埼玉県 

２）編集担当：森林総合研究所 

３）日時：2018年10 月22日（月） 

４）場所：東松山市民文化センター （東松山市） 

 

（２）関東森林研究 70 巻の編集・69 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 15号、2018 年 7 月初旬 第８回大会案内，第 5期幹事会報告 

２）第 16号、2018 年 10月初旬 第８回大会案内プログラム 

 

（４）関東森林学会幹事会 

１）第１回 2018 年 6 月 8 日 東京農工大学（東京都府中市） 

２）第２回 2018 年 10 月 22 日 東松山市民文化センター （東松山市） 

 

（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９回大会の準備 

１）次期行事担当：栃木県幹事 

２）編集担当：東京農業大学 

 

（７）公開特別講演の開催 

１）日時：2018 年 10 月 22日（月）13：00～14：00 

２）場所：東松山市民文化センター 大会議室（東松山市） 

３）公開特別講演：古谷益朗氏（埼玉県農業技術研究センター） 

「森林から丘陵、平坦地へ拡大する野生動物被害」  

 

（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８期関東森林学会運営予算（案） 
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（６） 第８回関東森林学会大会（埼玉県）運営予算（案） 
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（７） 第９期執行部（事務局）および第９回（２０１９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を参考に栃木県が選出された。 

 

これまでの経緯と第９期（2019 年）以降の関東森林学会大会担当県の確認 

年 期 会長(支部長） 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 東京農業大学 森林総研 栃木県 東京農業大学 

2020 10 同上 同上 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）関東森林学会会則の改定 

 

改正案の主旨：現行の会則では、監査の選出を機関幹事に限定して選出している。機関

幹事に限定するよりも、会員から広く募るほうが公平性が増すと判断できる。 

 

＜現行＞ 

第 9 条 幹事は総会において別表に示す機関ごとに１名選出する。会長は幹事の互選に

より選出する。副会長及び監査それぞれ１名は幹事から選出し，幹事会の議を経て会長

が委嘱する。 

役員に欠員が生じた場合は，当該機関の推薦者を幹事会の議を経て会長が任命する。そ

の任期は前任者の在任期間とする。 

 

＜改正案＞ 

第 9 条 幹事は総会において別表に示す機関ごとに１名選出する。会長は幹事の互選に

より選出する。副会長は幹事から、監査は会員からそれぞれ１名選出し，幹事会の議を

経て会長が委嘱する。 

役員に欠員が生じた場合は，当該機関又は幹事からの推薦者を幹事会の議を経て会長が

任命する。その任期は前任者の在任期間とする。 

 

 

以上 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東森林学会第８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：森田 厚（埼玉県寄居林業事務所） 

編集担当理事：堀 靖人（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（総務担当理事） 

       TEL：042-367-5750 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。 


