
ジオシンセティックス技術情報 2019.3

IGS 日本支部 2019 年通常総会 議事録

１．日 時： 平成 31年 2月 12日（火）15：30～16：30

２．場 所： 地盤工学会 地下会議室

３．議事資料：2019年通常総会議題書

４．議事内容

（１） 開会宣言

・ 平井幹事長より 2019年通常総会の開会宣言がなされた。

・ 出席者は個人会員 21名、特別会員 8社、委任状は個人会員 140名で総票数 201。全会

員票数 273の 2分の 1を上回り、通常総会は成立した。

・ また、支部長選挙の結果、桑野二郎教授（埼玉大学）が新支部長に選出されたことが

報告された。

（２） 議長選出及び議長挨拶

・ 議長には桑野支部長が選出され、承認された。

（３） 2018年事業報告及び 2019年事業計画【資料 1】

・ 資料に基づき、各委員会より 2018年活動報告、2019年活動計画についてそれぞれ説明

がなされた。

（４） 2018年収支決算・ 2019年予算(案)（財務委員会）【資料 2】

・ 資料に基づき、伊藤会計幹事より 2018年決算報告、2019年予算(案)について説明がな

され、承認された。

（５） 2018年監査報告【資料 3】

・ 資料に基づき、間会計監事より 2018年一般会計は適正かつ正確であることが報告され

た。

（６） 2019年役員の選出【資料 4】

・ 資料に基づき 2019年役員の再任・新任について説明がなされ、承認された。

（７） 閉会挨拶

・ 平井幹事長の閉会挨拶により、2019年通常総会は閉会した。

以上
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ＩＧＳ日本支部　2018年会計決算
 期間 ： 2018年1月1日 ～ 2018年12月31日 資料２－１  

< 収入の部 >

科　　　目 2018年 予算 2018年 実績 備　　　　考
　１．会費等収入

　　　　　①2018年分 　　　 　　 個人会員 1,568,000 1,448,000 181名 × 8,000円

学生会員 10,000 16,000 16名  × 1,000円

法人会員 4,320,000 4,320,000 18社  × 240,000円

先払分 76,000 2019年以降分 （個人・学生年会費）

　　②本部還付金　 　　法人会員分 100,800 101,187 18社 × 50＄ （112.43円/$）

（ 小計 ） 5,998,800 5,961,187

　２．講習会・出版物販売収入

シンポジウム 650,000 410,000 参加費 （論文集代）・懇親会費　

書籍・ビデオ等販売 3,000 12,000 論文集・技術情報

（ 小計 ） 653,000 422,000

　３．広告等収入

技術情報誌広告 528,000 528,000 3月号 ・ 7月号 ・ 11月号

（ 小計 ） 528,000 528,000

　４．受取利息

受取利息 100 142

（ 小計 ） 100 142

収入合計 7,179,900 6,911,329

　５．繰越金

繰越金 21,048,779 21,048,779 前期繰越金

総　　合　　計 28,228,679 27,960,108
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資料２－２　

< 支出の部 >

科　　　目 2018年 予算 2018年 実績 備　　　　考
　１．本部国際学会費 担当 ： 事務局

個人会員 658,560 620,613 184名　×　30＄   (112.43円/＄)

法人会員 2,016,000 2,023,740 18社 × 1,000＄   (112.43円/＄)

（ 小計 ） 2,674,560 2,644,353

　２．出版費・講習会等補助費

シンポジウム 650,000 592,822 担当 ： 行事委員会

技術情報(3・7・11月号) 1,150,000 911,520 担当 ： 編集委員会

会員名簿 150,000 115,840 担当 ： 事務局

講習会・見学会補助費 100,000 0

（ 小計 ） 2,050,000 1,620,182

　３．委員会経費 担当 ： 各委員会

国際連絡委員会 1,500,000 179,551 本部理事会派遣費

編集委員会 200,000 200,000 技術情報発行費別

行事委員会 100,000 11,040 シンポジウム・論文集発行費別

学生・教育委員会 100,000 100,769 見学会，入門セミナー含む

表彰委員会 150,000 65,642 盾・賞状作製費含む

電子情報化委員会 250,000 64,500 HPメンテナンス作業費，論文集電子化作業費

ジオメンブレン技術委員会 400,000 391,788

ジオテキスタイル技術委員会 270,000 67,900

コーポレートメンバー委員会 50,000 0

技術委員会 100,000 0

新技術委員会 100,000 0

ジオシンセティックス試験法委員会 200,000 0

（ 小計 ） 3,420,000 1,081,190

　４．事務局経費・その他 担当 ： 事務局

総会 100,000 82,545 懇親会費，往復はがき，総会荷物発送費

地盤工学会 （特別会員2級） 350,000 462,322 年会費，会議室使用料，コピー代他

レンタルサーバー代 50,000 24,439 HP・メーリングリスト用

通信費 100,000 98,091 郵便物発送費

消耗品費 50,000 2,267 事務消耗品

傭人費 500,000 731,618 事務局傭人費

幹事会 40,000 33,120 会議費

振込手数料 20,000 17,792 年会費郵便局払込手数料，銀行振込手数料

その他 150,000 4,740 慶弔費等，謝金，事務局交通費他

（ 小計 ） 1,360,000 1,456,934

支出合計 9,504,560 6,802,659

　５．繰越金

繰越金 18,724,119 21,157,449 次期繰越金

総　　合　　計 28,228,679 27,960,108
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ＩＧＳ日本支部　2019年会計予算
 期間 ： 2019年1月1日 ～ 2019年12月31日 資料２－３  

< 収入の部 >

科　　　目 2019年 予算 備　　　　考
　１．会費等収入

　　①2019年分　　 　  　　　  個人会員 1,544,000 193名× 8,000円

学生会員 12,000 12名 × 1,000円

法人会員 4,320,000 18社 × 240,000円

　　②本部還付金　　　  　　法人会員分 99,900 18社 × 50＄ （111.00円/$）

（ 小計 ） 5,975,900

　２．講習会・出版物販売収入

シンポジウム 650,000 参加費（論文集代）・懇親会参加費

書籍・ビデオ等販売 3,000

（ 小計 ） 653,000

　３．広告等収入

技術情報誌広告 528,000 3月号・7月号・11月号

（ 小計 ） 528,000

　４．受取利息

受取利息 100

（ 小計 ） 100

収入合計 7,157,000

　５．繰越金

繰越金 21,157,449 前期繰越金

総　　合　　計 28,314,449
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資料２－４　

< 支出の部 >

科　　　目 2019年 予算 備　　　　考
　１．本部国際学会費 担当：事務局

個人会員 642,690 193名　×　30＄   (111.00円/＄)

法人会員 1,998,000 18社 × 1,000＄   (111.00円/＄)

（ 小計 ） 2,640,690

　２．出版費・講習会等補助費

シンポジウム 650,000 担当 ： 行事委員会

技術情報（3・7・11月号） 1,150,000 担当 ： 編集委員会

会員名簿 150,000 担当 ： 事務局

講習会・見学会補助費 100,000

（ 小計 ） 2,050,000

　３．委員会経費 担当 ： 各委員会

国際連絡委員会 1,500,000 本部理事会派遣費

編集委員会 200,000 技術情報発行費別

行事委員会 100,000 シンポジウム・論文集発行費別

学生・教育委員会 100,000 見学会・入門セミナー含む

表彰委員会 150,000 盾・賞状作製費含む

電子情報化委員会 170,000 HPメンテナンス作業費，論文集電子化作業費

ジオメンブレン技術委員会 400,000

ジオテキスタイル技術委員会 140,000

コーポレートメンバー委員会 50,000

技術委員会 800,000 調査費用

新技術委員会 100,000

ジオシンセティックス試験法委員会 200,000

（ 小計 ） 3,910,000

　４．事務局経費，その他 担当 ： 事務局

総会 100,000 懇親会費，往復はがき，総会荷物発送費

地盤工学会 （特別会員2級） 350,000 年会費，会議室使用料，コピー代他

レンタルサーバー代 50,000 HP・メーリングリスト用

通信費 150,000 技術情報発送費，郵便物発送費

消耗品費 50,000 事務局消耗品

傭人費 500,000 事務局傭人費

幹事会 40,000 会議費

振込手数料 30,000 年会費郵便局払込手数料，銀行振込手数料

その他 150,000 慶弔費等，謝金，事務局交通費他

（ 小計 ） 1,420,000

支出合計 10,020,690

　５．繰越金

繰越金 18,293,759 次期繰越金

総　　合　　計 28,314,449
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資料３

監 査 報 告 書

国際ジオシンセティックス学会日本支部の２０１８年一般会計について、帳簿・証票・

書類等を検証の結果、適正かつ正確であることをご報告申し上げます。

２０１９年２月１２日

監事 石川 雅洋

署 名

監事 間 昭徳

署 名
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資料４

ＩＧＳ日本支部 ２０１９年 役員名簿

２０１９年２月１２日

支部長 #桑野 二郎 （埼玉大学）

幹事長 平井 貴雄 （三井化学産資株式会社）

副幹事長 宮田 喜壽 （防衛大学校）

副幹事長 *横田 善弘 （前田工繊株式会社）

会計･幹事 伊藤 雅夫 （前田工繊株式会社）

幹事 #井塲 道夫 （三ツ星ベルト株式会社）

幹事 *内村 太郎 （埼玉大学）

幹事 勝見 武 （京都大学）

幹事 *鎌尾 彰司 （日本大学）

幹事 *嘉門 雅史 （一般社団法人環境地盤工学研究所）

幹事 菊池 喜昭 （東京理科大学）

幹事 *清川 伸夫 （東京インキ株式会社）

幹事 *熊谷 浩二 （八戸工業大学）

幹事 *小島 謙一 （公益財団法人鉄道総合技術研究所）

幹事 *古関 潤一 （東京大学）

幹事 *木幡 行宏 （室蘭工業大学）

幹事 篠田 昌弘 （防衛大学校）

幹事 島岡 隆行 （九州大学）

幹事 *龍岡 文夫 （東京理科大学）

幹事 *平川 大貴 （中央大学）

幹事 *桝尾 孝之 （太陽工業株式会社）

幹事 *三木 博史 （株式会社三木地盤環境工学研究所）

幹事 峯岸 邦夫 （日本大学）

幹事 *毛利 栄征 （茨城大学）

幹事 *矢島 寿一 （明星大学）

監事 #石川 雅洋 （東洋紡株式会社）

監事 *間 昭徳 （三菱ケミカルインフラテック株式会社）

事務局 奈良真紀子 （IGS日本支部事務局）

* 再任 # 新任
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