こども環境学会
2010 年度 総会 議事録（概要）
日 時： 2010 年 4 月 24 日（土）午後 17：45 より 18：45 頃まで
会 場：広島市まちづくり市民交流プラザ・マルチメディアスタジオ
出席理事：井上美智子、織田正昭、神谷明宏、木村歩美、黒岩佐和子、小澤紀美子、定行まり子汐見稔幸、仙田満、
千代章一郎、谷本都栄、玉田雅己、中津秀之、中山豊、福岡孝純、松本直司、矢田努、
欠席理事：岸裕司、木下勇、高橋勝、
出席監事：桑原淳司、欠席監事：住田正樹
記
録：中山豊（事務局）
【定足数の確認】2009 年 3 月 31 日現在の正会員数 759 人の 1/3 である 253 人が総計成立の定数であるが、
出席正会員数62 人、
委任状提出正会員237 人の合計が299 人であることから、
総会成立を確認した。
資 料： こども環境学会 2010 年度 総会資料
※総会資料については、ホームページをご覧下さい。
【総会議事録】
・ 1 号議案 2009 年度事業報告
⇒ 採決の結果、全員一致で、原案通り承認された。
・ 2 号議案 2009 年度決算報告
⇒ 採決の結果、全員一致で、原案通り承認された。
・ 3 号議案 社団法人定款（案）および会費の改定について
【社団法人定款について】
⇒ 採決の結果、社団法人の設立、役員に関して、全員一致で、原案通り承認された。
【2011 年度以降の会費改定について】
⇒ 採決の結果、全員一致で、会費改定に関する案が、原案通り承認された。
・ 4 号議案 2010 年度役員就任について
⇒ 採決の結果、全員一致で、原案通り承認された。
・ 5 号議案 2010 年度事業計画
⇒ 採決の結果、全員一致で、原案通り承認された。
・ 6 号議案 2010 年度予算計画
⇒ 採決の結果、全員一致で、原案通り承認された。
※議事録詳細については、ホームページをご覧下さい。
以上

こども環境学会
2010 年度 総会 議決内容に関して（概要説明）
【社団法人設立について】
①現在、任意団体である本会組織の安定化と発展をめざして、社団法人を設立する。設立後には、公益法人
とする手続きを行う。
（これについては、2008 年度および 2009 年度総会の事業計画でも説明しました。）
②従来、こども環境学会（平成 17 年 5 月設立）の会員であったもの、およびその義務・権利はすべて、一
般社団法人こども環境学会が継承する。
③こども環境学会の財産は全て、一般社団法人こども環境学会が継承する。

【役員について】
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（定款案：第 4 章、現規約：第 4 章）
①新たに理事長 1 名をおく。理事長は専ら本会の財政、経営責任を負い、民法上の（登記）代表者となる。
理事長の任期は、2 年とする。
②役員の任期は、これまでと同じく 2 年とするが、再任については、理事会で決定する。
③役員の定年は、これまで 70 歳であったものを 75 歳とする。
④監事以外の役員をもって民法上の理事とする。
⑤役員（理事および監事）をもって民法上の社員とする。

【2011 年度からの会費の改定について】
今後の学会活動に際しての経費増に対応するため、昨年度理事会にて議論を重ね、2010 年度総会に諮った結
果、2011 年度より下記の通り年会費を改定することが決定した。
入会金および会員の年会費は以下の通りとする。
入会金
1,000 円
年会費
正会員
10,000 円（2010 年度までは、6,000 円）
学生会員
5,000 円（2010 年度までは、3,000 円）
団体会員
10,000 円（2010 年度までは、6,000 円）
準会員
5,000 円（2010 年度までは、3,000 円）
賛助会員
30,000 円

【2011 年度役員について】
第 6 期役員選挙の結果と理事会での協議結果を踏まえ、2010 年度総会において、以下の役員の就任が承認
された。
会 長：小澤 紀美子
（東海大学 教授）
副会長：織田 正昭
（東京大学大学院 教官）
副会長：汐見 稔幸
（白梅学園大学 学長・教授）
副会長：高橋 勝
（横浜国立大学 教授）
副会長：福岡 孝純
（帝京大学 教授）
理事長：仙田 満
（放送大学 教授）
専務理事：中山 豊
（こども環境学会 事務局長）
理 事：井上 寿
（環境デザイン研究所 研究主任）
理 事：神谷 明宏
（聖徳大学 准教授）
理 事：岸
裕司
（学校と地域の融合教育研究会 副会長）
理 事：木下 勇
（千葉大学大学院 教授）
理 事：木村 歩美
（篠原学園専門学校 専任講師）
理 事：黒岩 佐和子
（児童福祉施設 職員）
理 事：定行 まり子
（日本女子大学 教授）
理 事：千代 章一郎
（広島大学 准教授）
理 事：谷本 都栄
（日本スポーツ文化研究所 主任研究員）
理 事：玉田 雅己
（会社員 NPO 代表）
理 事：松本 直司
（名古屋工業大学大学院 教授）
理 事：宮本 照嗣
（千葉ニュータウンセンター）
理 事：矢田
努
（愛知産業大学大学院 教授）
以上 20 名、役職および 50 音順
監事：桑原 淳司
（日本大学 教授）
監事：住田 正樹
（放送大学 教授）
以上 2 名、50 音順
≪退任理事⇒評議員就任≫
評議員：井上 美智子
（大阪大谷大学 教授）
評議員：中津 秀之
（関東学院大学 准教授）
以上 2 名、50 音順
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