
 

日本音響学会関西支部 2011 年通常総会次第 

 

 

日時：2011 年 4 月 20 日（水） 13:00～14:00（予定） 

場所：新橘ビル 8F A 会議室（和歌山市美園町 5-1-2） 

 

議題： 

1) 2010 年度支部事業報告・収支決算報告・収支決算監査報告 

2) 2011 年度支部長・副支部長，ならびに評議員選挙結果報告 

3) 関西支部若手研究者交流研究発表会の重点事業化及び電気関係学会関西連合大

会への当面の参加見合わせの提案 

4) 2011 年度庶務幹事・会計幹事，ならびに会計監査選出承認の件 

5) 2011 年度支部事業計画・収支予算承認の件 

6) その他 

 

配布資料： 

総会資料 11-1 2010 年度事業報告(案) 

総会資料 11-2 2010 度収支決算報告(案) 

総会資料 11-3 2011 年度役員選挙結果 

総会資料 11-4 関西支部若手研究者交流研究発表会の重点事業化及び電気関係

学会関西連合大会への当面の参加見合わせの提案 

総会資料 11-5 2011 年度役員(案) 

総会資料 11-6 2011 年度事業計画(案) 

総会資料 11-7 2011 年度収支予算(案) 

 

 



総会資料 11-1 

2010 年度事業報告（案） 
 

主催行事など 

 

開催日 行事名 開催場所 概要・備考 

4 月 13 日 総会 吹田市立文化会館

メイシアター 
09 年度事業報告・決算報告 
10 年度事業計画・予算 
 出席 23 名，委任状 159 通 
 計 182 名（定足数 117） 

4 月 13 日 見学会 アサヒビール吹田

工場 
工場見学, 参加者 20 名 

9 月 13 日 日本音響学会 2010 
年秋季研究発表会

直前特別企画「スペ

シャルトークイベン

ト：シニア研究者に

聞く、音声研究の過

去・未来」（主催、日

本音響学会本部と共

催） 

関西大学  千里山

キャンパス 
音声研究で著名な板倉教授（名

城大）, 古井教授（東工大）, 中
川教授（豊橋技科大）を招いた

QA トークイベント。戸田先生

（奈良先端大）, 西村（和歌山

大）が司会進行。出席 65 名（う

ち、日本音響学会員:53）。イン

ターネット中継視聴数:208。
http://asjk2010.w3voice.jp/ 

11 月 13,14
日 

平成 22 年電気関係

学会関西連合大会 
立命館大学  びわ

こ・くさつキャン

パス 

G15 音響＝発表 23 件 
うち、選奨 4 件 

12 月 5 日 第 13 回若手研究者

交流研究発表会 
同志社大学 室町

キャンパス寒梅館

発表 68 件（学生 64，一般 4）,
参加 135 名（学生 90，一般 45）
うち、最優秀奨励賞 1 件, 奨励

賞 12 件, 関西支部長賞 1 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



談話会 

開催日 談話会名 開催場所 概要 

10 月 2 日 動物音響談話会 同志社大学 京田辺キ

ャンパス 
講演 3 件，参加 26 名 

 

研究会（開催補助） 

開催日 研究会名 開催場所 発表件数・参加人数 

5月14, 15日 聴覚研究会 同志社大学 京田辺キ

ャンパス 
発表 21 件，参加 53＋51 名

5月26, 27日 音声研究会 甲南大学 神戸・平生記

念セミナーハウス 
発表 21 件，参加 37+32 名 
※共催 

電気音響研究会 

8 月 3 日 建築音響研究会 キャンパスポート大阪 発表 6 件，参加 24 名 

9 月 13 日 音楽音響研究会 同志社大学 今出川キ

ャンパス 
発表 5 件，参加 20 名 

12 月 17 日 騒音・振動研究会 キャンパスプラザ京都 発表 6 件，参加 13 名 

1月20, 21日 超音波研究会 同志社大学 京田辺キ

ャンパス 
発表 
超音波 19 件注） 
電気音響 20 件注） 
参加 
超音波 33+35 名 
電気音響 29+34 名 
※併催 

電気音響研究会 

1月27, 28日 音声研究会 NICT (情報通信研究

機構) けいはんな研究

所 

発表 12 件，参加 54+32 名 

注）併催共通講演 4 件を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



役員会 

回(開催日) 開催場所 議題・備考 

第 1 回 
(4 月 13 日) 

吹田市立文化会館メイ

シアター 
総会提出議案書の審議， 
支部通則・規則・細則の確認, 
若手研究者交流研究発表会実行委員長の選定 
（新旧合同役員会） 

第 2 回 
(7 月 20 日) 

キャンパスポート大阪 若手研究者交流研究発表会の件， 
談話会開催・研究会補助交付状況確認, 
電気関係学会関西連合大会の件, 
日本音響学会 2010 年秋季研究発表会特別企画

（プレイベント）の件 

第 3 回 
(12 月 5 日) 

同志社大学 室町キャ

ンパス寒梅館 

若手研究者交流研究発表会（同日開催）の件, 
2010 年秋季研究発表会特別企画実施報告, 
本部支部連絡会報告, 代議員候補の支部推薦, 
新年度支部役員体制（選挙関係）について, 
連合大会実施報告, 連合大会の参加について 

第 4 回 
(1 月 17 日) 

キャンパスポート大阪 若手研究者交流研究発表会実施報告, 
談話会開催・研究会補助交付状況確認, 
連合大会の参加見送りについての審議, 
新年度支部役員体制（選挙関係）について， 
総会・見学会の件  

第 5 回 
(3 月 22 日) 

キャンパスポート大阪 役員選挙結果報告，総会・見学会の件， 
連合大会報告(選奨等）, 本部支部連絡会報告 
10 年度事業報告(案)・決算報告(案)の審議， 
11 年度事業計画(案)・収支予算(案)の審議 

第 6 回 
(4 月 20 日) 

新橘ビル 8F  A 会議室

（和歌山県和歌山市）

総会提出議案書の審議, 
連合大会の参加見送りについて（予定） 
（新旧合同役員会） 

 



一般会計 (単位 : 円)
収入 支出
項目 予算 決算 項目 予算 決算
１．補助交付金 1,175,556 1,175,556 １．事業費 910,000 1,141,231
　支部交付金 1,175,556 1,175,556 ２．事務費 580,000 491,375
２．その他の収入 77,000 592,869 ３．予備費 10,000 0
　若手研究者交流研究発表会　参加費収入 77,000 247,000
　関西支部連合大会分担金戻入収入 0 345,422
　利子等 0 447
当期収入合計（A) 1,252,556 1,768,425 当期支出合計（C) 1,500,000 1,632,606
３．前期繰越収支差額 1,245,191 1,245,191 当期収支差額（A)-（C) 247,444 135,819
　（内 連合大会担当学会準備金） (319,580) (319,580) 総額次期繰越収支差額（B)-（C) 1,007,747 1,391,010
４．源泉税支払本部預り金 10,000 10,000 今年度支部源泉支払額(△) 0 0

年度末源泉税支払い本部預り金 10,000 10,000
総計（B) 2,507,747 3,023,616 支部扱い次期繰越額 997,747 1,381,010

　（内 連合大会担当学会準備金） (390,000) (389,656)

一般会計支出内訳 (単位 : 円)
項目
１．事業費 910,000 1,141,231 学会事業に係わる経費
　連合大会費 50,000 345,422 仮の分担金、送金手数料(注１)
　若手研究者交流研究発表会 500,000 575,343 若手研究者交流研究発表会補助
　講演会･見学会費 100,000 50,466 講演謝礼、文具など
　談話会補助費 100,000 50,000 談話会開催補助金　50,000円×1談話会
　研究会補助金 150,000 120,000 研究会開催補助金　15,000×8件
　その他の事業経費 10,000 0
２．事務費 580,000 491,375 学会運営の管理にかかわる費用全般
　総会経費 10,000 9,450
　役員会費 240,000 166,435 交通費、会議場費、飲み物代
　文具消耗品 10,000 581

143,814 通信運搬費
167,630 印刷製本費

　交通費 10,000 0 総会、役員会以外の打合せ交通費
　会議費 10,000 0
　諸手数料 10,000 3,465 振り込み手数料など
　その他の管理費 10,000 0
３．予備費 10,000 0
支出合計（C) 1,500,000 1,632,606
　(注1）支部連合大会事務局の要請により，分担金戻入収入と同額を22年度連合大会費として支出している。
　　　　 平成22年度関西支部連合大会の決算確定後に，繰越金について当学会の按分率に基づいた金額が返金される。

以上の通りご報告申し上げます．
2011年4月5日

会計幹事 高橋　徹 ㊞

会計幹事 森勢　将雅 ㊞

上記会計報告を適正であると認めます．

会計監査 門田 道雄 ㊞

会計監査 河井 康人 ㊞

2010年度収支決算報告 (案)

　通信印刷費 280,000

nisimura
タイプライターテキスト
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１．投票締切日 2011年2月25日(金)　必着

２．開票日時 2011年3月 5日(土)　10：00～12：00

３．開票場所 キャンパスポート大阪　ルームＦ

４．開票立会人

支部長 河原　英紀 ㊞

庶務幹事 西村　竜一 ㊞

庶務幹事 清水　貴史 ㊞

会計幹事 高橋　徹 ㊞

会計幹事 森勢　将雅 ㊞

５．開票結果

A. 投票総数 171 票

B. 有効投票数 170 票

1) 2011年度支部長

高橋　大弐 167 票

その他 0 票

白票（記入無） 2 票

無効 1 票

2) 2011年度副支部長

有木　康雄 170 票

その他 0 票

白票（記入無） 0 票

無効 0 票

3) 2011～2012年度支部評議員

荒川　恵子 155 票

加藤　宏明 157 票

須崎　寛則 154 票

松川　真美 156 票

南　泰浩 157 票

その他 2 票

白票（記入無） 1 票

無効 0 票

C．無効投票数 1 票

外封筒記名なし 0 票

中封筒なし 1 票

中封筒記名 0 票

投票用紙なし 0 票

その他 0 票

日本音響学会関西支部役員選挙開票結果

（2011年度支部長・副支部長および2011～2012年度支部評議員）



総会資料 11-4 

 
関西支部若手研究者交流研究発表会の重点事業化及び 

電気関係学会関西連合大会への当面の参加見合わせの提案 
（社）日本音響学会関西支部 2010 年度役員会 

 

（社）日本音響学会関西支部 2010 度役員会は、2011 年関西支部通常総会において、下記

の２つの事項について提案いたしますので、審議をお願いいたします。 

 

提案１：日本音響学会関西支部は、支部独自の研究発表会として開催している「若手研究

者交流研究発表会」を最重点事業とし、必要な資源を「若手研究者交流研究発表会」の運

営に重点的に配分する。 

 

提案２：日本音響学会関西支部は、当面の間、「電気関係学会関西連合大会」への参加を中

止する。なお、中止の期間については未定とする。 

 

提案に至った経緯に関しては、2011 年 3 月 18 日付で支部会員の皆様に郵送した文章（「電

気関係学会関西連合大会」への参加見合わせに関する提案）をご参照ください。 

 

以上。 



 

2011 年度 日本音響学会関西支部役員(案) 
 

 

■支部長： 高橋 大弐 （京都大学） 

 

■副支部長： 有木 康雄 （神戸大学） 

 

■評議員： 

    ［留任：任期 2011 年度末まで］ 

 青野 正二 （大阪大学） 

 荒木 邦彦 （(株)竹中工務店） 

 片山  崇 （パナソニック(株)） 

 梶川 嘉延 （関西大学） 

 福島 昭則 （(株)ニューズ環境設計） 

 

    ［新任：任期 2012 年度末まで］ 

 荒川 恵子 （京都女子大学） 

 加藤 宏明 （独立行政法人情報通信研究機構） 

 須崎 寛則 （古野電気株式会社） 

 松川 真美 （同志社大学） 

 南 泰浩 （ＮＴＴコミュニケーション科学基礎研究所） 

 

■庶務幹事： 清水 貴史 （(財)日本建築総合試験所） ※留任 

 西田 昌史  （同志社大学）             ※新任予定 

 

■会計幹事： 森勢 将雅 （立命館大学） ※留任 

 南條 浩輝  （龍谷大学）               ※新任予定 

 

■会計監査： 河井 康人 （関西大学） ※留任 

 河原 英紀 （和歌山大学） ※新任予定 

 

以 上 
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2011 年度事業計画（案） 
庶務：清水 貴史 

 

 

開催日 行事 開催場所 概要 

4 月 20 日 総会 新橘ビル 8F  A 会議

室（和歌山県和歌山

市美園町 5-1-2） 

2010 年度 事業・決算報告 

2011 年度 事業計画・予算審議

4 月 20 日 見学会 住友金属工業株式会

社 和歌山製鉄所 
工場見学 

10 月中 見学会・談話会 
(役員会併催予定) 

未定 見学会・談話会を予定 

12 月初旬 第14回関西支部若

手研究者交流研究

発表会 

未定 ポスターセッション 
講演会・懇親会 

 

談話会（関西支部主催） 

音環境談話会，聴覚基礎理論談話会，動物音響談話会，室内音響談話会 

 

研究会（開催補助） 

聴覚，音声，騒音・振動，建築音響，超音波，電気音響，音楽音響， 

アコースティックイメージング，など 

※本部研究会の関西支部地域での開催時に補助支出 

 

役員会 

５～６回開催予定 

 

関西支部若手研究者交流研究発表会実行委員会 

第 1 回（6 月）、第 2 回（7 月）、第 3 回（10 月）の合計 3 回を予定 

関西支部若手研究者交流研究発表会開催内容についての審議 



一般会計 (単位 : 円)
収入 支出

項目 予算 項目 予算
１．補助交付金 1,113,000 １．事業費 1,210,000

２．その他の収入 435,000 ２．事務費 650,000
　若手研究者交流研究発表会　参加費収入 135,000 ３．予備費 10,000
　関西支部連合大会分担金戻入収入 300,000

利子等 0

当期収入合計（A) 1,548,000 当期支出合計（C) 1,870,000

３．前期繰越収支差額 1,381,010 当期収支差額（A)-（C) △ 322,000

（内　若手研究者交流研究発表会準備金） (389,656)

４．源泉徴収支払本部預り金 10,000 総額次期繰越収支差額(B)-(C) 1,069,010

今年度支部源泉支払額（△） 0

年度末源泉税支払い本部預り金 10,000

総計（B) 2,939,010 支部扱い次期繰越額 1,059,010

一般会計支出内訳 (単位 : 円)
項目

１．事業費 1,210,000 学会事業に係わる経費

　連合大会費 0 連合大会分担金

　若手研究者交流研究発表会 700,000 若手研究者交流研究発表会開催

　講演会･見学会費 250,000 講演謝礼、文具、通信費など

　談話会費 100,000 談話会開催　50,000円×2談話会

　研究会補助金 150,000 研究会開催補助金　15,000円×10件

　その他の事業経費 10,000 予備費

２．事務費 650,000 学会運営の管理にかかわる費用全般

　総会経費 10,000

　役員会費 240,000 交通費、会議場費、飲み物代 　　　

　文具消耗品 10,000 封筒代など

　通信運搬費 150,000 郵送料など

　印刷製本費 200,000 印刷費など

　交通費 10,000

　会議費 10,000 役員選挙開票作業時の幹事交通費

　諸手数料 10,000 振り込み手数料など

　その他の管理費 10,000

３．予備費 10,000

当期支出合計（C) 1,870,000

2011年度収支予算 (案)

nisimura
タイプライターテキスト
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