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企画総務グループ打合せ（平成 26 年度 第 4 回）議事録 

 

 日 時：平成 26 年 12 月 11 日（木）  10：00-12：00 

 場 所：ＪＧＳ会館 ３F 会議室 

 出席者（予定）：橘、吉田、久保，濱本，真田、青木(事務局) 

 欠席者：小峯、高柳、末政 

 

１．前回議事録の確認 

 

  ・平成 26 年度第 3 回企画総務グループ幹事会議事録（9/19） 【別紙－ 1】 

  ・平成 26 年度第 3 回運営委員会議事録（9/29） 【別紙－ 2】 

  ・GeoKanto2015打合せ(10/22)                     【別紙－ 3】 

  ・第１回関東支部評議会(10/30)                     【別紙－ 4】 

  ・サイボウズ契約、導入について(11/28)                 【別紙－ 5】 

→確認された． 

 

２．最近のスケジュール 

 

・平成 26 年度第 4 回運営委員会：平成 26 年 12 月 16 日（火）14：00-17：00 

→確認された． 

・平成 26 年度第 2 回評議員会：平成 27 年度 2 月後半開催予定（特別講演会も開催） 

→確認された．特別講演会については、3月開通予定の北陸新幹線がテーマがいいとの意見あり。 

運営委員会での検討で結論を出すことが確認された。 

 

３．支部長特命事項対応他、運営管理上の報告・協議 

 

（１）出前授業依頼「豊島区立千川中学校」 【別紙－6】 

●2015年 1月 17日（土）AM9：55-10：45と 11：00-11：50の 2回希望 

 出前授業依頼「練馬区立貫井中学校」 

→1/17 はセンター試験日であり、対応できる方を見つけることが難しい。それを理由にお断りの

方向で検討する。運営委員会での検討で結論を出すことが確認された。  

 

●2015年 2月上旬から中旬の午前中（50分授業を 4回もしくは 2クラス合同で 

 100分授業を 2回希望） 

→まず、事務局（青木様）から藤井氏（島根県）に打診する。その結果を踏まえ、運営委員会で

の検討で結論を出すことが確認された。  

 

（２）地盤工学貢献賞推薦（締切：平成 27年 1月 20日(火)） 【別紙－7】 

→現段階では、推薦がなし。運営委員会での検討で結論を出すことが確認された。  

 

（３）関東支部賞                               【別紙－8】 

→H26年度は 2件（技術賞）、推薦がなし。運営委員会での検討で結論を出すことが確認された。  

 

（４）H27年度予算 【別紙－9】 

→H27年度の繰り越し予算は、700万程度と予想される。年 100万の赤字にて 7年で無くなること

が予想される。20周年も見据えて、抜本的な予算案の見直しが必要でないかとの意見が出された。

特に、研究委員会費の見直し（終了なしで、2から 3件増える予定）が必要ではないかとの意見

が出された。また、収益や支出にて今期、計上されていない項目については、削除すべきではと

の意見が出された。特に、企画総務 Gに係る（公２）１）講演会収益②企画総務 Gの 20万 や（公
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３）１）講習会収益③工法協会交流会の 5万が挙げられた。 

 

（５）ニューズレター35（担当：真田様・巻頭言を決める）                                 

→10周年予算の関係から（このままでは 50万程度余る予想）、特別号にし、前ページカラーにす

る意見が出された。最終的には、運営委員会での検討で結論を出すことが確認された。  

 

（６）10/28付 平成 26年度 支部交付金送金のお知らせ 【別紙－10】 

→確認された． 

 

（７）地盤工学会：「事業企画賞」候補案および審査員選出のお願い（提出済） 【別紙－11】 

→事業企画賞については2件確認された．審査員については、久保様が承認された。 

 

（８）評議員選出（任期 3年のため後任推薦をしていただく） 【別紙－12】 

→小峯先生ならびに運営委員会での検討で結論を出すことが確認された。 

 

（９）H27年度企画総務 G・会員サービスグループ実施体制 【別紙－13】 

→基本的に、現状の実施体制で行くことが確認された。  

 

（10）地盤工学会：名誉会員推挙候補者の推薦依頼（各支部長）        【別紙－14】 

   （締切：平成 27 年 1 月 16 日（金）） 

→リストはあるが、連絡先が不明である場合等が予想される。運営委員会での検討で結論を出す

ことが確認された。  

 

（11）H26 年度予算執行状況について（11 月末現在）             【別紙－15】 

→（４）H27年度予算や（５）ニューズレター35の件が再確認された。 

 

 

４．開催結果、進捗状況の報告（平成 26 年 11 月開催予定までを記載） 

（１）国際講演会「非塑性シルトの液状化強度の S 波速度による評価」【実施済み】 

 日時：平成 26 年 9 月 25 日（木）17：00-18：30，会場：地盤工学会大会議室 

（２）「激甚災害に関する講演会」【実施済み】 

 主催：茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS） 

 共催：茨城県グループ 

 日時：平成 26 年 9 月 29 日（月）13：00-16：30，会場：茨城大学水戸キャンパス 

（３）「第 11 回地盤工学会関東支部発表会 GeoKanto2014」【実施済み】 

   日時：平成 26 年 10 月 3 日（金）9：00-17：00，会場：日本科学未来館・東京国際交流館 

（４）「土木史跡の地盤工学的分析・評価に関するシンポジウム」【実施済み】 

 主催：江戸期以降の土木史跡の地盤工学的分析評価に関する研究委員会 

 日時：平成 26 年 10 月 10 日（金）8：50-17：10，会場：地盤工学会大会議室 

（５）交流会「共に語ろう，地盤工学の過去未来～日本地質学発祥の地“秩父”において」【実施

済み】 

 主催：会員サービスグループ 

 日時：平成 26 年 10 月 24 日（金）9：00-17：00，場所：秩父鉱山等 

（６）国際講演会「住宅基礎の浅層地盤改良による液状化抑制効果：ニュージーランド・クライ

ストチャーチでの T-Rex による現場試験」【実施済み】 

   主催：企画総務グループ 

   日時：平成 26 年 10 月 28 日（火）17：00-18：30，場所：地盤工学会大会議室 

（７）栃木県グループ「地盤を学ぶ 第９回 地盤工学会関東支部栃木県グループ講演会 -東日本
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大震災の復興状況-」【実施済み】 

   主催：栃木県グループ，共催：（公社）土木学会関東支部栃木会・（一社）栃木県地質調査

業協会 

   後援：栃木県土木施工管理技士会・（公財）とちぎ建設技術センター 

   日時：平成 26 年 10 月 30 日（木）14：00-16：30，場所：宇都宮東市民活動センターホー

ル 

（８）特別講演会「女性土木技術者の働き方―圏央道裏高尾橋工事・品川線五反田出入口トンネ

ル工事―」 

   【実施済み】 

   日時：平成 26 年 10 月 30 日（木）17：30-18：30，場所：地盤工学会大会議室 

（９）「新・関東の地盤－補強地盤情報データベースと地盤モデル付－に関する講習会」【実施済

み】 

 主催：関東地域における地盤情報の社会的・工学的活用法の検討委員会  

 日時：平成 26 年 10 月 31 日（金）10：00-16：40，会場：地盤工学会大会議室 

（10）出前授業：中野北小学校「土地のつくりと変化～地盤災害のしくみと対応」【実施済み】 

   主催：企画総務グループ 

   日時：平成 26 年 11 月 7 日（金）10：25-12：00，会場：八王子市立中野北小学校 

（11）平成 26 年度 技術職員研修「スキルアップ研修（地盤工学）」【実施済み】 

   主催：神奈川県グループ 

   日時：平成 26 年 11 月 7 日（金）13：30-17：00，会場：横浜西合同庁舎 

（12）平成 26 年度 「第 2 回千葉県建設技術協会講習会」【実施済み】 

   主催：千葉県県土整備部技術管理課，千葉県建設技術協会 

   共催：地盤工学会関東支部千葉県グループ 

   日時：平成 26 年 11 月 10 日（月）13：30-16：30，会場：千葉市美浜文化ホール 

（13）野外巡検「足柄から丹沢にかけての伊豆衝突帯の地質」【実施済み】 

 主催：神奈川県グループ  

 日時：平成 26 年 11 月 15 日（土）9：30-16：30，場所：小田原等  

（14）出前講座：第 5 回おおた住まいづくりフェア講演会「住宅の安全はまず地盤から」【実施済み】 

   主催：企画総務グループ 

   日時：平成 26 年 11 月 16 日（日）10：30-12：00，会場：大田区産業プラザ・PiO 

（15）“彩の国”市民科学オープンフォーラム 地盤工学会関東支部 10 周年記念事業「レジリエ

ント社会に向けた埼玉の取り組み」【実施済み】 

 主催：埼玉大学研究機構レジリエント社会研究センター，共催：自然災害研究協議会関東

地区部会，地盤工学会関東支部 

 日時：平成 26 年 11 月 19 日（水）13：30-16：30，場所：大宮ソニックシティ 

（16）「平成 26 年度神奈川県地盤工学セミナー」【実施済み】 

 主催：神奈川県グループ  

 日時：平成 26 年 11 月 21 日（金）14：00-17：25，会場：関東学院大学関内メディアセンター 

（17）「国際交流講演会」【実施済み】 

主催：企画総務グループ  

 日時：平成 26 年 11 月 25 日（月）17：00-18：30，会場：地盤工学会大会議室 

（18）「第 9 回ソイルストラクチャーコンテスト」【実施済み】 

主催：会員サービスグループ 

 日時：平成 26 年 11 月 29 日（土）12：00-19：00，会場：日本大学理工学部船橋校舎 
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（19）茨城県グループ 10 周年事業「国土技術政策総合研究所・土木研究所 講演会＆見学会」

【実施済み】 

主催：地盤工学会関東支部茨城県グループ，協賛：いばらぎ建設技術研究会・茨城県地質

調査業協会 

 日時：平成 26 年 12 月 2 日（火）10：00-16：30，会場：国土技術政策研究所・土木研究所 

（20）第 6回メタンハイドレート総合シンポジウム【実施済み】 

   主催：（独）産業技術総合研究所メタンハイドレート研究センター 協賛：地盤工学会関東支部 

      日時：平成 26 年 12 月 3～4 日 10：00～，会場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館 

（21）「盛土の防災を考える技術セミナー」【実施済み】 

   共催：一般財団法人災害科学研究所・一般財団法人土木研究センター 後援：地盤工

学会関東支部 

   日時：平成 26年 12月 10日（水）13：00-17：00，会場：TKP品川カンファレンスセンター 

（22）栃木県グループ 書籍「新・関東の地盤」の地盤情報データベースおよび地盤モデルに関す

る勉強会【開催予定】 

主催：地盤工学会関東支部栃木県グループ 

 日時：平成 26 年 12 月 12 日（金）14：00-17：00，会場：宇都宮市東市民活動センター 

（23）火山地域における土砂災害発生メカニズムと社会的対応に関する研究集会【開催予定】 

   主催：（公社）土木学会 共催：地盤工学会関東支部 地盤リスクと法・訴訟等の社会シス

テムに関する事例研究委員会 

   日時：平成 26 年 12 月 17 日（水）13：00-17：00，会場：JGS 会館 

（24）群馬県グループ土砂災害講習会【開催予定】 

   主催：土木学会関東支部群馬会 共催：地盤工学会関東支部群馬県グループ 

   日時：平成 27 年 1 月 23 日（金）13:00-17:00，会場：群馬建設会館 

→以上の行事が開催終了、あるいは開催予定であることが確認された。 

 

５．その他 

 

（１）退会届 株式会社ＮＴＴファシリティーズ（4 級） 

→慰留はしているが、返答がないことが確認された。 

 

（２）次回打合せ： 平成 26 年  月  日（ ） 

 参考： 平成 25 年度第 5 回企画総務グループ打合せ 平成 26 年 1 月 28 日開催 

     平成 25 年度第 5 回運営委員会       平成 26 年 2 月  7 日開催 

→運営委員会の開催日程に合わせて、後日調整する。 

 


