企画総務グループ打合せ（2019 年度

第 3 回）議事録

日 時：2019 年 11 月 29 日（金）
15:00～17:00
場 所：ＪＧＳ会館 3 階小会議室
出席者：杉山，福原，海野，清水，榎本，青木(事務局)
欠席者： 渡邉，波多野，加藤，斎藤
１．前回議事録の確認
・2019 年度第 2 回企画総務グループ幹事会議事録（8/27）
・2019 年度第 2 回運営委員会議事録（9/12）

【別紙－ 1】
【別紙－ 2】

―＞前回の議事録は，確認の上，承認された．
２．最近のスケジュール
・2019 年度第 3 回運営委員会：2019 年 12 月 13 日（金）14：00-17：00
・令和元年台風 19 号および 10 月末豪雨災害に関する中間報告会：2019 年 11 月 20 日（水）
・第 17 回地盤工学会関東支部発表会 GeoKanto2020：2020 年 11 月 27 日（金）予定
―＞日程を確認した．
３．支部長特命事項対応他、運営管理上の報告・協議
（1）
2019 年度 支部交付金送金の件
―＞会計ソフト変更もあり本部からの前期分の入金が遅延している．
学会誌会告掲載につきまして
（2）
―＞内容を報告した．
第 22 回「事業企画賞」候補案および審査員選出のお願い
（3）
―＞事業企画賞の候補案として GeoKanto2018，審査員として清水浩之氏を
選出したことを報告した．
「地盤工学会誌」優秀賞_２次選考委員選任のお願い
（4）
―＞令和元～2 年の委員として荒井郁岳氏，斎藤健志氏が選任されたことを
報告した．
（5）
12/10 締切：第 8 期代議員の推薦について
―＞現時点で再任者を含めて 31 名となっており，必要人数（35 名）に達し
ていない状況であり，締め切りの 12/10 までに関係機関に打診する．
（候補：宇都宮大，アサノ大成，鹿島建設，西松建設，神奈川県 G）
（6）
支部監査実施結果について
―＞監査結果のうち，旅費交通費について現在関東支部では 500 円単位の
支給となっているものを実費支給にする必要があり，次回の運営委員会で対
応を協議する．
（7）
支部資金送金の送金日固定化のお願い
―＞内容を報告した．
（8）
令和元年台風 19 号による災害調査団について
―＞開催結果を報告した．12 月中に報告会資料を HP にアップする予定で
ある．
（9）
2019 年度第 2 回商議員会：2019 年○月○日 E-投票導入するか検討する
―＞本部の会員データベースシステムにおいて電子投票システムも稼動する
予定とのことであるが導入時期が未定であり，関東支部では別途システ
ムでの E 投票導入を次回の運営委員会で協議する．
―＞第二回商議員会は E 投票での開催となるが以下のとおりでの開催も併
せて協議する．
① 令和 2 年 2 月後半
今年度活動報告，次年度活動予定，次年度名簿案，次年度予算案
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【別紙－ 3】
【別紙－ 4】
【別紙－ 5】

【別紙－ 6】

【別紙－ 7】

【別紙－ 8】

【別紙－ 9】
【別紙－10】

【別紙－11】

（10）

（11）
（12）

（13）
（14）

（15）

② 令和 2 年 4 月中旬
今年度会計報告
商議員選出（任期 3 年のため後任推薦をしていただく）
―＞次年度以降，新たに設ける参与について該当者がわかる名簿とし，依頼
文も追加で作成する．
2019 年度関東支部賞【2 件応募有】プレゼンと顧問会の日程調整
―＞支部長，副支部長，幹事長が参加する予定で年明け開催で日程調整する．
2020 年度企画総務 G 予算と実施体制
―＞実施体制については最近では動画作成やインスタ活用等を行っており
Web 等に詳しい学生会員の参加も必要と考えられ，小峯先生に推薦を
打診する．
―＞次年度の予算については会計ソフトの変更に伴い，入力項目が変更とな
っており，すぐには作成できないと考えられることから次回の運営委員
会では作成例を示して各グループに年明けの本部提出までに作成を依頼
する．
―＞次年度に計画されている国際講演会，軟弱地盤対策関連講演会について
は開催に向けて引き続き準備を行う．
―＞若手セミナーについては他の企画，全国大会との関係で 5～6 月の開催
が良いと考えられ，官・学からも参加いただくような企画となるように
早めに運営メンバーを決めて進めていく．
支部長公募の件
―＞次回の運営委員会で承認後に公示する．
メール審議：
・12/4（主催）栃木県グループ「地盤品質判定士による宅地診断のポイン
ト」
・12/24（主催）栃木県グループ「宇都宮市 LRT(仮称)鬼怒川橋梁下部工
(ニューマチックケーソン)現場見学」
―＞結果を報告した．
2019 年度予算執行状況について（10 月末現在）
―＞状況を報告した．（ただし，支部交付金は未入金）

【別紙－12】

【別紙－13】

【別紙－14】

【別紙－15】

４．開催結果、進捗状況の報告
（1）10/4
特別講演会「高速道路における土工技術の変遷」参加者：57 名【開催済】
（2）10/12
歴史遺産の地盤工学研究に関する研究委員会「歴史遺産の地盤工学研究に関するシン
ポジウム」【大型台風のため中止】
（3）10/18
千葉県グループ「亀山ダム見学会」【大型台風の影響ため中止】
（4）10/24
出前講座 清新公民館：地盤品質判定士神奈川県支部に依頼「相模原の地盤と自然災害」
参加者：40 名【開催済】
（4）10/31 第 16 回地盤工学会関東支部発表会（GeoKanto2019）論文投稿数：103 編【開催済】
（5）11/9
共催：令和元年度”彩の国”市民科学フォーラム「「情報」で人の命を守る～防災・減
災対策の未来のかたち～」参加者：95 名【開催済】
（6）11/9
会員サービスグループ 地盤工学会創立 70 周年記念行事「第 14 回ソイルストラクチャ
ーコンテスト」参加者：39 名【開催済】
（7）11/16
神奈川県グループ「令和元年度地盤工学セミナー 参加者：37 名【開催済】
（8）11/18
後援行事：令和元年度「アワード工法」技術講習会【開催済】
（9）11/20 「令和元年台風 19 号による関東地方の地盤被害調査報告会」参加者：76 名【開催済】
（10）11/19・11/25 後援行事：土工構造物の防災を考える技術セミナー【開催済】
（11）11/27 会員サービスグループ～2019 年度 昭和・平成を駆け抜けたベテランが令和に語り継
ぐ～「ジオテク語りべ会」参加者：81 名【開催済】
（12）12/4
栃木県グループ勉強会「地盤品質判定士による宅地診断のポイント」
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栃木県グループ現場見学会「宇都宮市 LRT(仮称)鬼怒川橋梁下部工(ニューマチックケ
ーソン)現場見学」
（14）~12 月末 会員サービスグループ・企画総務グループ 地盤工学会創立 70 周年記念行事「地盤
の魅力を探せ！インスタフォトコンテスト」
―＞内容を報告した．
（13）12/14

５．その他
（1）退会届
・なし
（2）新入会
・なし
（3）次回打合せ：2020 年 1 月 31 日（金）15：00～17：00
―＞内容を報告した．
―＞次回打合せは上記の日程どおりとし，次年度に企画総務 G に加わる予定の大森将樹氏にオブザーバ
ーとして参加いただく予定とする．
―＞地盤工学会創立 70 周年記念行事であるインスタフォトコンテストについて 12 月末まで募集してお
り，より多くの応募を促す．
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