企画総務グループ幹事会（2021 年度

第 1 回）議事録

日 時：2021 年 7 月 2 日（金）10:00～12:00
場 所：電子会議（Zoom）
出席者：杉山，海野，立石，加藤，榎本，河田，小原，青木(事務局)
欠席者：崔，中島
１． 前回議事録の確認
・2020 年度第 4 回企画総務グループ幹事会議事録（1/22）
【別紙－ 1】
・2020 年度第 4 回運営委員会議事録（2/19）
【別紙－ 2】
2020 年度の上記２つの会議の議事録を確認した．なお，議事録確認の前に今年度初回ということで，参
加メンバーからそれぞれ挨拶をいただいた．合わせて企画総務グループの名簿内容の確認が行われた．
２． 最近のスケジュール
・第 63 回通常総会（本部）：2021 年 6 月 4 日（金）14：00-16：45（オンライン）
・2021 年度第 1 回運営委員会：2021 年 7 月 9 日（金）10：00-12：00（電子会議）
・第 56 回地盤工学研究発表会（本部）：2021 年 7 月 12 日（月）～15 日（木）（オンライン）
・第 18 回地盤工学会関東支部発表会 GeoKanto2021：2021 年 10 月 22 日（金）（オンライン）
海野より上記４つの行事に関する紹介があった．
３． 支部長特命事項対応他、運営管理上の報告・協議
（1）
2020 年度企画総務グループ体制について
・退任：大森 将樹 副幹事長
：斎藤 健志 幹事・波多野 正邦 幹事・清水 浩之 幹事
新任：立石 亮
副幹事長
：崔
瑛
幹事・河田 雅也 幹事・小原 隆志 幹事
・企画総務 G 趣意書
・年間スケジュール
・役割分担（ニュースレターNo.46・47 発行 etc.）
【別紙－ 3】
海野ならびに事務局より上記内容について説明があった．
参加者全員で役割分担の内容を確認した．
ニューズレターは，2020 年度発行していないため，2021 年度に 46 号発行する（担当：榎本
委員）．2022 年度 47 号（担当：中島委員）とする（2021 年度は 1 号のみ発行予定）．
なお，ニューズレターの巻頭言は，栃本副支部長に事務局より執筆を依頼する．
（2）
2021 年度支部役員体制について
【別紙－ 4】
海野より支部体制の紹介があった．
（3）
2021 年度関東支部総会議事録
【別紙－ 5】
海野より 2021 年度関東支部総会（書面会議）の議事録について説明があった．
（4）
支部規程の改正
【別紙－ 6】
海野および事務局より支部規程の改正内容に関する紹介があった．なお，事務局より支部規
程の改定について，本部の理事会承認手順について，学会顧問弁護士から変更するよう指示
があった点について説明があった．
この内容については，本部連絡幹事の吉田氏に確認の後，運営委員会にて事務局から報告を
行う．
（5）
「若手技術者を対象とした意見交換セミナー」
【別紙－ 7】
榎本幹事より若手意見交換セミナーの内容について，資料に基づき説明があった．
開催日は 9 月 16 日，17 日の 2 日間（宿泊無し）．会場：東京を予定．
募集対象：新規会員開拓の為，非会員も参加可能とする．
※企画総務グループ，運営委員会参加者に対してアナウンスし，所属組織の若手技術者を派
遣してもらうよう依頼する．
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（6）
（7）

（8）

（9）

（10）
（11）

（12）

（13）

（14）

（15）

「東京グループ」立上げ
杉山幹事長より東京グループ立ち上げの状況について説明があった．
地盤工学会特別会員の継続について
事務局より特別会員の退会状況について紹介があった．
企画総務グループ内で特別会員（個人会員含む）減少に関する対応を検討するとともに，
第 1 回運営委員会（7 月 9 日）際に特別会員退会状況に関する資料を事務局より提示する．
「地盤工学会誌」 2021 年度読者モニター推薦のお願い
【別紙－ 8】
海野より 2021 年度読者モニターについて関東支部から本部への推薦者リストの紹介があっ
た．
「地盤工学会誌」支部編集委員について
【別紙－ 9】
事務局より内容が紹介あり，2021 年度支部編集員は加藤幹事が行い，2022 年度の支部編集
員には河田幹事が担当することを決定した．
第 56 回地盤工学研究発表会期間中の Zoom アカウント利用不可の件
【別紙－10】
事務局より資料に基づき説明があった．
【オンライン行事における他団体 CPD ポイント付与について注意事項】情
報共有と注意喚起のお願い
【別紙－11】
事務局より資料に基づき説明があった．
【期間延長】2021 年 4 月 23 日発令の緊急事態宣言に対する対応について
（本部，北海道支部，関東支部，中部支部，関西支部，中国支部，九州支
部）
【別紙－12】
事務局より資料に基づき説明があった．
2021 年度本部支部連絡協議会開催のご案内及び資料確認のお願い
【別紙－13】
事務局より資料に基づき説明があった．なお，菊池支部長から本部で把握している退会動向
を提示するように依頼済みである．
メール審議：3/29 群馬県グループ 5/14 開催「前橋市新議会棟現場見学会」
4/1
会員サービスグループ「あれから 10 年，東日本大震災を振り返る」
ZOOM でのオンライン開催
5/13 後援依頼 7/3 開催「一般社団法人・地域国土強靭化研究所創設一周年記
念フォーラム」
5/19 ・研究委員会グループ「中空ねじりによる液状化強度試験の高精度化に
関する研究委員会」による本部のメーリングリストを使ってのアンケ
ート実施について
・「2021 年 10 月 22 日（金）Geokanto2021」開催方法について
Zoom ミーティングによるオンライン発表とする
事務局より各メール審議事項の内容について説明があった．内容確認済み．
2021 年度予算執行状況について（5 月末現在）
事務局より予算に関する説明があった．県グループ，研究グループのデータ開示について，
資料内にあった，事務局開示形式で良いか第 1 回関東支部運営委員会の席上で確認すること
とした．事務局は，第 1 回運営委員会にて資料を提示する．

４． 開催結果、進捗状況の報告
（1）

4/23 特別講演会「福島第一原子力発電所の廃止措置に貢献する地盤工学～廃炉地盤工学の創
生～」参加者：85 名【ZOOM ウェビナー・開催済】
海野，事務局より実施報告があった． 小峯先生作成の 20 分間の講演会動画は参加できなかっ
た会員向けに提供，この動画の管理は小峯先生に一任しており，関東支部は管理していない旨

（2）

説明があった．
5/14 群馬県グループ「前橋市新議会棟現場見学会」【中止】
海野より中止報告があった．

（3）

5/19・6/2 共催行事「技術者講座：災害で気づき・学び・活かす」参加者 145 名【オンサイト
とオンライン・開催済】
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海野より実施報告があった．
（4）

7/3 後援行事「一般社団法人・地域国土強靭化研究所創設一周年記念フォーラム」会場とオ
ンラインの併用による“ハイブリッド形式”
海野より実施予定の報告があった．

（5）

8/19・8/25・8/31 会員サービスグループ 東日本大震災 10 周年行事「あれから 10 年，東日
本大震災を振り返る」Zoom ミーティングでのオンライン
海野より実施予定の報告があった．所管は会員サービスグループが実施するため，検討は会員
サービスグループ．

５． その他
（1）退会届
・東日本旅客鉄道株式会社

4 級・理由（諸般の事情により）

・一般社団法人日本建設業経営協会中央技術研究所

4 級・理由（職種が変って地盤工学と

関係なくなったため）
・東日本旅客鉄道株式会社 上信越工事事務所

4 級・理由（会費に見合うメリットが少ないため）

・有限会社仁平製作所
・金城重機株式会社
・日揮株式会社

4 級・理由（配置転換のため）

4 級・理由（会費に見合うメリットがないため）

4 級・理由（担当者が転職したため）

慰留方法について，案があればその都度提案する事とした．
（2）新入会
なし
特になし
（3）次回打合せ：2021 年
９月 中旬を予定

月

日（

）（前年度は 9 月 15 日の開催）
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