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公益社団法人 地盤工学会 調査・研究部 

      平成 25 年度第 1 回調査・研究部全体会議 通算第 2 回調査・研究部会 

 議事録 

日 時 平成 25 年 8 月 19 日（月）14 : 30～17 : 30 場 所 地盤工学会 3 階会議室 

部長 京谷 孝史（東北大学） ○ ★理事 杉井 俊夫（中部大学） ○

幹事長 中澤 博志（復建調査設計） ○ 副幹事長 古本 吉倫（長野高専） ○

研究統括委員会 幹事 ハザリカ ヘマンタ（九州大学） ○

部員 池野 勝哉（五洋建設） × 部員 永尾 浩一（佐藤工業） ○

部員 渡邉 諭（鉄道総研） ×    

行事委員会 幹事 重村 智（日本大学） ○

ｻﾌﾞ幹事 坂梨 利男（鹿島建設） × 部員 小林 喬（前田工繊） ×

部員 佐野 大作（戸田建設） × ★部員 平川 大貴（防衛大学校） ○

部員 松下 英次（長野高専） ○ ★部員 下山真人（大林組） ○

オブザーバー 稲川 雄宣（大林組） ○    

学術情報委員会 幹事 廣岡 明彦（九州工大） ○

ｻﾌﾞ幹事 井上 波彦（国総研） × 部員 根岸 昌範（大成建設） ×

部員 金田 一広（竹中工務店） × ★部員 鈴木 亮彦（不動テトラ） ○

 （★新任；○出席；×欠席） 
配 付 資 料 

資料番号 資   料 

資料番号なし 平成 25 年度 第 1 回 調査・研究部運営会議議事録（案）（H25/5/9 開催） 

運営資料-25-2.1 理事会（5/13,6/13,6/20, 7/19）開催報告資料 

運営資料-25-2.2 平成 25 年度 調査・研究部及び常設委員会名簿案 

運営資料-25-2.3 調査・研究部年間スケジュール 

運営資料-25-2.4 調査・研究部規定類 

運営資料-25-2.5 平成 25 年度調査・研究部予算 

運営資料-25-2.6 東日本大震災調査報告書編集委員会報告資料 

運営資料-25-2.7 所管委員会レビューシート、中長期目標アンケート、平成 24 年度分 

運営資料-25-2.8 高精度衛星測位サービス利用促進協議会参加に関する資料 

運営資料-25-2.9 
平成 25 年度新設「地盤災害リスクマネージメントと気候変動適応の融合に関する研究委員会」設立

趣意書、委員公募会告 

運営資料-25-2.10 国際第四期学連合第 19 回大会（セッション共催）協力要請に関する回答書 

運営資料-25-2.11 出前授業の企画に関する依頼「21 世紀の新しい地盤環境問題の解決方策に関する研究委員会 

運営資料-25-2.12 
新規委員会提案（公募型）「ベントナイト混合土の施工管理技術に関する調査研究委員会－低難透水性

材としての活用（仮題） 

運営資料-25-2.13 新設委員会設立趣意書「災害復興における他地域発生建設資材等の利用のあり方検討委員会」 

運営資料-25-2.14 
文部科学省「地域防災対策支援研究プロジェクト」への応募 全国電子地盤図の作成と利用に関する

研究委員会 

運営資料-25-2.15 第 49 回地盤工学研究発表会 実行委員会名簿案 

運営資料-25-2.16 第 49 回地盤工学研究発表会（八戸大会）決算書類 

運営資料-25-2.17 第 49 回地盤工学シンポジウム 論文募集会告 

運営資料-25-2.18 
東日本大震災シンポジウム「地盤工学会特別シンポジウム－東日本大震災を乗り越えて－」論文募集

会告 

運営資料-25-2.19 電子図書室の広報用ポスター 

別添資料－１  
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I．前回（H25/5/9 開催）運営会議議事録の確認 （資料番号なし） 

II．理事会（H25/5/13,6/13,6/20,7/19）開催報告 （運営資料-25-2.1） 

・資料に基づき、報告事項を確認した。 

 

III．【全体関係】 

1．調査・研究部会、常設委員会構成の確認 （運営資料-25-2.2） 

・資料に基づき委員会名簿を確認した。 

2．調査・研究部会の概略年間スケジュールについて                     （運営資料-25-2.3） 

・資料に基づき年間スケジュールを確認した。 

3．調査・研究部会規定類の見直し                             （運営資料-25-2.4） 

・地盤工学研究発表会作業分担表を毎年見直して使いやすいものにする。 

・調査・研究部会に幹事長と副幹事長をおく。 

4．H25 調査・研究部会予算                                   （運営資料-25-2.5） 

・４次案で確定。 

・新設委員会(H25 年度)は、１つ。２つめが 4 次案にあがっているが、要検討。 

・研究企画委員会の予算（各¥3,600-）をひとつにまとめて使いやすくしてはどうか。 

5．震災報告書編集委員会                                     （運営資料-25-2.6） 

・資料に基づき説明がなされた。 

6．中長期レビューシート                                     （運営資料-25-2.7） 

・資料に基づき説明がなされた。 

7．衛星測位利用促進センター協議会                              （運営資料-25-2.8） 

・大林組古屋弘氏を推薦することとした。 

 

IV. 【研究統括委員会関係】 

8. 平成 25 年度新設研究委員会「地盤災害リスクマネジメントと気候変動適応の融合に関する研究委員会」 

（運営資料-25-2.9） 

・内容の似た２つの委員会を一つに統合して発足する。委員長候補：ハザリカ・へマンタ氏 

9．国際第四紀学連合第 19 回大会                             （運営資料-25-2.10） 

・資料に基づき説明がなされた。 

10. H26 新設研究委員会テーマ案募集（募集機関 10～11 月） 

・説明がなされた。 

11. 21 世紀の新しい地盤環境問題の解決方策に関する研究委員会出前授業                       （運営資料-25-2.11） 

・承認された。 

12. 震災対応耐津波化研究委員会委員追加 

・承認された。新委員：東洋建設㈱宮本順司氏 

13. 公募型受託研究委員会設立準備「ベントナイト混合土の施工管理技術に関する調査研究委員会（仮）」 

（運営資料-25-2.12） 

・承認された。 

14. 新設受託委員会の設置「災害復興における他地域発生建設資材等の利用のあり方検討委員会」 

（運営資料-25-2.13） 

・承認された。 

15. 全国電子地盤図研究委員会における文部科学省「地域防災支援研究プロジェクト」への応募 

（運営資料-25-2.14） 

・承認された。 

 

V. 【行事委員会関係】 

16．第48回地盤工学研究発表会（富山大会） 

・DVD 残部の販売価格について。承認された。 

17. 第 49 回地盤工学研究発表会（九州地区）                        （運営資料-25-2.15） 

・実行委員会名簿案が示された。 
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18. 第 47 回地盤工学研究発表会（八戸大会）                       （運営資料-25-2.16） 

・資料に基づき報告がなされた。 

19. 第 58 回地盤工学シンポジウム                            （運営資料-25-2.17） 

・会告案が示され、承認された。 

20. 東日本大震災シンポジウム                               （運営資料-25-2.18） 

・会告案が示され、承認された。 

 

以上 


