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企画総務グループ打合せ（平成 27 年度 第 3 回）議事録 

 

 日 時：平成 27 年 11 月 30 日（月）  15：00-17：00 

 場 所：ＪＧＳ会館 3F 小会議室 

 出席者：小峯，吉田，永尾，真田，高柳，青木(事務局) 

 欠席者：濱本，川原井，橘 

 

１．前回議事録の確認 

 

  ・平成 27 年度第 2 回企画総務グループ幹事会議事録（9/3） 【別紙－1】 

  ・平成 27 年度第 2 回運営委員会議事録（9/10） 【別紙－2】 

    ・第１回関東支部評議会議事録(10/19) 【別紙－3】 

→確認された。 

 

２．最近のスケジュール 

 

・平成 27 年度第 3 回運営委員会：平成 27 年 12 月 15 日（火）14：00-17：00 

→確認された。 

・平成 27 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） 

→特別講演会については、2名の候補者が挙がった。清水建設の西岡様と鉄道総研の垂水様。候補2 

名について、第3回の運営委員会にて審議することが確認された。 

 

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「公益社団法人日本アイソトープ協会」 【別紙－4】 

→12月7日に、稲垣様が講師をされることが確認された。 

（２）平成 27年 9月「関東・東北豪雨災害合同調査団」の派遣について 【別紙－5】 

→人員について、資料の調査団名簿にて確認された。また、速報会が12月15日に開催されることが 

確認された。 

（３）平成 27年度学会賞候補ご推薦のお願い（締切：平成 27年 10月 2日） 【別紙－6】 

→H27年度の関東支部からの推薦はないことが確認された。 

（４）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－7】 

→事業企画賞については、提出済みである「地盤工学PRコンテスト」が確認された。また、審査員 

については川原井様が確認された。 

（５）「第 6期代議員の推薦」について（締切：平成 27年 12月 10日） 【別紙－8】 

→名簿にて第6期代議員が確認された。11月30日時点で36名中35名にてほぼ決定であり、あと1名に 

ついては打診中で（前田建設工業(株)手塚さまの後任）、事務局青木様からの電話やメールにて確認 

し早期決定する方針が確認された。 

（６）10/27付 平成 27年度 支部交付金送金のお知らせ 【別紙－9】 

→交付金金額673万円であることが確認された。 

 

（７）関東支部賞 【別紙－10】 

→関東支部技術賞に5件、功績賞に3の計8件の応募があることが確認された。 
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（８）H28年度予算 【別紙－11】 

→予算執行状況が確認された。企画総務Gにおいては支出が減少しており、よい傾向であることが確 

認された。 

（９）ニューズレター37（担当：永尾様・巻頭言：石井支部監事）  

→確認された。作成については2月をめどに進めることが確認された。 

（10）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】 

→名簿を基に後任を推薦することが確認された。 

（11）H27年度企画総務 G実施体制  

→高柳様の後任を推薦することが確認された。 

（12）H27年度予算執行状況について（10 月末現在） 【別紙－13】 

→予算執行状況が確認された。現時点で大幅な変更はないことが確認された。 

（13）国際講演会：ケンブリッジ大学 Mair 教授講演会 

「The Influence of Tunnelling on Piled Foundations」 【別紙－14】 

→高柳様、詳細内容について報告された。参加人数が29名であるため、増員対策として、3日前の12 

月9日と当日午前中にリマインダーメールを配信することが確認された。当日については、「当日受 

付OK」の旨を配信すること確認された。メール配信については事務局の青木様が対応する。 

 

４．開催結果、進捗状況の報告（平成 27 年 12 月開催予定までを記載） 

（１）「第 12 回地盤工学会関東支部発表会 GeoKanto2015」【実施済み】 

参加者数：350 名（投稿論文 163 編） 

   日時：平成 27 年 10 月 9 日（金）9：00-17：40，会場：日本科学未来館 

（２）「東京都 2015 地質講演会」【実施済み】 

 主催：一般社団法人東京都地質調査業協会 後援：地盤工学会関東支部 

 日時：平成 27 年 10 月 14 日（水），会場：測量地質健保会館 

（３）「栃木の火山は大丈夫か！！火山防災への取り組み」【実施済み】参加者数：65 名 

 主催：栃木県グループ 

 日時：平成 27 年 10 月 16 日（金）14：00-17：00，会場：宇都宮東市民活動センターホール 

（４）特別講演会「道路行政を取り巻く最近の情勢について」【実施済み】参加者数：40 名 

 主催：地盤工学会関東支部 

 日時：平成 27 年 10 月 19 日（月）17：15-18：15，会場：JGS 会館 

（５）平成 27 年度 神奈川県技術職員研修「スキルアップ研修（地盤工学会）」【実施済み】 

   主催：神奈川県グループ 

   日時：平成 27 年 10 月 22 日（木）13：30-17：00，場所：波止場会館 

（６）出前授業：中央区「地震による液状化に如何に備えるか-戸建住宅とマンションの液状化対策-」

【実施済み】参加者数：76 名 

   主催：企画総務グループ 

   日時：平成 27 年 10 月 24 日（土）14：00-16：30，会場：月島特別出張所 

（７）「南本牧廃棄物最終処分場高密度化工事 現場見学会」【実施済み】参加者数：21 名 

   日時：平成 27 年 10 月 27 日（火）13：30-16：30，場所：横浜市南本牧 

（８）「”彩の国”市民科学オープンフォーラム」【実施済み】 

   日時：平成 27 年 11 月 4 日（水）13：30-16：30，会場：大宮ソニックシティーホール 

（９）「東京都 2015 地質見学会」【実施済み】 

   主催：一般社団法人東京都地質調査業協会 後援：地盤工学会関東支部 

   日時：平成 27 年 11 月 11 日（水），場所：東京都あきる野市 

（10）第 10 回ソイルストラクチャーコンテスト「つくって，揺らそう！～液状化対策工～」【実施済み】 
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 11 チーム・参加者数：50 名 主催：会員サービスグループ 

 日時：平成 27 年 11 月 14 日（土）12：00-17：00，会場：日本大学理工学部船橋校舎 

（11）「平成２７年度 千葉県建設技術協会講習会」【実施済み】 

   主催：千葉県グループ 

   日時：平成 27 年 11 月 18 日（水）13：00-16：00，会場：千葉県教育会館新館大ホール 

（12）「ジオ散歩～玉川上水を巡る～」【実施済み】参加者数：19 名 

   主催：会員サービスグループ 

   日時：平成 27 年 11 月 28 日（土）13：00-17：30，場所：玉川上水 

（13）「大いなる神奈川の地盤その生い立ちと街づくり 野外巡検「神奈川最古の地盤と丹沢の衝突」 

【実施済み】 

   主催：神奈川県グループ 

   日時：平成 27 年 11 月 28 日（土）10：00-16：30，場所：神奈川県丹沢 

（14）第 7 回メタンハイドレート総合シンポジウム【開催予定】 

   主催：国立研究開発法人産業技術総合研究所エネルギー・環境領域創エネルギー研究部門メタ

ンハイドレートプロジェクトユニット 協賛：地盤工学会関東支部 

      日時：平成 27 年 12 月 2～3 日 10：00-17：00，会場：産業技術総合研究所臨海副都心センター

別館 

（15）「国立研究開発法人農業環境技術研究所見学会」【開催予定】 

 主催：茨城県グループ  

 日時：平成 27 年 12 月 3 日（木）13：30-16：30，場所：国立研究開発法人農業環境技術研究所 

（16）「下仁田ジオパーク見学会」【開催予定】 

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

後援：群馬県建設技術センター 

   日時：平成 27 年 12 月 4 日（金）8：30-17：00，場所：下仁田ジオパーク 

（17）「平成 27 年度 神奈川県地盤工学セミナー」【開催予定】 

 主催：地盤工学会関東支部神奈川県グループ 後援：関東学院大学 

 日時：平成 27 年 12 月 7 日（月）14：00-17：25，会場：関東学院大学関内メディアセンター 

（18）国際講演会：ケンブリッジ大学 Mair 教授講演会「The Influence of Tunnelling on Piled 

Foundations」」【開催予定】 

 主催：企画総務グループ  

 日時：平成 27 年 12 月 11 日（金）17：00-18：25，会場：JGS 会館 

（19）「栃木県の地盤から見た地盤リスクに関する勉強会」【開催予定】 

主催：栃木県グループ  

 日時：平成 27 年 12 月 11 日（金）14：00-17：00，会場：宇都宮市東市民活動センター 

（20）出前講座：相模原商工会議所「最近の自然災害に学ぶ相模原の地盤事情」【開催予定】 

   日時：平成 27年 12月 10日（木）17：00-19：00，会場：相模原市立産業会館 

→確認された。 
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５．その他 

 

（１） 退会届 大和小田急建設株式会社（4 級） 株式会社フジタと合併のため【別紙－15】 

（２） 除名  ロボス株式会社（4 級） 

（３）次回打合せ： 平成 27 年  月  日（ ） 

 参考： 平成 26 年度第 5 回企画総務グループ打合せ 平成 27 年 1 月 26 日開催 

     平成 26 年度第 5 回運営委員会       平成 27 年 2 月  6 日開催 

→第4回企画総務G打合せについては、28年1月25日～29日に開催することが確認された。日時は伝助 

にて確認する。打合せに先立ち、各グループから来年度の予算案の提出を求めることが確認され 

た。提出期限は打合せの1週間前の1月18日の週とすることが確認された。 

 

→地盤工学会事務局の新田様から、出前授業記事の使用許可願いについて資料提案された。使用場 

所は少年写真新聞社「理科教育ニュース」であることと、一部参考資料が提示された。企画総務Gと 

しては、使用許可について承認することが確認された。 

 

 

 

 


