
平 成 16 年 度 事 業 報 告 内 訳 
年月日 行事名 内     容 

Ｈ16.4.2 編集委員会 於：東方2001 
第一回 地盤と建設編集委員会 

H16.4.9 第一回 
幹 事 会 

於：中国電力本社ビル 
１） 平成１５年度事業報告 
２） 平成１５年度決算報告 
３） 平成１６年度事業計画および予算(案) 
４） 平成１６年度支部役員および事務局 
５） その他 

H16.4.27 評 議 員 会 於：メルパルク広島 
１） 平成１５年度事業報告 
２） 平成１５年度決算報告及び会計監査報告 
３） 平成１６年度事業計画及び予算(案) 
４） 平成１６年度役員改選(案) 

H16.4.27 総   会 於：メルパルク広島 
１） 平成１５年度事業報告 
２） 平成１５年度決算報告及び会計監査報告 
３） 平成１６年度事業計画及び予算 
４） 平成１６年度役員改選 
５） 特別講演会 

H16.6.11 土質力学講座 於：KKR広島 
土中水の浸透                 岡山大学  西垣 誠

粘性土の圧密             広島大学名誉教授  吉國 洋

地盤内応力と変形          呉工業高等専門学校  森脇武夫

H16.7.14 セミナー 於：島根大学総合理工学部地球資源環境学科講義室 
「第1回ジオテクセミナー」 
気泡混合軽量土の力学的性質と 

産業廃棄物の有効利用         島根大学  亀井健史

Ｈ16.7.21 
～22 

講 習 会 於：八丁堀シャンテ 
「地盤調査の方法と解説」 
1日目 
総説                    防衛大学校  正垣孝晴
第1編 地盤調査の計画        鉄合総合技術研究所  神田政幸
第2編 資料調査・地質調査            地域地盤環境研究所 北田奈緒子
第3編 物理探査・検層                   住鉱ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ   千葉昭彦
第4編 ボーリング，第5編 サンプリング      中央開発   田中 誠
第6編 サウンディング，第8編 載荷試験 

地域地盤環境研究所    諏訪靖二 
2日目 
第7編 地下水調査                             岡山大学   西垣 誠
第9編 現場密度試験 ，第10編 現地計測   前田建設工業  石黒 健
第11編 環境化学分析のためのサンプリング       鴻池組   保賀康史
第12編 環境地盤調査                    土木研究所   阿南修司

 
 
 
 
 
 



年月日 行事名 内     容 
H16.7.29 土質工学ｾﾐﾅ  ー

報 告 会 
於：常盤湖水ホール 
＜研究報告＞ 
【山口地域】 
リサイクル地盤材料に対する山口地域の取り組み 
石炭灰のリサイクル    兵動正幸（山口大学），吉本憲正，中田幸男

高炉水砕スラグの活用               松田博（山口大学）

竹林のリサイクル          山本哲朗（山口大学），鈴木素之

【広島地域】 
降雨による斜面崩壊の予測技術に関する研究 
―自然斜面における現地調査と計測事例― 

土田孝(広島大学)，田中昭人(ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ)，
野村英雄(基礎地盤ｺﾝサルﾀﾝﾄ)，中井真司，

森田敏史，上熊秀保(応用地質) 

【岡山地域】 
切土法面の調査・設計に関するセミナー活動報告 

与那城稔((株)ウエスコ)，西垣 誠（岡山大学）

切土斜面の安定性評価に関する現場実験 
（発表者未定），西垣 誠（岡山大学）

【島根地域】 
膨張性・高圧多量湧水地山におけるトンネルの設計施工事例について 

遠藤 徹（島根県益田土木建築事務所），境 英治

【鳥取地域】 
鳥取県岩石データベースの作成 

平岡清二（ウエスコ㈱）、伊藤徹、藤村尚（鳥取大学）

＜ポスターセッション＞ 
H16.8.25 第二回 

幹 事 会 
於：広島県自治会館 
１） 役員の交代について 
２） 平成16年度事業報告 
３） 本部役員候補者選考委員の推薦について 

H16.9.22 講 習 会 於：徳山工業高等専門学校メディアホール 
「斜面と環境」 
人工衛星データによる地盤および植生環境の調査  

広島工業大学 島  重章

自然環境保全と斜面の植生復元   日本道路公団試験研究所 簗瀬知史

Ｈ16.9.27 編集委員会 於：東方2001 
第二回 地盤と建設編集委員会 

H16.9.30 講 習 会 於：岡山大学創立50周年記念館 
「斜面安定工法 ―アンカー工を主体として―」 
斜面安定工法の調査と設計       応用地質㈱岡山支店 川岸博史

斜面安定およびアンカーの計算と課題   ㈱地盤解析研究所 大森晃治

H16.10.15 講 習 会 於：鳥取県立県民文化会館 
土と化学物質の相互作用と地盤環境問題   京都大学大学院 勝見 武

地盤環境汚染および地盤環境振動に関する対策技術  
不動建設㈱ 日置和昭

H16.10.20 講 演 会 於：サンラポーむらくも 
「地盤工学における新たな展開―X線CT法の地盤工学への適用―」 

熊本大学 大谷 順

Ｈ16.10.26 国際委員会 於：東方2001 
第一回 国際委員会 



 
年月日 行事名 内     容 

H16.11.8 特別講演会 於：岡山大学創立50周年記念館大会議室 
「Meshfree Methods: Moving Beyond the Finite Element Method」 

シンガポール国立大学機械工学科 G.-R. Liu教授

H16.11.12 工事報告会 於：メルパルク広島 
「広島県における社会インフラの整備状況と今後の課題」 
相田地区砂防工事中間報告について 

国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所 吉村元吾

海田高架橋ASR対策の工事報告について 
        国土交通省中国地方整備局広島国道事務所 藤原 優

新千田ポンプ場建設工事の中間報告について 広島市下水道局 山田康司

H16.11.24 第三回 
幹 事 会 

於：広島県自治会館 
１） 役員の交代について 
２） 平成16年度事業報告 
３） 平成16年度中間決算報告 
４） 平成17年度事業計画案及び予算案について 
５） 支部総会委任状定足数の変更について 
６） 本部理事候補者推薦について 
７） 支部役員の選出について 

Ｈ16.11.25 編集委員会 於：東方2001 
第三回 地盤と建設編集委員会 

H16.12.6 講 習 会 於：岡山大学大学院自然科学研究科棟2F大会議室 
「豪雨時の斜面崩壊予測とその安定性評価」 講師：岡山大学 西垣誠 
（岡山地域セミナー2004年第9回斜面安定講座 吉井町現場実験報告） 
斜面崩壊予測のために何が必要かPart2 
現場調査報告①（現場観測結果：水分量,温度,サクション） 
現場調査報告②（現場観測結果：地下水位） 
現場調査報告③（ボーリング調査結果） 
新しい浅層サンプリングの提案 
不飽和土の力学特性 
不飽和土の浸透特性 
現場調査報告④（物理探査結果） 
現場調査報告⑤（解析結果） 
まとめ 
フリーディスカッション 

H16.12.17 セミナー 於：メルパルク広島 
九州支部合同セミナー 
「環境と経済を考慮した建設発生土と廃棄物の有効利用」 
委員会活動概要                 福岡大学 佐藤研一 
環境コストの考え方を用いた建設発生土と廃棄物の有効利用の必要性 

㈱ＣＭＰコーポレーション 松雪清人

九州における建設発生土の有効利用   西日本技術開発㈱ 木寺佐和記

建設発生土と廃棄物の有効利用の理想と現実～本音とたてまえ～ 
       双葉工務店㈱ 田尻雅則

石炭灰の建設資材への実用化利用に向けた取り組み  
㈱エネルギア･エコ･マテリア 新谷 登

フリーディスカッション 
 
 



年月日 行事名 内     容 
H17.1.24 講 習 会 於：山口大学工学部D11講義室 

「地盤の計測技術と維持管理」 
地盤の計測技術の現状と課題        京都大学大学院 松岡俊文

地盤工学における維持管理の現状と課題 
(独)港湾空港技術研究所 渡部要一

Ｈ17.1.26 国際委員会 於：中国電力㈱ 
第二回 国際委員会 

Ｈ17.1.26 講 演 会 於：中国電力㈱本社大会議場 
「海外技術情報講演会」 
東アフリカにおける土木工事(ODA)の事例 橋梁工事･道路工事の紹介 

㈱鴻池組 池永哲夫

アジアの港湾開発事業           復建調査設計㈱  井上年行

欧州における基準･認証システムの現状     (独)土木研究所 松井謙二

H17.1.28 講 演 会 於：さざんか会館 
「斜面防災を考える」 
広域的・長期的観点からみた斜面崩壊予測の現状と課題 

(財)地域地盤環境研究所 飯田智之

斜面防災における計測・モニタリング技術 
                 NTTインフラネット㈱ 奥野正富 

Ｈ17.2.2 第四回 
幹 事 会 

於：広島県自治会館 
１） 平成16年度事業報告 
２） 平成16年度中間決算報告 
３） 平成17年度事業計画案及び予算案について 
４） 平成17年度役員案及び事務局案について 
５） 平成17年度総会について 

Ｈ17.2.14 特別講演会 於）岡山大学総合研究棟6F第5区画 
“Steps Needed to Put Unsaturated Soil Mechnichs into Engineering  

Practice”
Prof. Fredlund, Delwyn George

H17.2.17 第二回 
評 議 員 会 

書面会議 
１） 平成16年度事業報告 
２） 平成16年度中間決算報告 
３） 平成17年度事業計画(案)及び予算(案)について 
４） 平成17年度支部役員候補者(案)について 

H17.3.23 報 告 会 於）KKR広島 
「中越地震報告会」 
斜面と盛土構造物の崩壊について            山口大学 兵動正幸 
住家被害・人的被害と応急対策の問題         山口大学 村上ひとみ

災害時の孤立回避の観点からの 
道路ネットワーク評価 山口大学 榊原弘之

地すべりと河道閉塞について               山口大学 鈴木素之

ディスカッションタイム 
 


