
平 成 20 年 度 事 業 報 告 内 訳 
年月日 行事名 内     容 

H20.4.1 第四回 
部会長会議 

於：広島県自治会館 
第43回地盤工学研究発表会実行委員会 部会長会議 

H20.4.1 第一回 
実行委員会 

於：広島県自治会館 
支部50周年記念式典・祝賀会実行委員会 

H20.4.24 第一回 
実行委員会 

於：メルパルク広島 
第43回地盤工学研究発表会実行委員会 

H20.4.24 第一回 
評 議 員 会 

於：メルパルク広島 
1） 平成19年度事業報告 
2） 平成19年度決算報告及び会計監査報告 
3） 平成20年度事業計画及び予算 
4） 平成20年度役員改選 

H20.4.24 総    会 於：メルパルク広島 
1） 平成19年度事業報告 
2） 平成19年度決算報告及び会計監査報告 
3） 平成20年度事業計画及び予算 
4） 平成20年度役員改選 
5） 永年特別会員表彰 
6） 功労賞授与 
7） 中国支部表彰 
8） 特別講演会 

H20.4.24 第一回 
幹 事 会 

於：メルパルク広島 
1） 平成20年度事務局、幹事の紹介 
2） 平成20年度事業予算・計画について 
3） 表彰委員会委員選出について 
4） 総会委任状ハガキの作成について 
5） 第43回地盤工学研究発表会および創立50周年記念事業について 

H20.5.8 講 演 会 於：山口大学工学部 
「Critical states and soil modeling（限界状態と土のモデル化）」 

University of Bristol, David Muir Wood 教授 
H20.6.13 第五回 

部会長会議 
於：広島県自治会館 
第43回地盤工学研究発表会実行委員会 部会長会議 

H20.6.13 第二回 
実行委員会 

於：広島県自治会館 
支部50周年記念式典・祝賀会実行委員会 

H20.7.1 第六回 
部会長会議 

於：広島県自治会館 
第43回地盤工学研究発表会実行委員会 部会長会議 

H20.7.4 特別講演会 於：岡山大学総合研究棟 
「世界各地における水の安全保障問題」 

アイオア州立大学 地球科学 茨木 希 博士

H20.7.9 ～

12 
研究発表会 於：広島国際会議場・平和記念ホール 

「第43回地盤工学研究発表会」 
1) 研究発表会 
2) 技術者交流特別セッション 
3) 特別セッション 
4) 特別講演会 
5) 技術展示 
6) 見学会 



年月日 行事名 内     容 
H20.7.23 講 習 会 於：島根大学総合理工学部 

平成20年度 第1回ジオテクセミナー 
「松江第五大橋道路事業について」       島根県  赤名 克也

「ライフサイクルコストを考慮した今後の高速道路の技術開発の課題」 
西日本高速道路(株)  松田 哲夫

H20.8.11 土質工学ｾﾐﾅｰ

報 告 会 
於：岡山大学創立五十周年記念館 
＜研究報告＞ 
【岡山地域】「河川堤防の安全性に関するセミナー活動報告」 

土屋 善浩、西垣 誠（岡山大学）

「河川堤防の安定に関する現場試験」 

（岡山地域セミナー現場試験グループ）

【広島地域】「軽量動的コーン貫入試験機の現場調査への適用事例」 

土田 孝（広島大学）、上熊 秀保（応用地質(株)）、

田中 敏行、加納 誠二（広島大学）

【鳥取地域】「2007年度鳥取県集中豪雨による災害について」 

藤村 尚（鳥取大学）

【島根地域】「平成19年8月隠岐豪雨による土砂災害について」 

原 裕美(島根県土木部砂防課)

【山口地域】「ダム湖内環境保全のための緑化工法の開発とその適用事例」

河内 義文、山田 守、松本 晶（(株)ケイズラブ）、

鈴木 素之、山本 哲朗（山口大学）

＜ポスターセッション＞ 30件 

H20.8.26 土質力学講座 於：鯉城会館 
「地盤内応力と変形」      呉工業高等専門学校教授  森脇武夫

「土のせん断」            愛媛大学名誉教授  八木則男

「土圧」              広島大学大学院教授  松田 博

H20.8.29 第三回 
実行委員会 

於：広島県自治会館 
支部50周年記念式典・祝賀会実行委員会 

H20.8.29 第七回 
部会長会議 

於：広島県自治会館 
第43回地盤工学研究発表会実行委員会 部会長会議 

H20.9.11 講 演 会 於：岡山大学総合研究棟 
講演会「土中の水・熱・溶質移動」 
「間隙レベルの土中の水分・溶質移動について」 

三重大学  取手信夫

「不飽和土中の液状水・水蒸気・熱移動の数値計算」 
東京農工大学  斎藤広隆

H20.10.3 講 習 会 於：常磐工業会館 
「道路防災と維持管理」を考える講習会 
「防災に関する施策と対策の展望」 

国土交通省中国地方整備局 道路部道路管理課  松浦勇治

「盛土の崩壊事例とその対策」 
      高速道路技術センター  奥園誠之



 
年月日 行事名 内     容 

H20.10.31 工事報告会 
（共催） 

於：とりぎん文化会館 
主催：（社）地盤工学会中国支部、（社）土木学会中国支部 
平成20年度 工事報告会 
「鳥取自動車道 片山（河原）トンネル工事」 
      国土交通省鳥取河川国道事務所 工務第二課長  姫村幸造

「名和淀江道路」 
国土交通省倉吉河川国道事務所 建設監督官  藤原 仁

「国道482号改良工事（茗荷谷～淵見BP）」 
鳥取県八頭総合事務所 道路整備課土木技師 大坪亮太

「殿ダム建設第一期工事」 
国土交通省殿ダム工事事務所 工事課工事第一係長 佐野孝行

「北条川放水路の完成に向けて」 
鳥取県中部総合事務所 河川砂防課土木技師 山本公憲

H20.11.7 50周年記念 
式典・祝賀会 

於：メルパルク広島 
「(社)地盤工学会中国支部 創立50周年記念式典、祝賀会」 
1) 永年特別会員感謝状贈呈式 
2) 記念講演会 
「エネルギーと地球環境」 

大﨑 泰氏（中国電力㈱広報・環境部門マネージャー）

 「地盤工学の展開の軌跡」      
日下部 治氏（東京工業大学教授）

H20.11.8 50周年記念 
事業 

於：広島大学 
「(社)地盤工学会中国支部 創立50周年記念事業ソイルタワーコンテスト」

H20.11.13 特別講演会 於：山口大学工学部 
「地盤工学におけるminimal control systemの適用一理論と応用」 

英国Bristol大学  David.P.Stoten 教授

H20.11.21 第二回 
幹 事 会 

於：広島合同庁舎２号館 
1） 支部役員等の交代について 
2） 平成20年度実施事業・事業計画の報告について 
3） 平成20年度決算見込みについて 
4） 第43回地盤工学研究発表会（全国大会）開催の報告 
5） 支部創立50周年記念式典及び祝賀会開催の報告 
6） 本部理事会の報告 
7） 平成20年度第1回幹事会議事録（案）について 
8） 平成21年度事業計画案及び予算案について 
9） 中国支部賞の表彰規約の改正(案)について 
10) 支部非常勤職員の雇用契約手続き(案)について 
11) 支部保管書類の保存期間（案）について 
12) 中国支部ＨＰの今後の更新について 

H20.11.28 第一回 
国際委員会 

於：広島市まちづくり交流プラザ 
1) 平成21年度国際委員会予算（案） 
2) 平成21年度国際委員会事業の企画案 



 
年月日 行事名 内     容 

H20.11.28 講 習 会 於：広島市まちづくり市民交流プラザ 
「平成20年度海外技術情報講習会」 
「ミャンマーにおけるコミュニティーレベルの国際協力―道路、水供給、

学校、地盤調査他―」       復建調査設計(株)  山田 義満

「Hydraulics of Bottom Rack Intakes regarding to Seasonal Rivers in 
Iran」             広島大学大学院  Mahdi Razaz

「カンボジア国における大規模水力開発プロジェクト案件形成の事例」 
中国電力(株)  末國 光彦

H20.11.28 講 習 会 於：鳥取大学駅前サテライトオフィス（放送大学鳥取学習センター） 
「土圧・支持力・斜面問題のための一般化極限平衡法」に関する講習会 
―理論の解説と表計算ソフトを用いた演習― 

鳥取大学大学院工学研究科 榎 明潔 教授

・ 一般化された極限平衡法の基礎 
・ 表計算ソフト（Excel）を用いた演習 

H20.12.13 
～15 

講 習 会 
（共催） 

於：三原市民ギャラリー 
主催：日本地震工学会 
展示会および実演「地震防災の学習教材の現状」 
1) 各種の地震防災に関する教材の展示会（幼稚園の防災マニュアル、幼

稚園受けDVDなど） 
2) 教材の利用法の実演（大型絵本やエプロンシアターによる園児向け授

業の実演など） 
Ｈ21.1.15 特別講演会 於：岡山大学総合研究棟 

「Some landslides triggered by 2008 Wenchuan earthquake」 
The Hong Kong Polytechnic University  K.T. Chau教授

Ｈ21.2.4 第三回 
幹 事 会 

於：広島県自治会館 
1）平成20年度実施事業・事業計画の報告について 

2）平成20年度決算見込みについて 

3）支部委託業務に係わる本部事務手数料算定要領について 

4）支部事務所設置届（法人設置届）および減免申請手続きについての報告

5）地盤工学会名誉会員/外国人名誉会員候補者の推薦について 

6）中国支部創立50周年記念事業の今後の予定について 

7）地盤工学会60周年記念事業に関する支部企画行事について 

8）本部理事会の報告 

9）平成20年度第2回幹事会議事録（案）について 

10）平成21年度事業計画案及び予算案について 

11）中国支部賞の表彰規約の改正（案）について 

12）支部非常勤職員の雇用契約手続き（案）について 

Ｈ21.2.4 第一回 
編集委員会 

於：広島市まちづくり市民交流プラザ 
1)「地盤と建設」Vol.26 編集会議 
2)平成21年度体制案 

Ｈ21.2.25 講 演 会 
 

於：広島大学大学院国際協力研究科 
「地盤工学における大変形理論と解析モデル」 

オーストラリア・ニューカッスル大学 Daichao Sheng教授
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