
 

平 成 21 年 度 事 業 報 告 内 訳 
年月日 行事名 内     容 

H21.4.18～
19 

地盤工学会 
創立60周年 
記念行事 

 

於：鳥取県立図書館 
「鳥取地方の「岩石」に関する講演会」 

―その種類や成因から災害まで－ 

4月18日 

[内 容] 久松山にまつわる地質と地下水の話 

[ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ] 藤村 尚（鳥取大学大学院 教授） 

[講 師]山名 巌（㈱ｱｰｽﾃｸﾉ役員）,伊藤 徹（㈱ｳｴｽｺ鳥取支社長） 

4月19日 

[内 容] 久松山周辺の地質とﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの話 

[ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ] 藤村 尚（鳥取大学大学院 教授） 

[講 師]山名 巌（㈱ｱｰｽﾃｸﾉ 役員）,伊藤 徹（㈱ｳｴｽｺ鳥取支社長）, 

舞立剛志（ｱｻﾋｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱） 
H21.4.22 第1回 

評 議 員 会 
於：メルパルク広島 
1） 平成20年度事業報告 
2） 平成20年度決算報告及び会計監査報告 
3） 平成21年度事業計画及び予算 
4） 平成21年度役員改選 

H21.4.22 総   会 於：メルパルク広島 
1） 平成20年度事業報告 
2） 平成20年度決算報告及び会計監査報告 
3） 平成21年度事業計画及び予算 
4） 平成21年度役員改選 
5） 永年特別会員表彰 
6） 中国支部表彰 
7） 特別講演会 

H21.4.22 第1回 
幹 事 会 

於：メルパルク広島 
1） 平成21年度事業予算・計画について 
2） 平成20年度地盤工学会中国支部賞受賞者の報告 
3） 地盤工学会60周年記念事業に関する支部企画行事の実施について 
4） 本部理事会の報告 
5） 平成21年度支部非常勤職員の雇用について 
6） 中国支部賞 各選考内規(案)について 
7） 中国支部通常総会委任状ハガキの取扱いについて 
8） 評議員からの意見対応について 
9） 「都市の地盤（仮称）」の出版に関する支部委員選出について 
10） 第2期代議員補欠選挙の中国支部推薦候補者について 
11） 平成21年度事務局、幹事の紹介 

H21.6.22 第2回 
50周年 

記念誌WG 

於：自治会館 
1） 記念誌依頼状況および分担の変更について 
2） 発刊までのスケジュールについて 
3） 書式について 

H21.6.29 土質力学講座 於：広島市まちづくり市民交流プラザ 
土の締固め              岡山大学名誉教授 藤井弘章 
地盤の支持力            鳥取大学大学院教授 榎 明潔 
地盤の動的挙動           山口大学大学院教授 兵動正幸 



 

 
年月日 行事名 内     容 

H21.7.9 土質工学ｾﾐﾅｰ

報 告 会 
於：常盤工業会館 
＜研究報告＞ 
【山口地域】 
地域高規格道路「小郡萩道路」における地盤改良の事例 

芳西孝行（山口土木建築事務所），藤重浩雄（美祢土木事務所） 
【広島地域】 
広島地域土質セミナー活動報告  ～斜面・干潟・液状化など～ 

一井康二（広島大学）ほか 
【鳥取地域】 
鳥取県斜面カルテについて 
西村悟之，藤澤大悟（㈱荒谷建設コンサルタント）,藤村尚（鳥取大学） 

【島根地域】 
1)  地下水流動数値逆解析とその信頼性について   増本清（島根大学） 
2)  粘性土の膨張による強度低下を考慮した切土の安定解析 

津村拓美（㈱ウエスコ） 
【岡山地域】 
1)  2008年度河川堤防の安全性評価に関するセミナー活動報告 

土屋善浩（㈱エイトコンサルタント） 
2)  中小河川堤防における開削現場実験（仮題） 

与那城稔（㈱ウエスコ）,内藤秀信（応用地質㈱）, 
工藤健雄（㈱エイトコンサルタント） 

＜ポスターセッション41件＞ 
H21.8.3 特別講演会 於：山口大学工学部 

題目： 

(1) Inflatable anchor systems for soft soils 

(2) Novel foundation systems for wind turbines 

講師：Dr T.A. Newson 

Associate Professor in Geotechnical Engineering 

Department of Civil Engineering, University of Western Ontario 

H21.8.4 講 習 会 於：広島市まちづくり市民交流プラザ 
「地下水を知る講習会」 

題目： 

地下水との関わり「本書の構成」,1章「概要」「コラム」「プロの目」 

地下水の開発と利用 2章「水資源としての地下水」 

地下水位変化が及ぼす環境影響 3章「地盤環境と地盤災害」 

地下工事が地下水から受ける影響，地下水に与える影響 4章「建設工事」 

地下水から受ける影響 5章「地下構造物」 

エネルギー・廃棄物と地下水 6章「地下貯留と地中処分」 

地下水に託する夢「研究の歴史」と7章「展望」 

講師：岡山大学大学院教授 西垣 誠 

   ㈱地域環境研究所  中村裕昭 

H21.8.25 第1回 
国際委員会 

於：自治会館 
1）  平成21年度事業について 

H21.8.29 地盤工学会 
創立60周年 
記念行事 

於：ベイサイドビーチ坂 
「砂のオブジェ作成コンテスト」 



 

 
年月日 行事名 内     容 

H21.9.16 講 習 会 於：島根大学総合理工学部 
平成21年度第一回ジオテクセミナー 
浜田川総合開発事業について          島根県  米山 浩 
地下水流れの数値シミュレーション      島根大学  増本 清 

H21.9.25 第1回 
編集委員会 

於：ホテルチューリッヒ東方2001 
1）  「地盤と建設」Vol.27編集会議 

H21.10.19 地盤工学会 
創立60周年 
記念行事 

於：ピュアリティまきび 
「地球温暖化が河川災害に及ぼす影響をどうするか」 

河川災害を防ぐためにこれから何をする必要があるのか 

岡山大学大学院教授 西垣 誠 

水災害分野における地球温暖化への適応策 

国土交通省岡山河川事務所長 西澤賢太郎 
H21.11.12 講 習 会 於：ピュアリティまきび 

「地盤液状化の基礎とその対策」講習会 
液状化に関する基礎知識      広島大学大学院准教授 一井康二 

地盤改良による液状化対策         ㈱不動テトラ 田中克実 
H21.11.17 第2回 

幹 事 会 
於：広島県自治会館 
1） 支部役員等の交代について 

2） 平成21年度実施事業・事業計画の報告について 

3） 平成21年度決算見込みについて 

4） 本部臨時総会議案報告 

5） 平成21年度第1回幹事会議事録（案）について 

6） 平成22年度事業計画案及び予算案について 

7） 第3期代議員支部推薦候補者について 

8） 公益社団法人への認定申請に伴う支部規程の変更について 

9） 旅費の支給に関する内規の見直しについて 

10） 中国支部通常総会委任状ハガキのメール・ＦＡＸ化について 

11） 全国大会収益還付金について 
12） 平成23年「地盤工学会誌」の支部特集号の担当について 
13） 地盤工学会 第12回 事業企画賞の支部推薦について 

14） 平成21年度地盤工学会中国支部技術賞の公募及び推薦について 

15） 土質工学セミナー報告賞の審査結果について 

16） 平成22年度役員・事務局体制案について 

17） 支部50周年記念事業／地盤情報ＤＢ 構築について 

18） 50周年記念誌発刊と「地盤と建設」特別ＣＤ作成ついて 

19） H20年度「地盤と建設」編集および論文賞受賞者について 

20） H21年度「地盤と建設」論文集作成の進捗状況について 

21） 自治会館の使用について 

22） 今後のスケジュールについて 

H21.11.20 講 習 会 於：広島YMCAホール 
「平成21年度海外技術情報講習会」 
開会挨拶    地盤工学会中国支部国際委員会委員長 清水正喜 
黄河の水資源・治水・土砂輸送の現状 

鳥取大学大学院工学研究科 黄 金柏 
海外業務における不確実性と予見可能性～契約、クレーム、紛争とその回避～ 

          基礎地盤コンサルタンツ㈱ 藤堂博明 
中国四川大地震の地盤災害及びその後の復旧状況報告 

岐阜大学工学部准教授 馬 貴臣 



 

 
年月日 行事名 内     容 

H21.11.30 第3回 
50周年 

記念誌WG 

於：広島県自治会館 
1） 原稿執筆依頼状況、到着状況について 
2） 基本構成の見直しについて 
3） 編集作業の方針について 
4） 印刷・製本について 

H21.12.3 工事報告会 於：広島大学学士会館レセプションホール 
開会挨拶            広島大学大学院准教授 日比野忠史 
広島高速２号線の高架橋工事について 

広島高速道路公社 新枝秀樹 

中国横断自動車道「尾道松江線」の建設 

国土交通省中国地方整備局 田中大嗣 

空港大橋（仮称）ほか工事報告       広島県土木局 的場武文 
閉会挨拶             広島大学大学院准教授 一井康二 

H22.1.7 受託委員会 於：ホテルチューリッヒ東方2001 
土用ダムに係る事業者（中国電力）によるH21年計測データを用いた安全

性検討およびH22年点検計画に対する審査・評価 
H22.1.22 第4回 

50周年 
記念誌WG 

於：広島YMCAホール 
1） 原稿到着状況について 
2） 書式確認および修正について 
3） 発刊までのスケジュールについて 

H22.1.29 講 習 会 於：山口大学工学部第1会議室 
「土石流災害と対策」講習会 
土石流災害とその対策－平成21年7月山口災害の実態－ 

国土交通省国土技術政策総合研究所 小山内信智 
花崗岩類分布地域における土砂移動現象の現状と問題点 

広島大学大学院教授 海堀正博 
H22.2.3 第3回 

幹 事 会 
於：広島YMCAホール 
1） 平成21年度支部役員の交代について 

2） 平成21年度実施事業・事業計画の報告について 

3） 平成21年度決算見込みについて 

4） 第 3 期代議員支部推薦候補者，理事候補者推薦，事業企画賞審査員,

「学会誌」優秀賞第二次選考委員の選任結果について 

5） 平成23年「地盤工学会誌」の支部特集号の担当について 

6） 平成21年度第2回幹事会議事録（案）について 

7） 平成22年度事業計画案及び予算案について 

・ 研究委員会の設置について 

8） 公益社団法人への認定申請に伴う支部規程の変更について(本部と調整済) 
9） 支部規程の変更に伴う内規の見直しについて 

10） 基金規程の改定について 

11） Ｈ22年度予算における特別会計の閉鎖及び基金規程の廃止について 

12） 支部50周年記念事業／地盤情報ＤＢ 構築進捗状況について 

13） 50周年記念誌発刊と「地盤と建設」特別ＣＤ作成について 

14） 平成21年度地盤工学会中国支部技術賞の公募及び推薦について 

15） 平成22年度役員・事務局体制案について 

16） 中国支部ＨＰの変更内容について 

17） 什器等の整備について 

18） 今後のスケジュールについて 

・講演会講師について 



 

年月日 行事名 内     容 
H22.2.10 50周年記念事業 

中国地方地盤情

報DB構築準備

検討委員会 

於：広島YMCAホール 
1） 委員長 挨拶 
2） 地盤情報データベースの趣旨説明 
3） 地盤情報データベースについての意見交換 
4） その他 

 


