
平 成 22 年 度 事 業 報 告 内 訳 
 

年月日 行事名 内     容 
H22.11.1  公益社団法人地盤工学会としてスタート 
H22.11.4 第１回 

幹 事 会 
於：広島YMCAホール 
報告事項 

1.報告事項 

1）支部役員等の交代について 

2）平成22年度実施事業・事業計画の報告について 

3）平成22年度特例民法法人決算報告について 

4) 地盤工学会誌支部特集号編集WG進捗状況について 

5) 地盤情報DB構築検討準備委員会進捗状況について 

6）H22年度「地盤と建設」論文集作成の進捗状況について  

7) 平成21年7月21日豪雨による山口県防府地区の土砂災害に関する調査

研究委員会の実施状況報告 

8) 平成22年度本部支部連絡協議会報告 

9）平成22年度本部活動報告              

10）公益法人化に伴う中国支部表彰規定の一部変更について 

2.審議事項 

1）平成22年度第1回幹事会議事録（案）について 

2）平成22年度公益社団法人事業計画案及び予算案について 

3）平成23年度事業計画案及び予算案について 

4) 支部活動強化委員会(仮称)の設置について 

5）公益社団法人認定後の関連機関への広報活動について 

6) 評議員会のあり方について 

3.その他 

1）支部ホームページの更新について 

2）平成22年度地盤工学会賞の公募及び推薦について 

3）地盤工学会 第13回 事業企画賞の支部推薦について 

4) 関東支部からの協力依頼地盤リスクに係わる研究活動成果の情報提供

について 

5）平成23年度役員・事務局体制案について 

6) 今後のスケジュールについて   
H22.11.11 工事報告会 於：山口グランドホテル 

「平成21年防府地域の土石流災害と砂防および治山事業」 
土石流災害の概要          山口大学 古川 浩平 
土石流災害における工事報告について(直轄砂防事業)    

国土交通省山口河川国道事務所 藤原 寛 
土石流災害における工事報告について(県砂防事業)  

             山口県土木建築部砂防課  長岡克典 
山地災害における工事報告について(治山事業) 

             山口県農林水産部森林整備課 鈴木正彦 
H22.11.12 講 習 会 於：鳥取市総合福祉センター 

「実務者のための盛土・宅地基礎地盤の改良と補強 －考え方から適用まで－」 
実務者のための戸建住宅基礎地盤の改良と補強 大阪市立大学 大島昭彦 

鳥取地域における盛土・宅地基礎地盤   鳥取大学名誉教授 藤村 尚 



 
年月日 行事名 内     容 

H22.11.16 第１回 
評 議 員 会 

於：広島YMCAホール 
 1）社団法人（特例民法法人）としての最終事業年度に係る事業報告 
 2）社団法人（特例民法法人）としての最終事業年度に係る決算報告 
 3）公益社団法人としての最初の事業年度に係る事業計画 
 4）公益社団法人としての最初の事業年度に係る収支予算 
 5）公益社団法人としての最初の支部役員構成 

H22.11.16 臨 時 総 会 於：広島YMCAホール 
1.審議事項 

 1）社団法人（特例民法法人）としての最終事業年度に係る事業報告 
 2）社団法人（特例民法法人）としての最終事業年度に係る決算報告 

2.公益社団法人化について 
3.報告事項 

 1）公益社団法人としての最初の事業年度に係る事業計画 
 2）公益社団法人としての最初の事業年度に係る収支予算 
 3）公益社団法人としての最初の支部役員構成 

H22.11.25 講 習 会 於：広島市まちづくり市民交流プラザ 
平成22年度「海外技術情報講習会」 
学生の目線から見た海外で活躍する企業～海外インターンシップの体験から～ 

広島大学大学院 仁科晴貴 
シンガポールの港湾建設における浚渫土有効利用の事例紹介と 
技術的課題について         五洋建設㈱技術研究所 熊谷隆宏 
我が国が主導する耐震設計関連の ISO活動 

愛媛大学大学院 森伸一郎 
H22.11.26 講 習 会 於：徳山工業高等専門学校 

「道路土工－切土工・斜面安定工・盛土工－」」 
切土工・斜面安定工について 
日本道路協会「道路土工要綱/切土工・斜面安定工指針」改定分科会分科会長 

（（㈱三木地盤環境工学研究所）三木博史  
盛土工について           先端建設技術センター 松尾 修 

H22.12.7 中国地方 
地盤情報データ

ベース委員会 

於：広島YMCAホール 
第1回 
1) 第2回準備委員会議事録の確認 
2) データベース使用システムの説明 
3) データベース構築について 
4) 電子地盤図作成について 
5) 利用規約（原案）について 
6) WGの設置について 
7) 今後の予定 
8) データ提供について話題 

H23.1.6 委託委員会 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H22年計測データを用いた安全性

検討およびH23年点検計画に対する審査・評価 
H23.1.11 支部活動強化 

準備委員会 
於：広島YMCAホール 
第1回 
1) 支部活動強化準備委員会について(案) 

2) 中国支部会員の推移 



 
年月日 行事名 内     容 

H23.1.20 地盤工学会誌 

中国支部特集号 
第2回編集WG 

於：広島YMCAホール 
1） 今後のスケジュール等について 

2） 原稿の執筆状況について 

3） 各原稿の内容及び全体構成について 
H23.1.25 講 習 会 於：山口大学工学部 

「土砂災害の発生メカニズムに対する最新の研究動向」 
深層崩壊発生予測の研究 鹿児島県出水市針原川土石流災害の場合 
南九州における土砂災害の実態と対策 

鹿児島大学農学部准教授 地頭薗 隆 
H23.1.25 研究委員会 於：山口大学工学部 

「平成21年7月21日豪雨による山口県防府地区の土砂災害に関する調査

研究委員会」 

第3回委員会 
H23.1.26 中国地方   

地盤情報データ

ベース委員会 

於：広島YMCAホール 
電子地盤図WG 

第1回 
H23.2.2 第2回 

幹 事 会 
於：広島YMCAホール 
（1） 報告事項  

1） 平成22年度実施事業・事業計画の報告について  

3) 平成22年度決算見込みについて 

4) 平成21年7月21日豪雨による山口県防府地区の土砂災害に関す

る調査研究員会の実施状況について  

5) 地盤工学会誌支部特集号編集WG進捗状況について  

4） 中国支部活動強化準備委員会進捗状況について  

5） 地盤工学会名誉会員候補者の推薦について  

6) 地盤工学会貢献賞候補の推薦について 

（2） 審議事項  

1） 平成22年度公益社団法人第1回幹事会議事録（案）について  
2） 地盤情報データベース委員会の進め方について  
3） 平成23年度事業計画(案)及び予算(案)について  

（3） その他  

1） 平成22年度地盤工学会中国支部技術賞について  

2） 平成23年度役員・事務局体制案について 

3） 今後のスケジュールについて 

4） 通常総会特別講演会講師候補について 



 
年月日 行事名 内     容 

H23.2.16 第2回 
評 議 員 会 

於：広島YMCAホール 
報告事項 

1） 平成22年度事業報告について 

2） 平成22年度決算見込みについて 

3） 地盤工学会誌支部特集号編集WG進捗状況について 

審議事項 

1） 平成22年度公益社団法人第1回評議員会議事録（案）について 

2） 平成21年7月21日豪雨による山口県防府地区の土砂災害に関する 

3） 調査研究員会の活動状況について 

4） 地盤情報データベース委員会の進め方について 

5） 平成23年度事業計画(案)及び予算(案)について 

6） 平成23年度役員(案)及び事務局(案)について 

その他 

1） 総会までのスケジュールについて 
H23.3.18 中国地方   

地盤情報データ

ベース委員会 

於：広島YMCAホール 
第2回 

1） 第１回委員会議事録の確認  
2） 広島地区電子地盤図について 
3） 中国地方地盤情報データベースの入力・運用方法について 
4） 中国地方地盤情報データベースの利用規約について 
5） 全国電子地盤図の作成と利用に関する研究委員会について 
6） その他 

 


