
平 成 ２４ 年 度 事 業 報 告 内 訳 
年月日 行事名 内     容 

H24.4.6 評 議 員 会 平成24年度第1回（書面会議） 
1） 平成23年度事業報告 
2） 平成23年度決算報告及び会計監査報告 
3） 平成24年度事業計画(案)及び予算(案) 
4） 平成24年度役員改選 
5） 平成23年度中国支部賞について 

H24.4.26 総   会 於：鯉城会館 
平成24年度通常総会 
1） 平成23年度事業報告 
2） 平成23年度決算報告及び会計監査報告 
3） 平成24年度役員改選 
4） 平成24年度事業計画及び予算 
5） 永年特別会員表彰 
6） 中国支部表彰 
7） 特別講演会 

H24.4.26 幹 事 会 於：鯉城会館 
平成24年度第1回 
1） 平成24年度第3回幹事会議事録(案)について 
2） 平成24年度事業予算・計画について 
3） 平成23年度中国支部賞受賞者の報告 
4） 本部支部活動活性化委員会の報告 
5） 中国支部役員ローテーションについて 
6） CPD登録のPRについて 
7） 平成24年度事務局、幹事の紹介 

H24.6.2 講 演 会 於：広島市まちづくり市民交流プラザ 
講演会「森林流域の降雨流出プロセスと崩壊発生に与える影響」 

小杉賢一朗（京都大学大学院） 

H24.8.8 土質工学 
セミナー報告会 

於：広島大学・学士会館 
＜研究報告＞ 

【広島地域】 

広島地域土質セミナー研究報告 ～干潟・斜面・液状化～ 

北出圭介（中電技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱）, 伊達裕樹（㈱ウエスコ） 

【岡山地域】 

1）平成23年度講演会開催状況報告     西垣 誠（岡山大学大学院） 
2）ＷＧ活動報告 
  斜面・岩盤ＷＧ現地見学会報告       与那城稔（㈱ウエスコ） 
  その他ＷＧの活動方針と展望                 
【山口地域】 

土工材料として用いた高炉水砕スラグの地盤工学的特性の経年変化 
～地盤材料としての今後の展開～      松田 博（山口大学大学院） 
【島根地域】 

1）地震による火山地域における長距離運動地すべりの発生・運動機構と

地震による斜面変動の地形増幅効果     汪 発武（島根大学大学院） 

2）地下水モデリングにおける数値逆解析の適用事例  

増本 清，五島 努（島根大学大学院） 

【鳥取地域】 

鳥取県内の砂の液状化特性                 中村公一（鳥取大学大学院） 

＜ポスターセッション52件＞ 



 
年月日 行事名 内     容 

H24.8.8～9 国際活動 
支援事業 

於：広島大学・学士会館 
「第2回中国地方の地盤技術者の国際交流祭 

International Festival on Geotechnical Engineering in Chugoku region」 
H24.8.9 国際委員会 於：広島大学・学士会館 

平成24年度第1回国際委員会 
H24.8.20 講 演 会 於：ピュアリティまきび 

講演会「東日本大震災で見られた地盤災害と技術的課題」 
2011年東北地方太平洋沖地震による地盤災害と復興への地盤工学的課題 

風間基樹（東北大学大学院） 
意見交換 

H24.9.10 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」 
平成24年度第1回委員会 

H24.9.14 講 習 会 於：広島市まちづくり市民交流プラザ 
「土質力学講座講習会」 
透水および土圧              常田賢一（大阪大学大学院） 
土の物理的特性と試験および地盤特性と調査法 

新納 格（大阪府立大学工業高等専門学校） 
H24.9.19 講 習 会 於：島根大学総合理工学部 

「平成24年度第1回ジオテクセミナー」 
最近の地盤災害を考える         藤村 尚（鳥取大学名誉教授） 

H24.9.25 「地盤と建設」 
編集委員会 

於：ホテルチューリッヒ東方2001 
平成24年度第1回委員会 

H24.9.25 特別講演会 於：広島大学大学院国際協力研究科 
｢不飽和土の水分特性と力学挙動のカップリングおよびその弾塑性モデル｣ 
Coupling of hydro-mechanical behaviour of unsaturated soils  
and it elastoplastic modeling 

孫 徳安（上海大学） 
H24.9.28 講 習 会 於：鳥取大学・広報センター 

「軟弱な土の固化と利用に関する講習会」 
混合処理の施工方法・材料・適用例     田中克実（㈱不動テトラ） 
混合処理工法の応用・新技術・適用例   前田良刀（西日本高速道路㈱） 

H24.10.19 
～20 

 
（後援） 

於：島根県出雲市 
主催：日本地すべり学会関西支部 
「山陰地域の斜面防災」 
10/19 現地見学会・技術交流会（出雲市唐川地すべり） 
10/20 話題提供・討論会 

H24.10.26 
～27 

 
（後援） 

於：広島YMCA国際文化センター 
主催：大阪大学 
第11回日韓セミナー 
10/26 現地見学会（宮島白糸川砂防） 
10/27 セミナー 

H24.11.16 講 習 会 於：ピュアリティまきび 
講習会「地盤の動的解析の現状と今後の課題」 

                    渦岡良介（徳島大学大学院） 

意見交換 



 
年月日 行事名 内     容 

H24.11.22 講 演 会 於：山口大学工学部機械・社建棟102教室 
講演会「地盤補強技術：基本原理と設計・維持管理の高度化」 

宮田喜壽（防衛大学校） 
H24.11.27 幹 事 会 於：広島市まちづくり市民交流プラザ 

平成24年度第2回 
1） 役員の交代について 
2） 平成 24 年度実施事業・事業計画の報告 
3） 平成 24 年度中間決算の報告 
4） 平成 24 年度土質工学セミナー報告賞 
5） 第 15 回事業企画賞候補推薦について 
6） 第 15 回事業企画賞審査員の推薦について  
7） 平成 24 年度第 1 回幹事会議事録（案）について 
8） 平成 25 年度事業計画(案)及び予算(案)について 
9） 中国支部技術賞候補募集について 
10） 地盤工学会貢献賞候補募集について 
11） 平成25年度役員・事務局体制案について 
12） 今後のスケジュールについて 
13） 通常総会特別講演会講師候補について 

H24.12.6 工事報告会 於：島根県民会館 
「島根県下における社会資本整備の現状」 
松江だんだん道路の整備について       小村武彦（島根県土木部） 
中国横断自動車道尾道松江線工事報告    

石川庄嗣（国土交通省松江国道事務所） 
斐伊川放水路事業の進捗状況について 
                  佐藤敦司（国土交通省出雲河川事務所） 

玉造温泉街の賑わい創出のための環境整備について 
                   松尾純一（松江市都市計画部） 

第二浜田ダム本体建設工事の概要            中村壽浩（島根県土木部） 
H25.1.7 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」 
平成24年度第2回委員会 

H25.1.10 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）による平成24年計測データを用いた安

全性検討および平成25年点検計画に対する審査・評価 
H25.1.29 幹 事 会 於：広島県庁自治会館303会議室 

平成24年度第3回 
1） 役員の交代について 
2） 平成24年度事業報告について 
3） 平成24年度決算見込みについて 
4） 地盤工学会名誉会員候補者の推薦について 
5） 地盤工学会貢献賞候補者の推薦について 
6） 本部の動向・活動状況について 
7） 平成24年度第2回幹事会議事録(案)について 
8） 平成25年度事業計画(案)及び予算(案)について 
9） 平成25年度役員・事務局体制(案)について 
10） 今後のスケジュールについて 
11） 平成25年度通常総会特別講演会の講師候補について 



 
年月日 行事名 内     容 

H25.2.8 評 議 員 会 於：広島県庁自治会館301会議室 
平成24年度第2回 
1） 役員等の交代について 
2） 平成24年度事業報告について 
3） 平成24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

査研究員会の活動状況について 
5） 平成25年度事業計画(案)及び予算(案)について 
6） 平成25年度役員(案)及び事務局(案)について 
7） 本部の動向について 
8） 支部長（事務局）ローテーションについて 
9） 総会までのスケジュールについて 

H25.3.1 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」 
平成24年度第3回委員会 

H25.3.27 特別講演会 於：岡山大学環境理工学部 

「ヨーロッパにおける地下水浸透解析の現状」 

Prof.Peter Graeber（Dresden工科大学環境科学学部水科学学科） 

 


