
平 成 ２５ 年 度 事 業 報 告 内 訳 
年月日 行事名 内     容 

H25.4.5 評 議 員 会 平成25年度第1回（書面会議） 
1） 平成24年度事業報告 
2） 平成24年度決算報告及び会計監査報告 
3） 平成25年度事業計画(案)及び予算(案) 
4） 平成25年度役員改選 
5） 平成24年度中国支部賞について 

H25.4.25 総   会 於：ホテルチューリッヒ東方2001 
平成25年度通常総会 
1） 平成24年度事業報告 
2） 平成24年度決算報告及び会計監査報告 
3） 平成25年度役員改選 
4） 平成25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 

H25.4.25 幹 事 会 於：ホテルチューリッヒ東方2001 
平成25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25年度事業予算・計画について 
3） 平成24年度中国支部賞受賞者の報告 
4） 平成25年度事務局、幹事の紹介 

H25.5.9 講 演 会 於： 山口大学工学部 
「60年間の経験を語る－くい打ち名人の匠技－」 

吉田勝之（千代田工営㈱会長） 

H25.6.7 講 習 会 於：徳山工業高等専門学校メディアホール 
「液状化の事例と最新の対策技術」 
東日本大震災における液状化被害と復旧・復興  

安田 進（東京電機大学教授） 
最近の液状化対策技術の紹介 

幸 徹（ライト工業㈱） 
H25.6.14 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」 
有効応力と間隙水圧         佐野郁雄（大阪産業大学准教授） 
斜面の安定および動的特性         常田賢一（大阪大学教授） 

H25.7.11 土質工学 
セミナー報告会 

於：岡山大学50周年記念館 
＜研究報告＞ 

【広島地域】 

広島地域土質セミナー活動報告～干潟・斜面・液状化～ 

土田 孝（広島大学大学院）， 

北出圭介（中電技術コンサルタント㈱）,中藪恭介（復建調査設計㈱） 

【岡山地域】 
1）平成24年度の活動報告ならびに平成25年度の活動計画  

川﨑 元（㈱大本組） 

2）河川堤防の内部診断に向けてのサウンディング調査 

西村伸一（岡山大学大学院） 

3）斜面・岩盤ＷＧ活動報告          鈴木茂之（岡山大学大学院） 



 
年月日 行事名 内     容 

 土質工学 
セミナー報告会 

【山口地域】 

近年の土砂災害と歴史的タイムスケールでの土砂災害の発生頻度評価 
鈴木素之（山口大学大学院），阪口和之（アジア航測㈱） 

【鳥取地域】 

鳥取地域土質セミナー活動報告～巨石調査・耐震検討・鳥取粘土～ 

伊藤 徹（㈱アーステクノ）， 

土田章仁（アサヒコンサルタント㈱），山口健二（鵬技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱） 
【島根地域】 
1）浸透流逆解析における適切化法について   増本 清（島根大学大学院） 
2）山陰地域における自然災害データベースの構築 

汪 発武，田坂郁夫，林 正久，丸太 誠，入月俊明， 

酒井哲弥，増本 清，林 広樹，志比利秀（島根大学） 

＜ポスターセッション47件＞ 
H25.8.10 講 演 会 於：広島工業大学広島校舎 

「バケツで地面の揺れを計る！？ 
～子どもと一緒に夏休みの自由研究！～」  

バケツで地震計         荒木正之（㈱aLab代表取締役社長） 
スーパーヒーローの飛ぶ速さと地震の波はどっちが早い？ 

根本泰雄（桜美林大学准教授） 
H25.9.10 「地盤と建設」 

編集委員会 
於：広島YMCA国際文化センター 
平成25年度第1回委員会 

H25.9.10 
～11 

国際活動 
支援事業 

於：広島大学学士会館 
「第3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” 
H25.9.11 国際委員会 於：広島大学学士会館 

平成25年度第1回国際委員会 
H25.9.13 講 習 会 於：島根大学総合理工学部 

「平成25年度第1回ジオテクセミナー」 
まだ壊れていない土構造物の予防保全対策について 

太田英将（㈲太田ジオリサーチ代表取締役） 
H25.10.7 講 演 会 於：ピュアリティまきび 

「地盤の液状化～岡山地域を考える～」 
安田 進（東京理科大学教授） 

H25.11.19 講 習 会 於：岡山大学環境理工学部 
「地盤・土構造物の荷重抵抗係数設計法」 

                    宮田喜壽（防衛大学校教授） 

H25.11.26 幹 事 会 於：広島県自治会館 
平成25年度第2回 
1） 平成 25年度実施事業・事業計画の報告 

2） 平成 25年度土質工学セミナー報告賞 

3） 平成 25年度中国支部技術賞候補募集について 

4） 平成 25年度地盤工学会賞論文賞候補推薦について 

5） 平成 25年度中間決算報告および決算見込みについて 

6） 本部の動向について 

7） 平成 25年度第 1回幹事会議事録（案）について 

8） 第 5期代議員候補推薦者の推薦について 

9） 第 16回事業企画賞候補推薦および審査員の推薦について 



 
年月日 行事名 内     容 

 幹 事 会 10）平成 26年度事業計画(案)及び予算(案)について 

11）「地盤と建設」論文賞選考内規の改案について 

12）土質工学セミナー名称の変更について 
13）地盤工学会功労章受章候補募集について 

14）平成26－27年度理事候補者推薦について  

15）平成26年度役員・事務局体制案について 

16）今後のスケジュールについて 

17）通常総会特別講演会講師候補について 
H25.12.6 講 習 会 於：山口県教育会館 

「岐阜県におけるアセットマネジメントに関する試み」 
沢田秀和（岐阜大学） 

H26.1.11 特別講演会 於：広島大学工学部 
国際委員会主催 
“Investigation on Reinforcement Arrangement of    
Geotextile-Reinforced Earth Wall in Very Wet State” 

Chen Huei-Tsyr（台湾国立中央大学教授） 
H26.1.15 工事報告会 於：とりぎん文化会館 

「平成 25年度工事報告会」 

殿ダム古神護線における地すべり対策について 

坂本裕治（中国地方整備局鳥取河川国道事務所殿ダム管理支所）  

中山・名和/名和・淀江道路整備事業について 

熊中龍彦（中国地方整備局倉吉河川国道事務所） 

県道猪ノ子国安線（源太橋）橋梁補強事業 

木村拓寛（鳥取県鳥取県土整備事務所） 

佐陀川透過型堰堤の被災と復旧について 

      山本哲也（鳥取県西部総合事務所） 

H26.1.28 特別講演会 於：山口大学工学部 

国際委員会主催 

“Geotechnical Engineering ? Beyond a Mechanistic View” 
 （地盤工学－力学的観点を越えて） 

Madhira R. Madhav（インド工科大学ハイデラバード 
(IIT Hyderabad)名誉教授） 

H26.2.7 幹 事 会 於：広島県自治会館 
平成25年度第3回 
1） 平成 25年度事業報告について 

2） 平成 25年度決算見込みついて 

3） 地盤工学会名誉会員候補者の推薦について 

4） 地盤工学会功労章候補者の推薦について 

5） 理事候補者の推薦について 

6） 「地盤工学会誌」優秀賞第 2次選考委員の選任について 

7） 受託委員会に関する覚書の締結について 

8） 本部の動向・活動状況について 

9） 平成 25年度第 2回幹事会議事録（案）について 

10）表彰規程等の一部変更について 

11）平成 26年度事業計画（案）及び予算（案）について 

12）平成 26 年度役員・事務局体制（案）について 
13）今後のスケジュールについて 
14）平成 26 年度通常総会について 



 
年月日 行事名 内     容 

H26.2.21 評 議 員 会 於：広島県自治会館 
1） 平成25年度第2回 
2） 役員の交代について  

3） 平成25年度決算見込みについて 

4） 土質工学セミナーの名称変更に伴う組織図及び表彰規程等の 

一部変更について 

5） 平成26年度事業計画(案)及び予算(案)について 

6） 平成26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） 総会までのスケジュールについて   

H26.3.6 特別講演会 於：岡山大学環境理工学部101講義室 
「インドネシアにおける自然災害」 

トハリ・アドリン博士（バンドン国立地質研究所） 
 


