
平 成 ２７ 年 度 事 業 報 告 内 訳 

年月日 行事名 内     容 

H27.4.3 評 議 員 会 平成27年度第1回（書面会議） 

1) 平成26年度事業報告 

2) 平成26年度決算報告及び会計監査報告 

3) 平成27年度事業計画(案)及び予算(案) 

4) 平成27年度役員改選 

5) 平成26年度中国支部賞について 

H27.4.23 総   会 於：ホテルチューリッヒ東方2001 

平成27年度通常総会 

1) 平成26年度事業報告 

2) 平成26年度決算報告及び会計監査報告 

3) 平成27年度役員改選 

4) 平成27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 

H27.4.23 幹 事 会 於：ホテルチューリッヒ東方2001 

平成27年度第1回 

1) 平成26年度第3回幹事会議事録について 

2) 平成26年度地盤工学会中国支部賞受賞者の報告 

3) 平成27年度事業計画について 

4) 委託業務（JR西日本）の申込みおよび委員の公募について 

5) 第51回地盤工学研究発表会（岡山大会）について 

6) 東北支部設立60周年記念行事の開催について 

7) 支部監事からのご意見について 

8) 平成27年度事務局、幹事の紹介 

H27.5.13 マサ土地帯の 

土砂災害の調査 

・対策委員会 

於：広島YMCA国際文化センター 

平成27年度第1回委員会 

・委員会運営方針等の説明・協議 

H27.6.19 （後援） 於：ピュアリティまきび 

主催：中国地質調査業協会（担当：岡山県支部） 

「第23回技術講演会」 

H27.7.7 第51回地盤工学 

研究発表会 

於：岡山大学環境理工学部 

第1回実行委員会 

1) 第51回岡山大会の開催経緯及び実行委員会の設置について 

2) 実行委員会の紹介 

3) 実行委員長挨拶 

4) 岡山大会の開催経緯および概要 

・専門部会の設置 

・メインテーマ，キャッチフレーズ 

・研究発表 

・技術展示 

・特別講演会 

・市民向け行事 

・見学会 

・交流会 

・旅行代理店への委託 

5) 今後のスケジュール 



 

年月日 行事名 内     容 

H27.7.10 地盤工学 

セミナー報告会 

於：とりぎん文化会館 

＜研究報告＞ 

【鳥取】鳥取地域セミナー活動報告～巨石調査・耐震検討・鳥取粘土～ 

伊藤 徹（ｻﾝｲﾝ技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱），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】1）凍結融解作用が廃石膏と石炭灰を用いたセメント安定処理土の 

強度および物理的性質に及ぼす影響 

志比利秀（島根大学），亀井健史（宮崎大学） 

2）非定常データを用いた地下水理特性分布と 

初期・境界条件の推定法        増本 清（島根大学） 

【岡山】岡山地域平成26年度活動報告および平成27年度活動予定 

橘 徹（土質工学㈱），柴田俊文（岡山大学），平川 武（㈱ｳｴｽｺ） 

【広島】広島地域セミナー活動報告～斜面・軟弱地盤・液状化～ 

土田 孝（広島大学），中藪恭介（復建調査設計㈱）， 

福原和顕（中電技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱），北出圭介（中電技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱） 

【山口】中国地方における高速道路斜面の崩壊と表層地質区分の関連性 

    下野宗彦（西日本高速道路ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ中国㈱）， 

村上豊和（西日本高速道路㈱），中田幸男（山口大学） 

＜ポスターセッション：３１件＞ 

H27.7.11 「地盤と建設」 

編集委員会 

於：広島YMCA国際文化センター 

平成27年度第1回委員会 

H27.7.16 特別講演会 於：山口大学工学部 

「遠心載荷モデリング：予期されない挙動の予測」 

Centrifuge modelling – expecting the unexpect 

Malcolm Bolton（ケンブリッジ大学） 

H27.7.22 （後援） 於：山口大学工学部 

主催：深海底資源開発研究 山口大学研究推進体 

「深海底資源開発研究セミナー（2015） 

－安全かつ高効率なメタンハイドレート資源開発を目指して－」 

H27.7.30 講 習 会 於：サテライトキャンパスひろしま 

「土質力学講座」 

弾塑性FEMによる地盤解析の概要説明 

その他留意事項・既往のFEM解析事例     若井明彦（群馬大学） 

H27.8.4 講 演 会 於：岡山大学50周年記念館 

「平成26年8月広島土砂災害の特徴と教訓」 

森脇武夫（呉工業高等専門学校） 

H27.8.20 講 習 会 於：山口大学工学部 

「土構造物の耐震設計・耐震診断・耐震化の最近の話題」 

土構造物の締固めにおける飽和度管理の意義と重要性 

土構造物の耐震性の評価と向上の方法について  

龍岡文夫（東京理科大学） 

ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュアルの改訂について 

辻慎一朗（前田工繊㈱） 

H27.9.18 講 習 会 於：島根大学総合理工学部 

「平成27年度第1回ジオテクセミナー」 

最近の地下水考－東日本大震災から水循環基本計画まで－ 

丸井敦尚（産業技術総合研究所） 



 

年月日 行事名 内     容 

H27.9.29 第51回地盤工学 

研究発表会 

於：岡山大学環境理工学部 

第１回岡山地域会議 

1) 全国大会概要および予算案 

・広報部会 

・総務・財務部会 

・研究発表部会 

・特別講演会部会 

・市民向け行事部会 

・見学会部会 

・技術展示部会 

・交流会部会 

・収入について 

2) 大会前のシンポジウムの開催等 

H27.10.13 

～11.6 

（共催） 於：山口市，松江市，広島市，岡山市，鳥取市 

主催：国土交通省中国地方整備局 

「平成27年度中国地方建設技術開発交流会」 

H27.10.21 

 

（後援） 於：ホテルグランヴィア広島 

主催：京都大学大学院 災害リスクマネジメント工学(JR西日本)講座 

「第8回京都大学市民講座-災害リスクを考える- 豪雨・土砂災害に備える」 

H27.11.6 講 習 会 於：岡山大学環境理工学部 

「若手技術者の設計計算道場－圧密沈下計算－」 

圧密沈下計算の解説 

圧密沈下計算の演習問題/解答           西垣 誠（岡山大学） 

H27.11.19 講 習 会 於：さざんか会館 

「地形工学に関する講習会」 

地形工学の基本的な考え方 

地形のもつ工学的問題～災害現象の予測情報としての地形の意味～ 

工学面からの丘陵地・山地地形の見え方～山地・丘陵と災害～ 

今村遼平（㈱アジア航測） 

H27.11.27 幹 事 会 於：広島YMCA国際文化センター 

平成27年度第2回 

1） 役員等の交代について 

2） 平成27年度実施事業・事業計画について 

3） 平成27年度中間決算報告および決算見込みについて 

4） 第18回事業企画賞候補推薦および審査員の推薦について 

5） 第51回地盤工学研究発表会（岡山）の進捗状況について 

6） 本部の動向について 

7） 平成27年度第1回幹事会議事録（案）について 

8） 平成28年度役員・事務局体制（案）について 

9） 平成28年度事業計画(案)及び予算(案)について 

10） 宅地地盤の品質評価に関する技術講習会の開催について 

11） 第6期代議員候補者の推薦について 

12） 平成27年度中国支部技術賞候補募集について 

13） 今後のスケジュールについて 

14） 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 

H27.12.22 マサ土地帯の 

土砂災害の調査 

・対策委員会 

於：広島YMCA国際文化センター 

平成27年度第2回委員会 

・各地域の報告及び報告書作成等に関する協議 

H28.1.7 土用ダムの 

堤体の安全性 

点検委員会 

於：ホテルチューリッヒ東方2001 

平成27年度委員会 

・土用ダムに係る事業者（中国電力）による平成 27 年計測データを用い

た安全性検討および平成28年点検計画に対する審査・評価 

H28.1.20 工事報告会 於：山口大学工学部E棟E41講義室 

「平成27年度工事報告会」 

徳山下松港・宇部港における航路整備事業 

齋藤輝彦（国土交通省中国地方整備局） 

山陰道の整備について 

吉田真人（国土交通省中国地方整備局） 

山口部道路小郡ジャンクション建設工事について 

山根 智（山口県） 

平成25年山口県・島根県豪雨による鉄道構造物の被害と復旧 

                近藤政弘（西日本旅客鉄道㈱）  

H28.2.10 幹 事 会 於：広島県自治会館303会議室 

平成27年度第3回 

1） 役員の交代について  

2） 平成27年度事業報告について 

3） 平成27年度決算見込みについて 

4） 平成27年度中国支部賞について 

5） 地盤工学会功労賞候補者及び名誉会員候補者の推薦について 

6） 第51回地盤工学研究発表会について 

7） 平成28年度理事会構成について 

8） 本部の動向について 

9） 平成27年度第2回幹事会議事録（案）について 

10） 平成28年度事業計画（案）及び予算（案）について 

11） 平成28年度役員・事務局体制（案）について 

12） 総会特別講演会講師について 

13） 今後のスケジュールについて 

14） 佐藤研一会員支部部長による各支部ヒアリング・意見交換 

H28.2.15 第51回地盤工学 

研究発表会 

於：岡山大学環境理工学部 

第2回岡山地域会議 

1） 広報部会（大会ロゴマーク） 

2） 総務・財務部会（アルバイト募集，受付場所，業者の選定） 

3） 市民向け行事部会（展示内容，パネルディスカッション，予算） 

4） 見学会部会（見学コース，参加費） 

5） 技術展示部会（レイアウト，受入可能ブース数） 

6） 交流会部会（内容，参加費，参加人数の設定） 

7） 今後の計画（役割分担と実行委員会の開催頻度） 

8） 判定士会主催無料トラブル相談会 

9） ホームページ制作状況 

10） 八雲財団からの助成金 



 

年月日 行事名 内     容 

H28.2.24 評 議 員 会 於：広島県自治会館303会議室 

平成27年度第2回 

1) 役員の交代について 

2) 平成27年度事業報告について  

3) 平成27年度中国支部賞について  

4) 平成27年度決算見込みについて  

5) 地盤工学会功労章候補者及び名誉会員候補者の推薦について 

6) 第51回地盤工学研究発表会の進捗状況について 

7) 平成28年度事業計画（案）及び予算（案）について 

8) 平成28年度役員等（案）及び事務局（案）について 

9) 総会までのスケジュールについて 

H28.2.27 （共催） 

※国際委員会 

於：岡山大学自然科学研究科棟2F大講義室 

「第4回 日韓不飽和土ワークショップ」 

 

 


