平 成 ２６ 年 度 事 業 報 告 内 訳
年月日
H26.4.5

H26.4.17
H26.4.24

H26.4.24

H26.6.3

H26.7.5
H26.8.1

H26.8.7

行事名
評議員会

内

容

（書面会議）
平成 26 年度第 1 回
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
特別講演会
於： 岡山大学環境理工学部棟 101 講義室
「環境問題における不飽和領域の重要性について」
Peter-Wolfgang Graeber（ドレスデン工科大学・ドイツ）
総
会
於：ホテルチューリッヒ東方 2001
平成 26 年度通常総会
1） 平成 25 年度事業報告
2） 平成 25 年度決算報告及び会計監査報告
3） 平成 26 年度役員改選
4） 平成 26 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
幹 事 会
於：ホテルチューリッヒ東方 2001
平成 26 年度第 1 回
1） 平成 25 年度第 3 回幹事会議事録(案)について
2） 平成 26 年度事業予算・計画について
3） 平成 25 年度中国支部賞受賞者の報告
4） 平成 26 年度事務局、幹事の紹介
特別講演会
於：山口大学工学部社会建設工学科
「粒状材料のせん断変形時に何が起こっているのか？
：内部の観察から」
Gioacchino (Cino) Viggiani（ジョセフフーリエ大学・フランス）
「地盤と建設」 於：広島 YMCA 国際文化センター
編集委員会
平成 26 年度第 1 回委員会
講 習 会
於：サテライトキャンパスひろしま
「土質力学講座」講習会
乱れの少ない試料採取について
久賀真一（基礎地盤コンサルタンツ㈱）
地盤の液状化調査の“これまで”と“これから” 澤田俊一（応用地質㈱）
地盤工学
於：山口大学工学部社会建設工学科
セミナー報告会 ＜研究報告＞
【山口地域】
平成 25 年 7 月末山口・島根豪雨による地盤被害について
松田 博，鈴木素之（山口大学大学院），河内義文（㈱ケイズラブ）
【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），熊本直樹（広島工業大学），
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】
岡山地域平成 25 年度活動報告および平成 26 年度活動予定
川﨑 元（㈱大本組），西村伸一，鈴木茂之（岡山大学大学院）

年月日

行事名
内
容
地盤工学
【島根地域】
セミナー報告会 1）平成 25 年 7 月豪雨に伴う津和野川・名賀川における河川災害改良復旧
の概要
和泉孝嗣（島根県土木部）
2）島根県で近年に発生した斜面災害：その特徴と対策を考える
汪 発武（島根大学大学院）
【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（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㈱）

H26.9.3
H26.9.20

H26.9.26
H26.9.29
～30
H26.10.7
H26.10.8
H26.10.16
H26.10.17

H26.10.24

H26.11.10

＜ポスターセッション 43 件＞
「地盤と建設」 於：広島 YMCA 国際文化センター
編集委員会
平成 26 年度第 2 回委員会
（後援）
主催：公益社団法人日本技術士会中国本部
セミナー
於：広島市文化交流会館
「地域産学官と技術士との合同セミナー」
シェール革命で究極の水素社会実現へ！
講 習 会
於：島根大学総合理工学部
「豪雨による自然斜面の危険度予測について-最近の研究と今後の課題-」
土田 孝（広島大学大学院）
国際活動
於：広島大学学士会館
支援事業
「第 4 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”
講 演 会
於：ピュアリティまきび
「豪雨のゆくえとゲリラ豪雨の早期探知・予測」
中北英一（京都大学防災研究所）
災害報告会
主催：公益社団法人土木学会・土木学会中国支部・地盤工学会
於：広島国際会議場
「平成 26 年広島豪雨災害合同緊急調査報告会」
（後援）
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
市民講座
於：山口グランドホテル
「第 5 回京都大学市民講座 -災害リスクを考える- 豪雨災害から身を守る」
講 習 会
於：パルトピアやまぐち
「土構造物の維持管理」
補強土壁の長期性能と維持管理
桑野二郎（埼玉大学）
河川堤防の安全性評価のための統合物理探査 斎藤秀樹（物理探査学会）
工事報告会
於：サテライトキャンパスひろしま
「平成 26 年度工事報告会」
白島新駅の整備について
石井源太（広島市道路交通局）
広島港海岸(坂地区)における高潮対策について 齋藤 誠（広島県土木局）
中国横断自動車道尾道松江線松江自動車道の整備効果
守山和彦（中国地方整備局三次河川国道事務所）
平成 26 年広島豪雨災害合同緊急調査団の活動について
一井康二（広島大学大学院）
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－斜面の安定計算－」
西垣 誠（岡山大学大学院）
内藤秀信（応用地質㈱）

年月日
H26.11.19

行事名
（共催）
講 習 会

H26.11.21

講 習 会

H26.11.25

幹 事 会

H26.12.3

（後援）
セミナー

H27.1.14

土用ダムの
堤体の安全性
点検委員会

H27.2.5

幹 事 会

内
容
主催：中国地質調査業協会島根県支部
於：協同組合島根県土質技術研究センター
「これからの設計・施工に関する研修会」
於：鳥取大学広報センター
「ため池堤体の耐震照査手法に関する講習会」
毛利栄征（茨城大学）
於：広島 YMCA 国際文化センター
平成 26 年度第 2 回
1） 役員の交代について
2） 平成 26 年度実施事業・事業計画について
3） 平成 26 年度中間決算報告および決算見込みについて
4） 第 17 回事業企画賞候補推薦および審査員の推薦について
5） 本部の動向について
6） 平成 28 年度地盤工学研究発表会（岡山大会）について
7） 平成 29 年度以降の地盤工学研究発表会の開催ローテーション
について
8） 平成 26 年度第 1 回幹事会議事録（案）について
9） 平成 27 年度役員・事務局体制（案）について
10）平成 27 年度事業計画(案)及び予算(案)について
11）｢地盤と建設｣新投稿区分の設定について
12）委託業務取扱要領の変更について
13）委託事業の申込みについて
14）特別検討委員会の開催について
15）平成 26 年度「地盤工学貢献賞」候補推薦について
16）平成 26 年度中国支部技術賞候補募集について
17）今後のスケジュールについて
18）通常総会特別講演会講師候補について
主催：一般社団法人セメント協会
於：JA ビル
「セメント系固化材セミナー」
於）ホテルチューリッヒ東方 2001
平成 26 年度委員会
・土用ダムに係る事業者（中国電力）による平成 26 年計測データを用い
た安全性検討および平成 27 年点検計画に対する審査・評価
於：広島 YMCA 国際文化センター
平成 26 年度第 3 回
1） 平成 26 年度事業報告について
2） 平成 26 年度決算見込みについて
3） 地盤工学会貢献賞候補者及び名誉会員候補者の推薦について
4） 中国支部賞について
5） 本部の動向について
6） 平成 26 年度第 2 回幹事会議事録（案）について
7） 表彰規程の一部変更について
8） 委託業務取扱要領、経費算定基準の一部変更及び新規申込みについて

年月日

H27.2.18

H27.2.21
H27.3.10

H27.3.27

行事名
幹 事 会

内
容
9） 平成 27 年度事業計画（案）及び予算（案）について
10）平成 27 年度役員・事務局体制（案）について
11）平成 29 年度以降の支部長（事務局）ローテーションについて
12）第 51 回地盤工学研究発表会について
13）総会特別講演会講師について
14）今後のスケジュールについて
評議員会
於：広島 YMCA 国際文化センター
平成 26 年度第 2 回
1） 役員の交代について
2） 平成 26 年度事業報告について
3） 平成 26 年度中国支部賞について
4） 平成 26 年度決算見込みについて
5） 地盤工学会名誉会員候補者の推薦について 5
6） 表彰規程の一部変更について
7） 委託業務取扱要領及び経費算定基準の一部変更について
8） 平成 27 年度事業計画（案）及び予算（案）について
9） 平成 27 年度役員（案）及び事務局（案）について
10）平成 29 年度以降の支部長（事務局）ローテーションについて
11）第 51 回地盤工学研究発表会について
12）総会までのスケジュールについて
（共催）
主催：中国地質調査業協会島根県支部
講 習 会
於：(協)島根県土質技術研究センター大会議室
「不整地運搬車運転業務（最大積載量 1t 未満）特別教育」
（岡山地域
於：岡山大学環境理工学部棟
セミナー行事） “ Stability analysis in each dam and dyke with condition of
precipitation and vegetation ”
特別講演会
Jinxing Guo（ドレスデン工科大学・ドイツ）
（山口地域
於：山口大学工学部 D12 講義室
セミナー行事） 「補強土工法による土構造物の復権と発展－補強土の原理と 30 年の経験－」
講 演 会
龍岡文夫（東京大学名誉教授）
「港湾における最近の基礎工に関する話題」
菊池喜昭（東京理科大学）

