公益社団法人日本地すべり学会
第 56 回研究発表会及び現地見学会
の開催について
第 56 回研究発表会及び現地見学会実行委員会

公益社団法人日本地すべり学会の「第 56 回研究発表会及び
現地見学会」を、平成 29 年 8 月長野県長野市のホクト文化ホー
ルをメイン会場として下記の通り開催致します。
記
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広域アクセスマップ

１．開催日程
平成 29 年 8 月 22 日（火）～平成 29 年 8 月 25 日（金）
8 月 22 日㈫ 県民講演会
18:00～20:00
（※以下、時間は予定時間）

（会場：ホクト文化ホール）
受付
9:00～10:00
開会式・表彰式 10:00～10:40
特別講演
10:40～12:00
研究発表会
13:00～17:00
（口頭発表・ポスター発表・新技術紹介）
意見交換会
18:00～20:00
（会場：ホテルメトロポリタン長野）
8 月 24 日㈭ 研究発表会
9:00～16:45
（口頭発表・ポスター発表・新技術紹介）
閉会式
16:45～17:00
8 月 25 日㈮ 現地見学会
終日
Ａコース：善光寺地震による地すべり災害
Ｂコース：姫川沿いで発生した地震災害
Ｃコース：上高地周辺地域の土砂災害対策
※各コースの概要は 10．現地見学会 を
ご参照下さい。
8 月 23 日㈬

２．会場
■メイン会場（県民講演会・受付・開会式・特別講演
研究発表会・閉会式）
ホクト文化ホール(長野県県民文化会館）
〒380-0928 長野市若里 1-1-3
TEL：026-226-0008 FAX：026-226-1574
URL：http：//www.n-bunka.jp/
※JR 長野駅東口車で 5 分（徒歩 10 分）
※会場の駐車場台数には限りがありますので、
できるだけ公共交通機関をご利用下さい。
■意見交換会会場
ホテルメトロポリタン長野（長野駅善光寺口直結）
〒380-0824 長野市南石堂町 1346
TEL：026-291-7000 FAX：026-291-7007
URL：http://www.metro-n.co.jp/
※ホクト文化ホールから徒歩 15 分
（JR 長野駅善光寺口から徒歩 5 分）
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地すべり学会長野大会（会場案内図）

３．参加申込期間
平成 29 年 5 月 8 日㈪正午～7 月 21 日㈮正午
１）参加申込は、円滑に大会を運営するため事前申込で
お願いします。
２）大会当日は、余裕がある限り当日申込の受付を行い
ます。
３）現地見学会は事前申込のみとさせていただきます。
４．講演会のＣＤ・Ｗｅｂ閲覧化に関するお願い
本大会では、講演集のＣＤ配布及びＷｅｂ公開を行います。ＣＤ
配布は発表会当日に行います。Ｗｅｂ公開は参加申込をしていた
だいた方へ 7 月後半に閲覧のためのＩＤをご連絡し事前に閲覧して
いただけるようにします。このため講演集（紙製本）は配布致しませ
ん。紙製本の講演集をどうしても入手したいという方のために、必要
部数を別途印刷し販売致します。（3,500 円/冊）。ご希望の方は

事前申込の際その旨をご記入下さい。お渡しは発表会当日となり
ます。なお、カラー原稿を白黒印刷したものとなりますのでご了承
下さい。また、受付は事前申込時のみと致します。
５．参加費等
県民
講演会

研究
発表会

意見
現地見学会
交換会 Ａコース Ｂコース Ｃコース

無料

6,000円

6,000円

無料

7,000円

7,000円

-

-

-

学生会員

無料

1,000円

3,000円

3,000円

3000円

16,000円

非会員

無料

8,000円

8,000円

8,000円

8,000円 23,000円

正会員
（事前申込）

正会員
（当日申込）

7,000円 7,000円
昼食代込 昼食代込

21,000円
昼食代除

１）参加は原則として「参加申込システム」から事前申込とします。
参加費は前納とし返金致しません。
２）「参加申込システム」から領収証を印刷できますが、項目ごとに
発行する等の細かいご要望には対応できません。ご要望がある場
合は、当日会場受付にてご相談下さい。
（その際には発行された領収証を印刷してお持ち下さい）。
３）現地見学会の申込は、事前申込のみとさせていただきます。
なお、希望者が少ないコースは中止になる場合がありますので予め
ご了承下さい（その場合は、返金もしくは別コースのご紹介となりま
す）。
６．その他
区分
参加者

弁当
事前申込
1,000 円/食

講演集（紙製本）
事前申込
3,500 円

１）ご希望の方に、8 月 23 日、24 日の昼弁当を手配致します（事
前申込のみ）。なお、会場では飲食できる場所が指定されています
のでご注意下さい。
2）紙製本の講演集をご希望の方は、別途 3,500 円が必要となり
ます（事前申込のみ）。
７．参加申込方法
参加申込、発表申込は専用の「参加申込システム」から行います。
参加申込の流れは以下の通りです。
・「参加申込システム」は学会ホームページから入れる大会 Web ペ
ージからアクセスします（5 月 8 日（月）正午から申込受付開始予
定）。
・申込の際、会員番号が必要となりますので、あらかじめ確認をお願
いします。
・必要な事項を記入して参加申込を行います。入力は、参加者のプ
ロフィールのほか、参加内容（研究発表会、意見交換会、現地見
学会）、弁当、紙製の講演集の必要有無について行います。
・入力が完了すると、個人ページにログインできるようになります。参
加費等の支払いは個人ページから行います。支払い方法は、カー
ド決済、コンビニ支払い、銀行振込が選択できます。支払い方法を
指定すると、請求画面に移ります。請求にしたがって、選択した方
法で入金を行います。
・入金の確認ができると、個人ページから、領収書と参加票がダウン
ロードできるようになります。
・当日は、参加票を印刷して、受付まで持参してください。
・従来通り、当日料金による当日参加申込も可能ですが、会場作
業のスリム化のため、できるだけ事前申込にご協力ください。
以下につき、ご注意ください。
・締切期日までに費用の支払いがなされない場合は、参加票は発
行されません。その場合はすべて当日料金となります。
・団体申込は行えません。すべて個人で申込をお願いいたします。

８．発表申込方法・期間
研究発表会の発表申込は専用の「発表申込システム」から行
います。発表申込受付期間は以下のとおりです。発表申込・講演
要旨の作成方法は、後述の「発表申込及び講演集要旨作成・投
稿要項」（別途掲載）を参照して下さい。
平成 29 年 5 月 8 日（月）正午～6 月 1 日（木）正午
９．県民講演会
8 月 22 日㈫ 18:00～20:00（ホクト文化ホール）
18:00～19:00
演題「災害と防災のための心理学」
信州大学人文学部教授（信州大学地域防災ｾﾝﾀｰセンタ－長） 菊池 聡氏
19:00～20:00
演題「伝説と土石流災害－伝承から災害地を考える－」
長野県立歴史館館長（信州大学名誉教授）
笹本 正治氏
10．現地見学会（コース）
■Ａコース 定員 40 名程度
【善光寺地震による地すべり災害】
JR 長野駅東口(ユメリアバスパーク)8:30 出発～茶臼山地すべり～
涌池（善光寺地震の虚空蔵山崩壊地）～犀川堰止め箇所～昼
食：道の駅中条～太田（善光寺地震の虫倉山崩壊地）～長野駅
前 14:30 着～善光寺～長野駅 16:00 解散
■B コース 定員 30 名程度
【長野県神城断層地震(2014)と地すべり災害】
JR 長野駅東口(ユメリアバスパーク)8:30 出発～神城地区の家屋
被害や河川被害～塩島の断層変位～昼食：サンテインおたり～八
方岩地すべり・カクレ沢地すべり～休憩：道の駅白馬～JR 長野駅
17:00 解散
■C コース 定員 30 名程度
【上高地の成り立ちと観光地の土砂災害対策を学ぶ（宿泊：沢渡）】
（当コースは平坦ですが、自然遊歩道（未舗装）4km 程度を徒歩で
3 時間程度かけて移動します。遊歩道移動に適した靴および雨具
を各自御準備ください）
8/24 ホクト文化ホール 17:00 出発～休憩：梓川ＳＡ～上高地ホ
テル（沢渡）19:15 着
8/25 上高地ホテル 8:00 出発～坂巻地すべり（車窓より見学）～
大正池ホテル前～大正池・田代池・ウェストン碑～善六沢治山施
設～昼食・散策：河童橋～上高地バスターミナル 14:00～産屋沢
砂防施設・上高地トンネル～釜ヶ淵堰堤 15:30～松本駅 17:00
解散～長野駅 19:00 解散
１１．留意事項
現地見学会 C コース１日目の宿泊を除き、研究発表会及び現
地見学会に関する宿泊・航空券等の斡旋は行いませんので、各自
で手配下さいますようお願いします。ただし、宿泊場所はできる限り
長野市内としていただくようお願いいたします。
１２．第 56 回研究発表会及び現地見学会実行委員会
◆実行委員長：平松晋也
◆「第 56 回研究発表会及び現地見学会」に関する
お問合せは事務局までお願いします。
【事務局】
〒390-0851 長野県松本市島内 5037-1
日本綜合建設(株)松本支店 内 （担当 小野）
TEL：0263-47-5809 FAX：0263-47-6798
E-mail：n56-nagano@nihonsougou.co.jp

