
 

2019年度 第３回理事会議事録 

 

Ⅰ．会議名  ：2019年度（公社）日本地すべり学会 第 3回理事会 

Ⅱ．開催日時 ：2019年 8月 20日（火） 14時 30分～17時 00分 

Ⅲ．開催場所 ：KKRホテル熊本 3F（金峯・市房） 

Ⅳ．出席者  ：理事出席 16名，監事出席 2名，その他 2名 

 

役職 氏名 出欠 役職 氏名 出欠 役職 氏名 出欠 

理事 浅野 志穂 〇 理事 櫻井 正明 〇 理事 平松 晋也 〇 

理事 新井場公徳 〇 理事 笹原 克夫 〇 理事 松浦 純生 × 

理事 石丸  聡 〇 理事 柴崎 宣之 〇 理事 八木 浩司 〇 

理事 榎田 充哉 〇 理事 高山 陶子 〇 理事 若井 明彦 × 

理事 小山内信智 〇 理事 中里 裕臣 〇 理事 渡部 直喜 × 

理事 加藤 猛士 〇 理事 中村 真也 〇 ― ― ― 

理事 後藤  聡 〇 理事 西井 洋史 〇 （理事 16名，定足数 10名） 

 

監事 相楽  渉 〇 監事 白木 克繁 〇 （監事 2名） 

 

事務局 鈴木 英則 
ICL委

員長 
檜垣 大助 （その他 2名） 

 

〇定足数 10名（理事の過半数）を満たし、理事会は成立した。 

〇浅野理事および中村理事は、「審議事項 3. 2021（令和 3 年）度の日本地すべり学会研究

発表会の担当支部」、「報告事項 2. 熊本大会開催状況」の後、退席。浅野理事は「審議事項 

6. 平成 30年 12月 12日富津市小久保での現地斜面崩壊実験にかかる映像・計測データの扱

いに関する NHKとの覚書から再度出席。 

〇石丸理事は「審議事項 2. 発注関係事務処理細則」より出席。 

〇加藤理事は「審議事項 5. 日本語が読めない発展途上国からの入会申込への対応」より出

席。 

 

〇議事録署名人は、八木会長、白木監事、相楽監事。 

 

＜議長あいさつ＞ 



 

八木会長が開会のあいさつを行った。浅野理事、中村理事は研究発表会の準備があるので、

「議題Ⅰ 審議事項 3. 2021（令和 3年）度の日本地すべり学会研究発表会の担当支部」、「議

題Ⅱ 報告事項 2. 熊本大会開催状況」を先に行う。 

 

議題Ⅰ．審議事項 

３．2021（令和 3年）度の日本地すべり学会研究発表会の担当支部 

浅野理事より、資料に基づき 2021(令和 3年)度の研究発表会の担当は北海道支部が行う提

案がなされた。 

審議の結果、賛成 14反対 0で、本議案は承認された。 

 

議題Ⅱ．報告事項 

２．熊本大会開催状況 

中村理事から、熊本大会の事前登録参加人数等について報告がなされた。 

 ・研究発表会 465名 

 ・意見交換会 308名 

 ・現地見学会 Aコース 16名、Bコース 43名、Cコース 45名 

 

（浅野理事、中村理事 退席 議題を議題Ⅰ 審議事項に戻した） 

 

議題Ⅰ．審議事項 

・2019年度（公社）日本地すべり学会 第 1回理事会議事録の確認 

八木会長が、2019年度（公社）日本地すべり学会第 1回理事会の議事録に関し確認を求め

た。賛成 12票、反対 0票で、本議案は承認された。 

 

・2019年度（公社）日本地すべり学会 第 2回理事会（電磁的記録による理事会）議事録の

確認 

八木会長が、2019年度（公社）日本地すべり学会第 2回理事会（電磁的記録による理事会）

の議事録に関し確認を求めた。 

確認に当たって理事から出された意見は、以下の通りである。 

・電磁記録による理事会は、会議による理事会と同様に回数に数える方針か。 

→理事会の決議事項を明確に記録として残したいので、会議による理事会と同様に回数に

数える方針である。今回の電磁記録の理事会では、理事会開催に必要な定款 35条 4の手続き



 

を踏んだ。 

→理事会のタイトルは「2019年度 第２回理事会議事録（電磁記録による理事会）へ修正

する。 

・議事録の「審議結果の内訳」は、議事録として必要事項か。 

→議事録に最低限必要な事項は、全理事の内の何名の理事が承認したか、監事の異議がな

いことを確認したかの 2 点である。このため、審議結果の詳細は必要事項ではない。審議結

果の内訳は、丁寧な議事となるよう記載したものである。 

・電磁記録による理事会では、理事全員の承認が必要である。このため審議の投票は、「承

認」か「非承認」かのどちらかの方が良い。「条件付承認」に一人でも投票した場合は、その

条件を加えて、再度、審議を行うようことになる。短い時間で理事の承認を得るため電磁記

録の理事会を行っているが、逆に時間を要してしまう。 

→今後は、「承認」、「非承認」のどちらかに投票する方針とする。 

・賛成 12票、反対 0票で、本議案は承認された。 

 

１．表彰細則の改定 

柴﨑理事より、資料に基づき表彰細則の改定内容について説明が行われた。 

審議の結果、賛成 12票，反対 0票で、本議案は承認された。 

 

（石丸理事が出席） 

 

２．発注関係事務処理細則の見直し 

柴崎理事より資料に基づき発注関係事務処理細則の見直し内容について説明が行われた。 

説明後に行った議論は、以下の通りである。 

① 会計処理 

監査の際、どの領収書がどの項目に該当しているのかがわかりにくい。メモで良いので

領収書と会計項目をリンクさせて欲しい 

→2月に学会事務局から支部へ会計報告書類の作成とりまとめをお願いする際、領収書

と会計処理項目がリンクするよう依頼する。 

② 発注事務手続き 

今回の細則では、承認者が必要になっている。メールなどで承認ではいけないか。 

→会計書類として残す必要があるので、用意した発注伺書で承認手続きをして欲しい。 

③ 細則施行前の通知 



 

発注事務を速やかに移行するために、施行前に、発注関係事務処理細則が変わることを

各支部へ通知することが必要である。 

→事務局が通知対応する。 

④ 発注関係事務処理細則の承認 

以下の修正・確認を行うことを条件に審議の結果、賛成 13 票、反対 0 票で、本議案は

承認された。 

・第 3条 6 

（修正前）見積社数は適正な価格で発注が可能な数とする。 

（修正後）見積社数は担当部等の判断に必要な数とする。 

・第 3条 6 ① 

（確認）「幹事長」という語句は、定款・規則で定められたものか確認すること。 

（確認結果）研究発表会実施細則第 10 条で「幹事長」は定められているので、執行部

案で良い。 

・第 3条 6 ④ 

（修正前）300,000万円以上 1,000,000円未満のものについては事前に研究代表者の承 

認を得るものとし、1,000,000円以上のものについては理事会の承認を得る 

ものとする。 

（修正後）300,000万円以上 1,000,000円未満のものについては事前に研究代表者の承 

認を得るものとし、5,000,000円以上のものについては事前に理事会の承認 

を得るものとする。 

 

４．国際会員の廃止と Springerとの購読契約 

鈴木事務局長委員より、資料に基づき国際会員の廃止と Springerとの購読契約案について

説明が行われた。説明後に行った議論は、以下の通りである。 

・どのような手続きで地すべり学会の会員が「Landslides」の tokenを付与されるのか 

→手続きの方法は、地すべり学会の会員に「Landslides」の購読希望を募り、地すべり学

会の事務局がとりまとめ Springerへ伝える。地すべり学会事務局より希望者へ tokenを付与

することを考えている。地すべり学会の会員は 25 ユーロ/人で「Landslides」の token を付

与できるような契約を Springerと結びたいと考えている。 

・内容は確定していないが、大筋で問題ない場合は、執行部判断で契約締結したい。 

審議の結果、賛成 13反対 0で、本議案は承認された。 

 

 



 

（加藤理事が出席） 

 

５．日本語が読めない発展途上国からの入会申込者への対応 

鈴木事務局長委員より、資料に基づき日本語が読めない発展途上国からの入会申込者への

対応について説明が行われた。説明後に行った議論は、以下の通りである。 

・なぜ、海外会員の区分は、暫定的に学生会員にするのか 

→海外会員のニーズがあるか現時点ではわからないので暫定的な対応を考えている。ニー

ズがあるようであれば、定款・規則を踏まえた海外会員の位置づけたいと考えている。 

・海外向けのサービス事業に位置付けてはどうか。 

→ニーズがあるか発展途上国の方への地すべりに関する普及海外向けのサービス事業とし

ての位置づけにしてはどうか。 

→どの程度のニーズがあるか確認してから、定款変更を含めふさわしい位置づけを検討す

る。 

審議の結果，対応方針について賛成 14反対 0で承認された。 

 

（浅野理事が出席） 

 

６．平成 30年 12月 12日富津市小久保での現地斜面崩壊実験にかかる映像・計測データの扱

いに関する NHKとの覚書 

笹原理事より、資料に基づき平成 30年 12月 12日富津市小久保での現地斜面崩壊実験にか

かる映像・計測データの扱いに関する NHK との覚書について説明が行われた。説明後に行っ

た議論は、以下の通りである。 

・映像リストはどの程度あるのか。 

→放送したもの、放送したもの以外もあるので映像データは膨大であると思う。どの範囲

のデータまで対象とするのかは、これから NHKと交渉する。 

・データの管理はだれが行うのか。 

→地すべり学会と考えている。学会のどこかは、まだ、考えていない。 

・データ提供の希望者があった場合、どのような手続きを考えているか。 

→内規を定めたいと考えている。NHK と具体な協議を踏まえて再度、覚書を理事会へ提示

したいと考えている。 

 審議の結果，対応方針について賛成 15反対 0で本議案は承認された。 

 



 

７．第 5回斜面防災世界フォーラム（WLF5）での京都コミットメントへの署名 

檜垣 ICL 委員長より、資料に基づき、第 5 回斜面防災世界フォーラム（WLF5）での京都コ

ミットメントの優先行動について説明が行われた。 

・地すべり学会もこの京都コミットメントの優先行動に同意する。地すべり学会としてこ

の京都コミットメントに署名を行う。 

審議の結果、賛成 15反対 0で、本議案は承認された。 

 

８．入退会者状況 

鈴木事務局長より、資料に基づいて入退会者状況について説明が行われた。 

審議の結果，入会者については賛成 15反対 0で承認された。 

 

９．令和 2年度出版許可申請 

櫻井理事より、資料に基づいて「防災のための地すべりの読み解き方-斜面災害危険度評価

ガイドブック-」を出版することについて、出版企画の概要説明と出版委員会の審議結果の報

告が行われた。 

出版委員会より提示された許諾条件のもとで審議の結果，賛成 15反対 0で承認された。。 

 

議題Ⅱ．報告事項 

１． 2019年度（公社）日本地すべり学会 通常社員総会 

中里専務理事より、2019年度（公社）日本地すべり学会通常社員総会の議事録の内容につ

いて報告がなされた。 

 

２． 2019年度若手対策事業 

高山理事より、資料に基づき 2019年度若手対策事業について報告がなされた。説明後に出

された意見は、以下の通りである。 

・中部支部では集客を 300人見込める盛況なイベントになっているようである。 

→昨年度の実績を考えると、300人以上が集客できるのではないかと考えている。土木関

係者だけでなく、多くの子供達も参加するだろう。昨年度も本部からの予算 17万円を超えた。

超えた額は、支部で負担した。予算をもう少し増やして欲しい。 

→当学会の財務状況を勘案して、今後検討したい。 

 

３． 熊本大会での第 5 回斜面防災フォーラム（WLF5）における日本地すべり学会主催セッシ

ョンの取組み状況 



 

檜垣 ICL委員長より、資料に基づいて WLF5における地すべり学会の取組み状況について報

告がなされた。 

 

４． （要注意）発展途上国から学会大会への怪しい参加申し込み 

鈴木事務局長より、以下の報告がなされた。 

・学会行事への参加を理由に、訪日ビザを取得する者がいる。このような者は、ビザ取得

に身元保証書等の書類を執拗に要求してくるそうである。本当に学会行事への参加が目的な

のか、慎重に判断する必要がある。 

 

 

以上 

議    長    八木 浩司    ㊞ 

 

議事録署名人    白木 克繁    ㊞ 

 

議事録署名人    相楽  渉    ㊞ 


