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2019年度 第４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 4回理事会 

Ⅱ．開催日時 ：2019年 11月 26日（火） 12時 30分～14時 30分 

Ⅲ．開催場所 ：ハロー貸会議室新橋 F 会議室  

  東京都港区新橋 2-16-1 ニュー新橋ビル 8 階 

Ⅳ．出席者  ：理事出席 13名，監事出席 1名，その他 3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 × 

理事 新井場公徳 〇 理事 笹原 克夫 〇 理事 松浦 純生 〇 

理事 石丸  聡 × 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 〇 

理事 加藤 猛士 × 理事 中村 真也 × ― ― ― 

理事 後藤  聡 × 理事 西井 洋史 〇 （理事 13名，定足数 10名） 

 

監事 相楽  渉 〇 監事 白木 克繁 × （監事 1名） 

 

事務局 鈴木 英則 
ICL委

員長 
檜垣 大助 （その他 3名） 

シニア会 綱木 亮介 ― ― ― 

 

〇定足数 12名（理事の過半数）を満たし、理事会は成立した。 

〇高山理事は、「審議事項 4. ICL総会参加報告と WLF5への参加者拡大」より出席。 

〇議事録署名人は、八木会長、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。 

 

議題Ⅰ．審議事項 

・2019年度（公社）日本地すべり学会 第 3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 3回理事会の議事録に関し確認を求め
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た。理事からの意見は、以下の通りである。 

・中里専務理事より、「発注関係事務処理細則の承認 第 3 条 6 ④」について、以下２箇

所に記載の誤りがあるので、訂正したいと報告された。 

→「（修正前）300,000 万円以上 1,000,000円未満」を「（修正前）300,000円以上 1,000,000

円未満」へ訂正する。 

→「（修正後）300,000 万円以上 1,000,000円未満」を「（修正後）300,000円以上 5,000,000

円未満」へ訂正する。 

 

上記の訂正を条件に審議の結果、賛成 12票、反対 0票で、本議案は承認された。 

 

１．2020・2021 年度 役員候補者推薦委員と選挙管理委員の選任 

柴﨑理事より、資料に基づき 2020・2021年度の役員候補者推薦委員および選挙管理委員の

候補者の提案が行われた。 

審議の結果、賛成 12票，反対 0票で、本議案は承認された。 

 

２．2019 年台風 19 号災害で被災した会員の会費免除 

鈴木事務局長より、資料に基づき 2019 年度台風 19 号豪雨災害で被災された会員を支援す

るための会員免除の取扱いについて説明が行われた。地すべり学会メーリングリストとホー

ムページに広告したが、現時点での申込者はいない。 

 

３．日本地すべり学会が会員となっている団体の見直し 

鈴木事務局長より、資料に基づき日本地すべり学会が会員となっている団体についての説

明が行われ、入会を継続すべきか議論した。議論の内容は、以下の通りである。 

・防災学術連携体については、入会を継続すべきである。なぜなら、日本の防災関連の団体

が参加しているので、これらの団体と意見や情報を交換する場として活用できるからである。 

・ICL は、地すべり学会が国際的なプレゼンスを発揮できる場と考えている。また、年１度

の総会については、トラベルサポートを使うことにより、ある程度の地域への出張の金銭的

な負担も軽減される。ICLへの入会は継続すべきである。 

・JAFEEについては、地すべり学会の会員には森林系の方も多い。CPDも発行されるので、会

員を継続することの意義はあるだろう。 

→砂防学会は「入っている意味が不明」という理由で数年前に JAFEE を脱退している。本学

会も漫然と加入するのではなく、意義を明確にする必要がある。 
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・JABEE については、大学の工学機関であるが、大学としては JABEE を継続するために手間

がかかる上、年 100 万円程度の維持費がかかる。JABEE を脱退する大学もあるようである。

地すべり学会が入会を継続することによる学会員へのメリットは何かを議論する必要がある。

JABEE に入会していても、特に本学会から審査員の選出を依頼されるなどのメリットは見当

たらないと思う。単に金銭援助しているだけ、という気がするので脱退を検討すべきと思う。 

→JABEE を大学で保有している学生は、技術士１次試験が免除になる。この点で企業は利益

を得ている。地すべり学会が JABEE の会員となって応援することにより、JABEE 制度が継続

されて、結果的に地すべり学会の会員である企業に利益になっていることを考えると、地す

べり学会が JABEEを継続することに意味はあると思う。 

→それは大学と学生個人の関係である。本学会が入っていようが、入ってなかろうが、JABEE

の審査とは関係ない。 

JAFEE 及び JABEE への加入を継続するかどうかについては、この理事会で出た意見を参考に

執行部で再検討する。 

 

（高山理事が出席）理事の出席数は 13名 

 

４．ICL 総会参加報告と WLF5 への参加者拡大 

檜垣 ICL 委員長より、資料に基づき 9 月にパリで行われた ICL 総会への参加報告が行われ

た。説明後に行われた議論は、以下の通りである。 

・WLF5において、新たに電子ポスターのセッションができた。このセッションは、３分以

内で口頭発表できるものである。口頭発表が不要な場合は発表しなくてよい。 

→参加しやすい発表形態ができたと思う。地すべり学会誌へ ICL 総会への参加報告や発表

の呼びかけ記事を掲載して欲しい。 

・WLF5へ参加した人員の予算措置はあるのか。 

→特に予算措置はない。 

 ・従来、ICL委員会の主たる活動範囲は CDセッションへの対応としていた。今後は WLF5の参 

加者拡大についても委員会として関与していく。 

 

５．「類型化に基づく地震による斜面変動発生危険箇所評価手法の開発」に 関連するプログ

ラムについての覚書 

檜垣氏より、平成 23 年度から平成 25 年度にかけて国土技術政策総合研究所より受託した

地震地すべり研究で作成した AHP 解析プログラムを東北支部出版物に掲載したいと考えてい

る。掲載に当たって、プログラム開発者の濱崎氏との覚書案について説明が行われた。説明
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後に行った議論は、以下の通りである。 

・受託研究の成果を作成するために作ったプログラムの著作権は、発注者である国土技術

政策総合研究所にあると契約書に記載されていないのか。 

→受託研究の仕様書では、プログラムを成果として納めるようになってはいない。プログ

ラムの著作権は、開発者である濱崎氏にあると考えている。 

→受託研究を行う際の契約書に、どのように書かれているかが重要である。契約書に反し

ないように進めて欲しい。 

→契約内容を確認し、契約内容に反しないようプログラムの掲載の方法や覚書きを作成し

ていく方針とする。 

 

６． 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 13、反対 0で承認された。 

 

７．その他 

特になし 

 

議題Ⅱ．報告事項 

１． 熊本大会完了報告 

浅野理事より、資料に基づき、2019年度研究発表会熊本大会の報告が行われた。 

 

２． 2019 年台風 19 号災害調査  

関東支部および東北支部で行われた台風 19号の災害調査状況について、関東支部では櫻井

理事より、東北支部では八木理事より報告があった。 

・関東支部：関東地方の広範囲で土砂災害が発生した。情報収集した後に２日間の調査を

行った。 

・東北支部：岩手県、宮城県、福島県において調査を行った。12月中旬に地盤工学会、応

用地質学会とともに合同でシンポジウムの開催を予定している。 

 

３． 地すべり学会シニア会バイオントと南チロル地すべり巡検報告 

綱木シニア会とりまとめ役より、資料に基づいて巡検報告について報告が行われた。 
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４． 令和 2 年度 河川砂防技術研究開発公募  

５． 笹原理事より、令和 2年度の河川砂防技術研究開発公募について、国土交通省砂防部の

担当官からの情報収集を元に、以下の報告がなされた。 

６． ・令和 2年度のテーマは「生産土砂量」と地域性が強いものなので、オールジャパンの

「学会」というよりは、各地方の大学単位で応募する方が良いと考える。 

 

 

５．WCoE (World Center of Excellence)の次期テーマ応募 

檜垣 ICL委員長より、WCoEの次期テーマ（Landslide Risk Reduction）公募について報告

が行われた。応募を行ったメンバーおよびタイトルは以下の通り。 

➢ Name of Leader  

Katsuo Sasahara Professor：Natural Science Cluster, Research and Education 

Faculty, Kochi University, Japan 

➢ Core members of the activities 

Kithsiri N. Bandara: National Building Researh Organization (NBRO), Sri Lanka  

Shiho Asano: Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI), Japan  

Ryosuke Uzuoka: Disaster Prevention Research Institute (DPRI), Kyoto University, 

Japan 

➢  Short Title 

 Research on landslide initiation mechanism based on physical model 

・報告後に出された理事からの意見は、以下の通りである。 

・ICL等の国際的な活動は、語学力が必要である。国際的な活動を学会員へ依頼する場合

は、技術力だけでなく、語学力にも配慮して欲しい。 

 

６．研究委員会「新規テーマ」の募集   

笹原理事より、資料に基づき研究委員会の新規テーマの公募について、以下の報告が行わ

れた。 

・11月 1日付で地すべり学会のホームページに広報した。募集期間は令和元年 11月 1日

～令和元年 12月 31日である。 

・現在行われている研究テーマについては、研究委員の追加公募を行って行く方針である。 

 

７．会長、副会長及び専務理事の職務執行状況  

八木会長、榎田副会長、櫻井副会長、中里専務理事より、資料に基づき、それぞれの活動

報告が行われた。 
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８．英文ジャーナル Landslides の購読申込状況  

鈴木事務局長より、地すべり学会の新しいサービスとして、地すべり分野の国際英文ジャ

ーナル「Landslides」の購読者を募集したことについて報告がなされた。申請者は、33名で、

旧購読者（国際会員）数を上回った。 

 

９．学会事務局 PC の Windows10 へのアップグレード  

鈴木事務局長より、学会事務局の PCを Windows10にアップグレードしたことの報告がなさ

れた。 

 

１０．その他  

特になし。 

 

以上 

議    長    八木 浩司    ㊞ 

 

議事録署名人    相楽  渉    ㊞ 


