
平成 30 年 3 月 21 日 

関東支部会員各位 

公益社団法人日本地すべり学会 

  関東支部長 櫻井正明 

 

公益社団法人日本地すべり学会関東支部 

平成 30年度支部総会 

及びシンポジウム・意見交換会の開催について（ご案内） 

 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 日頃より、（公社）日本地すべり学会関東支部の活動にご理解とご協力を賜り厚く

御礼申し上げます。 

 さて、関東支部では、下記のとおり平成 30 年度支部総会を開催いたしますので、

ご出席を賜りますようお願い申し上げます。また、総会に引き続き、シンポジウム(一

般公開)、意見交換会も予定しております。ご多用中とは存じますが、会員の皆様の積

極的なご参加をお願い申し上げます。 

なお、お手数でも、シンポジウム等申込書(エクセルファイル)に、記載の上、平成 30

年 4 月 20 日までに、電子メールにてご返送ください。また、総会に御欠席の場合は、

委任状もご提出していただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

１．行事日程 

１）支部総会 

期 日：平成 30 年 5 月７日（月） 11:00－12:00（受付開始 10:45） 

場 所：東京大学工学部武田先端知ビル５階 武田先端知ホール（東京都） 

参加者：関東支部会員 

２）シンポジウム 

期 日：平成 29 年 5 月７日（月）  12:45－16:45（受付開始 12:15） 

場 所：東京大学工学部武田先端知ビル５階 武田先端知ホール（東京都） 

参加費：一般・正会員 2,000 円（参加費前納）、学生・学生会員無料（要申込） 

３）意見交換会 

期 日：平成 29 年 5 月 7 日（月）  17:15－19:15 

場 所：東京大学農学部 レストランアブルボア(東京都） 

参加費：5,000 円（参加費前納） 

４）問い合わせ先 E-mail：ms@fcri.co.jp 

 

２．事前申込・参加費前納のお願い 

シンポジウム、意見交換会は、事前に申込をいただき、参加費を前納としており

ますので、円滑な運営にご協力ください。具体的には、平成 30 年 4 月 20 日（金）

までに、申込をしていただいた方に、請求書を送付しますので、銀行振込により払

い込みをお願いします。 

なお、参加費は、当日、欠席されても返金いたしませんので、ご了承願います。 



３．申込方法等 

１）シンポジウム等申込書の入手 

 関東支部ホームページから、シンポジウム等申込書（エクセルファイル）、委任状

原稿（エクセルファイル）をダウンロードすることができます。 

 関東支部ホームページ：https://japan.landslide-soc.org/kanto.html 

 （学会ホームページから入ることができます） 

２）シンポジウム等申込書の提出 

シンポジウム等申込書（エクセル）に必要事項を記載の上、ファイル名に申込者の

名前を加えて変更し、下記アドレスに添付ファイルとして送付してください。また、

メールの件名は、「総会連絡」としてください。 

なお、総会を欠席される方は、委任状（スキャニングしたＰＤＦファイル）も併せ

て提出してください。 

  提出先Ｅ-mail ：kt@fcri.co.jp   

  提出期限：平成 30 年 4 月 20 日(金) 

３）委任状の提出 

総会を欠席される方は、シンポジウム等申込書と合わせて委任状を提出してくださ

い。具体的には、記載した委任状をスキャニングしたＰＤＦファイルを、「総会等連絡

票」とともに、電子メールに添付して送付してください。 

なお、ＰＤＦファイルのファイル名は、「委任状」に、氏名を加えたものとしてくだ

さい。 

 

公益社団法人日本地すべり学会関東支部 

平成３０年度総会委任状（支部会員用） 

・総会をご欠席される方は、委任状をご記入ください。 

・総会の議決権は、平成 30 年 3 月下旬を基準日とします。基準日以降に、転勤等に

より支部を変更される予定の方も、お手数でも、委任状をご提出ください。 

・基準日以降に関東支部の所属となった正会員（個人）も、連絡票を提出し、総会

に出席することにより、議決権を行使できます。 

 

 

委   任   状 

 

私は、関東支部長を代理人として定め 

公益社団法人日本地すべり学会関東支部・平成３０年度支部総会 

に関する一切の権限を委任します。 

 

平成    年  月  日 

 

住所：                           

 

氏名：               印 

（必ず自筆署名にて、ご捺印をお願いします） 

https://japan.landslide-soc.org/kanto.html


【関東支部とは？】 

 

【支部】 

 日本地すべり学会では、北海道、東北、新潟、関東、中部、関西、九州の７つの支部をおい

て、地域にねざした活動を行っています。 

 関東支部は、最も新しい支部ですが、創立より 10 年を経過しています。 

 

【支部会員】 

日本地すべり学会の正会員（個人・法人）は、いずれかの支部に属します。 

正会員は、希望の支部に属することができますが、特に希望しない場合は、学会誌の送付先の

住所により所属が決まります。 

 

【関東支部】 

 関東支部では、毎年、シンポジウム・現地検討会等の行事を開催しているほか、関東支部管内

の災害調査、学会の研究発表会運営（６年に１回）の中核組織となっています。 

 関東支部は、支部長、副支部長、支部監事のほか、運営委員及び幹事により運営されていま

す。 

 

【関東支部の区域】 

群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、山梨県 

 

【関東支部会員】 

関東支部会員とは、関東支部に所属する正会員（個人・法人、海外在住の正会員を含む）で

す。関東支部の会員数は、400名以上です。 

 

【総会】 

 関東支部の総会は、毎年 5月に、関東支部会員を集めて開催されます。 

関東支部総会の定足数は、関東支部会員の総数の 1/5以上です（委任状を含む）。 

毎年、役員を中心に呼びかけを行って、なんとか定足数を満たしている状況ですので、関東支

部会員の方は、ぜひ、総会成立にご協力ください。 

 

【総会の議決権】 

総会の議決権は、3月下旬を基準日とします。基準日の会員名簿において、関東支部会員であ

る方が、関東支部総会の議決権を行使できます。なお、正会員（団体）の場合は団体の代表者で

す。 

基準日以降に転勤等により支部を変更される方も、お手数でも委任状をご提出ください。 

また、基準日以降に関東支部の所属となった正会員（個人）でも、申込を行って総会に出席す

ることにより、議決権を行使できます。 

  



日本地すべり学会関東支部 平成 30年度シンポジウム 

―地形・地質からみた関東の地すべりー 

 

当学会の関東支部は、関東１都６県に山梨県を含めた首都圏を担当地域としており

ますが、このなかには、人口の集中した東京圏から農山村部、急峻な山岳地帯が広が

っており、古くから斜面災害がくりかえし発生しております。小出博は、日本の地す

べりを、その地質的な特徴から、第三紀層地すべり、破砕帯地すべり、温泉地すべり

の三つに分けましましたが、いずれのタイプも見ることができます。 

 今回は、改めて、関東支部管内の地すべりを地形・地質的な観点から考えてみるこ

ととし、知見をお持ちの研究者・技術者を講師としてお招きして、お話をいただきま

す。 

 

主催：公益社団法人日本地すべり学会関東支部 

期日：平成 30年 5月 7日（月）12:45～16:45（受付開始 12:15） 

場所：東京大学工学部武田先端知ビル５階・武田先端知ホール（東京都） 

東京都文京区弥生 2－11－16 

最寄り駅：地下鉄千代田線根津駅から徒歩 5分、地下鉄東西線東大前駅から徒歩 10分 

     地下鉄丸ノ内線本郷三丁目駅から徒歩 15分 

http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_16_j.html 

参加費：一般・正会員 2000円（参加費前納）、学生・学生会員 無料（要申込） 

ＣＰＤ：CPD参加証発行、森林分野 CPD(JAFEE,建設系 CPD協議会)認定 

 

次第： 

(1)開会                  12:45 

(2)支部長挨拶 

(3)シンポジウム ―地形・地質からみた関東の地すべり― 

講演１            12:50～13:35 

関東の地質と斜面災害        稲垣秀輝（環境地質）   

講演２                   13:35～14:20 

空から見る関東の地すべり地形      井口 隆（防災科学技術研究所） 

休憩                   14:20～14:30 

講演３                   14:30～15:15 

群馬県烏川中流域の巨大地すべり地形 中里裕臣（農業・食品産業技術総合研究機構） 

講演４                      15:15～16:00 

神奈川県箱根の温泉地すべり     中村三郎（防衛大学校名誉教授） 

 総合討論(コディネータ：櫻井正明)     16:00～16:45 

(4)閉会      16:45 

  



申込方法等： 

・所定のシンポジウム等申込書（エクセルファイル）に必要事項を記載の上、ファイ

ル名に申込者の氏名を加えて、下記のアドレスに送信してください。なお、件名は、

「申込」としてください。 

申込期限：平成 30年 4 月 20日（金） 

送付先アドレス:kt＠fcri.co.jp 

・所定の申込書等は関東支部ホームページからダウンロードできます。 

関東支部ホームページ https://japan.landslide-soc.org/kanto.html 

（学会ホームページから入ることができます） 

・関東支部会員（関東支部に属する正会員（個人・団体））は、シンポジウム等申込書

（エクセルファイル）を用いて、午前中に開催される総会の出欠を含めて、ご連絡く

ださい。なお、正会員（団体）は、団体の代表者に総会の議決権があります。 

・関東支部会員の方で、総会を欠席される方は、委任状（ＰＤＦファイルにて添付）

を提出してください。 

・参加費は前納となります。参加申し込みをしていただいた方に、請求書を送付し

ますので、指定の銀行口座（ゆうちょ銀行）に振り込みをお願いします。 

・参加費は、当日、欠席をされても返金いたしませんのでご了承ください。 

・領収書・CPD参加証は、当日発行します。 

・問い合わせは、下記のメールアドレスにお願いします。 

  問い合わせアドレス:ms@fcri.co.jp 

 

 

  



会場案内図 

 

■総会及びシンポジウム：武田先端知ビル５階・武田先端知ホール 

東京都文京区弥生 2－11－16 東京大学工学部内(浅野キャンパス) 

武田先端知ビル（TEL 03-5841-1163） 

地下鉄南北線「東大前」駅１番出口 徒歩 10分 

地下鉄千代田線「根津」駅 1番出口 徒歩 5分 

地下鉄大江戸線・丸ノ内線「本郷三丁目」駅  徒歩 25分 

http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_16_j.html 

 

■意見交換会：東京大学農学部・レストランアブルボア 

  東京都文京区弥生1-1-1 東京大学農学部内（弥生キャンパス） 

向ヶ岡ファカルテイハウス１階(TEL:03-5840-8901) 

  http://www.mukougaoka-facultyhouse.jp/index.html 

 

東京大学本郷キャンパスマップより 

関東支部会員の皆様へ 

 関東支部からの行事等の連絡は、主として、①関東支部ホームページ、②学会メーリングリス

ト、を通じて行います。 

関東支部ホームページ https://japan.landslide-soc.org/kanto.html 

（学会ホームページから入ることができます） 

なお、学会メーリングリスト（メール配信サービス）は、学会ホームページから登録できます

ので、ぜひ、登録してください。 

アブルボア 
入口 

入口 

東大前駅１番出口 

根津駅１番出口 


