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1．はじめに 

公益社団法人日本地すべり学会（以下，学会とする）は，「地すべり等の斜面変動及びこれに関

連する諸現象の研究ならびに当該諸現象に起因する災害の防止対策に関する研究者及び技術者相

互の交流を図り，その有機的な連携のもとに学術的，総合的な調査研究に関する事業を行い，そ

の成果を広く内外に公表し，もって科学技術の振興とより安全な地域環境の実現を目指し，国民

福祉の向上に寄与する」ことを目的とした学会です（定款第 3条）。 

 学会は，地すべり，崩壊，土石流，岩石崩落など，様々なテーマで研究委員会・研究発表会・

普及講演会・見学会・外国人研究者講演会などの開催，学会誌の編集・発行，災害調査団の派遣

など，さまざまな活動をしています（定款第 4条）。 

                                             

研究発表会は，学会の基幹活動の一つであり，毎年１回，地すべりなどの斜面変動に関する諸

現象ならびにその災害防止対策に関する知識・技術の進展に寄与することを目的として開催され

ます（研究発表会実施細則第２条）。そして，学会規則第 22 条において，学会事業計画部が所掌

し，研究発表会実施細則の定めるところにより，円滑な事業運営を図ることとされています（規

則第 22 条 2 項）。その開催地は北日本ブロック（北海道支部，東北支部，新潟支部：9 年ごと），

西日本ブロック（関西支部，九州支部：6 年ごと），東日本ブロック（関東支部，中部支部：6 年

ごと）の持ち回りとし，関連分野の全国的行事の開催状況などを考慮して該当ブロック内で開催

地および担当支部を決定し，担当支部が主体となって大会の準備・運営を行います（同細則第 7

条）。年度毎の担当グループと支部は別紙資料のとおりであり，特段の事情がない限り別紙資料の

順番で持ち回ることとなります。 

 

本運営指針は，学会が開催する”研究発表会”の企画・運営が円滑に行えるよう， 

○ 開催までのスケジュール 

○ 研究発表会の内容 

○ 必要な組織と役割，運営 

などについてまとめたものです。ただしあくまでも要領であり，担当支部の独自性を打ち出すこ

とを否定するものではありません。
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2．開催地決定から決算までの流れ 

研究発表会の開催地は，学会の担当支部管内で決定することになっており，事業計画部は必要

に応じその助言を行います。 

100件を超える研究発表，500名におよぶ参加者数という大会規模を考慮すると，会場確保が重

要で，そのためには開催予定期間の 1 年前（場所によっては 1.5 年前）には会場予約が必要であ

ることから，さらにその数ヶ月～半年前（すなわち開催前々年度の第 3 第 4 四半期）から開催地

の検討調整が必要です。 

 

開催地選定に当たっては， 

①支部内都道府県・都市における過去の開催履歴 

②他の全国的な関連行事の開催状況（土砂災害防止月間全国の集いなど） 

③その他（テーマ，地域の事情，運営上の理由など） 

を考慮し，地すべり対策事業を所管する都道府県の土木サイド，林務サイド，農地サイドと情報

交換しながら検討する必要があります。 

開催地決定から開催・決算までの一般的なスケジュールを表 2.1 に示します。ただし記述した

実施月については１ヶ月程度前後します。 

 

表 2.1 研究発表会開催までの流れ 

時期 内容 

前年 3 月までに ・事業計画部は，当該ブロック内の支部と連絡を取り，研究発表会担当の内諾を得る 

・担当予定支部は，管内都道府県や関連学協会支部等の行事に関する情報収集を行い，開催地

候補を絞り込む 

・事業計画部は，3 省庁に担当予定支部および開催地候補の情報を伝えるとともに，全国的な関

連分野行事の開催情報を収集する 

・理事会は担当支部を決定する 

前年 5 月までに ・担当支部は，開催地を決定し会場予約を行う 

前年 6 月までに ・担当支部は，開催地の都道府県へ開催に当たっての協力依頼を行う。 

・担当支部は，準備委員会を立上げる 

前年 8 月 ・担当支部は，当年研究発表会にて，事業計画部との打ち合わせを実施する 

・事業計画部は，運営要領などを提供する 

前年 9 月 ・担当支部は，幹事会・事務局を設立する（準備委員会解散，実行委員会組織検討） 

前年 10 月 ・担当支部は，実行委員会を設立し，開催する 

・実行委員会と事業計画部は，学会誌 No.6（11 月号）会告に開催予告を掲載する（原稿の締め切

りは 10 月下旬） 

前年 12 月 ・事業計画部は，部会において実行委員会事務局との打ち合わせを行う 

・実行委員会と事業計画部は，学会誌 No.1（1 月号）会告に開催案内（概要）を掲載する（原稿の締

め切りは 12 月下旬） 

当年 2 月 ・実行委員会と事業計画部は，学会誌 No.2（3 月号）会告に開催案内（詳細）を掲載する（原稿の締

め切りは 2 月下旬） 

当年 8 月まで ・実行委員会幹事会・事務局が中心となり，適宜 実行委員会・幹事会・事務局会議を開催する 

・実行委員会事務局は，事業計画部会にて準備状況の報告および協議を行う 

当年 8 月下旬 ・研究発表会の開催 

当年 11 月下旬 ・実行委員長(もしくは担当支部長)は，発表会開催結果を理事会に報告する（実施細則第 11 条） 

当年 12 月まで ・決算報告後，実行委員会・幹事会・事務局は解散する 
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3．研究発表会実施内容 

3.1 研究発表会とは 

  研究発表会は下記に示す項目・内容で構成することを基本とします。 

 

1) 行事内容 

①県民講演会，②開会式，③表彰式，④特別講演，⑤研究発表会（一般セッション，特別セ

ッション），⑥ポスターセッション，⑦新技術紹介セッション，⑧意見交換会，⑨閉会式，⑩

現地見学会 
 
【参考】 

第 42 回富山大会では，「子ども地すべり学会」などの独創的な行事を開催した。

第 55回高知大会では，「特別講演」に変わる「特別企画」として，地元の学校におけ

る防災教育活動について、元校長のアドバイザーや小中学生による発表を行った。第

53回茨城大会，第 54回山形大会，第 56回長野大会では，「ランドスライドフォトコ

ンテスト」を実施した。 

 
 

2) 開催日 

毎年 8月下旬の開催が定着していますが，開催地の環境，条件，曜日等も勘案して決定しま

す。関連団体、学会の催しなどの日程にも留意する必要があります。 

 

【参考】 

第 38回札幌大会は観光繁忙期を避けて 9月 6～9日に開催した。また，第 49回沖

縄大会は繁忙期と猛暑を考慮して，梅雨明け後の 7月 6～9日に開催した 

 

注意！ 9月 1日は「防災の日」のため，自治体関係者は都合がつかなくなる場合がある。 

 

3) 開催日程 

過去の例では，火曜日を第 1日目（県民講演会）とし，金曜日を第 4日目（現地見学会）と

した場合が多いです。 

 
【参考】 

過去の一般的な開催例 
第 1日目   夕方より ①県民講演会 

 
第 2日目   午前 ････②開会式，③表彰式，④特別講演 

午後 ････⑤研究発表会，⑥ポスターセッション， 
⑦新技術紹介セッション 

夕方 ････⑧意見交換会 
 

第 3日目  終日 ････⑤研究発表会，⑥ポスターセッション（午後：コアタ

イム） 
⑦新技術紹介セッション 

夕方 ････⑨閉会式 
 

第 4日目  終日 ････⑩現地見学会 
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【参考】 

第 52回島根大会では，現地見学会に宿泊を伴うコース（隠岐島コース）を設けた。

また，第 54回山形大会，第 55回高知大会，第 56回長野大会では第 3日目夕刻出発

の宿泊を伴うコースを設けた。 

 

 

 

4) 後援・協賛の依頼 

開催にあたって，外部団体に後援・協賛をお願いする場合があります（別添資料参照）。基本的

に実行委員会の判断により決定し，依頼を行います。なお，後援・協賛をお願いする場合，相手

先により決定までに時間がかかる場合があります。 
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3.2 研究発表会の実施内容 

 各行事の主旨・内容は，下記の通りです（番号は前節を参照しています）。 

 

①県民講演会 

 学会の社会貢献の一端を兼ねて，学会員を含めた一般市民を対象として開催する講演会で，

特に一般市民への広報・啓発の目的を含みます。講師の選定基準は学会として特に明文化して

はいません。科学学会としての適応性をふまえ，知名度・品位・集客度・話題性・開催県との

関連性・費用などを考慮して，実行委員会が決定します。 

 
 

【参考】 

・第 47 回神奈川大会では，神奈川県県立生命の里・地球科学館と共催で，14:00～

16:00に神奈川県県立生命の里・地球科学館で開催している（同館の学芸部長によ

る講演を含む）。 

・第 53 回茨城大会では，国研)防災科学技術研究所と共催で，13:00～16:30に防災

科学技術研究所で開催している（同研究所員の方より講演，施設見学等）。 

 

 

②開会式 

 研究発表会の開会に当たる式典で，開式の辞（実行委員長），会長挨拶，来賓挨拶，来賓紹

介などを執り行います。所要時間は 30 分程度です。閉式の辞の後，来賓に退席いただいて会

場設営を行います。会場の出席者はそのままの状態で，③表彰式に移行します。 

来賓は，通常，開催地の首長（知事・市長），三省庁（国土交通省砂防部，農林水

産省農村振興局整備部，同林野庁森林整備部）,斜面防災対策技術協会，共催・後援

団体の代表の方々に列席していただいています。このうち登壇いただくのは、首長，

三省庁，斜面防災対策技術協会からの来賓となります。共催・後援団体の方々は、通

常会場の最前列に席を設けて列席いただいています。 

三省庁からの来賓ご出席依頼，および来賓の方々のお名前・所属の確認等について

は学会本部が行います。式典では，首長および三省庁来賓のうち一名から祝辞を頂き

ます。なお，開催地の事情により，これ以外のご来賓をお招きする場合もあります。 

 

【参考】 

・第 53 回茨城大会では，総務省消防庁，文部科学省からのご来賓をお招きし

ている（協賛団体代表者として）。第 56 回長野大会では、共催・後援団体か

らの来賓も登壇していただき、本部来賓の後ろにご着席頂いた。 

 

 

 

③表彰式 

 学会表彰には，論文賞，研究奨励賞，谷口賞，技術報告賞，査読賞，国際賞があります。表

彰委員長より選定の経過報告を行い，表彰状の授与及び受賞者の挨拶などを行います。所用時

間は 15分程度です。表彰状の準備は本部事務局が行います。 

 

④特別講演 

 開会式・表彰式に引き続き，同会場にて行います。講演は，通例 2～3 名となっています。

原則として，前年度論文賞表彰を受けた方の受賞講演を含みます（人数が多い場合は全員でな

くても構いません）。論文賞受賞者への依頼は，本部・事業計画部が行います。 
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それ以外の講演者としては，開催地に関連の深い地すべり研究，災害，防災事業等を紹介す

る内容をお願いしています。依頼等は実行委員会で行います。質問を含め概ね 40～50 分／人

程度でお願いしています。 

 

⑤研究発表（口頭発表） 

 大会の中心的行事で，個人や団体が地すべりに関する研究成果を発表します。申込件数は概

ね 100～150件となっており，分野別にセッション分けして，1件 15分程度で発表を行います。

近年は， 3会場を設けて 1.5日間で実施しています。 

大会によっては，タイムリーなテーマを選んで特別セッションを企画する場合があります。

テーマは，学会員および実行委員会からの提案に基づき，事業計画部会で決定します。会員か

らのテーマ募集は，会告などを通じて行います。特別セッションでは，セッションごとに世話

人を選定し，全体の企画・当日の座長等を担当していただきます。特別セッションでは原則的

に１コマ分の討論の時間を設けます。発表方法および申込方法は，一般セッションに準じます。 

 

i）事前準備  

発表の募集，発表プログラムの作成，会場の割付・座長の決定，講演集の原稿作成や印刷は，

事業計画部が行います。なお，各セッションの副座長（タイムキーパー）は，実行委員会によ

り担当支部の中から選任します。 

会場準備は実行委員会が担当します。発表会場数は，発表数，特別セッションの有無などに

より変わりますが，ここ数年は 3 会場となっています（第 52 回島根会場では，特別セッショ

ン用に 1 日だけ 4 会場としました）。概ね 100名以上の入場が可能な会議室を会場にあててい

ます。また，ほとんどの大会で，式典に使用したメイン会場を発表会場の一つにしています。

各会場に、発表のための映写設備、講演者に時間を知らせる設備（ベル等）等を準備します。 

 

 ⅱ）発表方法 

発表は PCとプロジェクターを使用します。このため各会場にプロジェクターや PCなどを

準備する必要があります。発表に使うデータは，セッション開始前に発表者が会場に持参し，

担当者の補助のもと会場の PCにコピーする方法，あるいは実行委員会で当日事前に原稿を受

け取って担当者が会場の機器にコピーする方法などが取られています。発表時のトラブルを防

ぐため，発表に使うデータの形式や入力方法などシステムの運用方法を事前に検討・公開・案

内をしておくことが必要です。発表データの形式やバージョンなど具体的な仕様の案内は，大

会ホームページ等を使って行います。動画や音声機能の希望，異なる OSのパソコン使用，個

人パソコンの使用などの希望がある場合がありますので，事前にどこまで対処するかを決め，

案内をしておくことが必要です。また，発表会場と同じ機材を試写用として別に用意し，発表

者による事前の画面表示の確認を行っています。PC やプロジェクター関係の部分は，運用も

含めてアウトソーシングするという選択肢も考えられます。なお発表終了後に PCからデータ

削除を確実に行い、またウイルス・マルウエアの感染が無いように注意も必要です。 

 

【参考】 

第 53回茨城大会では，発表者の発表データを事前に受付窓口で預かり，それを各

会場の PCと LAN 接続された事務局側の PCにコピーする方法を採用した。この方

法では，発表データを一元的に管理し，発表データの作動確認が確実にできるなど

のメリットがあった半面，専用の設備（それに伴う費用）が必要，事前準備に手間

がかかるなどのデメリットもあった。第 54回山形大会以降は、当日事前に原稿を受

け取って担当者が会場の機器にコピーする方法がとられている。 
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【参考】 

第 54回山形大会で，事前の案内とは異なる様式のデータを受付け，発表時会場で

トラブルとなるケースが発生した。事前に作動チェックは行ったが，本番で作動し

なかった。聴講者に多大な迷惑をかけることになるので，使用可能な方法の確実な

事前アナウンス，受付の際の対応（受付を断るのも一つの選択），トラブル時の対応

などを十分検討しておく必要がある。 

 

 

ⅲ）講演集の準備 

第 53回茨城大会から，講演集を冊子ではなく CD-ROMとし，以下のスケジュールで作成を

進め，研究発表会当日に配布するとともに，開催の 1カ月前から参加申込者に対して Web公開

するようにしました（8月後半開催の場合）。ただし，当面は従来の紙媒体の冊子講演集も事前

予約制で作成し，有償で提供します。準備は，事業計画部が主体となり行います。 

・6月初旬：発表申込・原稿提出締め切り  

・6月末 ：プログラム完成 

・7月初旬：プログラムを大会ホームページに公開 

・7月末 ：参加申込者に対して講演集の Web公開開始  

・大会当日：CD-ROM配布  

 

⑥ポスターセッション 

研究発表（口頭発表）とは別の会場で行います。小人数対応なので議論を深めやすく，発表

者が不在の場合でも，常時発表資料を閲覧できる利点があります。近年は 40～60 件程度の発

表があります。 

発表は，展示板に図・表・写真・説明文などを記載したポスターを張り出して展示や説明を

行います。1 時間程度のコアタイムを設けて，発表者はその時間必ず常駐し説明を行うことと

しています。コアタイムは 2日目の午後最初に設けられる場合が多く，その間は口頭発表を設

けず，多くの聴講者がポスター発表に参加してもらうようにしています。 

大会によっては，大会直前に発生した大きな災害などをテーマとして緊急展示を追加して行

うこともあります。この場合，講演集への発表原稿提出・掲載は必要ありませんが，正式な発

表扱いとはなりません。 

 

i）事前準備 

発表の募集，申込受付，発表プログラムの作成，講演集の原稿作成や印刷は，口頭発表と合

わせて事業計画部が担当します。 

発表会場の準備は大会実行委員会が担当します。会場はポスター発表者数にもよりますが，

すべてのポスターが掲示でき，なおかつ説明者と聴講者が無理なく応対できるだけのスペース

が必要です。また，隣接するポスター間は，説明者が立つスペースを考えて設定する必要があ

ります。ポスターの張り出しは，研究発表会初日の午前中までに決められた場所に発表者自身

で行い，原則として発表会終了後に発表者が各自で撤収します。 
 

⑦新技術紹介セッション 

 地すべり関連分野に関する新技術を発表する場として，専用の会場（スペース）を設けて，

企業や団体が機器，工法およびソフト等の展示や紹介を行います。展示品はハードウエア（機

器類）・ソフトウエア（PCソフト類）などさまざまです。 

 

ⅰ）事前準備 

発表募集は，学会誌およびホームページで行います。必要に応じて，学会賛助会員の企業や
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過去に発表した実積のある企業団体，広範囲に事業展開する企業団体などに対して，事業計画

部から発表の働きかけを行うことがあります。また，開催地の企業・団体等に対しては，実行

委員会から発表の働きかけを行う方が有効です。新技術紹介の各発表は，発表講演集に発表要

旨を掲載します。要旨の原稿は，事業計画部で取りまとめて講演集に掲載します。 

会場準備は大会実行委員会が担当します。１発表当たり4m2程度のブース面積が必要であり，

原則として各ブースにパネル・机・椅子・電源等を用意します。近年は，電力容量の追加やイ

ンターネット接続を求められるケースもあるため，余裕をもって対応できるよう，会場準備の

段階で事前に様々なケースを検討しておいた方がよいでしょう。また，過去には展示物の重量

が問題になったケース（エレベータの積載制限など），別途照明を希望されたケースなどがあ

りました。あらかじめ会場の設備等をよく確認し、事前に発表者へ周知・確認しておくことが

重要です。 

 

ⅱ）聴講者増員への配慮 

 新技術紹介セッションの参加費は，大会運営上の財源ともなります。発表団体にとって魅力

あるものとするため，ブースを訪れる聴講者が多くなるように努めることが極めて大切です。

会場を閉め切られた会議室などにしてしまうと，発表会参加者がなかなかブースを訪れないと

いうことになってしまいますので，会場を決める際に，研究発表会場に近いところにする（で

きるだけ同じ階にする），聴講者の動線を考えるなどの配慮が必要です。また，新技術紹介セ

ッション会場への経路を分かりやすくする，別の催しと組み合わせるなど，会場設定にも工夫

が必要です。 

 

【参考】 

第 53 回茨城大会では，ポスター発表と同じ会場にする，喫茶コーナーを設ける，意見

交換会開催までの待ち時間に訪問者が多くなるように閉会時間を延長するなどの工夫を

した。第 56 回長野大会では、ブースごとにスタンプを用意してブースを訪れた聴講者に

押印し、規定数以上スタンプを集めた聴講者に記念品を贈呈するスタンプラリーが行われ

た。 

 

 

⑧意見交換会 

 研究発表会参加者が，相互に情報・意見を交換し懇親を深めるための催しです。開催地の特

色をＰＲするために，地場の料理・お酒のほかにアトラクションを企画することもありますが，

シンプルに催す方向性もあり，それぞれの開催地の事情や大会運営の事情に合わせて，準備を

進めることになります。参加申込人数をもとに料理や飲み物の注文量を決めますが，当日の飲

食の進み具合により，追加注文する場合もあります。また，次期開催地の担当者（支部もしく

は開催予定地の代表）に壇上で挨拶して頂くのが慣例になっています。都道府県担当者に参加

いただく場合は、旅費等を大会経費として支出することもあります。       

 

⑨閉会式 

 研究発表会の閉会式は，全発表終了後、会場内にて実施します。主に，大会実行委員長また

は事業計画部長などが事前に調整を行い，担当を決めています。 

 

⑩現地見学会 

 開催地の代表的な地すべり箇所，災害発生地，斜面防災施設などについて，2～3コース程度

設定し見学します。見学コースの解説資料を準備し，参加者に配付します。地域の著名な名所

などを組み込む場合もあります。見学コースは，大会参加希望者の申込時の参考にしてもらう

ために早めに内容を決定し，学会誌会告や大会案内ホームページにコース毎の紹介文を掲載し
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ます。現地見学会は通常大会最終日に実施しています。参加者の解散後の行程にも配慮して，

計画および案内を行うことが必要です。 

参加者の安全確保には，万全の対策をする必要があります。従来、軽装で参加していただく

ことが多かったのですが，必要に応じて保護具（ヘルメット、長くつ等）を大会委員会側で準

備する、あるいは持参していただくよう連絡するなどの対応をします。熱射病対策や，旅行者

保険等の準備も必要です。開催時期が台風シーズンと重なるため，悪天候となった場合等の中

止や変更も含めて対応をあらかじめ検討しておいた方がよいでしょう。 

  

 

⑪その他 

ⅰ）若手優秀発表賞 

発表時 35 歳以下の若手発表者を対象に，口頭発表・ポスター発表それぞれの部門において優

秀発表者を選考して表彰を行っています。審査は，口頭発表については発表論文及び当日の発

表状況，ポスター発表については，発表論文・ポスターおよびコアタイムの発表状況を対象と

して、実行委員長が選任した審査員が審査を行い、その結果に基づいて実行委員長を含む委員

会で決定し表彰します。受賞者は、各部門 2 名程度とし，受賞者には表彰状，副賞を贈呈しま

す。なお、選考基準に関しては、別途「若手優秀発表賞選考基準」に定めています。 

 

ⅱ）CPD の発行 

県民講演会，研究発表会および現地見学会について，参加者に CPD を発行します。大会実行

委員会において，あらかじめ認定団体に連絡・登録し，CPD 単位を記載した参加証明書の発行

準備をします。参加証明書の発行は，県民講演会については講演会終了後，研究発表会につい

ては１日目の夕刻および 2日目の夕刻に分けて行います。現地見学会については，各コースの

責任者（同伴者）から，見学会終了後に参加者へ手渡します。 

 

ⅲ）広告 

講演集（冊子体及び CD）や当日配布の大会案内書の末尾に，企業広告を掲載しています。広

告収入は大会運営上貴重な財源となるため，学会誌会告に広告募集を掲載するほか，事業計画

部や実行委員会等から関係各位へ積極的に働きかけを行う必要があります。事業計画部は，過

去に広告を掲載した企業や広域に事業展開している企業を中心に，また実行委員会からは開催

地周辺の企業や団体を中心に働きかけを行います。 

広告および広告原稿の受付および広告費の取り扱いは，大会実行委員会で担当します。広告

原稿の講演集への掲載は，事業計画部で行います。なお，講演集が冊子体から CD へ移行した

ことにより，広告が大会参加者の目に止まる機会が減少しました。広告数を増やす取り組みと

して，会場の表示板に広告出展会社の名前・ロゴを添える，大会案内書の末尾にも広告を掲載

するなどの配慮が必要です。 

 

ⅳ）広報活動 

大会に関連する広報活動を行うことにより，学会活動に関する関心の拡大や，大会の認知度

を高め参加者増を図ることが期待できます。広報活動は，開催地における報道機関，広報媒体

に対する対応および大会当日の対応は実行委員会で担当し，広域・全国レベルにおける報道機

関，広報媒体に対する対応は本部事務局で行います。 

広報活動の一つとして，県民講演会および研究発表会のポスターやチラシを作成し，関係機

関や地元へ配布することにより、大会の周知を図る方法があります。また可能であれば，マス

コミや公的な掲示・回覧等を通じて，開催の案内を行うことも有効です。 

当日の飛び込みの取材も考えられますので、適切な対応ができるように実行委員会内であら

かじめ対応手順を決めておく必要があります。 
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ⅴ）発表の変更や取り下げ 

プログラム編成後、大会直前や大会期間中に、緊急な災害などにより発表が出来なくなって、

発表者の変更や発表の取り下げの申し出があることがあります。その場合は、申出書を用いて、

実行委員会へ連絡が入ることになっています。また大会期間中は受付で連絡を受けることがあり

ます。連絡があった場合には速やかに承認判断を含めた対応が出来るようにしておくことが必要

です。研究発表会終了後に学会誌に掲載される大会報告のプログラムが最終的な正式プログラム

となります。詳細は「研究発表会発表認定内規」を参照してください。 
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3.3 会場・施設の選定 

 研究発表会実施に当たっては，最低限，以下のような会場が必要となります。（表 3.1 参照） 

 

1) 県民講演会会場 

企画内容にもよりますが，概ね 300 名以上入る会場を使用しています。 

 

2) 式典開催用ホール 

式典，学会表彰式，特別講演会を行う会場で，通例，研究発表会 1 日目の午前中に必要とな

ります。式典時以外には，研究発表会用の会場とする場合が多くなっています。最近の発表会

参加者は 400～500名程度ですので，収容人数は 400名以上あることが望ましく，また，登壇

用のステージも必要です。壇上は演台の他，主催関係者，来賓が着座しますので充分なスペー

スが必要です。来賓が多い場合はフロア側の最前列に追加の席を設けます。またフロア側にマ

スコミ用の席も設けます。研究発表会終了時には，閉会式も行います（ただし，式典に比べ人

数が減るため，研究発表会の会場の一つで行うこともあります）。 

 

3) 研究発表会会場 

研究発表会，特別セッションなどを行う会場で，発表者数にもよりますが，通例，研究発表

会 1 日目の午後から 2 日目にかけて，3 会場が必要です。収容人数は概ね 120～200名程度で，

プロジェクターなどの映写設備やマイク設備が必要となります。 

 

4) ポスター発表会場 

ポスターセッション発表者のポスターを掲示する会場で，研究発表会 1，2 日目を通して会

場の確保が必要となります（掲示準備，片づけ含む）。ポスター発表者は近年 40～60 名程度で

すので，そのポスターがすべて掲示できるスペースが必要です。ポスターは展示板に貼り付け

ますので，あらかじめ展示板の準備をしてください。 

ポスターセッションのコアタイムには発表者がポスターの前に立って説明を行いますので，

ポスター（展示板）の間隔はそのスペースを取り，余裕のあるものにする必要があります。ま

た，聴講者が移動する通路の確保も必要です。近年，ポスターでの発表希望者が増える傾向に

あるため，コアタイムに会場が聴講者であふれ，落ち着いた討論ができない状況も生じていま

す。説明者が立つ位置や，立ち止まって聴講する参加者，移動する参加者のスペース等を考慮

した，余裕を持った会場選定，パネル配置が必要です。 

また、消火栓や非常口などの前にはパネルを設置できませんので，あらかじめ会場において

確認をしておく必要があります。通路やロビーなどを会場として用いる場合は、照明が十分で

ない場合がありますので確認が必要です。 

 

5) 新技術紹介セッション（機器展示） 

新技術の展示ブースを設ける会場で，研究発表会 1、2 日目を通して会場の確保が必要とな

ります（掲示準備，片づけ含む）。ただし，資機材の組立や調整などに時間を要する展示もあ

るため，前日から搬入準備等ができることが望ましいです。展示ブースの大きさは，概ね後述

の図 3.1 の通りとしています（１発表当たり 4m2程度）。常連の出展者が多く，例年ほぼ同じス

ペースなので，大きく変更する場合は早めのアナウンスが必要です。近年は 20～25 件程度の

展示者があります。ブースの広さや配置とともに、聴講者の移動に配慮した広めの通路の確保

にも配慮が必要です。また、照明（暗くないか），使用可能な電力についてもあらかじめ確認

が必要です。 

展示物は段ボールやジュラルミンケース等で搬入・搬出をしますので，資材搬入口や会場

までの搬入方法（エレベータなど）についても確認します。また，展示中は，それらの段ボー

ル，ケースの保管場所の確保も必要です。 
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例年，ブースへの来訪者が少ないという意見が出ますので，他の会場とのバランスを考え，

人が集まりやすい会場への配慮が必要です（例えば，新技術紹介の会場だけ階が違う，離れて

いるというようなことは、極力避ける）。 

 

参考：茨城大会のポスター発表会場・新技術紹介セッションの会場 

（本大会では，来場者増加を目的に同じ会場で実施した） 

 

 
 

 

 

 

 

 

図 3.1 茨城大会のポスター発表会場・新技術紹介セッションの会場 

 

 

6) 意見交換会会場 

意見交換会会場は，会場内あるいは近い場所に設けるのが望ましいですが，やむを得ず離れ

た場所で行う場合は，移動するための交通手段などに十分配慮します（ちょうど暑い時期なの

で，徒歩では大変な場合がある）。参加人数は，近年では概ね 300～400人程度です。 

 

7) その他 

このほか，事務局用の控室（30～50人程度の会議室が便利），来賓控室（県民講演会，式典

時のみ，20人程度），発表用試写室が必要です。受付も発表会 1 日目の午前中は広いスペース

が必要になります。また，期間中，本部理事会・委員会などの会議を行うための部屋を 2室確

保する必要があります（20～40人程度の会議室）。 

荷物を預かるクローク等があると大変便利です。特に意見交換会を発表会と同じ会場で実施

する場合は、荷物用のスペースが必要です。 
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表 3.1 会場の目安 

（この表では県民講演会開催日を第 1 日目とする） 

番号 会場 想定人数の目安など 必要な期間の目安 

1 県民講演会会場 300 名以上 第 1 日目 PM 

2 式典開催用ホール 400 名以上 第 2 日目 AM 

3 研究発表会会場（第一） 120～200 名 第 2 日目 PM～3 日目

終日 

4 研究発表会会場（第二） 120～200 名 第 2 日目 PM～3 日目

終日 

5 研究発表会会場（第三） 120～200 名 第 2 日目 PM～3 日目

終日 

6 ポスター発表会場 40～60 パネル 第 2 日目 PM～3 日目

終日 

7 新技術紹介セッション（機器展示） 20～25 ブース 第2日目～3日目終日 

8 意見交換会会場 300～400 名 第 2 日目夕方 

9 事務局控え室 30～50 名 第2日目～3日目終日 

10 来賓控室（県民講演会講師、開会式

来賓、特別講演講師） 

20 名程度 第 1 日目 PM～2 日目

AM 

11 発表試写室 プレゼンデータの確認

と受付 

第2日目～3日目終日 

12 会議室（理事会・委員会他） 20～40 名 第 1 日目 PM～3 日目

終日 

13 会議室（委員会他） 20～30 名 第2日目～3日目終日 

14 受付会場（ホール入り口等） 第 2 日目 AM に集中 第2日目～3日目終日 

15 機器展示用荷物保管スペース 資材運搬梱包材等 第1日目～3日目終日 

※1 人数は過去の平均的な人数に基づくものですが，大会によりその人数は変化します。多少余

裕があった方が良いですが，あまり余裕がありすぎると閑散とした印象を持たれるので注意が必

要です（特に式典関係）。 

※2 ポスター発表は申込件数が近年増加傾向にあり，スペースの関係で口頭発表への移動を依頼

したことがあります。また地元企業への積極的な働きかけにより機器展示への申込を増やしたも

のの，会場スペースに余裕が無く受付件数オーバーになってしまったケースもありましたので，

これらは余裕があった方が良いかもしれません。 

※3 来賓（後援・協賛団体からの来賓を含む）数が多く、控室を急遽追加したケースもあります。 

※4 #2（式典）と#3（発表会場）は兼ねることが多く、それ以外も兼用する場合があります。 

※5 県民講演会は利便性を考えて研究発表会会場とは別にしたケースもあります。 
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4．実行組織と役割 

4.1 組織構成と役割 

 研究発表会の企画・運営を円滑に図るために必要な組織・目的を下に示します。 

 

1）実行委員会 

 目  的：研究発表会の運営を円滑に図り，研究発表会開催の日程・内容・予算等を決定・承

認する。 

 所掌事務：研究発表会の運営に関する事項，および実行委員会の目的達成のために必要と認め

られる事項など。 

 組  織：委員長・副委員長・委員および監事より構成し，委員長は実行委員の中から選任さ

れる 

 職  務：委員長は会務を統括し，副委員長は委員長を補佐し，委員長に事故ある時はその職

務を代行する。 

      ：委員は実行委員会の議決に基づいて職務を執行する。 

      ：監事は実行委員会の経理に関する職務を行う。 

 会  議：必要に応じて委員長が招集し，その議長となる。 

 

2）幹事会 

 目  的：研究発表会の運営に関し，実行委員会・事務局・本部事務局との連絡調整を行う。

また，研究発表会開催に向け調査・企画・情報資料収集などの取りまとめや外部の

個人・団体との連絡調整を行う。  

 組  織：幹事長・副幹事長・幹事および事務局より構成される。 

 職  務：幹事長は幹事会を主宰し，副幹事長は幹事長を補佐する。 

 会  議：必要に応じて幹事長が招集し，その議長となる。 

 

3）事務局 

 目  的：研究発表会の開催に向けて，実行委員会・幹事会・各部会・本部事務局・事業計画

部，外部の個人・団体との連絡調整を行う。また，研究発表会運営について調査・

企画・情報資料収集等を行い，実行委員会・幹事会の議事資料を作成する。 

 組  織：事務局長および事務局員より構成される。 

 職  務：実行委員会・幹事会の円滑な運営を図り，組織間の連絡調整を行う。 

 会  議：必要に応じて事務局長が招集する。 

 

4）準備委員会 

 目  的：開催地（都道府県）決定後，実行委員会・幹事会設立までの間，本部事務局および

事業計画部との事務処理・連絡調整等を行う。 

  組   織：準備委員会は，実行委員会・幹事会開催後解散するが，準備委員は幹事・事務局員

に就任することが多い（望ましい）。 
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4.2 組織構成員イメージ 

 組織構成員の所属・役職等のイメージを下に示します。 

                                       

1） 実行委員会(案) 

職  名 所    属 役  職 備 考 

委員長 地すべり学会○○支部(大学関係) 教  授  

副委員長 地すべり学会事業計画部（所属） 部  長  

 地すべり学会○○支部（所属） 支部長  

委   員 国関係 担当地域の局 担当課 課長補佐  

 ○○県 農林部 農村整備課 課  長  

 ○○県 農林部 林務課 課  長  

 ○○県 土木部 砂防課 課  長  

 ○○県内 学校関係 教  授 数名程度 

 地すべり学会○○支部（所属） 役  員 数名程度 

監   事 地すべり学会○○支部（所属） 役  員  

 地すべり学会事業計画部（所属） 副部長  

 

 

2）幹事会（案） 

職 名 所    属 役  職 備 考 

幹事長  地すべり学会○○支部(大学関係) 教  授  

副幹事長 地すべり学会事業計画部（所属) 副部長  

地すべり学会○○支部（所属） 役  員  

地すべり学会○○支部(大学関係) 教  授  

担当県 担当部署 担当課 課長補佐  

幹   事 地すべり学会○○支部(大学関係) 教  授 

30名程度 

 地すべり学会○○支部(民間) 役  員 

 地すべり学会○○支部等(民間) 支店長 

 担当県 担当部署 担当課 室長、係長 

 地すべり学会事業計画部（所属）  

事務局  地すべり学会○○支部 役  員 5名程度 

 地すべり学会○○支部等(民間)   

 

 

3) 準備委員会(案) 

職 名 所    属 役  職 備 考 

委員長  地すべり学会○○支部 支部長  

副委員長 地すべり学会事業計画部 部  長  

委  員 地すべり学会○○支部 役  員  

 担当県 担当部署 担当課 室長、係長  
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5．委員会等の具体的活動 

5.1 準備委員会 

 開催地（都道府県）決定後，研究発表会開催に向けて準備を行う重要な組織です。準備委員会

は，実行委員会や幹事会を開催するため，実行委員会の組織構成や実行委員長および各委員選任

等の素案を作成する重要な役割を担っています。特に各委員の人選が，発表会開催までの運営状

況を左右することが多いため、開催地の状況を充分把握して決定する必要があります。 

 

1) 準備委員会の設立 

 ・第一段階－－－ 担当支部および事業計画部が主体となって，準備委員会の設立に向け，各

方面の調整を行なう。 

 ・第二段階－－－ 支部・官・学合同で準備委員会を設立し，第一回実行委員会や幹事会開催

にむけ準備を行う（下記 2)検討項目参照）。 

   ・第三段階－－－  第１回実行委員会や幹事会開催後，解散する。 

                   

2) 検討項目 

 準備委員会は，下記事項について学会事務局・事業計画部と連絡調整し，実行委員会・幹事会

開催にむけ準備を行う。 

 

① 実行委員，委員長の人選（と内諾） 

②  幹事，幹事長の人選（と内諾） 

③  事務局，事務局長の人選（と内諾） 

④  実行委員会組織（案）の作成 

⑤  実行委員会運営要領（案）の作成 

⑥  予算（案）の作成 

⑦  研究発表会の開催日・開催地・開催会場等の発案 

⑧  今後の概略スケジュール（案）の作成 

   

 上記①～⑦は，第一回実行委員会での承認事項となります。したがって，⑦に関しては実行委

員会開催前に，本部事務局・事業計画部と事前に連絡調整し，開催会場の仮予約をしておく必要

があります。 

 

 なお、国の地方機関等においては、打診は行いますが、結果的に職務上委員に就任することが

出来ない場合もあります。その場合にも、例えばオブザーバーや地すべり関連の情報提供の形等

で、スムーズに連携が図れる様に工夫することが望ましいと思われます。 

 研究発表会では地すべり事業を所管する３省庁（農林水産省農村振興局、林野庁、国土交通省）

から、毎年順番に担当を依頼しています。具体的には県知事への窓口や来賓挨拶等が主な対応で

す。 

 

 

5.2  実行委員会 

 実行委員会は，研究発表会の組織・運営要領・開催の日程・内容や予算等について検討し，承

認・決定する機関です。実行委員会は，委員長・副委員長・委員および監事から構成され，委員

長・副委員長は第一回実行委員会で委員の中から選任されます。委員会は，必要に応じて委員長

が招集し，委員長が議長となります。 

 委員長は会務を統括します。副委員長は委員長を補佐し，委員長が不在の場合はその職務を代

行します。委員は実行委員会の議決に基づいて職務を執行し，監事は実行委員会の経理に関する
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職務を行います。 

実行委員会での検討事項は，第一回実行委員会においては準備委員会が，第二回実行委員会以

降は事務局が原案を作成します。第一回実行委員会における検討事項の一例を以下に示します。 

 

①  実行委員長，副委員長の選出 

②  実行委員会運営要領（案）の承認 

③  幹事，幹事長の承認 

④  事務局，事務局長の承認 

⑤  研究発表会の開催計画（案）の検討，承認 

（実施日程・内容・会場・現地見学会候補地・参加予定人数など） 

⑥  研究発表会の運営計画（案）の検討，承認 

（組織の役割・収支予算・スケジュールなど） 

 

 なお、実行委員会委員長印については慎重に管理する必要があります。また過去に使

用した大会名の含まれない委員長印は本部事務局で所持しており、これを使用すること

も出来ます。 

 

 

5.3 幹事会 

幹事会は幹事長・副幹事長・幹事・事務局より構成されます。幹事会（組織・構成メンバー）

は第一回実行委員会で承認され，幹事会は必要に応じて幹事長が招集し，幹事長が議長となりま

す。幹事会は，以下の項目について，事務局と一体となって企画・立案・実行する重要な機関で

す。 

 

①  研究発表会を円滑に開催するため，組織・運営・内容・予算等についての骨格を詳細に検

討する 

②  実行委員会・本部事務局・事業計画部との連絡調整を密に行う 

③  研究発表会に招待する個人・団体との折衝を行う 

④  常に全体スケジュール・作業の進捗状況を把握する 

⑤  研究発表会に向けての課題を解決するため、幹事会を開催する 

 

 通常は第一回実行委員会終了後，引き続いて第一回幹事会を開催し，研究発表会開催計画（案）・

運営計画（案）について検討し，課題を抽出します。幹事会での決定事項は，実行委員会の承認

を得ます。 

 

 

5.4 事務局 

事務局長および事務局員より構成され，事務局は第一回実行委員会で承認されます。以下に、事

務局の役割を列記します。なお，幹事会が事務局の役割を包含して実行する場合もあります。 

 

①  実行委員会・幹事会・担当部会・本部事務局および事業計画部などの組織間を連絡調整す

るための，中核となるセクションである 

②  研究発表会の開催・運営に関わる具体的な作業について，企画・立案し，実行委員会・幹

事会での議案作成を行う 

③  研究発表会への出席依頼や招待する個人・団体との連絡調整を行い，依頼状・招待状・委

嘱状発行などの事務処理を行う 

④  実行委員長印を保管し，予算・入出金管理・決算・業者との契約行為などの事務処理を行
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う 

⑤  研究発表会開催・運営のため，具体的作業を実施する担当部会を総括する 

⑥  担当部会の構成・人員配置・作業内容・作業進捗状況を把握し，研究発表会の円滑な運営

を図る 

 

 なお、大会事務局の連絡先として、学会ドメインのメールアドレスを使用することも

出来ます。 

 

担当部会としては，通常，表 5.1 のような部会が設けられ，それぞれ表に示すような

内容を分担します。表 5.2 には，研究発表会進行内容に合わせた各部会の作業内容を整理しま

した。ただし，実際の組織構成は，企画内容，担当できる人員などの条件を考え，開催地（県）

の状況に応じて変更する必要があります。なお，組織を円滑に運営する上で，幹事もしくは事務

局員が各部会の”総括責任者”に就くことが望ましいと思われます。 

 

 

表 5.1 担当部会と分担内容 

部会 作業分担 

総務部会  総括，総務，来賓依頼，発表者受付，会計，広報，プログラム作成，講演集作

成，開催報告 

県民講演会部会  企画・準備，会場設営，受付・講演者，記録 

受付および式典部会 計画・準備（式典・表彰），会場設営・当日進行，受付，弁当，記録 

研究発表会部会 総括，研究発表，試写室・ＰＣ，ポスターセッション，記録 

意見交換会部会  総括，受付，司会進行，記録 

新技術紹介部会 総括，機器展示，記録 

現地見学会部会 総括，受付，現地案内，配布，資料作成，緊急体制，記録 

 

 

5.5 担当支部の役割 

 担当支部は，地域の実情を知る立場，実行委員会全体を総括できる立場として，研究発表会の

準備等で重要な役割を果たします。担当支部は研究発表会に関わる以下の業務を分担します。 

 

①開催地の決定 

・担当予定支部は，事前に，管内都道府県および関連学協会支部などと行事に関する情

報収集を行い，また，事業計画部と情報交換しつつ開催候補地を絞り込む。 

・理事会から正式委任後，担当支部は事業計画部と情報交換しつつ開催地を決定する。 

・開催地決定後，会場の予約を行い，支部長は開催都道府県へ会長名の協力依頼文書を

持参し協力依頼を行う。その際に，前年度の研究発表会への参加についても依頼する。 

②準備委員会の組織 

・実行委員会・幹事会・事務局設立のための準備委員会を組織する。 

③大会終了後の理事会報告 

・大会終了，決算後の理事会への報告を実行委員長に代わって担当支部長が行うことも

ある。 

 

5.6 事業計画部の役割 

 事業計画部は，大会開催を所管し，円滑な事業運営を図るとされていますが，研究発表会の実際

の準備・運営は実行委員会を中心とする組織で行います。事業計画部は，全体工程の掌握，必要

な助言，当日運営の手伝いのほか，以下の業務を分担します。 
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①開催地の選定時 

・3 省庁に担当支部及び開催地候補の情報を伝えるとともに，全国的な関連分野行事の開

催情報を収集し開催地の妥当性を確認する。 

・支部長による開催都道府県への協力依頼に際して支援を行うこともある。 

②実行委員会・幹事会への参加 

・実行委員会副委員長として事業計画部長が参加する。また，幹事会にも事業計画部員が

参加する。選出された幹事は，準備状況の確認，連絡，必要な助言などを行う。 

③発表申し込み受付およびプログラムの作成 

・口頭発表，ポスター発表の発表申し込みの受付を行い，発表プログラムの作成を行う。

また，特別セッションの企画募集も行う。 

④新技術展示、広告の募集協力 

・新技術展示，広告の募集にあたり，過去の出展者や学会関係者に対して依頼などを行う。 

⑤発表講演集（ＣＤ）の編集・作成 

 ・発表講演集の編集・作成を行う。なお，第 53回茨城大会からはＣＤ版とし，事前に Web

公開を行っている。 

⑥会員，外部へのアナウンス 

・開催案内や申し込みの手続き等のアナウンスを，学会誌会告や学会ホームページを利用

して行う。 

⑦官公庁への協力依頼 

・国の行政機関（三省庁など在東京の機関）への協力依頼は本部で行う。
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表 5.2 実行委員会と本部・事業計画部の分担内容（進行別）１／２ 
項目 実行委員会 本部・事業計画部 その他 

総
務
部
会 

総括 ・全体総括・全体の企画・スケジュール作成 

・実行委員会運営 

・実行委員長印保管 

・本部・事業計画部との調整 

・講演者、業者の選定・依頼・調整 

・委嘱状・依頼状等の発行 

・委員会・幹事会への出席 

 

総務 ・会場予約、会場レイアウト検討 

・後援・共催などの検討・手配 

・緊急連絡体制の整備 

・会場看板等の手配 

・ＣＰＤ活動実施証明書発行準備 

・開催案内書（当日配布）の作成・印刷 

・当日運営準備（会場・業者との連絡調整、当

日配布資料、袋詰め、弁当手配など） 

・司会進行、シナリオ作成 

（運営マニュアル作成） 

・開催実施報告のための資料・写真整理 

 

 

 

 

 

来賓依頼 ・来賓検討（本省庁以外） 

・開催県への挨拶、来賓願い 

・3 省庁本局協力依頼、来賓願い 

・依頼状の発行 

 

発表者受付 ・新技術紹介・広告の出展募集・管理 

・受付・原稿受理・整理 

（⇒新技術紹介は新技術発表部会） 

・広告出展依頼状の発送・募集支援 

・申込状況確認（増大策支援） 

メールで申込 

 ・発表要領作成、発表方法の周知 

・研究発表（口頭・ポスター）募集・管理 

・受付・原稿受理・整理 

申込システムを 活用

（実行委員会、事業計

画部（本部）各 2 名程

度アクセス） 参加者受付 ・研究発表会、意見交換会、現地見学会の参

加募集要領作成 

・参加募集、申込受付・管理 

（⇒当日受付は、受付および式典部会） 

・参加状況確認（増大策支援） 

会計 ・口座開設 

・予算・入金管理、収支決算 

・監査対応 

・予算、決算は事業計画部に事前確認 

広報 会員への広報（学会誌・ＨＰ原稿作成） 

・ML 等による随時案内 

 

・学会 HP に大会 HP 開設・随時更新 

・原稿編集、学会誌・ＨＰへの掲載手配 

学会誌会告、ＨＰ原稿

は、事業計画部経由で

本部事務局送付 

・外部、マスコミ対応 

・市民・マスコミへの広報 

・大会開催の外部広報（テレビ、新聞社等） 

・外部、マスコミ対応支援 

 

 

プログラム作成 （会場確保・企画・運営） ・セッション分け、座長の選定・依頼 

・発表会プログラム作成、周知（ＨＰ） 

 

講演集作成 （作成部数の確認） ・CD 講演集作成 冊子体講演集の作成

は今後再検討 

開催報告 ・開催報告書取りまとめ ・学会活動報告原稿取りまとめ  

県
民
講
演
会
部
会 

企画・準備 ・内容・会場・講演者等の検討、決定、依頼等 

・外部、マスコミへの広報（ポスター等） 

  

会場設営 ・会場設営・撤去（看板、幕） 

・音響設備、水、 

・案内看板、当日聴講者誘導 

  

受付・講演者 ・受付、講演資料の確認 

・講演者案内、送迎、対応、謝礼 

・学会幹部による挨拶・対応（当日）  

記録 ・写真撮影等、開催報告書原稿作成 ・学会活動報告原稿作成  

受
付
お
よ
び
式
典
部
会 

計画・準備 

（式典・表彰） 

・会場準備（来賓登檀、音響、照明等） 

（特別講演・企画・講演者決定・講演依頼・講

演原稿依頼・受取等） 

・来賓（氏名、肩書等）確認 

 

（特別講演・企画・講演者決定・講演依

頼・講演原稿依頼・受取等） 

・来賓（氏名、肩書等）確認、連絡 

特別講演は前年度の

学会論文賞受賞者が

第一候補 

会場設営・ 

当日進行 

・会場設営（看板・幕、前だれ）・撤去 

・機材・備品準備、設置、片づけ 

（演台、照明・音響、花、水） 

・表彰準備（案内・準備・記念品贈呈） 

（会場設営支援） 

・司会進行 

・会長・学会幹部による挨拶・対応 

・表彰委員により、表彰・記念品贈呈 

 

受付 ・当日受付（一般、来賓、発表者、座長） 

・資料配布、講演集事前申込者 

・総合案内、当日発表変更申出等への対応 

・来賓・特別講演者受付（案内・対応） 

・ＣＰＤ活動実施証明書発行 

（当日受付・来賓対応支援） 

 

 

 

弁当 ・場所設定、配布、空き箱回収、ごみ箱   

記録 ・写真撮影等、開催報告書原稿作成 ・学会活動報告原稿作成  
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表 5.2 実行委員会と本部・事業計画部の分担内容（進行別）２／２ 
項目 実行委員会 本部・事業計画部  

研
究
発
表
会
部
会 

総括 ・総括・企画、スケジュール作成 

・特別セッションの企画検討 

・副座長選定・通知 

・若手優秀発表賞採点、決定 

（実行委員長・審査員） 

・発表方法の確認・発表者への事前通知 

・発表変更申出等への対応 

 

・特別セッションの企画・募集・決定 

・若手優秀発表賞準備 

・ 同 採点、結果 HP 公表 

特別セッションは、事業

計画部・実行委員会の

討議により企画・決定す

る。 

研究発表 ・CD 講演集の受取り、配布用袋詰め 

・機材・備品準備（ＰＣ、机・椅子、時計、演題

表示等） 

（発表会会場支援） 

 

 

 

試写室・ＰＣ ・機材準備・機器操作 

・入力支援（別室） 

  

ポスターセッション ・ポスター配置 

・会場設営・撤去 

 コアタイム設定 

記録 ・写真撮影等、開催報告書原稿作成 ・学会活動報告原稿作成  

意
見
交
換
会
部
会 

総括 ・総括・企画（費用、プログラム） 

・アトラクション等の検討 

・来賓、招待者確認 

・会場との打ち合わせ（酒、料理、看板等） 

・外部業者との連絡・交渉 

  

受付 ・会場受付、案内（リボン）   

司会進行 ・司会・進行   

記録 ・写真撮影等 ・学会活動報告原稿作成  

新
技
術
紹
介
部
会 

総括 ・総括・企画 

・会場準備、出展者への案内 

・展示レイアウト決定 

・出展お礼 

 

 

 

（出展お礼） 

 

機器展示 ・会場設営および撤去 

・備品準備（電源等） 

・戸締り等 

  

記録 ・写真撮影等、開催報告書原稿作成 ・学会活動報告原稿作成  

現
地
見
学
会
部
会 

総括 ・総括、企画、予算 

・現場管理者との意見調整 

・個所選定ルート調査 

・リスクマネジメント 

・バス会社、外部業者等との打ち合わせ 

  

受付 ・受付（旅行会社と主催者） 

・バス乗り場の受付 

  

現地案内 ・現地案内、説明、看板、安全施設、誘導 

・バス添乗員（説明者、引率者） 

  

配布 ・見学会資料配布、弁当配布と空き箱回収 

・ＣＰＤ活動実施証明書発行 

 

 

 

資料作成 ・借用資料、見学箇所の資料作成・印刷   

緊急体制 ・緊急連絡、避難誘導   

記録 ・写真撮影等、開催報告書原稿作成 ・学会活動報告原稿執筆者依頼 

・原稿校正、掲載手配 
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6．収支 

 県民講演会，研究発表会，意見交換会および現地見学会の開催費用については，以下に示す項目

が挙げられますが，開催地の条件等で構成が変わる場合があります。また，各項目の金額は，第

53 回茨城大会を参考にして示していますが，学会の方針や社会状況などにより変更する場合があ

ります。変更する場合は実行委員会と事業計画部が協議し決定します。なお大会の予算・決算に

関しては、最終的には学会全体で収支バランスを考えることになりますので、大会に関しては効

果的かつ無駄が無いように経費の管理は行いますが、決算時に大会関連の収支を完全にバランス

させる必要はありません。 

 

6.1 収入 

①協賛金 

開催地の独自性で，地元企業などから協賛金の形で収入があり，項目が設けられてい

る。過去の例としては，斜面防災対策技術協会（支部）、地質調査業協会（支部）などの

団体から協賛金を頂いた。 

②助成金 

地方自治体などから，イベント開催に対する助成金が設けられている場合がある。参

加者数，宿泊者数などにより金額が異なるので，事前に確認しておくとよい。また，宿

泊者把握のための調査票の配布等が義務付けられ，参加者への周知や受付の対応等に検

討を要する場合がある。なお、当初の運転資金として学会本部から大会へ支払われるの

は準備金（500,000 円）であり，大会の収入には含まない。 

（準備金は当初実行委員会から学会本部へ要求することで支払われ、原則として開催

終了後、本部への返金扱いになる。） 

③研究発表会 

研究発表会参加費は，一般会員事前申込み（7,000 円），一般会員当日申込み（8,000

円），非会員(9,000 円)，学生（2,000 円）に区分される。 

④新技術紹介 

新技術紹介参加費は，賛助会員（100,000 円），非会員(150,000 円) に区分される。 た

だし，ブースのサイズにより価格を変えたケースもある。  

⑤意見交換会 

意見交換会参加費は，一般会員（6,000 円），非会員(7,000 円），学生（3,000 円）に区

分される。 

⑥現地見学会 

現地見学会参加費は，一般会員（7,000 円），非会員(8,000 円），学生（6,000 円）に区

分され，いずれも当日の弁当代を含んでいる。 

⑦広告費 

広告費は，研究発表会講演予稿集に企業・団体が広告を掲載する費用で，A4 版(60,000

円)，A5 版（25,000 円）に区分される。 

  （※なお、括弧内の具体的な金額は一例であり、それぞれの事情に合わせて変更できる） 

 

6.2  支出 

支出は，下記項目について整理します（これ以外の項目は使えません）。 

 

 事業費 

①印刷製本費：講演集など，外部の業者に支払った資料や書籍の印刷・製本費用 

②会場費：会場借上料，会場設営料（看板，花代，PC など備品使用料など） 

③会議費：会議における飲食代（意見交換会の飲食代，弁当代，ティーブレイクなど），会議

で使用する名札，資料袋，参加者キットなど 
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④広告宣伝費 

⑤パート・アルバイト代：パートやアルバイトへの支払い 

⑥諸謝金：講師謝金，講演料，原稿料旅費交通費 

⑦旅費交通費：交通費，宿泊費，タクシー代，ガソリン代など 

⑧借料：バス借上代，レンタカー代など 

⑨通信運搬費：宅配便，郵便料金，電話代 

⑩情報システム費：大会参加システムの使用料など 

⑪支払手数料：金融機関への振込手数料 

⑫消耗品：筆記具，コピー用紙，コピーカートリッジ，封筒などの事務用品 

⑬備品費：事務用品以外で少額な物品の購入に係る費用 

⑭外注費：外部への発注費用 

⑮保険料 

⑯雑費：上記内訳に分類できないもの（学会賞の副賞，若手優秀発表賞，感謝状など） 

  

 

 以下に掲載する収支計算書（金額抜き）は，山形大会をベースにした参考例です。 

 

＊注意 

・大会の収支と支部の収支は全く別であり，支部の資金は大会には一切使用しない。 

 黒字が出たときは、本部へ送金する。 

・収入は外から入ってくる金額。したがって，学会本部からの準備金は収入に含めない。 

・同様に，支出は学会から外へ出ていく金額なので，準備金の本部への返金等は含めない。 

・大会関係は全て事業費となる。従って管理費という科目はない。 

・予備費という科目もない。 

・予算において，大会収支はプラスマイナスゼロにする必要はない。 

・金額は全て消費税込とする。 
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【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 数量 単位 金額 備考
協賛金 式
補助金 式

研究発表会参加費 人
弁当代 食
広告料 件
新技術紹介 件
講演集 冊
雑収入 式

0
意見交換会 意見交換会参加費 人
現地見学会 現地見学会参加費 人

0

数量 単位 金額 備考
開催案内書印刷 部
講演集印刷 部
スタッフマニュアル 部
現地見学会資料印刷 部
チケット類印刷 式
委員会、幹事会資料印刷 部
袋代 袋
ポスター
講演集Web化 式 発注は本部から
講演集CD化 式 発注は本部から

活動紹介 写真印刷他 式
0

実行委員会会場費 回
施設利用料 式
会場備品 式
会場以外備品 式
看板・生花代１ 式 県民講演会

看板等２ 式 特別講演会
意見交換会会場費 式
看板・生花代３ 式 意見交換会
会場冷房費 時間
飲料サーバ費 式
意見交換会会場費 式

0
実行委員会 回

委員会 幹事会 回
幹事会 お茶代 回

食事代 人
意見交換会飲食費 式

意見交換会 招待者飲食費 人
出演者費用 式

0

0
会場設営他 ｱﾙﾊﾞｲﾄ代

0
県民講演会 県民講演会講演料 式
特別講演会 特別講演会講演料 式

0
実行委員会 人
幹事会 人
前回大会へ幹事派遣 人

県民・特別 県民講演会講演料旅費 式
講演会 特別講演会講演料旅費 式 県民講演会
意見交換会 次回開催県招待 式 特別講演会
現地見学会 宿泊費 式

0
共通 ﾀｸｼｰ代金・駐車場代金 　

レンタカー代金 台
バスチャーター 式

0
共通 宅急便・郵便料金・電話代

0
共通 申込システム使用料

0
振込手数料 式
コンビニ決済 式 申込ｼｽﾃﾑ
クレジット決済（月次利用料） 式 申込ｼｽﾃﾑ
クレジット決済（ｶｰﾄﾞ手数料） 式 申込ｼｽﾃﾑ

0
事務用品等（20万未満のもの）
コピー代金

0
共通 20万以上の備品

0
共通 経理代行 式
電気施設工事 式
ｹｰﾌﾞﾙ設置等 式

0
現地見学会 旅行傷害保険

0
ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ 賞品・表彰状

0

保険料
小計

雑費
小計

事業費

借料

備品費
小計

外注費

小計

小計

共通
支払手数料

消耗品費
小計

共通

通信運搬費
小計

情報ｼｽﾃﾑ費
小計

小計

現地見学会

諸謝金
小計

旅費交通費

小計

共通

小計

会議費

小計

意見交換会

印刷製本費

小計

区分 名称

共通

会場費

区分

研究発表会

小計

計

補助金等

収入

事業費

共通

広告宣伝費
小計

パート・
アルバイト代

小計
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5 
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．
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ー
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1
 

全
体

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

例
（

第
４

３
回

 
秋

田
県

開
催

）
 

 
表４-１　全体スケジュール

前年度研究発表会 研究発表会

開催地決定 開催県協力依頼

前年度研究発表会参加

第2回

第2回 第3回 第4回

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回    第6回

仮決定 機器材、人員確認、方法など 設営

決定 下見、時間割、バス規模確認など 案内書、原稿、印刷

仮決定 設営

仮決定 決定 承諾 承諾 ポスター作成、配布 設営

新聞

教育委員会記者クラ ブ記事配布

参加募集 締切

31

発表原稿募集 締切 印刷

31

参加募集 締切 配置など 設営

30

案内

協賛金依頼    依頼文発送  礼状発送

業者選定
見積 決定

草刈り

６月 ７月
備考

８月 ９月

～１月

広告礼状

９月

会計決算書

そ

の

他

前年 5月

広報

参加募集

原稿・予稿集

新技術

研究発表会

項
 
 
 
 

目

委員会

現地見学案内文

委員招集状

発表・講演会場

見学地

意見交換会場

県民講演会

ＨＰ案内

学会誌案内

設立

設立

参加・原稿・広告・

機器展示募集

幹事会

事務局

参加・原稿・広告・

機器展示募集

委員招集状

前年 10月 前年 11月 前年 12月 当年 1月 ２月 ３月 ４月 ５月前年 8月 前年 9月

設立

第1回

準備委員会

学会本部

前年 6月 前年 7月

実
行
委
員
会



 
 

 
2
6 

7
.
2
 

当
日

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

例
（

秋
田

大
会

）
 

                                                    

表４．２　　当日スケジュール表（秋田大会）
場所借用時間

準備時間

実施時間 13 17 22 9 12 17 22 9 12 17 22 9 12 17 22 9 12 17 22

13 21：30 9 16:30 17 21:30

13:30 設営 鉱物搬入         鉱物展示・書籍販売 鉱物展示・書籍販売  15 鉱物撤去

 10            12 電気チェック 機器展示 機器展示 撤去 　　21：30

13 21:30 9 16:30 17 21:30

13:30 設営 指導 コアタイム

電気チェック       ポスターセッション        13～14 撤去    

        ポスターセッション

受付設営

物産店設営

受付け設営可

     10 14             16

           受付リハ 8 ：30 21:30

13:30 21:30 受付 9：00 8:30 21:30

文化会館 13:30       設営 18       リハ 開会式 表彰式 10：00～10：40 研究発表 研究発表

        特別講演 （1-7～1-28） （1-29～1-44） 撤去

9/1は 18：30PCなど搬入 10：40  12       研究発表（1-1～1-16）

全館 ロビー
貸し切り 17

12 用語委員会 12 調査委（岩尾）

17

13:30 21:30 8:30 21:30 8:30 21:30

事務局： 13:30       設営 18       リハ     研究発表 研究発表 研究発表

第3会議室 （2-1～2-8）（2-9～2-15） （2-16～2-27） （2-28～2-34） 撤去

臨Ｔｅｌｌ 18：30PCなど搬入 （特セ・大規模） （2-35～2-42） （特セ・古第三紀）

018-862-8875

   13             14：30 16:30 17

昼食      事業計画部

18：30     21：30 電話搬入 21:30 17

9       10 10

ＣＤ準備 ＣＤ準備

17 17

編集・事業・調査

昼食

13:30 21:30 8:30 21:30 8:30 21:30

13:30       設営 18       リハ 研究発表 研究発表 研究発表

（3-1～3-16） （3-17～3-28） （3-29～3-44） 撤去

昼食 18：30PCなど搬入

その他

金枝の間（３階）          14:00 17：30開場  20：30閉場 18           20

「講演会、意見交換会」    18：00～20：20 意見交換会

（予定400名、250名） 紹介・講演・質疑

三井ｱｰﾊﾞﾝ 福の間（講演会控え室） 18：30               20

ﾎﾃﾙ秋田 11 17

学会幹事会   研究調査部

50名 11:30 14  14：10   17

12        18

実行委員会   理事会

120名 14 15：30 16 17:50

桜の間（事務局用） 18             21

8:30 14:50   16:20 17:10

現 地
秋田駅       昼食 田沢湖 秋田空港 秋田駅

（予定210名） 8:30                16:10 17:00

 
秋田駅       昼食 秋田空港 秋田駅

その他
12～13講演集配送 21:30 9   10 17         21：30
13：30 袋詰め（含現地資料）地下ポスター 看板等設置・総合確認・資料運搬 部分片づけ

ネパール合シンポ

9月02日（木）

玉葉東の間

第２会議室 -96人-

大ホール -884人-

「発表第１会場」

市民ホール
「総合受付」

第２展示ホール
「ポスターセッション」

第１会議室 -18人-

小ホール -400人-

「発表第２会場」
二
階

その他

Ｂコース（東成瀬）

大会議室 -250人-

「発表第３会場」

四
階

五
階

玉葉西の間

Ａコース（八幡平）

第４会議室 -96人-

第３会議室 -60人-

「発表準備室、事務局」

9月03日（金）

地
下

一
階

中
二
階

8月30日（月）                8月31日（火）   （休館日） 9月01日（水）

応接室

第１展示ホール
「機器展示など」
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7 

7
.
3
 

当
日

ス
ケ

ジ
ュ
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ル

例
（

三
重

大
会

）
 

 

表４．３　　当日スケジュール表（三重大会）

準備時間

実施時間 9 12 17 22 9 12 17 22 9 12 17 22 9 12 17 22

書籍販売本部（机×5） 8搬入設営 17

8/29準備は22：00まで可能 8小間設営         展示・書籍販売 展示・書籍販売  15 販売撤去

小間設置業者（ＳＩＣ），小間配置図 電気チェック 機器展示 機器展示 撤去 　　22

出展社搬入時間通知

9パネル設営 写真展示 17 9 13　　　　　　　17

8/29準備は22：00まで可能 準備

パネル設置業者（ＳＩＣ）配置図 電気チェック 午前中設置   ポスターセッション コアタイム  13～14 撤去  　　19  

展示は8/30，12～17，8/31，9～17 配布資料詰め

        ポスターセッション

一
階 9-10説明会

物産店設営

受付け設営 9 受付 17 9 受付 17 撤去　　　19

会場は9時，8/30受付は8：30集合

受付は第１会議室前 9 物産販売 宅配便 物産販売 宅配便

準備 9

県民 8/29準備で完成のこと 9 開会式 表彰式 10：00～10：30 研究発表 研究発表

文化会館 9-10説明会         特別講演 （1-15～1-24） （1-25～1-34） 撤去　　19

10：30～ 12       研究発表（1-1～1-14）

受付は小ホール入り口 9

8/29準備は22：00まで可能 準備 受付17：00～

受付配置，備品確認 講演会18：00～20：00

講演者：小山裕史

17 会場準備 会場点検

昼食会場 9     研究発表 9 研究発表 研究発表

配布資料保管 （2-1～2-11） （2-12～2-21） （2-22～2-31） 撤去　19

（特セ・大規模）

8/29準備は22：00まで可能 19：30～準備 9 会場点検 12

8/29全会場のPC等のチェック 研究発表 9 研究発表 研究発表

学会本部控室 委員会開催8/29，13～19:30 13-15学会幹事会15-17理事会17-19部会 （3-1～3-12） （3-13～3-22） （3-23～3-32） 撤去　19

第5会議室 19:30

第3会議室 試写用PC×2台 ＰＣ準備　17 9 　　撤去　19

「試写室」 昼食会場 9

昼食
昼食会場 昼食

鳥取大会事務局 休憩場所 撤去　19

第6会議室 湯茶 準備　17 9 9

緊急連絡 昼食

　　携帯 本部打合せ 11～ 13本部会議 昼食

湯茶 9 9 撤去　19

準備

湯茶 昼食

緊急連絡 9 9 撤去　19

準備

第7会議室・第8会議室 事務局控え室,救護室 9 9 17

第9楽屋・第10楽屋（8/29） 講演者控室・打合せ室 13 出演者準備（9，10楽屋） 9 （9楽屋のみ） 9 （9楽屋のみ） 19

ﾎﾃﾙ 鶴の間（３階）  18           20

ﾆｭｰｵｵﾀﾆ 「意見交換会」 ﾎﾃﾙとの打ち合わせ 意見交換会

鳥取 （予定、250名） 全体のシナリオ

コース確認 案内書・バス・昼食 集合 見学会 解散

現地見学会

（予定200名） コース確認 案内書・バス・昼食 集合 見学会 解散

 

その他

駐車場警備 17 21

広報（プレス，看板設置)

外注業者SIC決定，内容指示

看板等設置・総合確認・資料運搬

9月01日（金）

一
階

展示室，フリースペー
ス
「新技術紹介セッショ
ン」

フリースペース
「ポスターセッション」
平成18年梅雨期における土

砂災害写真緊急展示

確認事項                8月29日（火） 8月30日（水） 8月31日（木）

フリースペース
「総合受付」
「物産販売・宅配便」

8/29準備は22：00まで可能

受付配置，備品確認

二
階

小ホール -500人-

「式典，特別講演」
「研究発表第１会場」

二
階

小ホール -500人-
「県民講演会」

一
階

第1会議室 -200人-

「発表第２会場」

二
階

第2会議室 -120人-

「発表第３会場」

第4会議室 -60人-

「一般控室」
　　　　　　　　　　昼食

二
階

第5会議室 -30人-

本部控室

第6会議室 -30人-

鳥取大会事務局

Ａコース（市瀬）

Ｂコース（大山）

その他

8/29：14：00

実行委員会

13-15事業計画部会
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案
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（
案

）
 

 
 

                                                   

更新 更新 更新

↑ ↑ ↑ ↑

事業計画部・本

部事務局

大会実行委員

会・事務局

プログラム

発表方法

（仕様）

原稿は、本部事務局・事業計画部で最終とりまとめを行うが、原稿作成のための情報提供は下記の分担となるので、スケジュールを念頭においてそれぞれ準備を進める

表4-4　　案内原稿準備スケジュール（案）

準備の進行状

況により、多

少日程がずれ

ることもある

No.5

(25日)

No.6

(25日)

No.1

(25日)

No.2

(25日)

発表

要旨

新技術

広告

参加申込

概要

（会場日時

等）

現地見学コー

ス紹介

＜準備＞

概要

（第一報）

＜準備＞

概要

発表募集

要旨募集

新技術募集

広告募集

参加募集

＜準備＞

概要

広告募集

新技術募集

参加募集

現地見学紹

介

HP準備 HP公開

<内容>

概要・発表・要旨募集

新技術・広告募集

参加募集

<内容>

概要

新技術募集

広告募集

参加募集

プログラム公

開

現地見学紹

介

＜準備＞

概要

参加募集

ＨＰ案内

学会誌案内

前年   11月

研究発表会

12月 当年　１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

<内容>

概要

参加募集

プログラム公開

現地見学紹介

発表者向け案内

７月
備考

８月 ９月
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＝＝＝ 別紙資料 ＝＝＝ 

 

過去の研究発表会の担当グループと担当支部 

 

    開催年  担当グループと支部  開催県 

2008 平成 20 東日本  関東支部  神奈川県 

2009 平成 21 北日本  新潟支部  新潟県 

2010 平成 22 西日本  九州支部  沖縄県 

2011 平成 23 東日本  中部支部  静岡県 

2012 平成 24 北日本  北海道支部 北海道 

2013 平成 25 西日本  関西支部  島根県 

2014 平成 26 東日本  関東支部  茨城県 

2015 平成 27 北日本  東北支部  山形県 

2016 平成 28 西日本  関西支部  高知県 

2017 平成 29 東日本  中部支部  長野県 

2018 平成 30 北日本  新潟支部  新潟県 

2019 平成 31 西日本  

2020 平成 32 東日本  

2021 平成 33 北日本  

2022 平成 34 西日本  

2023 平成 35 東日本  

2024 平成 36 北日本  

2025 平成 37 西日本  
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過去の大会の後援・協賛例 

 

第 51 回北海道大会 後援：北海道，北海道開発局，北海道森林管理局 

協賛：一社）斜面防災対策技術協会北海道支部，北海道地質調査業協会 

第 52 回島根大会 後援：島根県 

協賛：一社）斜面防災対策技術協会 

第 53 回茨城大会 後援：総務省消防庁，文部科学省，国土交通省，農林水産省，茨城県，つくば

市 

協賛：一社）斜面防災対策技術協会 関東支部，茨城県地質調査業協会 

第 54 回山形大会 後援：東北地方整備局、東北農政局、東北森林管理局、山形県、山形市 

協賛：山形県土質土壌調査業協会、山形県建設コンサルタント協会、山形県測

量設計業協会、一社）日本補償コンサルタント協会東北支部山形県部会、山形

県森林土木建設業協会、一社）斜面防災対策技術協会東北支部、東北地質調

査業協会 

第 55 回高知大会 後援：林野庁四国森林管理局、農林水産省中国四国農政局、国土交通省四国

地方整備局、高知県、高知新聞社、RKC 高知放送 

協賛：一社）斜面防災対策技術協会四国支部、一社）高知県建設業協会、一

社）建設コンサルタンツ協会四国支部、一社）四国地質調査業協会高知支部 

 

 

過去の大会の担当省庁と開会式祝辞の記録 

 

年度 大会 担当省庁 開会式祝辞 開会式祝辞 

H22(2010)年 49 回沖縄大会 農林水産省林野庁 治山課山地災害

対策室長 

沖 縄 県 知 事 （ 代

理） 

H23(2011)年 50 回静岡大会 農林水産省農村振興局 防災課課長補佐 静 岡 県 知 事 （ 代

理） 

H24(2012)年 51 回北海道大

会 

国土交通省水管理・国

土保全局 

砂防部長 北 海 道 知 事 （ 代

理） 

H25(2013)年 52 回島根大会 農林水産省林野庁 治山課山地災害

対策室長 

島 根 県 知 事 （ 代

理） 

H26(2014)年 53 回茨城大会 農林水産省農村振興局 防災課課長補佐 つくば市長（代理） 

H27(2015)年 54 回山形大会 国土交通省水管理・国

土保全局 

砂防部長 山 形 県 知 事 （ 代

理） 

H28(2016)年 55 回高知大会 農林水産省林野庁 治山課長 高知県知事 
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過去の大会の参加人数等 

 

参加者数 第50回静岡大会 第 51 回北海道大会 第 52 回島根大会 第 53 回茨城大会 

県民講演会 320 

別施設大ホール 

250 

同会場の小ホール 

180 

県民会館中ホール 

329 

（防災科研） 

会場 グランシップ 札幌市教育文化会館 島根県民会館 つくば国際会議場 

式典会場 会議ホール 

（336 席） 

小ホール 

（360 席） 

中ホール 

（576 席） 

中ホール 

（320 席） 

研究発表会 535 477 384 360 

意見交換会 321 311 287 294 

口頭発表者数 92 101 96 78 

ポスター発表者数 32 39 36 35 

新技術展示 23 23 23 25 

18m×16m 

・展望ロビーと併

設。休憩所と併

設で好評 

2 部屋（54 席・84 席） 

・動線悪く，特に狭い

方の部屋の来客が少

なかった（不評） 

多目的ホール 

・20.6m×12.3m 

・発表会と別階（不

評多） 

大会議室 101・102 

・ポスター会場と併

設 

＊施設の詳細は各会場のホームページでご覧下さい 

 

 

参加者数 第54回山形大会    

県民講演会 約 200 

同テルサホール 

   

会場 山形テルサ    

式典会場 テルサホール 

（全 806 席(内 1F

のみ限定)） 

   

研究発表会 497    

意見交換会 346    

口頭発表者数 95    

ポスター発表者数 40    

新技術展示 23    

アプローズホワ

イエ 

・発表会場（アプ

ローズ）の入り口

へ向かう通路（ホ

ワイエ）に設置 

   

＊施設の詳細は各会場のホームページでご覧下さい 


