
2019年度(公社)日本地すべり学会 

第 58回研究発表会及び現地見学会開催について 

 

第 58 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「第 58 回研究発表会及び現地見学会」を，2019 年 8

月，熊本県熊本市の KKR ホテル熊本をメイン会場として，下記のとおり開催いたします。 

 

記 

 

1.開催日程  2019 年 8 月 20 日（火）～8 月 23 日（金） 

8 月 20 日（火）県民講演会 18:00～20:00（以下，時間は予定時間） 

会場：KKR ホテル熊本 

8 月 21 日（水）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：KKR ホテル熊本 

8 月 22 日（木）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 23 日（金）現地見学会         終日 

       （A コースは 22 日のうちに移動，現地宿泊） 

        A コース：天草地域 

        B コース：上益城郡～阿蘇地域 

        C コース：阿蘇地域 

（各コースの概要は 10. 現地見学をご覧ください） 

 

2.会場 

KKR ホテル熊本 

〒860-0001 熊本市中央区千葉城町 3-31 

TEL 096-355-0121（代表） FAX 096-355-7955 

公式サイト http://kkr-hotel-kumamoto.com/ 



（会場への交通アクセス，駐車場等については KKR ホテル熊本公式サイトをご覧くださ

い） 

 

3.参加申込期間 

2019 年 5 月 8 日（水）～7 月 22 日（月） 

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いたします。 

２） 大会当日は，余裕がある場合に限り当日申込を受付けます。 

３） 意見交換会および現地見学会は事前申込のみといたします。 

 

 

会場案内図 

 

4.研究発表会講演集の CD 配布および Web 公開 

講演集は CD 配布および Web 公開とします。CD は発表会当日に配布します。Web



閲覧のための ID は 7 月後半に参加申込者へ通知します（大会前に閲覧できるようにな

ります）。講演集（紙製本）は販売・配布しません。 

 

5.参加費 

区 分 県民講演会 研究発表会 意見交換会 現地見学会 

A コース 

現地見学会 

B，C コース 

事前申込 当日申込 事前申込 事前申込 事前申込 

正会員 無料 6,000 円 8,000 円 6,000 円 20,000 円 7,000 円 

学生会員 無料 500 円 2,000 円 1,500 円 10,000 円 3,000 円 

非会員 無料 7,500 円 9,000 円 7,500 円 23,000 円 8,000 円 

 

１） 原則として「参加申込システム」からの事前申込とします。参加費は前納とし，

返金はいたしませんので，ご理解をお願いいたします。 

２） 領収証は「参加申込システム」を通じて入手できます。項目ごとの発行等，細か

なご要望がある場合は，「参加申込システム」を通じて入手した領収証と，ご希望

の様式で作成した領収証（印刷したもの）ご持参ください。受付にて，「参加申込

システム」を通じて入手した領収証と引き換えに，ご希望の様式の領収証に大会

印を押します。 

３） 後日振り込みを希望される方で，請求書等が必要な場合も２）と同様です。ご希

望の様式の印刷物をご持参ください。領収証や請求書等の発行に関して，毎年様々

なご要望があり，受付作業に支障を来しております。円滑な運営にご協力くださ

いますようお願いいたします。 

４） 意見交換会および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，現地見学会については，希望者が少ないコースは中止となる場合があります

ので，あらかじめご了承ください（その場合は返金もしくは別コースへのご紹介

となります）。 

 

6.その他 

 お弁当の事前申込 参加者 1080 円/食 

ご希望の方に，8 月 21 日，22 日の昼弁当を手配いたします（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ください。 

 

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」は日本地すべり学会公式サイトホームページの大会 Web ページ



からアクセスします。 

・申込の際，会員番号が必要となりますので，あらかじめご用意ください。 

・必要な事項を記入して参加申込を行います。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），弁当の要否についてご入力ください。 

・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。参加費等の支払は

個人ページから行います。支払方法はコンビ二支払いとカード決済が選択できます。

支払方法を指定すると請求画面に移ります。 

・入金の確認ができると，個人ページから領収証と参加票がダウンロードできるように

なります。 

・参加票を印刷され，大会当日に受付にてご提示ください。 

・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。 

・団体申込はできません。すべて個人で申込をお願いいたします。 

 

8.発表申込み・期間 

 研究発表会の発表申込は，専用の「参加申込システム」から行います。発表申込受付

期間は以下の通りです。発表申込，講演予稿作成の方法は，「発表申込及び講演予稿作

成・投稿要項」をご覧ください。 

 

2019年 5月 8日（水）正午 ～ 2019年 6月 3日（月）受付締切 

 

9.県民講演会 

 8月 20日（火）県民講演会 18:00～20:00  KKRホテル熊本 

 

10.現地見学会（コース） 

A コース 「善徳地すべりと天草地域の地質を学ぶ」（定員 30 名） 

8/22 KKR ホテル熊本 16:00 発～松島温泉 17:50 着 

8/23 松島温泉 8:30 発～善徳地すべり～苓北町（富岡城跡，露頭見学）～昼食～熊本

駅 15:40～熊本空港 16:50 解散 

 

B コース 「熊本が誇る農業用施設と熊本地震災害」（定員 45 名） 

8/23 KKR ホテル熊本 9:00 発～通潤橋～昼食～大切畑ダム～熊本空港 15:00～熊本駅

16:00 解散 

 

C コース 「熊本地震に伴う阿蘇地域の災害」（定員 45 名） 

 



8/23 KKR ホテル熊本 9:00 発～阿蘇地域（立野，旧阿蘇大橋，新阿蘇大橋，高野台，

東海大学震災遺構，大切畑地すべり）～熊本空港 16:00～熊本駅 17:00 解散 

 

＊現地見学会の詳細は調整中ですので，若干の変更が生じる可能性があります。 

 

11.留意事項 

現地見学会 A 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。各自で手配してくださいますようお願いいたします。 

 

12.お問い合わせ 

お問い合わせは，以下，第 58 回研究発表会及び現地見学会実行委員会（実行委員長：

福田 順二（日本地すべり学会九州支部長（西日本工業大学名誉教授）））までお願いい

たします。 

事務局 

 〒860-0833 熊本市中央区平成 3 丁目 16 番 13 号 

 （株）アイエステー内  担当 上妻 良昌 

  e-mail annualmeeting@landslide-soc.org 

 

 


