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一般社団法人 岩の力学連合会 
2020 年度 第 4 回理事会 議事録 

                                                                              

日時 起案 2021 年 3 月 19 日  場所 乃木坂ビル 4F（資源・素材学会会議室） 

Web 会議形式で開催 
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【審議および報告事項】 

0. 理事長挨拶 

開会に先立ち，伊藤理事長より挨拶頂いた。 

 

1. 2020 年年度第３回理事会 議事録確認（佐藤：資料 2020理事 04-01） 

2020 年 12 月 24 日に開催された第 3 回理事会の議事録が確認され，承認された。 

 

2. 会員の入退会確認（資料 2020理事 04-02） 

資料に基づき，入退会者の確認を行った。2020 年 12 月 5 日以降では，賛助会員が一社退会とな

ったほか，8 名の退会者があった。慰留可能な会員に対しては，できるだけ会員にとどまって頂ける

ようにお願いすることとした。また，会費未払いが 3 年以上の会員については，会費支払いの督促

を行い，返答がない場合には規定の通り退会扱いとすることが確認された。 

 

3. 2020 年度 事業報告（案）（資料 2020理事 04-03） 

資料に基づき。次の社員総会の資料となる事業報告案について審議した。確認された変更点は以

下の通りである。 

・博士論文賞の応募がなかったため，本年度は Rocha Medal 候補者の推薦はなかった点 

・会員数については，賛助会員一社減の記述の追加が必要である点 

・国際技術委員会の規定の変更案を一部修正した点 

・電子ジャーナル委員会の報告で，参考として挙げられていた過去の発行論文数を削除する点 

・RockNet 委員会報告で，「岩の力学ニュース」は既に最新号を公開している点 

・総務委員会報告で，「会計・会務 WG」および「海外連絡 WG」の表記で，それぞれ WG を削

除する点 

・その他，誤字脱字等の確認 

 

4. 2020 年度 収支決算（案）（資料 2020理事 04-04） 

資料に基づき，2020 年度の「正味財産増減決算書」，「正味財産増減決算内訳書」，3 つの基金

に関する「予算書」，「財産目録」，「貸借対照表」の内容について確認を行った。 

 

5. 2021 年度 事業計画（案）（資料 2020理事 04-05） 

資料に基づき 2021 年度事業計画案について審議した。指摘事項および変更点は以下の通りであ

る。 

・「5．専門幹事会」の表現を，実情に合わせて「必要に応じて活動する」旨の内容に変更する点 

・総務委員会の内容で，実情になわせて「規則・細則 WG」を削除する点。ただし，本連合会で

の規則に未整備な部分があるため，今後理事会で整備していくこととした点 

・総務委員会報告で，「会計・会務 WG」および「海外連絡 WG」の表記で，それぞれ WG を削

除する点 

 

6. 2021 年度 収支予算（案）（資料 2020理事 04-06） 

資料に基づき，2021 年度の「正味財産増減決算書」，「正味財産増減決算内訳書」，3 つの基金

に関する「予算書」の内容について確認を行った。 

 

 

7. 2021 年度活動方針・計画および報告事項 

1) 編集委員会（西山（竜）：資料 2020理事 04-07） 

資料に基づき活動方針・計画および予算案が確認された。 

 

2) 国際技術委員（安原：資料 2020理事 04-08） 



 

III 

資料に基づき活動方針・計画および予算案が確認された。また，「若手技術者への海外活動助成

規定」について審議したが継続審議となった。2021 年度は，コロナ禍での国際会議のオンライン

開催が普及している実情に合わせて，採択者の了承を前提に助成金額上限を 5 万円とする参加費

の実費支払いとすることが了承された。 

 

3) 電子ジャーナル委員会（西山（哲）：資料 2020理事 04-09） 

資料に基づき活動方針・計画および予算案が確認された。また今後，オープンアクセスリポジト

リのあり方について内容を精査していく方針である事が報告された。 

 

4) Rock Net 委員会（藤井） 

先に審議した「2020 年度 事業報告（案）」，「2021 年度 事業計画（案）」に基づき活動方針・

計画および予算案が確認された。 

 

4) 連合会賞選考委員会（坂口：資料 2020理事 04-10） 

資料に基づき活動方針・計画および予算案が確認された。 

 

5) 選挙管理委員会（下田：資料 2020理事 04-11） 

代議員選挙の実施報告が口頭でなされた。また，書面での報告については，準備が整い次第，理

事長へ提出される予定である事が報告された。 

 

6) 賛助会員会議運営委員会（奥野：資料 2020 04-12） 

資料に基づき活動方針・計画および予算案が確認された。また，賛助会員から本連合会への提言

がなされ，その大きな柱として「オンラインを活用した連合会活動の活発化」が挙げられた。そ

のために，より本理事会主体的に名って活動すべきであるという内容であった。例えば，岩盤工

学基礎講座のオンライン実施や，岩盤工学に関する情報共有として現場とオンラインで直接情報

交換するなど具体案が示された。また，CPD 申請可能な学会との共催による講習会等の参加者の

拡充についても提案がなされた。 

 

7) ILC 委員会（横尾：資料 2020 04-13） 

資料に基づき活動方針・計画および予算案が確認された。 

 

 

8. 第 15 回岩の力学国内シンポジウム開催報告（関西大・小山，資料 2020理事 04-14～16） 

資料に基づき第 15 回岩の力学国内シンポジウム開催報告がなされた。緊急事態宣言発令下での開

催となったものの，対面と Web 会議システムを併用するハイブリッド方式を採用し，成功裏に会を

開催できたことが報告された。また，資料の通りこのコロナ禍におけるイベントの開催指針につい

ても意見が出された。 

 

9. JSRM/JSEG 共催 RMEGV2021 準備状況報告（山口大・太田，資料 2020理事 04-17） 

資料に基づき JSRM/JSEG 共催 RMEGV2021 準備状況報告がなされた。アブストラクトの申し込

みが低調である事から，理事関係者に参加を促すように依頼があった。 

 

10. 岩盤工学基礎講座の開催途中経過報告（木崎） 

本理事会開催までに実施された「岩盤工学基礎講座の開催途中経過報告」が，担当理事である木

崎理事，および講師を担当した理事より報告された。本年度は対面では実施せず完全オンライン開

催となったが，例年と比べて参加者も多く盛況であることが報告された。 

 

11. 名誉会員に関する規則および候補者の推薦（佐藤：資料 2020 理事 04-18） 

資料に基づき，「名誉会員に関する規則案」が提案され，文言の微修正があるものの内容は了承さ



 

IV 

れた。また，この規則に基づき，次の社員総会で，理事会として下記の 2 名の方を名誉会員として推

薦することとした。 

尾原祐三 氏（2013～2014 年度期理事長，現・熊本県立技術短大校長） 

清水則一 氏（2011～2012 年度期理事長，現・山口大学（2021 年 3 月現在）） 

 

 

 

 

以上 


