
 

⼀般社団法⼈ 岩の⼒学連合会 
平成 27 年度・第 3 回常任理事会 議事録 
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配  付  資  料 

資料番号 資     料 
資料 27-常任 3-01 第 2 回理事会議事録 
資料 27-常任 3-02 第 3 回理事会議事録(案) 書面会議 
資料 27-常任 3-03 会員の入退会 
資料 27-常任 3-04 賛助会員の等級変更届 
資料 27-常任 3-05 Rocha メダル候補の推薦について 
資料 27-常任 3-06 編集委員会報告 
資料 27-常任 3-07 国際技術委員会報告 
資料 27-常任 3-08 電子ジャーナル委員会報告 
資料 27-常任 3-09 Rock Net 委員会報告 
資料 27-常任 3-10 賞選考委員会報告 
資料 27-常任 3-11 将来構想委員会報告(10/22) 
資料 27-常任 3-12 岩の力学国内シンポジウムの準備状況 
資料 27-常任 3-13 国際ワークショップ案内 2016/3/3 ザグレブ 
資料 27-常任 3-14 ISRM からのアンケート 
資料 27-常任 3-15 平成 28 年度事業計画・予算案 
資料 27-常任 3-16 学会名鑑のための実態調査 
資料 27-常任 3-17 資源エネルギー庁からの意見募集 
資料 27-常任 3-18 会費請求時期変更のお知らせ 
資料 27-常任 3-19 会費請求業務委託費の見積り 
資料 27-常任 3-20 オープンサイエンス対応状況調査（依頼） 
資料 27-常任 3-21 セミナー共催依頼（ProgramGSS Seminar） 

 
理事⻑挨拶 
 
【議 題】 
 
1. 第 2 回理事会(10/22)議事録の確認（長田）  
 資料 27-常任 3-01 により前回常任理事会の議事内容を確認した。承認は 11/16 の書面会議にて実施済
みである。 
 
2. 第 3 回理事会(11/16：書面会議)議事録の確認（長田）  
 資料 27-常任 3-02 により議事録案を確認した。承認は次回理事会にて実施する。 
 
3. 会員の入退会（長田）  

資料 27-常任 3-03 を用いて，平成 27 年 10 月 23 日から平成 28 年 1 月 28 日までの入退会状況が示さ
れた。退会希望者の中に，連合会賞候補者が含まれていたため，そのものを除き，承認された。当該者



 

に対しては，事務局からその旨を伝えることとした。 
 
4. 賛助会員の等級変更について（長田）  
 資料 27-常任 3-04 の届出を承認した。 
 
5. Rocha メダル候補の推薦について（青木）  
 資料 27-常任 3-05 に基づき，推薦までの経緯と選考方法が説明され，最終的に連合会として 1 名の
Rocha メダル候補者を推薦したことが報告された。 
 
6. 委員会審議・報告事項 

1) 編集委員会（清木） 
資料 27-常任 3-06 に基づき，最近の活動が報告された。No.118 には清水 ISRM 副総裁報告や
事務局だよりを掲載すること，また新たな試みとして，会報に各委員会の活動報告を載せる
ことが紹介された。前回常任理事会で依頼のあった著作権規程のたたき台が示された。これ
については継続審議とした。  

2) 国際技術委員会（鈴木） 
資料 27-常任 3-07 に基づき，最近の活動が報告された。「ISRM の Commission への積極的参
加についての支援」の箇所には，櫻井先生の主催する Underground Nuclear Power Plant を加え
るよう指摘があった。また 2 回目の審議となる「若手技術者の海外活動助成規程」について
は，主に助成金の配分方法や交付方法について議論がなされた。またアジアでの表彰に合わ
せて，38 歳以下を対象とすることした。2016 年 9 月制定を目指して，継続審議とした。 

3) 電子ジャーナル委員会 
資料 27-常任 3-08 に基づき，最近の活動が報告された。  

4) Rock Net 委員会（安原） 
資料 27-常任 3-09 に基づき，最近の活動が報告された。Rocknet mail の配信と HP のアップデー
ト作業が赤塚氏に一本化されたこと，レンタルサーバをクラウド型に移行したこと（これに伴
い Rocknet mail に添付ファイルがつけることができるようになった）などが報告された。なお，
継続審議事項である文献検索サービスについては，常任理事会では終了することとし，次回理
事会に諮ることとした。  

5) 連合会賞選考委員会（青木） 
資料 27-常任 3-10 に基づき，応募状況が報告された。ヒアリング時において，選考委員が応募
者の目に触れない方法を検討している。11/16 書面会議で承認された連合会規則と連合会賞の
授与規則について確認した。なお授与規則に正確ではない用語があったため，これを修正し次
回の理事会の審議にかけることを了承した（通常総会→社員総会へ）。  

 
7. 将来構想委員会報告（清水） 
 当日午前中に開催された標記委員会の内容が口頭にて報告された。詳しくは，標記委員会の議事録を
参照のこと。  
 
8. 岩の力学国内シンポジウム（岸田） 
 資料 27-常任 3-12 に基づき，準備状況及び予算が報告された。参加費については，会員と非会員で連
合会会費分の差をつけ，自動的に会員となっていただく方式を検討してほしい旨の依頼があった。また
一般管理費については，参加費のみに対する割合でよいこととした。  
 
9. 韓日ジョイントシンポジウム（長田） 
 議題書の通り，進捗状況が報告された。概要〆切が 2 月 20 日まで延長されたこと，基調講演を尾原祐三
先生にお願いしたことが報告された。 
 
10. ISRM 関連 
  1) 臨時 Board 会議の開催（清水）  

 臨時 Board 会議が 3 月 2 日にザグレブ（クロアチア）で開催されること，これと同時に資料 27-
常任 3-13 に示したワークショップが開催されることが報告された。 

  2) 岩の力学ニュースに「ISRM 副総裁報告」を掲載（清水） 
 上記 6.1)に関連して，掲載の主旨が説明された。 

  3) ISRM からのアンケート（長田） 
 アンケートに対する回答を安原理事に作成いただき，これを提出することとした。 

 
11. 平成 28 年度事業計画・予算案（長田）  
 1) 社員総会の日時と場所 



 

 平成 28 年 6 月 16 日(木) 地盤工学会にて執り行うこととした。 
 2) 平成 28 年度の理事構成について  

H27 年度で任期満了となる下茂理事の後任を，土木学会担当である新理事に調整をお願いする
こととした。  

 3) 平成 28 年度事業計画案  
これまでに提出された常設委員会の事業計画案が示された。未提出の委員会においては 2 月中

旬までに原稿を提出していただくようにお願いされた。また特別委員会の欄には，岩の力学国内
シンポジウムを追加することとした。 

4) 平成 28 年度委員会申請ベース予算案 
申請ベースの予算案が示されたが，今年度と比較して増額となっているため，総務委員会で調整

することとした。未提出の委員会においては 2 月中旬までに原稿を提出していただくようにお願
いされた。  

 
12. その他 
  1) 学会名鑑のための実態調査(回答〆切 1/31) 
 資料 27-常任 3-16 の事務局案を議論し，修正のうえ回答することとした。  
  2) 資源エネルギー庁からの意見募集(回答〆切 1/29)  

 土木学会と地盤工学会にて説明会が開催されることから，連合会としては説明会を設けないこと
とした。なお，意見募集があることは Rocknet mail の配信により会員に広く知らせることとした。  

 3) 会費請求時期変更のお知らせ  
 資料 27-常任 3-18 の通り，会員にお知らせしたことが報告された。  
 4) 会費請求業務委託費の見積り 
 資料 27-常任 3-19 の通り，報告された。 
 5) オープンサイエンス対応状況調査（依頼）(回答〆切 2/29) 
 幹事長に一任し，回答することとした。  
 6) セミナー共催依頼（ProgramGSS Seminar） 

資料 27-常任 3-21 の通り共催の依頼があり，これを承認した。セミナーでの発表や参加が依頼さ
れた。  

 
13. 今後の予定 
  1) 第 3 回理事会（平成 28 年 3 月 31 日（木）13:00～17:00） 
  2) 平成 28 年度第 1 回常任理事会（平成 28 年 5 月 26 日（木）13:00～17:00） 
 3) 平成 28 年度第 1 回理事会（書面会議）5 月下旬から 6 月上旬を予定（総会議事確定のため） 
 4) 社員総会（平成 28 年 6 月 16 日（木）地盤工学会にて） 
 
 

以上 
 


