
 

⼀般社団法⼈ 岩の⼒学連合会 
平成 28 年度・第 2 回常任理事会 議事録 

                                                        
⽇時 平成 28 年 8 ⽉ 4 ⽇ 14:00〜17:00 場所 地盤⼯学会 会議室 

 

常任 
理事会 

理事長 京谷 孝史 ○
副理事長 

（賞選考） 
青木 智幸 ○

幹事長 

（総務） 
長田 昌彦 ○

常任理事 

（国際技術） 

（地盤） 

鈴木健一郎 ○
常任理事 

 (資源・素材)
村田 澄彦 × 常任理事 

（土木） 
新 孝一 ○

常任理事 

(材料) 
岸田 潔 ○ 常任理事 

（前幹事長） 
坂口 清敏 ○  

常務理事

（RockNet） 
安原 英明 ● 常務理事 

（編集） 
清木 隆文 ○

常務理事 

（電子 J） 
島田 英樹 ×

オブザーバ

(元・理事長) 
清水 則一 × 事務局長 岡部 進 × 事務局 冨田明日香 ×

敬称略順不同，○：出席，×：⽋席，●：スカイプ出席 
 

配  付  資  料 

資料番号 資     料 
資料 28-常任 2-01 第 1 回常任理事会(5/26)議事録（案） 
資料 28-常任 2-02 第 2 回理事会（書面会議）（6/6〆切）議事録（案） 
資料 28-常任 2-03 社員総会(6/16)議事録 
資料 28-常任 2-04 臨時理事会(6/16)議事録（案） 
資料 28-常任 2-05 第 3 回理事会（書面会議）（7/22〆切）議事録（案） 
資料 28-常任 2-06 会員の入退会 
資料 28-常任 2-07 H28 年度の事業報告（編集委員会）04Aug2016 
資料 28-常任 2-08 岩の力学連合会著作権規程 28Apr2016 制定(参考) 
資料 28-常任 2-09 岩の力学連合会著作権に関する内規(一部修正) 
資料 28-常任 2-10 H28 年度活動報告_RockNet 委員会 
資料 28-常任 2-11 第 14 回岩の力学国内シンポジウム_概要_20160803 
資料 28-常任 2-12 第 3 回 岩の力学に関する若手研究者会議_理事会用資料 
資料 28-常任 2-13 Agenda - Council 2016 Cappadocial 
資料 28-常任 2-14 ISRM Asian Council 
資料 28-常任 2-15 Invitation to ARMS10 Singapore 2018 
資料 28-常任 2-16 Russian Geomechanics Association より 
資料 28-常任 2-17 R2015-R2016_Report_Japan 
資料 28-常任 2-18 著作物利用許諾同意書 20160118F017 
資料 28-常任 2-19 「第 37 回西日本岩盤工学シンポジウム」後援の依頼について 
資料 28-常任 2-20 「第 22 回地下空間シンポジウム」後援の依頼について 
資料 28-常任 2-21 2016 年岩の力学連合会「若手技術者海外活動助成金」採用者 

 
 
理事長挨拶 
 
【議 題】 
 
1. 第 1 回常任理事会(5/26)議事録（案）の承認（長田） 資料 28-常任 2-01 
 原案通り，承認された。 
 
2. 第 2 回理事会（書面会議）（6/6〆切）議事録（案）の確認（長田） 資料 28-常任 2-02 
 内容を確認した。特に意見なし。 
 
3. 社員総会(6/16)議事録の確認（長田） 資料 28-常任 2-03 
 内容を確認した。特に意見なし。 
 



 

 
4. 臨時理事会(6/16)議事録（案）の確認（長田） 資料 28-常任 2-04 
 内容を確認した。特に意見なし。 
 
5. 第 3 回理事会（書面会議）（7/22〆切）議事録（案）の確認（長田） 資料 28-常任 2-05 
 内容を確認した。特に意見なし。 
 
6. 会員の入退会（長田） 資料 28-常任 2-06 

 平成 28 年 5 月 26 日から平成 28 年 8 月 4 日までの入退会状況が示され，これを承認した。なお，
退会者の中に，岩の力学分野に多大な貢献をされた方が含まれていたことを期に，幹事長が顧問や名
誉会員に関する内規等を整理し，次回理事会に提案することとした。 

 
7. 委員会審議・報告事項 

1) 編集委員会（清木） 資料 28-常任 2-07～09 
・資料 28-常任 2-07 に基づき，活動状況が報告された。なお，事業年度に従い，平成 28 年 4
月 15 日に開催された委員会を平成 28 年度第 1 回とすることとした。 
・著作権規程についてはすでに 4/28 付（第 1 回理事会：書面会議）で承認されているが，内
容を再確認し，制定日を記入することとした。また内規については，報告事項として扱うこ
ととし，第 1 条の「RockNet」を「RockNet Japan」として範囲を明確にすることとした。 
・継続審議としていた文献リスト作成に関連して，そうした会員サービスについて議論し
た。例えば「連合会に所属していれば，組織４団体の発表情報が取得できる」ことを１つの
大きなメリットと考えて，その発信方法なども検討していただくこととした。 
・岩の力学ニュース No.121 に掲載予定の将来構想 2016 の校正については坂口理事（将来構
想検討委員会幹事）にお願いすることとした。発刊の時期は 11 月上旬を予定している。 
・委員 2 名の交代を承認した。 

2) 国際技術委員会（鈴木）  
・当日配布された資料 28-常任 2-21 に基づき，助成金の支払い方法等について議論した。政
情不安により参加の可否を検討されている助成者については個別に対応することとし，長田
幹事長が担当することとした。他 2 名については，規程に従い渡航前に支払うこととした。
なお，手取り 5 万円とできるかどうかを確認していただくこととした。  

3) 電子ジャーナル委員会（島田代理：長田） 
・特になし  

4) Rock Net 委員会（安原） 資料 28-常任 2-10 
・資料 28-常任 2-10 に基づき，活動状況が報告された。旧 WEB サイトについては，容易に旧
であることがわかるような表記を追加することが依頼された。また規則類の更新と将来構想
2016 の掲載が依頼された。 

5) 連合会賞選考委員会（青木） 
・選考委員会委員の半数が入れ替えとなるため，各組織団体と物探学会に推薦依頼を出したこ
とが報告された。 

6) 総務委員会 規則・細則 WG（坂口）  
・昨年度審議した３つの規則を修正のうえ，次回理事会に諮ることとした。 

 
8. 岩の力学国内シンポジウムの準備状況（岸田） 資料 28-常任 2-11  

・資料 28-常任 2-11 に基づき，進捗状況が報告された。主な報告としては，128 件の発表申し込み
があったこと，防災研究協会から 10 万円の助成が得られたことが挙げられる。 
・若手研究者会議と連続しているため，この会議に参加する韓国の研究者に国内シンポにおいてご
講演いただくこともできるのではないかという意見が出された。その旨実行委員会に打診すること
とした。なおご講演頂ける場合には，講演謝金はシンポジウム予算とは別に連合会の予算で対応す
ることとした。 

  
9. 第 3 回岩の力学に関する若手研究者会議の準備状況（安原） 資料 28-常任 2-12  

・資料 28-常任 2-12 に基づき，進捗状況が報告された。韓国から 5 名程度の研究者を招聘し，英
語セッションを立ち上げること，また企業紹介ができるようにすることなどが報告された。多く
の若手研究者や学生を出してほしい旨の依頼があった。 

 
10. ISRM 関連資料 
  1) カウンシル会議の議題についての議論（長田） 資料 28-常任 2-13 
 カウンシル会議の議題書にある項目のうち，審議案件について議論した。 
 ・Rocha Medal winner への報奨金の値上げについては，承認することとした。 



 

 ・FedIGS の修正については，承認することとした。 
 ・2018 ISRM International Symposium についてはアジア NG の一員としてシンガポールを推す
こととしたが， 終判断は京谷理事長に一任することとした。 

 2) アジア・カウンシル会議についての議論（長田） 資料 28-常任 2-14～17 
 ・Seokwon Jeon アジア副総裁からの依頼に対して，2015 年 5 月から 2016 年 7 月までの活動報告
を資料 28-常任 2-17 の通り提出したことが報告された。 

 
11. 今年度の活動方針について（京谷） 
  ・将来構想検討委員会の提言への対応について，対応できるものから順次進めていくこととした。 

 ・賛助会員特別会議については，青木副理事長に委員長候補を含め組織構成を検討していただくこ
ととした。  

 ・ILC に関しては，勉強会的なものを立ち上げることとした。 
 ・編集委員会と RockNet 委員会を総合したような広報委員会の設立に関しては，そのメリット，デ
メリットを検討した結果，広報委員会的な役割は現状では常任理事会が負うのが適切であるとの意
見が多かった。継続審議とした。 

 
12. その他 

1) 画像利用許諾の依頼 資料 28-常任 2-18 
許諾した旨が報告された。 

2) 「第 37 回西日本岩盤工学シンポジウム」後援の依頼について 資料 28-常任 2-19 
例年通り，後援することとした。 

3) 「第 22 回地下空間シンポジウム」後援の依頼について 資料 28-常任 2-20 
例年通り，後援することとした。 

 
13. 今後の予定 
  1) 平成 28 年度第 4 回理事会（平成 28 年 9 月 21 日（水）14:00～17:00） 
 2) 第 3 回常任理事会：平成 28 年 11 月 17 日(木) 14:00～17:00  
 3) 第 4 回理事会：平成 29 年 3 月  日(  )   :  ～  :              ■未定です 
 4) 平成 29 年度第 1 回常任理事会：平成 29 年 5 月  日( )   :  ～  :      ■未定です  
  5) 平成 29 年度第 1 回理事会（書面会議）：平成 29 年 5 月  日(  )   :  ～  :  ■未定です 
 

以上 
 

 


