
 

⼀般社団法⼈ 岩の⼒学連合会 
平成 28 年度・第 6 回理事会 議事録 

                                                        
⽇時 平成 29 年 3 ⽉ 16 ⽇ 14:00〜17:20 場所 資源・素材学会会議室 

 

理事会 

理事長 京谷 孝史 ○ 理事 奥野 哲夫 ○ 理事 岸田 潔 ●
副理事長 青木 智幸 ○ 理事 新 孝一 ○ 理事 西村 強 ○
幹事長 長田 昌彦 ○ 理事 清木 隆文 × 理事 坂口 清敏 ×
理事 鈴木健一郎 ○ 理事 村田 澄彦 ● 理事 森本 知久 ○
理事 岡田 哲実 × 理事 島田 英樹 × 理事 横尾 敦 ○
理事 安原 英明 ● 理事 児玉 淳一 ● 理事 小島 滋 ○
監事 嶋田 善多 ○ 監事 細野 高康 ○ オブザーバー 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-理 6-01 第 5 回理事会（書面会議）（12/16〆切）議事録（案） 
資料 28-理 6-02 第 4 回常任理事会（1/26）議事録（案） 
資料 28-理 6-03 会員の入退会 
資料 28-理 6-04 編集委員会 H28 年度事業報告 16Mar2017 
資料 28-理 6-05 国際技術委員会 2016 年度報告 
資料 28-理 6-06 若手技術者の海外活動助成規程 ver20170316 
資料 28-理 6-07 若手技術者の海外活動助成応募要領 2017 
資料 28-理 6-08 RN 委：nextCloud とは_rev01 
資料 28-理 6-09 賞選考委員会報告 
資料 28-理 6-10 1_連合会賞授与規則_20170316 理事会提出 
資料 28-理 6-11 2_連合会賞選考等に関する細則_20170316 理事会報告＿変更無 
資料 28-理 6-12 3_選考委員会内規_20170316 理事会報告 
資料 28-理 6-13 選挙管理委員会議事録_平成 29-30 代議員選挙開票報告 20170314 
資料 28-理 6-14 平成 29 年度事業計画案 20170316 版 
資料 28-理 6-15 平成 29 年度予算案 20170316 版 
資料 28-理 6-16 理事の選任時期について 
資料 28-理 6-17 次期理事候補者名簿(20170106)→差し替え版配布 
資料 28-理 6-18 Potential addition to the name of the ISRM 
資料 28-理 6-19 ARMS10_Call_for_Participation 
資料 28-理 6-20 rockdyn2019_bulletin 
資料 28-理 6-21 第 14 回岩の力学国内シンポジウム開催報告 
資料 28-理 6-22 第 3 回 岩の力学に関する若手研究者会議報告 
資料 28-理 6-23 1st Int WS in Okinawa – Poster 
資料 28-理 6-24 国際会議開催計画 

 
理事⻑挨拶 
 

【議 題】 

 
1. 第 5 回理事会（書面会議）（12/16〆切）議事録（案）の承認（長田） 資料 28-理 6-01 
原案通り，承認された。 

 
2. 第 4 回常任理事会（1/26）議事録（案）の承認（長田） 資料 28-理 6-02 
原案通り，承認された。 

 
3. 会員の⼊退会（⻑⽥） 資料 28-理 6-03 

平成 29 年 1 月 27 日から平成 29 年 3 月 16 日までの入退会状況が示され，賛助会員 1 社の退会、正会
員 3 名の入会並びに正会員 9 名の退会を承認した。 



 

 
4. 委員会審議・報告事項 

1) 編集委員会（清木代理：長田） 資料 28-理 6-04 
資料 28-理 6-04 に基づき，活動状況が報告された。9(1)「岩盤関係のリストの作成につい

て」において、“各自”が誰を指すのか明確に記述するよう依頼された。 
 

2) 国際技術委員会（鈴木） 資料 28-理 6-05～07 
資料 28-理 6-05 に基づき、2016 年度の活動報告および 2017 年度の活動計画が説明された。

活動計画では「4)VP 発案事業の支援」に修正する。また若手技術者の海外活動助成規程を確
認するとともに、2017 年度の募集要項の内容を確認した。６．募集期間を平成 29 年に修正す
る。 
 

3) 電子ジャーナル委員会  
特になし． 
 

4) Rock Net 委員会（安原） 資料 28-理 6-08 
前回常任理事会で継続審議としたクラウドシステムについて、仕様と使用方法が説明された。
前回課題としたセキュリティについては通常の使用では問題ないことを確認した。ただし名簿
等の個人情報の取り扱いについては別途考慮することとして、このシステムの導入を了承した。 
 

5) 賞選考委員会報告（青木） 資料 28-理 6-09～12 
はじめに資料 28-理 6-10 の授与規則の変更について審議し、提案の修正内容を了承した。なお、
前回の変更日（平成 28 年 11 月 17 日）は理事会議事録作成日に合わせて平成 28 年 12 月 19 日
とすることとした。合わせて資料 28-理 6-11、12 において細則の修正内容と内規が報告された
が、内規については一部文言を修正していただくこととした。次に、今年度の論文賞、技術賞
に関する審査結果が紹介され、理事長に答申したことが報告された。 
そのほか、審議課題とされた２つの課題「前年度の筆頭受賞者が再度筆頭候補者として応募

すること」「一人の推薦者から複数の候補を推薦すること」が紹介され、議論した。1 つ目に
ついては委員会の方向性を支持し、2 つ目については様々な状況が想定されるため、特に制限
しないでよいのではとの意見が多かった。 
 

6) ILC 特別委員会報告（京谷）  
口頭にて、委員候補の選定を進めているとの報告があり、次年度の活動に向け予算申請した旨
が報告された。 
 

7) 賛助会員特別会議報告  
口頭にて、来年度の活動計画をメールで検討している旨の報告があった。他学会でも実施して
いる表彰制度などを取り入れることなどを考えていることが紹介された。 

 
5. 選挙管理委員会報告（奥野） 資料 28-理 6-13 
 資料 28-理 6-13 に基づき、代議員選挙の結果が報告された。推薦者数は 16 名（定員数）であったため
信任投票となったこと、および有効投票数 161 に対して全員が新任されたことが報告された。前回と比
較して、投票数が 90 票程度少なかったことについては、請求書に同封した投票用紙の配布方法に課題
があるのではとのコメントがあった。次回配布方法やその周知方法の検討を今後の課題とした。なお、
当選者名簿は web に掲載されている候補者名簿の通りである。 
 
6. 平成 29 年度事業計画・予算案（⻑⽥） 資料 28-理 6-14～15 
 1) 事業計画案 

 資料 28-理 6-14 に基づき、平成 29 年度の事業計画案を審議した。「６．アジア諸国を中心とした
国際交流」については、「６．岩の力学に関する国際交流の推進」とし、各項目については幹事長
が全体の活動計画を包含するように作文することとした。また国際技術委員会の書きぶりは上記
4.2)に合わせて修正する。以上を修正することを前提として、本事業計画を承認した。 

 2) 予算案 
 資料 28-理 6-15 に基づき、予算案が紹介された。一部備考の内容を修正する（賛助会員数）ことと
してこれを承認した。 

 
7. 平成 29 年度役員について（新） 資料 28-理 6-16～17 

 資料 28-理 6-17 が材料学会選出の理事に芥川真一神戸大学教授（新任）を加えた 新版に差し替え
られ、次期体制がほぼ確定したことが報告された。また現在 1 名の理事が 1 年ずれた任期となって



 

いることについて、資料 28-理 6-16 を参考に議論した。現状においても理事会の継続性が担保され
ていることを鑑み、今後理事の任期を一致させ、代わりに 2 期 4 年を任期とする理事を入れ子にす
ることを考えることも視野に入れて、継続審議とすることとした。 
 

8. YSRM の次回日本開催について（安原） 
 安原理事よりこれまでの経過説明があり、次回 YSRM を日本に誘致するための準備を進めること
を承認した。安原理事よりキーパーソンの方にコンタクトしていただくとともに、5 月に韓国で開
催される YSRM において誘致のためのプレゼンテーションを実施していただくこととした。 

 
9. ISRM 関連 
  1) Potential addition to the name of the ISRM（常任理事会審議事項再掲） 資料 28-理 6-18 

 ISRM への返信が遅れたために、前回常任理事会で承認された本件について理事会において意見
を伺った。常任理事会の決定を支持し、幹事長が ISRM 本部に報告することとした。 

 2) ARMS10 2018/10/29-11/3 資料 28-理 6-19 
 資料 28-理 6-19 により、会議の紹介がなされた。 
 3) RockDyn2019 2019/4/3-4/5(予定) 資料 28-理 6-20 

 資料 28-理 6-20 により会議内容を確認した。なお、案内に JSRM が共催する旨を明記していただ
くようお願いすることとした。 

 
10. その他（常任理事会審議事項の再掲） 
 1) 岩の力学国内シンポジウムの開催報告 資料 28-理 6-21 
 資料 28-理 6-21 に基づき、常任理事会で報告された開催報告が紹介された。 
 2) 第 3 回岩の力学に関する若手研究者会議の開催報告 資料 28-理 6-22 
 資料 28-理 6-22 に基づき、常任理事会で報告された開催報告が紹介された。 
 3) 琉大で開催する国際ワークショップ 2017/3/20 資料 28-理 6-23 
 資料 28-理 6-23 に基づき、来週開催される標記ワークショップの内容が紹介された。 
 4) 国際会議開催計画 資料 28-理 6-24 
 資料 28-理 6-24 に基づき、常任理事会で報告された開催計画が紹介された。 
 
11. 今後の予定 
  1) 第 1 回常任理事会：平成 29 年 5 月 22 日(月) 14:00～17:00  
  2) 平成 29 年度第 1 回理事会（書面会議）：平成 29 年 5 月末頃 
  3) 平成 29 年度社員総会：平成 29 年 6 月 14 日（水）午後 地盤工学会 
  4) 平成 29 年度臨時理事会：社員総会時の休憩時間 
 
 

以上 


