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1. 支部創立 60周年を迎えて 
 

（公社）地盤工学会北海道支部長 田中 洋行 
（支部創立 60周年記念事業 実行委員会委員長）  

 
このたび，地盤工学会北海道支部はめでたく 60周年を

迎えました。今日までに至る長期間に渡って支部の運営

を支えて下さった会員各位，関係各機関と歴代事務局の

方に深く御礼を申し上げます。50周年までの北海道支部
における活動の様子は，記念周年ごとの実行委員長のご

挨拶に詳しく書かれていますので，ここでは 2006年から
2016 年における支部の活動にスポットをあててご報告
したいと思います。 
この間に開催された大きな行事が２つあります。一つ

は 2012年に開催された IS-Hokkaidoで，30ヵ国から 243
名もの参加者がありました。もう一つは 2015年に開催さ
れた第 50回地盤工学会の全国大会です。どちらの会議も
盛況で，参加者からの感想も非常に良いものでした。こ

れらの詳細については，別途報告されていますので，ご

参照ください。 
ここ 10年の間，幸いなことに大きな地盤災害が生じま

せんでした。しかしながら温暖化の影響でしょうか，北

海道ではあまり問題とならなかった豪雨による土砂災害

が増加している傾向にあります。また，5 年前に起きた
東北地方太平洋沖地震による未曽有の大災害は我々地盤

工学に携わっている人間にとって，大きなショックでし

た。しかしながら，地震国に住んでいる宿命で，近い将

来北海道においても大きな地震が起きることは確実です。

したがって，これらの災害を最小限に留めるためにも，

地盤工学による貢献は重要です。 
50 周年の実行委員長であった三田地利之先生は 50 周

年の記事で，「北海道支部における最大会員数は 720 名
であったのが，50 周年の記念事業を行った 2006 年には
630名となった」ことに非常に危機感を抱かれています。
しかし，その後の 10年間の会員数は，残念なことに上昇
するどころか 2016年現在で約 450名と，減少割合は加速
している状態です。これは，会員に対して，例えば各自

の職場の同僚に対する勧誘，あるいは大学の学生に対し

て就職した後も継続して会員となることを奨励すること

は大事と考えますが，会員数の減少を前提とした学会と

しての方針を立てる時期に来ていると思います。 
今年の支部発表会での開会の挨拶のネタを見つけるた

め，技術報告集を第一号から発表内容を時代によってど

のように変化してきたかを調べてみました。報告集の最

初は技術パンフレットの名前で，また開催回数も２年に

一度でした。報告内容は，今とは全く違って，実際の工

事で遭遇している問題をどう解決したらよいかというも

のが大多数を占めています。報告者も圧倒的に役所，電

力関係，鉄道関係者が多く，大学などの研究者はごくわ

ずかでした。それが今では，大学関係が 2/3 で，残りの
1/3 は研究機関や民間コンサルあるいはジェネコンとい
った割合です。残念なことに発注者側の発表は，ここ 10
年間皆無といった状況です。 
懇親会でお会いした，ある年配の方から言われたこと

が印象深く覚えています。「当時（すなわち，支部が立ち

上がって現場の話題が数多く提供された時期）は，地盤

の設計に関するマニュアルが整備されていなく，多くが

現場の技術者の判断に任されていた。しかし，現在では

マニュアルが整備され，昔のような苦労をしなくてすむ」。

果たして本当にそうでしょうか？私は逆に整備されたマ

ニュアルが技術の発展を妨げていると思っています。い

わゆる昔は今のように豊かではなく，経済的な構造物を

作ることが命題でした。現在は，経済性より「安心・安

全」が重視され（本当に安全かどうかわかりませんが），

さらに設計基準やマニュアルに機械的に適合していれば

よいといった風潮になっています。実際には，現場には

未だ解決しなくてはならない地盤工学上の問題が多くあ

るはずです。その一方で，研究者の多くは研究費を獲得

するために，未解決の既存の問題に取り組むよりも，「一

見」新規性のある研究テーマに飛びつくので，ますます

現場と研究とのかい離が生じているように思います。 
学会の使命に関して注目されている事項に，社会への

貢献があります。以前の学会の目的は，個々の会員の技

術の向上でした。学会誌，発表会，委員会などの活動を

通じで新しい知識の習得，あるいは共同研究などを実施

することによって，自分の知識や技術を向上させること

を目的としていました。しかし，10年ほど前からその流
れは大きく変わりました。学会の活動が社会に役に立っ

ていることをアピールすることが重要となっています。

2015年に札幌で開催された全国大会でも，赤れんが通り
に地盤工学会の活動を紹介するイベントを開催しました。

このイベントは，本来行政がやるべきことを会員の会費

あるいは全国大会の参加費の一部を負担しているという

見方もできます。 
与えられた紙面が限られているので，そろそろまとめ

に入りたいと思います。会員の皆様からのご批判を受け

ることを覚悟で申し上げますが，会員数が減少すること

を認識した上で，ますます多様化する社会に対して，学

会あるいは支部の活動をどうしたらよいか，根本的に考

える時期に来ていると思います。 
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2. 地盤工学会北海道支部 60 周年のお祝い 
 

（公社）地盤工学会会長 東畑 郁生 
（東京大学 名誉教授） 

 
地盤工学会北海道支部の皆さま，創立６０周年，おめ

でとうございます。人間に例えれば還暦であり，新たに

生まれ変わって再スタートする筋目を迎えられ，今後の

ご発展を祈念申し上げます。 

これまでの６０年間，北海道の方々は多くの課題に取

り組んでこられました。古くは超軟弱地盤の安定化の問

題，特に泥炭地盤にはお化け帳場と呼ばれる所があり，

河川堤防に関連しては，北海道では堤防は締め固めない

ことになっている，と先輩から言われてびっくりしたこ

とがあります。その後，本州でもあんまり締め固めてい

ないことが判ってきたのは，その余禄でした。また，凍

土のことや地震の問題でも，多くの成果を挙げてこられ

たことは周知のとおりです。しかし近年は過疎化の問題

が北海道においても顕著であり，このまま時に身を任せ

るのか，という大問題が生じてまいりました。 

北海道を日本の外れと見ていろいろ過疎化の議論をす

る人々は多いのですが，世界地図を見ると，北海道と同

じ緯度には，ミラノがあり，シアトルがあり，ボストン

があります（多少の誤差はご容赦ください）。外れではな

く中心になってもおかしくないのは自然のせいではなく，

人間の責任でしょう。人間の決めたことは人間が変更で

きる，私はそう考えておりますので，今日も北海道を外

れではなくする方法を空想してみました。こんなことを

申し上げるのも，いままでの地盤工学がお客さんからの

要求・要請を満たすことに注力し過ぎていて，新しい展

望を自ら開く努力が足らなかったのではないか，そんな

風に思っているからです。 

北海道の持っているブランドと言えば，まずは食材で

しょう。ジャガイモや牛乳は言うに及ばず，魚，イクラ，

貝，マトンなど，たくさんあります。近年は熱帯植物で

ある稲も生育がよろしいと聞いております。これは品種

改良の努力もさることながら，地球温暖化の恩恵もある

ようです。これは貴重な話で，世界が温度上昇の対策に

頭を痛めてもさっぱり効果が無い中で，逆に恩恵がある

のなら，さらにこの方向を推し進めることには意味があ

るはずです。池田町特産のワインも，温暖化が進めばも

っと生産が増えるでしょう。ブリやマグロもたくさん取

れればさらによし，ブランド食糧生産超大国という目標

が見えてきます。そして地盤工学は超大国としての社会

資本整備を推進するために，地盤条件を考慮した合理的

で安全な産業立地や都市の計画に乗り出せないでしょう

か。 

さらに構想を広げるうちに，自然工学という概念に行

きあたりました。これは近年提案されている人工物工学

に逆対するアイデアです。人工物工学の対象は，自然に

存在しない，人類が作り出した物質です。それらが自然

界へ拡散して様々な影響を作りだしている，それへの対

応を追究しようというものです。これに対して自然工学

は，自然界にまだまだ隠れている事柄を掘り出して，人

類の繁栄と文明の永続に役立てたい，そういった感じで

す。品質管理の行き届く人工物生産とは反対に，不均質

かつ所在もよくわからない自然界にどっぷり浸かること

が，その活動パターンでしょう。たとえば土の中からカ

ビや微生物を取り出して新薬を作られている先生がおら

れますし，シェールオイルの開発と利用もそのひとつ，

二酸化炭素の地下貯留も該当するかもしれません。木材

からセルロース繊維を分離して鋼より上等で軽い材料を

作る技術も育っているそうです。どうも空気中より地上

の草木や動物，地中の空間に新たなネタが多そうなので，

地盤工学の掘削技術や斜面安定技術がお役に建つのでは

ないでしょうか。否，お役に立とうという根性が既に小

さく，この分野をリードしようという志が大事なのです。

火山の横で地熱を取ろうという小さな話ではなく，もっ

と深いマントルから大量にエネルギーを取り出せないも

のでしょうか。ヒグマから取られる熊(くま)肝(のい)は

高貴薬だそうですが，似たものを自然から見つけ出して

合成するのは，高齢化社会においてよいビジネスかもし

れません。 

あれはできない，そんなことをやっても無駄，そんな

風に，できない理由を見つける秀才は大勢います。しか

し，どうやったらできるのかを考える鈍才は，数が多く

ありません。しかしどちらの方に値打ちがあるのか，そ

の評価は明らかでありましょう。 
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3. 地盤工学会北海道支部創立 60周年記念特別表彰者の略歴 
 

池田 晃一 氏（昭和 20年生まれ） 
昭和 44年北海道教育大学理科卒業後，同年 4月北海道

ボーリング工業株式会社（現北海道土質コンサルタント
株式会社）に入社，昭和 63年専務取締役，平成 15年代
表取締役を歴任され，平成 22～27年同社相談役として社
会基盤整備に多大な貢献をされた。 

学会等の社会活動では，昭和 57年度～平成 2年度まで
地盤（土質）工学会北海道支部の幹事を務められたほか，
火山灰研究の第一人者として，火山灰質土の工学的分類
委員会など各種の委員会で中心的な役割を担われた。平
成 16年度地盤工学会功労章が授与されている。

 
神谷 光彦 氏（昭和 20年生まれ） 

昭和 44年北海道大学農学部農業工学科卒業後，株式会
社奥村組に入社し，地下鉄やシールド工事などに従事さ
れた。昭和 47年～昭和 51年まで北海道大学助手（工学
部土木工学科）を務め，昭和 51年より北海道工業大学（現
北海道科学大学）講師，昭和 55年同助教授，平成 4年同
教授，平成 23年定年退職，同年名誉教授。この間に「泥
炭の圧縮特性とその構成因子に関する研究」で北海道大
学より博士（農学）を授与される。現在は上山試錐工業
株式会社技術顧問。 

地盤（土質）工学会での活動としては，「土と基礎」編
集委員（平成 3～6年度），北海道支部においては，幹事
長（平成 11年度），評議員，副支部長（平成 13年度），
支部長（平成 15年度）を歴任している。研究委員会では，
産業廃棄物の処理と有効利用に関する研究委員会幹事委
員や泥炭地盤の広域沈下に関する研究委員会委員長など
多数の委員会で中心的な役割を担われた。また，昭和 51
年に土質工学会北海道支部賞を受賞，平成 17年に地盤工
学会功労章が授与されている。 

 
鈴木 輝之 氏（昭和 20年生まれ） 

昭和 45 年北海道大学大学院工学研究科修士課程修了，
同年から北海道大学工学部助手，昭和 47年から北見工業
大学講師（土質工学），昭和 48 年同助教授，平成 3 年同
教授，平成 23 年北見工業大学定年退職，同年名誉教授。
この間「砂の動的性質・液状化特性に関する研究」，「地
盤の凍結・凍上に関する研究」等に従事，昭和 59年工学
博士。 
地盤（土質）工学会での活動としては，北海道支部幹

事長（平成 8 年度），第 31 回地盤工学研究発表会実行委

員（平成 8年度，北見市），北海道支部評議員（平成 8～
11年度），北海道支部副支部長（平成 12～13年度），地盤
工学会理事，「土と基礎」編集委員会委員長（平成 12～13
年度），北海道支部支部長（平成 14年度），土の凍上試験
方法検討委員会委員（平成 10～12 年度），土の凍上試験
方法基準化委員会委員長（平成 13～15年度）などを歴任
された。また，昭和 47年に土質工学会北海道支部賞を受
賞，平成 16年に地盤工学会功労章が授与されている。 

 
武田 覚 氏（昭和 25年生まれ） 

昭和 49年北海道大学工学部土木工学科卒業後，同年か
ら北海道大学工学部助手（土質工学講座），昭和 53 年に
北海道開発コンサルタント株式会社（現株式会社ドーコ
ン）に入社され，平成 11 年地質部長，平成 19～22 年執
行役員を歴任している。平成 27年よりトキワ地建株式会
社に勤務，現在に至る。 

地盤工学会の主な活動としては，地盤工学会理事（平
成 18年度），北海道支部においては，幹事（昭和 62年度
～平成 9年度），幹事長（平成 10年度），支部長（平成 20
年度）を務められた。平成 19年度地盤工学会功労章が授
与されている。 

 
谷藤 和三 氏（昭和 21年生まれ） 

昭和 44年北海道大学工学部土木工学科を卒業後，北海
道電力（株）に入社し，平成 7年に土木部長，平成 12年
に理事泊原子力建設準備事務所長等を歴任，平成１4年に
北電総合設計（株）社長，平成 22年から北日本認証サー
ビス（株）取締役並びに会長として現在に至る。 
北海道電力時代には水力・火力・原子力の電源開発に

おいて当時の最新技術を駆使した設計・施工の実績が多
数ある。主なものは，水力では道内有数のロックフィル
ダム 2件，TBMによるトンネルにおける当時我が国で最
長，最大のものそれぞれ 1 件，火力では各種の軟弱地盤
改良工事のほか，消防法の新基準の第 1 号の石油パイプ
ライン，土被りの大きな大口径取水管，軟質な地盤での

海底トンネル，原子力では安全性確認のための高度な地
盤・耐震解析などである。 
昭和 48年にロックフィルダムで土質工学会北海道支部

賞を受賞したほか，共著あるいは指導した案件で同支部
賞など多数の受賞をされている。 
地盤（土質）工学会の主な活動としては，北海道支部

において，幹事（昭和 49年度～54年度，60年度），副支
部長（平成 3 年度），幹事長（平成 4 年度），評議員（平
成 4年度～6年度）等を歴任され，さらに平成 8年度の土
木学会北海道支部長を務めている。また，平成 20年に地
盤工学会功労章が授与されている。 
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西川 純一 氏（昭和 26年生まれ） 
昭和 57年北海道大学大学院理学研究科博士課程（地質

学鉱物学専攻）を修了，同年北海道開発庁に入庁，北海
道開発局土木試験所地質研究室に勤務。昭和 60～61年ま
で科学技術庁長期在外研究員としてニュージーランドカ
ンタベリー大学地質学科に滞在。昭和 63年～平成 3年ま
で建設省に出向し，土木研究所砂防部急傾斜地崩壊研究
室に勤務。平成 3年から北海道開発局開発土木研究所（土
木試験所から名称変更）に戻り，土質基礎研究室に勤務，
副室長，室長を務めた。平成 15年から北海道開発土木研

究所構造部長，平成 18年から土木研究所寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ長，平成 19年同研究所研究調
整監，平成 20年同研究所を退職，北電総合設計株式会社
に勤務，現在に至る。 
地盤工学会の活動としては，地盤工学会理事（平成 14

～15年度），北海道支部においては，幹事長（平成 12年
度），副支部長（平成 14～15 年度），支部長（平成 18 年
度）を務められた。また，平成 20年に地盤工学会功労章
が授与されている。 

 
能登 繁幸 氏（昭和 22年生まれ） 

昭和 44年北海道大学工学部土木工学科卒業，同年北海
道開発局に採用，土木試験所土質研究室に配属。以来地
盤工学に関する研究業務に従事。平成 12年北海道開発局
開発土木研究所所長を最後に退官。その後（財）北海道
道路管理技術センター参与（1 年），独立行政法人北海道
開発土木研究所理事（4年），（社）北海道開発技術センタ
ー参与（2年）を経て平成 19年より（株）開発工営社，
平成 27年より（株）プラテックに勤務，現在に至る。 

工学博士，技術士（建設部門，総合技術監理部門），土
木学会特別上級土木技術者。著書に「泥炭地盤工学」（技
報堂出版），「軟弱地盤対策工法－調査設計から施工まで
－」（共著，地盤工学会），「地盤改良のトラブルの要因と
その対策」（共著，地盤工学会），「泥炭のお話し」（監修，
地盤工学会），「君ならどうする－建設技術者のための倫
理問題事例集」（共著，地盤工学会）など。 

 
八戸 裕 氏（昭和 20年生まれ） 

昭和 45年北海道大学大学院工学研究科修士課程修了後，
株式会社大林組に入社し，九州高速道路工事やインドネ
シアスンポールダム工事，シンガポールチャンギ国際空
港地盤改良工事などに従事された。昭和 54年から東京本
社技術本部に配属、技術開発，現場支援等に従事後，平
成 2年に札幌支店に赴任され，営業部長，副支店長を歴
任，平成 15年札幌支店長，平成 17年執行役員札幌支店
長，平成 21~27年同社顧問として社会基盤整備に多大な
貢献をされた。地盤（土質）工学会では、「土と基礎」の

編集委員，北海道支部においては副支部長（平成 11~12
年度）支部長（平成 13年度）を務められた。学会等の社
会活動では，EPS土木工法開発機構委員やエンジニアリ
ング振興協会主催海外セミナー講師，水中トンネル研究
調査会・海底土質小委員会などで活躍された。また，仁
徳天皇陵や箸墓古墳に代表される前方後円墳を土木工学
的なアプローチによって古代土木を再現するというユニ
ークな試みも活動の 1つ。 

 
三浦 清一 氏（昭和 23年生まれ） 

北海道大学大学院工学研究科修士課程修了後，昭和 50
年より北海道大学助手（工学部土木工学科），昭和 51 年
北海道大学講師，引続き同助教授を務められた。昭和 59
年室蘭工業大学へ転任され，助教授，教授を経て，平成
10 年より北海道大学大学院工学研究科教授として教育・
研究に多大な貢献をされ，平成 25年定年退官された。地
盤（土質）工学会では，理事・基準部長（平成 16，17年
度），役員候補者選考委員会委員，表彰委員会委員，北海
道支部長（平成 19 年度），IS-Hokkaido 2012 実行委員会
委員長，火山灰土の性質と利用に関する研究委員会委員
長，2003 年十勝沖地震地盤災害調査委員会委員長，地盤

災害緊急対応委員会委員長等として活躍された。土木学
会関連では，土木学会副会長・理事（平成 21，22年度），
論文集編集委員会委員，フェロー審査委員会委員長，表
彰委員会委員長，名誉会員候補者選考委員会委員長等を
歴任している。研究面では，土質工学会論文賞，地盤工
学会技術開発賞，地盤工学会功労章，土木学会研究業績
賞，北海道科学技術賞など多数の受賞をされている。現
在は益村測量設計（株）技術顧問を務められるほか，北
海道土木技術会会長や各種の公的審議会・委員会等にお
いて，重責を果たされている。 

 
三田地 利之 氏（昭和 19年生まれ） 

昭和 44年北海道大学大学院工学研究科修士課程修了後，
同年に北海道大学工学部講師に就任し，昭和 48年同助教
授，昭和 59 年同教授に昇任，平成 20 年に北海道大学を
定年退官された。同年に北海道大学名誉教授の称号を与
えられるとともに日本大学生産工学部教授に就任され，
平成 27年まで教育者として後進の育成に努められた。 
地盤（土質）工学会では，副会長（平成 15，16年度），

理事（平成 6，7年度），広報委員会委員長，土の K0圧密

三軸試験方法基準化委員会委員長，北海道古平町国道 229
号岩盤崩落調査委員会委員長，土質試験基準検討委員会
委員長，北海道支部長（平成 17年度）など多くの要職を
務められた。 
また，土質工学会論文賞，地盤工学会企画推進賞，地

盤工学会「土と基礎」年間優秀賞，土質工学会北海道支
部賞など多数の受賞をされ，平成 11年に地盤工学会功労
章，平成 27年に地盤工学会名誉会員となられた。
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4. 特別寄稿 
 

地盤調査屋 
 

 池田 晃一 
（60周年記念特別表彰） 

 
地盤工学，地盤調査など全く聞いたこともない私が就

職したのは地盤調査・試験を専門とする，北海道ボーリ

ング工業（現北海道土質コンサルタント）であった。す

ぐに土質工学会に入会をさせられ，以来地盤（土質）工

学会との付き合いは 47年目を迎える。支部の活動は幹事，
評議員，火山灰委員会委員など多岐にわたり，技術報告

は共同を含めて 10編である。 
入社当時は地盤調査が全く分からなかったこともあり，

いわゆる青本（土質調査法），赤本（土質試験法）がバイ

ブルであった。会社の理念は，基準に従っての最も正確

な地盤データの取得を第一とし，さらに目的に合ったき

めの細かい地盤プロフィールの作成や効率的な調査・試

験を実行することであった。当時の北海道では，地盤調

査特に軟弱地盤調査は一部の役所を除いては確立されて

はおらず，ほとんどの調査はコア採取と標準貫入試験だ

けであった。（・・・今も同じ状態になっているが） 
私が入社し技術屋として何とかなるようになったのは，

幸運にも先にあげた会社の方針があったことと，地盤に

ついて非常に造詣の深い先輩に教えられたことによるも

ので，さらに現場技術者は全て会社で教育・指導して調

査技士の資格を有するベテラン揃いで，地盤調査目的，

意義を十分理解している先輩たちにも恵まれた。会社で

は私の入社前から色々な調査・試験の工夫がなされてい

たが，受注した場合には最大限の効果を挙げられるよう

な調査・試験を提案することが常で（当時は金額変更が

ほとんどできなかった），泥炭性軟弱地盤の調査では，分

布状態と強さをできるだけ詳細に把握するためのピート

サンプリング，コーンペネトロメーター（コーン面積

20cm2）およびオランダ式貫入試験機の活用を根気強く

提案して徐々に浸透していった。工夫の 1例としては泥
炭用のシンウォールサンプリングライナーを 1.5mm の
薄肉（黄銅）として刃先を尖らせ，植物繊維が切れ易い

ように，かつ，押し出し時に脱水しやすい泥炭試料をラ

イナーごと切断しやすくしていた。圧密試験リングはラ

イナーから出した泥炭試料の整形がし難いことからその

ままリングを押し込む径 74 mm，高さ 25 mm（基準 60 mm，
20 mm）を使用していた。 
私の長い地盤調査屋稼業においていつも留意していた

ことは，①人為的なデータのバラツキの阻止，②機械，

器具の差異によるデータの違い，③サウンディング，サ

ンプリング地盤の孔壁・孔底の乱れの最小化などであっ

た。①については標準貫入試験の打ち方（現在は自動落

下装置が定着），ロッドやパッキンの締め付け不良など，

②についてはモンケン重量，ロッドの太さなど機器の規

格化不足などが原因であるが現在はかなり統一化が図ら

れている。しかし，標準貫入試験のシューやレイモンド

の不良など時たま現場で散見される。③については地す

べり調査などコアが必要な場合を除きノンコアボーリン

グを提案し，一時はかなり理解されるようになったが現

状は元の木阿弥に帰しており，何とかならないかと思っ

ている。 
その他私が今後に期待することは，弱溶結（見かけは

未固結な火山灰）の火山灰を N値だけではなく，qc値な

ども活用して欲しいことや地下水の流れや水収支，また

土壌についても知見を持った地盤技術者が増えてほしい

と願っている。その他，地盤調査の基本的データの取得

は現場のオペレーターに期していることから，オペレー

ターとの信頼関係を醸成し，かつ現場技術向上に協力し

ていくことが大事である。 
現在北海道支部では会員数の増加に苦労されているよ

うであるが，30年以上前は土木関係，建築構造関係，地
質関係，農業関係などの研究者や技術者が会員として混

在し，幹事も各分野からできるだけバランスがとられて

いた。会員増加のためには土木偏重に落ちることなく，

地盤に関する色々な観点からの研究，実践の場としの有

意義な学会としていくことが必要と考える。今後も地盤

工学会北海道支部が研究者，技術者の意見交換ができる

場として発展していくことを祈念している。 
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「地盤工学」の教育と学会活動に携わって 
 

 神谷 光彦（北海道科学大学 名誉教授） 
（60周年記念特別表彰 平成 15年度北海道支部長） 

 
原稿完成。調べものがあって地盤工学会支部に行った

時，支部 50周年誌をみると何と完成品と同じ内容だった。
寄稿したことさえ忘れていた。振り出しに戻ってやり直

し。 
地盤工学会への入会は昭和 44年（1969）。誰に勧めら

れることもなく入会した。学生の時から土質試験法（初

版本）を持っていた（買わされた）ので「土」が好きだ

ったのかもしれない。 
建設会社を辞めて北大農学部の研究生をしているとき，

土木工学科土質工学系の講座の助手に空きができたので，

梅田安治先生に推薦していただき運よく地盤工学の道に

入ることができた。当時は高度成長期で大学の数もどん

どん増えていき，助手も現在のような業績云々という時

代ではなく，希望すれば比較的なりやすかった。学部卒

の助手は丁稚のようなもので，学部の実験と演習の手伝

い，卒論生と一緒に実験に明け暮れる日々で，3～4年鍛
えられて業界に出て行きました。講座の北郷繁先生には

実験データの整理と取りまとめ，論文の書き方，発表の

仕方と研究者の基礎と教え込まれました。 
北海道工業大学（現：北海道科学大学）の土質工学を

担当していた先生が辞められるので，北郷先生に紹介し

ていただき昭和 51 年に運よく大学教員の道を歩むこと
ができました。 
北海道工業大学は 2年ほど前から非常勤で講義をして

いましたが，学生数が 160人を超えるマンモス授業でし
た。それを 2つ割りにして演習も加え，実験も増やして
と，授業と授業の資料作りに追われていました。演習の

答も学生番号で変わるようにし，やっと出回り始めた高

価なパソコンで BASIC のプログラムを作って解答を作
成していました。演習も実験もできるまでと，日暮れま

でやっておりました。これができたのも川端伸一郎助手

（現教授）が一緒にやってくれたおかげと「土質」はも

っと厳しくても良いという卒業生からの声でした。試験

や評価は北郷先生流で，中間・期末と大量の問題を解答

させ，よく落としていました。「先生の単位が取れなくて

留年しました。」と，明るく言ってくれる卒業生もおりま

が，申し訳なかったような気がします。とにかく，学生

も私もお互いが一生懸命だった気がします。 
私が道工大に就職した昭和51年の4年制大学への進学

率は 27.3％でしたが，退職した平成 23 年には 51.0％と
進学率が増加し，大学の大衆化と言われる時代になりま

した。土質実験で「これ，手で触るのですか」と言われ

た時には驚いた。学生の意見を取り入れてという風潮に

なり，学生による授業評価（授業アンケート）が行われ

るようになり，単位が取れないのは教え方が悪いという

ような世の中になって来て，教える内容が少しずつ易し

くなっていったのは寂しいことでした。 
地盤工学会支部では，昭和 52年から平成 8年まで幹事

16期，評議員 4期，平成 11年幹事長，平成 13年副支部
長，平成 15年支部長と 22年間に渡って活動に参加する
ことができました。また，全国大会は昭和 54年札幌，昭
和 61年札幌，平成 8年北見工大，平成 17年函館，昨年
の北海道科学大学での大会では地の利に長けているとい

うことで事務局員に呼んでいただき，つごう 5回の大会
に携われました。 
土質工学は比較的若い学問分野であったこともあり，

私が入会したころから幹事になったころにかけて会員が

増加の一途をたどっているときでした。支部活動に関わ

るようになった時でも，幹事は何しろ頭数が多かったの

で同世代から団塊世代の集まりでした。さらに高度成長

期で資金的にも恵まれていていろいろなことができまし

た。北海道の地盤特有の問題を取り上げようと「火山灰

質土の工学的分類委員会」や「泥炭地盤の広域沈下に関

する研究委員会」を立ち上げて簡素ながら研究成果を発

刊してきました。その後，火山灰委員会がさらに発展し，

寒冷地の地盤工学を研究する委員会が活動していくこと

はうれしいことです。 
地盤工学会の会員数は平成 10 年頃をピークに減少の

一途をたどっています。若年人口の減少に加えて，建設

投資の縮小，大学生の土木関係離れ，中小学会の乱立な

どもそれに拍車をかけていると思います。私の加入して

いる農業農村工学会（旧農業土木学会）の大会講演会で

も土質力学部門の発表者の割合が少なくなっています。 
学会の発表もコンピュータの発達で高度な解析ができ

るようになり，実験を主体とした研究が少なくなったこ

とは，実験屋としてはややさびしいです。 
支部の財政も厳しくなってきているようで，幹事長か

ら支部長にかけて会員数や行事参加者の減少で赤字を計

上したことには少なからぬ責任を感じています。 
学会はさらに厳しい状況に向かうと思います。学会の

発展の過渡期を経験し，皆さんと一緒に楽しく学会活動

ができたことに感謝いたします。 
70歳を超えて会費が安くなるので，プレミアム会員を

申請しました。これで死ぬまで会員です。何か協力でき

ることがあればと思っております。 
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地盤工学会での４８年 
 

鈴木 輝之（北見工業大学 名誉教授） 
（60周年記念特別表彰 平成 14年度北海道支部長） 

 
地盤工学会北海道支部の創立 60 周年をお祝い申し上

げますとともに，これまで学会活動を支えてこられた会

員諸氏に敬意を表す次第です。また，このような記念す

べき時に，地盤工学会への貢献に対して特別表彰の栄に

浴しました。これも偏に学会員各位の多大なご指導・ご

支援の賜と感謝申し上げます。 
私が地盤工学会の前身である土質工学会の会員になっ

たのは，大学院修士課程に入学し，北郷教授が率いる土

質工学講座の大学院生となった 1968年（昭和 43年）か
らです。すなわち，地盤工学会北海道支部 60年の歴史の
中で，48年に渡ってお世話になって来たことになります。 
 地盤技術の発展と普及を目的とする学会の活動は，講

習会開催，研究委員会活動，各種セミナー開催等多岐に

渡ります。中でも，地盤工学会北海道支部の特徴的な活

動となっているのが，毎年 1回開催される技術報告会と，
合わせて刊行される技術報告集と思います。技術報告集

は，「技術パンフレット」，「技術報告資料」，「技術報告

集」と名称を変更して，今年の 2月に 56号が刊行されて
います。この技術報告会の特徴の 1つとして，研究成果
の発表に片寄ることを避けて，報告が少なくなりがちな

実務サイドからの技術情報を歓迎して，「研究者」と「現

場技術者」の情報交換の場を目指してきたことが挙げら

れると思います。 
 一方，技術報告会を通して育てられた研究者も何人も

いると思います。私もその一人で，始めての発表登壇が

第 9回の技術報告会でした。内容は 1968年十勝沖地震に
よる火山灰地盤の被害調査報告です。当時私は大学院修

士課程 1年目の学生で，発表内容も私の研究成果ではあ
り得なく，北郷教授を中心とした研究室スタッフ総出で

行った調査の報告書の一部でした。それでも 1つの論文
の形を作り，さらにそれを発表するという初めての経験

は，その後の 43年に渡る研究活動の中で忘れ難いものに
なっています。 
私は北大で助手として 2年間，北見工大で講師，助教

授，教授として 39年間，合計 41年間大学に勤務しまし
た。その間一貫して地盤工学の教育と研究に携わって来

ましたので，地盤工学会との関わりが強かったのは言う

までもありません。また，研究テーマを大別すると，初

めの 15年間は「砂の動的性質と液状化特性」が中心であ
り，その後の 25年間は「地盤の凍結・凍上」です。つま
り，40年以上に及ぶ私の研究活動のテーマは 2つしかな
いと言っても過言ではありません。かくの如く単調な道

しか経験していない私にとって，学会を通してのたくさ

んの人との交流は，得てして狭くなりがちな視野を広げ

て，少しでも役に立つ仕事を進めるための原動力になっ

ていました。特に凍結・凍上をテーマとしていたので，

実務的な技術情報は中央の学会よりも北海道支部の報告

会の方がより有効なものでした。 
 私は大学を定年になる 2年程前からの 6年間ほど，足
寄町のある建設会社と関わる機会を得ました。そこでの

役割は，社内の現場技術者の技術力向上を目的とした年

数回の技術講習を行うことと，適時工事現場を回り現場

担当者とのディスカッションあるいは技術指導をするこ

とでした。現場の実務について経験も知識もない私が現

場の技術指導という大それた事をして見たのは，自分が

これまでの研究を通して得てきた技術的基礎知見が現場

技術者にどの程度通じるかを見たかったからでした。会

社は農業土木関連の工事を比較的多く実施しており，排

水路護岸工事，橋梁工事，河川根固め工工事，道路路盤

造成工事，家畜糞尿処理施設工事，林道新設工事等々，

多種多様な工事の進捗状況から完工までを見る機会を得

ました。会社への私の貢献が十分なものであったかどう

かは分かりませんが，現場巡回と講習会を通しての技術

者との対話は，大学しか知らなかった私に得がたい経験

をさせてくれました。現実にはなかなか難しいこととは

思いますが，このような現場技術者との交流は若い研究

者ほど必要なことだと思います。私のような定年退職し

た者では遅いのです。若い現場技術者のポテンシャルは

高く，自分の技術力を向上させたいとする意欲の高さも

見せていただきました。地盤工学会が果たすべき役割は

まだまだ有ると思います。今後の学会のますますの発展

を心から願う次第です。
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支部６０周年特別表彰を受けて 
 

 武田 覚（トキワ地建株式会社） 
（60周年記念特別表彰 平成 20年度北海道支部長） 

 
地盤工学会北海道支部創立 60 周年記念特別表彰者に

私ごときが推されて良いのか？と思いますが，誠に名誉

なことと感謝しております。 
私と地盤工学とのかかわりは，昭和 48年に北大での卒

論で自分の希望通り北郷 繁先生の研究室に配属された

のが始まりです。何故希望したのかは今では不明です。

卒業して即同研究室の助手になりました。4 年勤めまし
たが，最初の 2年間は土岐祥介先生の下で砂の基本的な
力学性状，後の 2年間は三田地利之先生の下で粘性土の
性状を勉強いたしました。当時は神谷光彦先生や三浦清

一先生もいて，ワイワイと楽しく三軸試験を主体に実験

をする毎日でした。土質工学会は卒業と同時に正会員と

なりました。 
昭和 53 年に北海道開発コンサルタント（今のドーコ

ン）に入りまして，地質部土質班に配属となりました。

初めて実務に就きましたが，現場では，特に軟弱地盤で

はダッチコーンを主力に地盤強度を推定していたのには

驚きました。大学での実験研究の経験や知識は，当初は

出番が有りませんでした。そのころ開発局では，土木試

験所の佐々木晴美さん，能登繁幸さんが中心となって，

「泥炭性軟弱地盤対策工指針」を新たに創ろうとしてい

た折であり，上司の河合裕志さん（故人），由良佳一さん

（故人）の下で事務局の下端としてお手伝いし，現場を

経験された方々の見識や逸話を聴く機会に恵まれました。

この時の経験が自分の軟弱地盤への認識の基礎を造った

と思っております。また当時は，様々な材料を有効利用

しようといた時代であり，石炭灰，赤土（赤泥）の利用

基準つくりにもお手伝いさせてもらいました。昭和 59
年から 3年間の仙台勤めの後，札幌に戻り業務を淡々と
消化しておりました。このころは，北海道では大きな地

盤災害も無く平穏な時期でした。 
平成 5年 1月に釧路沖地震が発生し，その後，北海道

南西沖地震，北海道東方沖地震，十勝沖地震と短期間に

大地震が次々と発生しました。さらに，地盤事故として

は，229 号豊浜トンネル崩落や 333 号ルクシ峠の斜面崩
壊等の大事故も発生し，地盤工学の出番が多い非常にあ

わただしい時期となりました。大地震では，どの地震で

も道路の切り盛り境の崩壊と泥炭層に潜り込んだ道路盛

土，河川堤防盛土の液状化が問題となりました。当時は

一般に盛土の耐震化は基準上不要とされていたので，

種々の制約の中，対策工の効果と経済性，施工性に鑑み

て，抜本的ではないが効果が大きい対策方法をひねり出

しておりました。 
業界では特に近年，調査・設計時の瑕疵，施工中，施

工後の予期せぬ問題等への対応が増えてきました。この

ような中，ドーコンには開発局 OB で特に現場経験が豊
富かつ技術的見識の高い真田英夫さんが在籍していたの

で，我々の弱点を補うべく技術面はもちろんのこと法律

的な面も含めて的確な指導や助言をもらえたことは幸運

でした。こうした経験や知識の財産は私たちのみならず

後輩たちにも受け継がれて行くとおもいます。 
ドーコンは先進的な面も有りました。私が入社した時

には，すでに当時日本の民間会社で初めて導入したとい

う汎用コンピュータ IBM370 を使っての業務処理が軌道
に乗っていました。円弧滑り計算等も，自社で作ったプ

ログラムを用い，データを入力すると短時間で複雑な数

十ケースの計算結果を得ることができました。しかし，

その後，パソコン主流の時代となり，汎用コンピュータ

での円弧すべり計算や圧密沈下計算等の機能をパソコン

でも利用可能にしようと同僚の和泉孝夫さん（故人）ら

とソフト開発会社を巻き込んでパソコン用ソフトにした

のが，現在広く使われている COSTANAと DECALTの基
本となったものです。我々の業界の業務効率化に少しは

お役に立っているものと存じます。 
さて，私と支部とのかかわりは，上司の後継ぎで昭和

62 年から講習会担当の幹事としてお手伝いしたのが始
めです。このお役目のお蔭で講師を務めた道内外の先生

と交流を深めておりました。数年経ち，札幌以外で初の

開催となる平成 8年北見市での全国大会の交流会を段取
りせよとの命令を受け，北見工大の鈴木輝之先生，水元

建設の水元尚也社長（故人）と相談して，牛の丸焼きや

当時出始めだったオホーツクビールを用意して屋外での

交流会となりました。非常に好評だったと勝手に思って

おります。一方で支部の交流会等では陰で二次会担当を

装い，北海道土質コンサルタントの池田晃一さんはじめ

皆様に度々援助を仰ぐなどご迷惑をかけました。その後，

幹事長，評議委員，支部賞選考委員，本部の理事，支部

長を仰せつかり，皆様のお助けが有って務めることがで

きました。 
ここに，表彰を受けるのを機会に，お世話になった方々

に改めて御礼を申し上げます。さらに，地盤工学会とり

わけ北海道支部の発展を祈ります。 
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地盤工学との関わりを思う 
 

谷藤 和三（北日本認証サービス株式会社 取締役会長） 
（60周年記念特別表彰 平成 4年度北海道支部幹事長） 

 
地盤工学会北海道支部創立 60周年記念にあたり，図ら

ずも特別表彰の栄に浴し，大変な名誉なことと心から感

謝申し上げます。 
私は，昭和 44年に北海道電力（株）（以下ほくでんと

いう）に入社して 33年間，ほくでんグループの総合建設
コンサルタントの社長として 8年間勤めた後，現在，ISO
マネージメント規格の適合性審査機関に関わって 5年近
くに達している。従って技術の一線から少し遠ざかって

おりますが，地盤工学の関わりを思い出しながら記述さ

せて頂きます。 
地盤工学との出会い 

 学部 3年目で土質工学を選んだのが，私の地盤工学の
関わりの発端です。卒論は実験が質量ともに膨大で，何

日かの徹夜でふらふらになりながら論文を纏めたのを思

い出します。 
担任の北郷繁教授は「首から上より首から下を具体的

に動かしなさい」というご教示と合わせてこの時の体験

が，社会に出てからも繁忙にも動じない強い心の源にな

ったように思います。特に，ほくでん入社 2年目から携
わった当時道内最大の新冠ロックフィルダムの現場で試

験室を任され，土質コア材の中型三軸圧縮試験，透水試

験，ロック材の大型一面せん断試験等を行いながら設計

値の決定と安定解析，品質管理基準の策定に取り組みま

したが，土質工学を履修したといっても初めての経験多

く，試行錯誤的に諸先輩の研究の足跡を追いながら実験

と解析に明け暮れました。 
この経験が土質工学会北海道支部賞の受賞と技術士

（土質及び基礎）取得に結びつき，私の地盤工学との本

格的な関わりの大きな節目になりました。 
学会北海道支部との関わり 

 2つの現場を経験し，札幌に戻った昭和 49年から 5年
間，土質工学会北海道支部幹事を務め，その後も副支部

長，幹事長，評議員（平成 4 年～6 年）を務めました。
その間，右肩上がりに会員数も増え，年次報告会，講習

会，見学会などの行事も盛況を極め，役員としては，人

集めの苦労や現在陥っている財務的な問題は全くなく，

産官学の多くの人との交流により幅広い分野の人脈を獲

得し，業務上も大いに役に立ったように思います。 
 特に印象に残るのは，支部として初の創立記念事業を

行った昭和 61年の 30周年の行事の実行委員として昭和

58年から 4年間携わりましたが，その中の担当した座談
会で初代支部長の真井先生，北郷，土岐両先生をはじめ

長老 8人の方々から支部の創設時からの貴重なお話をお
聞きしたことです。東北支部に次いで 2番目の支部とし
て設立され，約 10年間，固定ではなく持ち回りの事務局
運営で苦労したこと，常に現場と密着した産官学の協調

体制にあったこと等，参考になることが多く瞠目した覚

えがあります。 
 現在，支部会員数は創立時の 400人台に落ち込んでお
り，その原因は色々ありますが，今一度，実用的で親し

みやすい学会に再構築する必要性があるように思います。 
地盤工学と業務上の関わり 

 ほくでんグループ在任期間に多くの電源開発で多くの

土木構造物の設計に携わりましたが，地盤工学との関わ

りが深い，当時としては最新の実験的研究が多く，その

内容も多岐に亘っているので，主なものを箇条書き的に

記述する。 
・ 新冠と高見ロックフィルダムで経験した土質コア材

の軟質な物と硬質な物の相違による遮水性と変形性

挙動の検討 
・ 知内火力での泥炭性地盤の大規模プレロードによる

地盤補強時の変形性挙動の検討，大規模重油タンク基

礎としての深層混合工法の適用の検討 
・ 苫東火力での大きな土被り下の大口径海底取水管に

加わる土圧挙動，伊達火力での地盤の摩擦拘束力を考

慮した石油パイプラインの免震性の検討 
・ 知内火力における軟質地盤での海底取水トンネルの

土圧バランスシールドや滝里水力での大断面トンネ

ルの TBMの施工時挙動の検討 
・ 泊原子力における複雑な地盤のそれぞれの動特性を

考慮した地震応答解析 
これらは，大学，電力中央研究所，施工会社など多く

の研究者の協力を得て実施したものであり，今，改めて

思い出してみると地盤工学にどっぷり浸かり，学会や業

務上知りえた多くの素晴らしい方々に支えられた技術者

冥利に尽きる人生だったと思う次第です。 
終わりに，地盤工学会北海道支部を再構築し，かつて

の隆盛を取り戻すとともに，関係する皆様のご活躍を心

から祈念して筆を置かせて頂きます。 
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地盤工学会と私 
 

西川 純一（北電総合設計株式会社） 
（60周年記念特別表彰 平成 18年度北海道支部長） 

 
地盤工学会北海道支部創立 60周年，おめでとうござい

ます。この機会に表彰していただけるとのことで「私が」

という戸惑いを感じつつも大変感謝申し上げる次第です。 
わたしは 1982 年に就職して当時の北海道開発局土木

試験所地質研空室に入りました。現在でもそれほど変わ

ってはいないと思うのですが，大学の地質関係の学科で

は実務に関することを授業で教えることは少なく，土木

地質に関することは外部講師の特別講義があった程度で

した。もっとも一番重要なのは地質を見る目，判断する

力ですから大学では基礎を学習し，実務に携わってから

現場技術を身につけるという流れは悪くはなかったと思

っています。 
というわけで最初の職場では練習と本番が同居するよ

うな具合でした。ここでは現場のサポートを大事にする

気風でしたので，現場から依頼があると出かけていき助

言を行うという仕事が大切でした。入ってまもなく上司

の出張に同行する機会がありました。春先にのり面が少

しはらんだという現場でしたが，予算などの実情を考慮

した上司の指導ぶりに大いに感心したものでした。 
仕事をスタートさせてすぐに勧められて応用地質学会

に入りました。ここは支部活動も盛んでしたのでその手

伝いにも参加しておりました。実務に携わる地質屋と交

流していく中で土木地質についての知見が深まっていく

ような気がしたものです。実務では岩石中心の地質分野

だけでなく土質についての知識，情報も必要と考えて，

就職 1年後に土質工学会に入会しました。 
地質研究室で 6年過ごした後，1988年につくば市にあ

る土木研究所に出向になりました。ここでは砂防部急傾

斜地崩壊研究室に所属しました。今までとは違った世界

のように感じましたが，全国各地で発生する降雨あるい

は地震による斜面災害，特に人家に被害を及ぼす災害調

査をいくつか経験することができ，大いに勉強になった

感があります。 
つくばで過ごした 3年の間に，土質工学会本部に設け

られたリモートセンシングに関する調査委員会（正式名

称は忘れてしまいましたが）に委員である上司の代理で

出席する機会がありました。ここでは当時の先端的なリ

モートセンシングを土質工学に生かすということがテー

マでしたが，これに触発されて自分でも実験・観測をや

ってみたことがありました。結局日の目は見なかったの

ですが，斜面の表層土の厚さをリモートセンシングで測

る実験としてコンクリート版の上に異なる厚さの砂をお

いて比較して見たり，岩盤斜面の浮き石を見出そうと赤

外線サーモグラフィで長時間計測してみたりしました。 
3年後の 1991年に北海道に戻ってきた時，今度は土質

基礎研究室に配属になりました。ここは北海道の特徴的

な地盤のひとつである泥炭性軟弱地盤の研究に長年とり

くんでいるほか，盛土，基礎についての研究を行ってき

ました。地盤工学会の活動とも縁が深く，日頃の研究活

動の成果はまず北海道支部の技術報告会に発表するとい

う習慣が根付いていました。 
1990 年代の北海道は災害に見舞われることが多い時

期でした。1992年の釧路沖地震，1993年の北海道南西沖
地震，1994年の北海道東方沖地震と大きな地震が立て続
きに起こり，道路盛土，河川堤防などの被害が多数発生

しました。研究室のメンバーとともにこれらの調査に携

わりましたが，自然の力の大きさには驚くばかりでした。

また，1996年の国道 229号の岩盤崩落など斜面災害が立
て続き，多くの人が防災の重要性に気づかされる時期で

もありました。 
地盤工学会の活動で思い出深いのは，2002～2003年度

の 2カ年にわたって本部理事を務めたことです。事業部
担当理事・技術普及委員会の委員長ということで，技術

講習会の企画に携わりました。技術普及委員会には主に

東京地区の会員が委員として参加していましたが，もっ

ぱら委員会終了後に近所の居酒屋で親交を深めるのが楽

しみのひとつでした。わたしにとって多くの人と知り合

いになり，情報交換ができるというのは大変得難いあり

がたい経験でした。 
2008年に長年勤めた寒地土木研究所（最初の勤務から

名称が 3度変わっていました）を退職し，現在の会社に
移りました。毎年の技術報告会への参加を続けるのは心

掛けてはいるのですが，その他の行事への参加が希薄に

なっています。それでもできるだけ好奇心を失わず地盤

工学会の活動に注目していきたいと思っています。地盤

工学会北海道支部の今後の発展を祈念する次第です。 
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６０周年に寄せて 
 

能登 繁幸 
（60周年記念特別表彰 平成 12年度北海道支部長） 

 
公益社団法人地盤工学会北海道支部が創立 60 周年を

迎えられましたことを心からお祝い申し上げます。また

このたびは 60周年記念特別表彰を頂き，誠にありがとう
ございました。 
さて，私が地盤工学会の前身である土質工学会に入会

したのは大学を卒業して北海道開発局土木試験所に採用

になった年の 1969 年のことであります。会員番号が 69
で始まっていますから，間違いございません。一方土木

学会の会員番号が 1974 で始まっていますから，1974 年
に入会したようであり，土質工学会から遅れること 5年，
となります。就職後直ちに当時としてはマイナーな土質

工学会に入会したとは，心がけが立派，といっても良い

ように思いますが，すでにお察しの通り，仕事が地盤が

らみの問題を解決する研究職，そして研究成果は学会等

に発表するのが仕事。ところが学会等は会員でなければ

発表できない，やむなく学会の会員になった，という次

第です。 
学会における初めての発表は火山灰土の締め固め管理

に関するものでした。何を話したのか，その後の質問の

内容を含め，全く記憶にありません。古い話だから，と

いうのではなく，緊張の極みで何も覚えていない，とい

うのが真実であります。その後は毎年研究成果の発表と

なり，発表の仕方が加速度的に上達したと自負していま

すが，それも単に「慣れ」のせいだと思います。それに

較べ今時の若者は誰も彼も堂々とした発表をします。あ

れは一体どういう訳なんでしょうか。昔の自分が極めて

ひ弱であった，ということなのでしょうか。 
大学卒業後から大げさに言えば研究所を退官するまで，

地盤に関わる研究業務をし続けた関係で，長らく土質工

学会北海道支部の幹事を担当し，後に幹事長，そして支

部長まで努めました。また，地盤工学会本部のいくつか

の委員会の委員，後に本部理事も拝命いたしました。そ

んな関係で全国各地の方々と顔見知りとなり，高名な先

生方と交流することもできました。これらの方々と毎年

の全国大会で顔を合わせ，夜はグラスを傾けるという大

きな楽しみも得られました。 
北海道の片田舎から東京の本部に顔を出すというのは，

かなりの緊張を強いられます。委員会の委員に任命され，

聞いたことのある有名な先生たちと席を同じくして意見

を言う，議論する，というのは大変な勇気がいることで

す。ところが，会合が回を重ねるにつけ，自分が身につ

けている知識や経験がさほど卑下すべきものでもない，

ものによっては優位でさえあるということに気がつきま

す。そうなると，積極的に発言できるようになり，他の

委員からの信頼も得て，充実した時間を持つようになり

ます。そんなこともあって私の 30 代，40 代は自信にあ
ふれた毎日を過ごした，心地よい日々を送ったと回想し

ております。それもこれも，長いこと地盤関係の研究業

務に携わった，そして地盤工学会の会員であった，その

おかげであります。 
北海道には「北海道土木技術会」なる任意団体があり

ます。昭和 29年設立で組織はいくつかの研究委員会で成
り立っており，その一つに「クイ基礎研究委員会」があ

りました。昭和 48年には「土質基礎研究委員会」と改名
しましたが，ほとんど活動はしていません。私は立場上，

土質基礎研究委員会の幹事長を仰せつかったものの，本

会役員会での活動報告の際には何も報告すべき事柄がな

く，いつも惨めな思いをしておりました。活動が停滞し

ているのは，地盤工学会北海道支部とメンバーも活動内

容もほぼ同じだからだ，と理由を説明しても，嫌みを言

われるばかりでした。その後，北大の三田地先生，道コ

ンの由良部長らと諮り，学会ではできない活動を模索し，

新たに会員を募り，無事に軌道に乗せることができまし

た。なまじ地盤工学会の北海道支部が活発な活動をする

せいで，苦労しました，というお話しです。 
人類の歴史があるところ，必ずや「土木」があり，土

木を支える中心的分野の一つとして「地盤」があります。

北海道支部の 60周年を迎え，自分が「地盤」に関わるこ
とができた喜びをかみしめるとともに，「地盤」が末永く

人類の安寧な暮らしを支える分野であることの誇りを感

じております。会員諸氏におかれても同様の喜びと誇り

を自覚していただければ幸い，と思う次第であります。

本会のますますのご発展を祈念いたします。
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土質と係って半世紀 
 

 八戸 裕 
（60周年記念特別表彰 平成 13年度北海道支部長） 

 
地盤工学会北海道支部創立 60 周年まことにおめでと

うございます。 
私は昨年会社を完全にリタイアしましたが，実質的に

は数年前に実務から遠ざかっており，ましてや学会との

つながりも薄くなっている中で，今回の寄稿文の依頼に，

暫し昔を思い出しながら筆を執っております。 
思い起こすと土質との係わりは昭和 42 年に卒論テー

マに土質を専攻したことが原点で，当時は「粘土」と「砂」

の専門分野の内，自分の意思か強制か思い出せませんが

「粘土」を選び，北郷先生の指導を受けたことが始まり

でした。今でも思い出しますが，卒論実験のため夏休み

返上で，ひたすら粘土の塊をペッタン，ペッタンと台に

打ち付けては供試体を作っていました。果たしてこれが

どれほどの意味があるかなど考えもせず，根が素直な私

は，ほとんど無我の境地で作業していました。また，液

性限界や塑性限界の試験では，専門的な響きの言葉に反

して，昔懐かしいカルメ焼きで使ったような奇妙な器具

に載せた試料をコトンコトン叩いたり，手の平で粘土を

コロコロ延ばすという，いかにも擬音が似合いそうな単

純な作業を繰り返していましたが，今でも学生諸君は続

けているのでしょうか。実はこういう一見泥臭いアナロ

グ作業を通して，頭というよりは体に刻みつけられた体

感に近い経験が後々現場で土の状態を判断する際，どれ

ほど役に立ったか分かりません。 
昨年，杭の偽装問題が全国的な話題となりましたが，

様々な構造的な問題はさておいて，遠い昔デｲ―ゼルハン

マーの下で油にまみれながら鋼管杭の貫入量とリバウン

ド量を記録していたことを思い出しながら，今回の問題

の背景には全てがデジタル管理に移行する時代の流れに

反比例して，技術者の現場離れが進んでいる事も一因か

なと思ったりもしています。これも昭和の感傷でしょう

か。 
話は変わりますが，先日，何十年かぶりで卒論と修論

を取り出して見る機会がありました。当時青焼きで複写

をしていた論文が薄くかつ若干変色し，鮮明に読み取る

事が難しくなっていました。体力任せで作成した論文が

内容もさることながら「字」さえ消えかかっている現実

に“半世紀経つという事はこういう事なんだなあ”と若

干の寂しさとともに妙な納得感を覚えました。願わくは

我々の成果が青焼きの文字のように消えることなく，何

かの形で残ることを祈った瞬間でした。 
地盤工学会との係わりについては 50 周年記念誌に寄

稿したので割愛しますが，大林組入社後，国内，海外工

事を終えて本社に勤務していた昭和 55年当時，勤務して
いたビルが御茶ノ水の土質工学会の本部と目と鼻の先に

あったため，気楽に呼び出されては「土と基礎」の編集

委員の仕事に携わったのが始まりでした。その後札幌支

店に転勤後も学会との縁が続き，評議員，副支部長，そ

して平成 13年度に支部長に選任され，ゼネコン出身なが
らできる範囲でお手伝いさせてもらいました。当時悪化

していた支部の財政健全化に幾ばくかの貢献ができたの

であれば幸いだと思っております。この間，関係者の皆

様には大変ご支援ご協力を頂きました。改めてこの機会

を借りお礼を申し上げます。 
さて，北海道支部も創立 60周年というと，人間の世界

では還暦に当たり，新たな旅立ちのスタートとなるわけ

ですが，せっかくの機会ですから一つ二つ希望を書かせ

て下さい。 
地盤工学会の目的はもちろん最新の研究・技術の提供

を通して地盤基礎工学の進歩と建設事業の発展を図ると

いう事は論を待たないわけですが，もう一つには世間一

般にどれだけ認知してもらうかというのも学会の大きな

使命ではないかと思っています。昨年ノーベル賞を受賞

された大村先生が“社会と人の役に立つことを考えて地

道に研究をしてきた結果です”という話をされていまし

たが，感銘を受けた人も多くいたと思います。恐らくあ

のコメントで多くの優秀な人材が医学生理学分野へ向か

うのではないでしょうか。最高のプロパガンダでした。 
一方，土や地盤に無縁で日常生活を送れる人は皆無に

近いのに，この分野にはなぜこうも関心が低いのでしょ

うか。あまりにも身近にあるものは逆に眼に入らないせ

いかもしれません。技術屋の最も不得意な分野かもしれ

ませんが，ここは事あるごとにいろいろな機会を通して

世間に宣伝し，次世代の優秀な人材を呼び込む事が必要

ではないでしょうか。これは現役の皆さんの心にぜひ留

めておいてもらいたい願いです。 
さて，最近は目もショボショボで記憶力も落ち，ほと

んど実務書やら技術報文など見る機会もありませんが，

時折，新聞やテレビで「土」とか「地盤」という言葉が

出ると，今でも敏感に反応する OB の一人として，近い
将来「下町ロケット」のモデルとして地味な地盤技術者

が活躍するドラマが一刻も早く見られる事を夢見ている

今日この頃です。 
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土の力学とともに歩んで 
 

三浦 清一（北海道大学 名誉教授） 
（60周年記念特別表彰 平成 19年度北海道支部長） 

 

地盤工学会北海道支部創立 60周年記念に当たり，学会
活動に功績があったということで，図らずも特別表彰の
栄誉を受けることになり，大変名誉なことであります。 
これまで， 会員各位，事務局，関係機関に格別のご配

慮・ご協力を頂戴し，多くの支部事業や本部の活動にか
かわらせていただきました。これからは，可能な限り学

会支部・地域に貢献いたし，少しでも恩返しができれば

と存じます。 
地盤工学との出会い 

卒業研究において，三軸試験装置を駆使し，砂と粘土

の混合土の土質工学的特性を調べました。私の 45年にも
及ぶ地盤力学研究の端緒になったものです。当時は，試

験機を稼働させ，データを獲得するプロセスを習得する

のが精一杯だったように記憶しますが，この経験は，そ
の後の土への関心を強く促したように思います。修士課

程へ進学後まもなく，当時の指導教授の北郷繁先生から

呼ばれ，世界の研究動向の詳しい論述を拝受しました。
その中で，三軸試験のような軸対称応力条件下のみの情

報では不充分なことから，より現実に近い平面ひずみ条

件下の力学特性を研究するよう指示されました。とはい
っても，研究室にそのような試験機もなく，日本国内に

もほとんど存在していませんでした。文献等を徹底的に

精査し，簡易な平面ひずみ試験機を制作しました。この
装置により正規圧密粘土の三主応力下の力学挙動を調べ，

修士論文としてとりまとめました。 
修士課程修了後，電源開発(電発)水力建設部設計室に

入りました。電発では，当時多くの大規模なロックフィ

ルダムを建設し，さらにいくつかの具体的な建設計画が

動いていました。それまでダム盛立て材の力学特性評価
に用いられていた三軸試験結果は，実ダムの合理的な設

計を導いてはいないとの認識から，平面ひずみ条件下の

挙動評価が重要との議論がなされていました。経験豊富
な電力技術者の方々が，私のような若輩者の修論で得た

知見を，綿密にそして多角的に論評していただいたこと

は，その後の研究人生において大きな励みになりました。 
大学での研究の歩み 

電発での 2年の勤務後，北大に採用されました。大学
では，主として砂のせん断特性について研究を展開しま
した。そのころは，実験的研究とともに微視的・弾塑性

論的観点からの理論的研究が世界的にも極めて活発でし

た。不連続体に対するこのような科学的アプローチが，
私にはとても新鮮な姿勢に感じられました。このような

背景のもと，砂質土の静的・動的力学特性における生得

的・誘導異方性について，卒論・修論学生とともに実験・
理論両面での研究に没頭する日々を送りました。 

9 年間の勤務後，室蘭工業大学へ転任しました。当時

の室工大土質実験室では，多くの精密な化学天秤が配備

されていましたが，研究用の力学試験にかかわる設備は
皆無で，試験室整備を一から始めなければならない状況

でした。幸いにも幾つかの文部省科学研究費申請が認め

られるとともに，土木教室の先生方の御厚情をいただき，
目標の実験室を築けました。ここでの研究対象は，道内

に広く分布する火山灰土に拡張しました。それまでの粒

状体研究の成果を少しでも生かそうと，火山灰質粗粒土
に限定しました。実験では困難な問題に何度か出くわし

ましたが，火山灰のような破砕性材料を非破砕性粒状体

力学の枠組みに取り入れるという目的は果たせました。
なお，横田聖哉氏，益村公人氏，川村志麻氏ら，研究室

未完成当時の学生諸氏には，研究に直接かかわらない試

験室の基盤整備等にまで多大な労苦を強いたと思ってい
ます。心から感謝しております。 
室工大での勤務後，再び北大へ戻りました。北大は当

時大学院大学に改組され，研究主体の教官組織（社会基
盤工学専攻）へ配属されました。建築構造系や資源岩盤

力学系の先生ら土木工学以外の分野の方々との直の議論

は，大変貴重な情報を私にもたらしてくれました。この
ころの研究ターゲットは，防災地盤工学へと移っていま

した。対象は，積雪寒冷地における特殊地盤の安定性評

価法の確立です。これまでの一連の研究で成層堆積構造
を呈する砂地盤の支持力や液状化機構の力学モデルを構

築することができていましたが，この種の条件に沿わな

い軟弱地盤や火山灰質土の卓越するような地盤が，地震
等の多様な外力により誘発される“地域”依存型の破壊

を，合理的に説明するに至っていないからでした。学外

の会議等で“地域地盤”の堆積環境を強く意識した“実
挙動予測”の実践を度々要求されていたことも影響して

います。幸運にも，国土交通省や科学研究費等の大型研

究資金を受け，積雪寒冷地域特有の力学応答を実レベル
で精査しました。この種の地盤に関する課題解決に僅か

でも貢献する学術提案ができたのではないかと思ってい

ます。なお長期に及んだ現地動態観測等は，北海道開発
局・各開発建設部の特段のご配慮により可能になったも

のです。 
むすび 

上記のように，良き学会員，先生，同僚，学生諸氏，

さらに関係機関に恵まれて，これまで歩んできました。

改めて皆様から賜ったご協力・ご高配に深謝いたします。
東日本大震災以降もそうですが，地盤災害は激甚化・複

雑化を呈しています。今後とも，生み出される新たな課

題に，微力ながら，挑戦していこうと考えています。こ
れからも宜しくお願いします。 
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北海道支部６０周年によせて 
 

三田地 利之（北海道大学 名誉教授） 
（60周年記念特別表彰 平成 17年度北海道支部長） 

 

地盤工学会北海道支部創立 60 周年おめでとうござい
ます。支部の還暦という記念すべきときに特別表彰をい
ただく幸運に恵まれ，まことに光栄に存じます。北海道

支部が今日に至るまで継続的に発展してきたのは，活発

な支部活動を展開してこられた会員各位のご努力はもと
より，関係各機関のご支援によるところが大きく心より

敬意を表します。 
地盤工学との出会い 

私の地盤工学とのかかわりは，1967年北海道大学大学
院修士課程に進学し，北郷 繁教授の土質工学研究室に所
属したことに始まります。与えられたテーマは「異方圧
密粘土の強度特性に関する実験的研究」でした。今なら，

供試体をセットしパソコンのスタートボタンを押せば，

制御から計測までを自動で行うことができますが，当時
は応力（変位）の制御と計測を長時間にわたって手動で

行うのが普通でした。私にとっては，この経験が「土の

力学試験の高精度化・自動化」というテーマへの動機付
けとなり，さらにせん断試験方法の基準化の仕事につな

がりました。 
1985年頃から始まった学会本部の「せん断試験方法基

準検討委員会」委員に任命され，試験基準の原案作りに

大半の時間を費やすようになりました。当時は特に三軸

試験に関して，各機関で独自に考案した実験手法の下で
多くの成果が蓄積される一方，標準的試験方法の基準化

の必要性が叫ばれておりました。試験基準の一字一句ま

で細かい検討を要する地味な作業ではありましたが，大
勢の研究者との意見交換ができ，きわめて有意義な委員

会活動ができたことを懐かしく思い出します。1990年に
は三軸試験関係の 8基準が成立し，さらに 1996年からの
委員長としての活動期間には，長年の懸案であった一面

せん断試験を含む各種せん断試験方法基準が多くの研究

者の協力によって生まれ，2000年には現在とほとんど同
じ状況にまで整備されました。 
転機となった出来事 

この時期に私にとって転機となった出来事がありまし
た。一つは 1993年に発足したばかりの広報委員会委員長
に指名されたことです。当時の課題は「土質工学会の社

会的認知度の向上」でした。議論の末，その第一歩は学
会創立当時に比べて圧倒的に拡大した対象領域の広さに

ふさわしい名称に変更することであるとの結論に至りま

した。このとき私は北海道支部の幹事長を務めていた関
係で理事会へのオブザーバー参加が許されていましたの

で，その立場で広報委員会からの提案を恐る恐る理事会

に申し出ることとなりました。当時の土質工学会会長で

あった京都大学の赤井浩一教授は，あの鋭いまなざしと
「これは建議と受け止める」という言葉で理事会の意思

を表明されました。いささかおおげさに思いつつもほっ

と胸をなでおろしたものです。その後様々な手順を踏ん
で 1995 年に地盤工学会への名称変更に至りました。翌
1996 年には名称変更後の最初の全国大会として第 31 回
地盤工学研究発表会が北見市で行われ，北海道支部とし
ても記憶に残る記念の大会となりました。    
もう一つの出来事は1996年2月の豊浜トンネル岩盤崩

落事故です。事故後に組織された委員会活動の内容につ
いては 10年前の支部創立 50周年記念誌に記したとおり
ですが，委員会活動を通じて個人的に数々の教訓を得ま

した。なかでも大きかったのは，粘性土中心の狭い研究
領域からもっと視野を拡大すべきことを強く意識させら

れたことです。そのきっかけは，岩盤崩落の要因の一つ

と考えられる岩石-水相互作用の結果として，崩落面に膨
張性粘土鉱物の生成がみられたという事実です。そもそ

も岩石～土～岩石の循環を考えれば明らかで，土と岩の

あいだに本来境い目はないはずなのに，自身で研究領域
に境界を設けてしまっていたとの反省でした。 
現場から学んだこと 

研究者としてスタートした当時のテーマの延長として，
その後の 20年間ほどは「粘性土の変形・強度特性の評価
方法の確立」が私の研究の柱の一つになっていて，それ

をベースに泥炭地盤の変形挙動予測にまで繋げることが
できました。 1990 年頃からは道内のいろいろな現場の
問題に関わるようになり，それまでの研究の延長上では

考えられない多くのことを学ばせていただきました。な
かでも真空圧密工法については，強度増加のメカニズム

の解明と泥炭地盤への適用に関する研究へのきっかけを

与えて頂き，地すべり対策に関する問題では，対策工設
計用強度定数の決定法の提案につながる研究の端緒とな

りました。 
おわりに 

71 年の人生の中でおよそ半世紀にわたって地盤工学
にかかわってきました。この間，学会活動を通じて多く

の会員の方々や行政機関・現場技術者の方々にお世話に
なりましたことにあらためて感謝申し上げます。社会基

盤諸施設の更新や多発する自然災害の緩和に向けて地盤

技術者の活躍の場が拡大するなかで，地盤工学会北海道
支部が益々発展されますようお祈りします。 
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5. 委員会活動の記録 
 

(1)  地盤の凍上対策に関する研究員会（H18～19） 
委員長 小野 丘（北海学園大学 教授） 

 
１．委員会の目的 

 本委員会の活動目的は，寒冷地域における地盤の凍上

現象から凍上対策，さらには冬期土工を含んだ最新の知

見を取りまとめることにある。自然の冷熱による地盤の

凍上現象は，寒冷地域の道路・鉄道およびそれらの付帯

構造物などに少なからず毎年被害を及ぼしており，その

復旧も毎年繰り返されているという現状がある。一方，

これらの凍上被害の実情をみると，凍上対策の不足や未

対策が原因であると考えられる事例が多くあるといえる。

その理由は，調査・設計・施工・維持を通して，発注者

側にも受注者側にも，地盤の凍上現象が必ずしも正しく

表―1 委員会の構成委員（所属は当時） 

理解されていないためであると推測される場合があるた

めであると分析される。つまり，地盤の凍上を主とする

地盤工学技術に関する情報が十分に共有されていないと

いう課題があると考えられる。そこで，地盤工学に関わ

る研究者，技術者からなる委員会を立ち上げ，寒冷地に

おける地盤工学の最新情報を取りまとめて，社会へ発信

することとしたものである。なお，本委員会は，平成 15

年度から平成 17 年度の「地盤凍上に関する研究委員会」

（委員長 小野 丘）での研究内容を冊子としてまとめ

るために，情報の精査と詳細な検討を行うことに主眼を

置いた研究委員会である。 

 

２．構成委員 

 表―1 に本委員会の構成委員を示す。できるだけ広い

分野からの委員によって構成するように努力した。 

 

３．得られた成果 

 本委員会で得られた成果は，2009 年 12 月に成書とし

て発刊された「寒冷地地盤工学 − 凍上被害とその対策

− 」（中西出版）に全てが含まれている（写真―1）。 

 その内容は， 

第１章 土の凍結現象 

第２章 凍土・凍上に関する調査・解析・試験 
第３章 凍上対策工法 

第４章 凍上の被害事例とその対策 

第５章 冬期土工 

から成り立っており，委員会構成委員のそれぞれの分野

での最新の情報・知識をできるだけ網羅した内容である。

出来上がってみると，寒冷地工学をこのようにまとめた

ものは過去に国内ではほとんど例がないものと言えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真―1 「寒冷地地盤工学 − 凍上被害とその対策− 」    

（中西出版）の表紙 

委員長 小野 丘 
北海学園大学 工学部 
社会環境工学科 

委員兼幹事 川端伸一郎 
北海道工業大学  
空間創造学部都市環境学科 

委 員 赤川 敏 
北海道大学大学院  
寒冷地防災環境工学講座 

委 員 大谷高志 
㈱開発工営社  
地質部 

委 員 小海尚文 
基礎地盤コンサルタンツ㈱
北海道支社 

委 員 小西康人 
JR 北海道鉄道  
事業本部 

委 員 斎藤和夫 
基礎地盤コンサルタンツ㈱
北海道支社 

委 員 鈴木輝之 
北見工業大学 工学部  
社会環境工学科 

委 員 高見雅三 
北海道立地質研究所  
企画調整部 技術情報科 

委 員 豊田邦男 
東日本高速道路㈱  
北海道支社 

委 員 土門謙治 
㈱カネカ  
カネライト事業部 

委 員 西本 聡 
（独）寒地土木研究所  
寒地地盤チーム 

委 員 林 啓二 
㈱ドーコン  
地質部 

委 員 松浦綾乃 ㈱ジオテック 

委 員 宗岡寿美 
帯広畜産大学 畜産学部 
畜産科学科 

委 員 森田恵弘 
清水建設㈱  
北海道支店土木技術部 

委 員 横地省一 
ダウ化工㈱  
北海道営業所 
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(2)  地盤工学会電子地盤図作成検討委員会（H20） 
委員長 石川 達也（北海道大学大学院 教授） 

 

１．はじめに 
 地盤工学会では平成 18年度より「表層地盤に関する地
盤データの連係に関する研究」に取り組み，各地域間の

連携の手段として「全国電子地盤図システム」を提起し

研究開発を行っている。この地盤情報システムは，各地

域が独自の地盤データ収集方法や整理方法を有している

こと等の課題に対して，デジタル化された地盤データを

利用し，同じ方式で 250m メッシュの全国の地盤モデル
を作成することによって地域の地盤情報を連携しようと

する構想である。 
地盤工学会の各支部において全国電子地盤図システム

を適用し，各地域の地盤への適用性の検証も行いながら

各地の電子地盤図の構築を行っており，その成果は地盤

工学会ホームページより Web 上で公開されている。
（URL http://www.denshi-jiban.jp/） 
 北海道支部においては，平成 20年度に「地盤工学会電
子地盤図作成検討委員会」を組織し，札幌地域を対象に

電子地盤図構築の実証実験を行った。 

 

２．地盤工学会電子地盤図作成検討委員会 
 札幌地域における電子地盤図の構築に当たり，地盤工

学会北海道支部に「地盤工学会電子地盤図作成検討委員

会」を組織した。委員は，「北海道地盤データベース 
Ver.2003」（地盤工学会北海道支部）の構築に当たったメ
ンバーを中心に 10名で構成した（表―1）。活動期間は，
平成 20年度の 1年間である。 

表―1 委員名簿 
委員長 石川達也 北海道大学大学院 准教授 
幹事 福島宏文 土木研究所寒地土木研究所 

 遠藤秀博 北海道土質コンサルタント 
 籠谷直也 北海道日建設計 
 小海尚文 基礎地盤コンサルタンツ 
 木幡行宏 室蘭工業大学 准教授 
 谷岡靖之 北海道ソイルリサーチ 
 左近利秋 ドーコン 
 新藤和男 応用地質 
 横濱勝司 北海道大学大学院 助教 

※所属・役職等は，当時のもの。 

 

３．北海道地盤情報データベース構築の背景 
北海道における，デジタル化された地盤情報データベ

ース構築の動きは，土質工学会北海道支部 30周年（昭和
61 年）記念事業の一環として，「北海道地盤図作成検討
委員会（委員長：故 由良桂一氏）」が設置され，地盤情
報の共有化に対するニーズなど基礎的な検討が行われた

ことに端を発している。平成 4年には地盤工学会北海道
支部に「北海道地盤情報のデータベース化委員会（委員

長：三田地利之北海道大学教授）」が設けられ，土木に限

らず，建築，地質，農業などを横断した事業として，デ

ータの収集およびデータベースの構築などの実作業が進

められた。平成 8月 11月に「北海道（道央地区）地盤情
報データベース」が公開されている。 
最新版である「北海道地盤データベース Ver.2003」は，

約 13,000本のボーリングデータを収録し，GIS機能によ
るボーリング地点表示機能，柱状図表示機能，縦断図作

成機能から構成されている。利用者は，パソコンの画面

上で，地盤データ分布図の検索，柱状図表示，縦断図作

成までの一連の機能の操作が可能である。 

 

４．札幌地域における電子地盤図構築 
 札幌地域において「北海道地盤データベース 
Ver.2003」収録のボーリングデータを用い，電子地盤図
の構築を行った。対象エリアは，札幌地域内で地層分布

が特徴的な札幌市中心部と新札幌駅周辺部の２つのエリ

アを選定した。図―1に各エリアの位置図を表す。 
 

新さっぽろ駅周辺部 

札幌市中心部 

 
図―1 対象エリア 

 

５．各エリアの電子地盤図モデルの概要 
 各エリアについてモデル化対象層を設定し，電子地盤

図の構築を行った。以下で，その概要を述べる。 
（１）札幌市中心部 

 当該地域は，札幌駅と大通公園を含む 3km四方のエリ
アで，札幌市の中心部に当たる。官公庁や繁華街が位置

しており，都市空間の中枢という意味でも電子地盤図の

作成意義は大きい。地質分布は，豊平川扇状地であり，

N値 50前後の砂礫層が厚く堆積している。 
 モデル化対象層は，構造物の支持地盤となる豊平川扇

状地の砂礫地盤をモデル化対象層の境界とした。図―2

に代表的なモデルを示す。 
 図―3 に札幌市中心部におけるモデル層厚分布を示す。

当該地域は豊平川扇状地であり，河川の流れの方向であ

る南から北に向かうに従って，対象層厚（支持地盤まで

の深度）が大きくなることがわかる。 
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（２）新さっぽろ駅周辺部 

当該地域は，札幌市の東部に位置する新さっぽろ駅を

中心とした 4km四方のエリアである。当該区域の地質は，
火山灰が堆積しており，表層付近には泥炭層も厚く分布

している。 
モデル化対象層は，火山灰地盤の内，構造物の支持地

盤となる軟岩および溶結凝灰岩をモデル化対象層の下端

とした。 
本地域は，泥炭および火山灰といった北海道特有の特

殊土が堆積しており，その特徴をあらわすモデルの構築

がなされた。図―4に代表断面を示す。また，図―5に新

さっぽろ駅周辺部におけるモデル層厚分布を示す。 

 

６．電子地盤図構築実証実験結果の考察 
 札幌地域を対象とした，電子地盤図モデル構築の実証

実験により，以下の技術的示唆を得た。 
（１）XMLデータの作成 
 「北海道地盤データベース Ver.2003」に収録されてい
るデータは，CSVによる独自形式で収録されており，現
在の電子納品形式であり汎用性のある XML 形式では無
い。本実験においては，CSV 形式によるデータを XML
形式に変換し，データ入力を行った。 
 電子地盤図の構築に当たっては，過去の資料の活用は

無視できないため，XML形式等の汎用性のある形式によ
りデータベースを変換する必要がある。 
（２）土質区分の拡充 

 地盤工学会における電子地盤図の構築当初は，土質分

類を日本統一土質分類の簡易分類で区分していたが，新

さっぽろ駅周辺部においては，泥炭および火山灰といっ

た北海道特有の特殊土が分布しており，これらを簡易分

類名でモデル化することが必ずしも適当ではなかった。

そのため，土質分類について，電子地盤図作成支援シス

テムの改良を行った。 
（３）既往資料の活用 

 モデル化対象層の選定に当たって，既往の研究資料で

ある 500mメッシュのボーリングモデルを活用した。 
 電子地盤図の構築に当たっては，地域地盤の研究，地

域地盤情報の整備や地盤情報データベースの利活用に対

する研究に加えて，既往資料および経験のある人材の掘

り起こしにつながるような組織運営を行うことが重要で

ある。 
（４）電子地盤図の連続性 

 札幌地域のモデルにおいては，同一市内で堆積分布の

異なる地域２箇所においてモデル化を実施した。今後地

盤図の拡充を考えた場合，モデルの連続性に関する検討

を実施する必要があるものと考える。 
 
 本委員会の成果が，地域地盤の研究，地域地盤情報の

整備や地盤情報データベースの利活用に対する研究推進

の一助となれば幸いである。 

 
図―2 札幌市中心部における代表的なモデル 

 

 

図―3 札幌市中心部におけるモデル層厚分布 

 

 
図―4 新さっぽろ駅周辺部における代表的なモデル 

 

 

図―5 新さっぽろ駅周辺部におけるモデル層厚分布 
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 (3)  斜面の凍上被害と対策に関する研究委員会（H20～22） 
委員長 鈴木 輝之（北見工業大学 教授） 

 

１．委員会の目的と活動内容 
 土木構造物の中で最初に凍上被害が問題となったのは，

鉄道，道路，あるいは空港滑走路の路盤・路床など，地

表面に作られる平坦な構造物が中心であった。一方，斜

面における凍上・融解沈下挙動に起因する被害は古くか

ら指摘されているが，これまでこの問題に特化して整理

されたものはなく，その対策も現状では不十分であると

言える。このような背景から，本委員会は斜面の凍上被

害を最小限に押さえるための，工学的技術情報を集約し

て発信することを目的に発足した。 

 そこで，本研究委員会は，自然斜面も含めた斜面にお

ける凍上被害対策に関する「ガイドライン」の作成を目

標として，そのための調査・設計・施工・事後対策など

について整理し，斜面および斜面安定工に対して有効な

凍上対策を行うための情報を集約し，かつ，その情報を

広く伝えるために広報活動を行うことを具体的な活動目

的とした。主な検討課題は以下のようである。  
・ 凍上融解現象が発生しうる地盤・地山構造とは何か 
・ 凍上融解が斜面および斜面構造物にどのような作用

を与えるのか 
・ その被害はどの程度になるか 
・ 斜面安定工においてはどのような凍上対策工が有効

なのか 
・ 凍上対策のためにはどのような調査が必要なのか 
・ 凍上被害を受けた斜面の事後対策はどうすべきか 

 

２．構成委員 
 表―1 に本委員会の構成委員を示す。研究委員会の委

員は，原則として地盤工学会誌上での公募により募った。

応募に当たっては，研究委員会で取り組みたい課題を表

明してもらい，委員の自覚を促すことにより委員会が活

性化するようにした。また，構成員にはできるだけ産官

学からの委員が含まれるように配慮した。さらに，担当

分野を考慮して副委員長を 2名設けた。 
 
３．得られた成果 

 ２年間の活動成果は「斜面の凍上被害と対策のガイド

ライン」にまとめることができた。その内容の特徴を挙

げれば以下のようになる。 

1）自然凍上による地盤凍上対策技術における最後の課題

とも言われる，斜面の凍上被害とその対策技術を取りま

とめた初めての報告書と言える。 

2）凍上の被害発生の多い切土斜面では，岩盤斜面の場合

もある。本書では岩盤斜面の凍上とその対策に関する内

容が積極的に取り入れられている。 

3）斜面の凍上被害では，斜面の崩壊を防止するための構

造物（グランウドアンカー工，地山補強土工，法枠工，

擁壁工，小段排水など）が凍上によって被害を受けるケ

ースが多いので，保護構造物ごとの凍上対策とその設計

法が取り上げられている。 

4）凍上が発生しても斜面あるいはその保護構造物の機能

が維持されていれは構わないと言う考え方が成り立つ。

このことを前提に「抑止機能」と「抑制機能」の考え方

が取り込まれている。 

 次頁に「斜面の凍上被害と対策のガイドライン」の目

次を示した。  

 

表―1 委員会の構成委員（所属は当時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 氏 名 所 属 
委員長 鈴木輝之 北見工業大学 
副委員長 平田 文 日特建設㈱ 
副委員長 小野 丘 北海学園大学 
幹事 兼 
委 員 多田伸司 ㈱エスイー 

委 員 神原孝義 ㈱北海道技術コンサルタント 
委 員 岩倉 徹 ㈱北海道技術コンサルタント 
委 員 川口貴之 函館工業高等専門学校 
委 員 石川達也 北海道大学大学院 
委 員 佐藤厚子 土木研究所寒地土木研究所 
委 員 安達隆征 土木研究所寒地土木研究所 
委 員 吉田 力 ㈱ダイヤコンサルタント 
委 員 中村哲也 ㈱構研エンジニアリング 
委 員 林 啓二 ㈱ドーコン 
委 員 岩佐直人 日鐵住金建材㈱ 
委 員 竹家宏治 ㈱エスイー 
委 員 伊豆田久雄 ㈱精研 
委 員 上野邦行 ㈲シー･エス･プランニング 
委 員 安達謙二 岡三リビック㈱ 
委 員 中村 剛 日本基礎技術㈱ 
委 員 山本哲三 日本基礎技術㈱ 
委 員 川村志麻 室蘭工業大学 
委 員 佐々木裕一 北海道三祐㈱ 
委 員 長瀬眞央 ㈱開発工営社 
委 員 中山信広 日特建設㈱（2009.6 まで） 
委 員 沖崎 裕 ㈱シビテック 
委 員 村上勝一 ㈱シビテック 
委 員 中村 大 北見工業大学 
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＜「斜面の凍上被害と対策のガイドライン」の目次＞ 
用語の説明 

第1章 既存の基準・指針への提言 

1.1 凍上融解対策の必要性と考え方 

1.1.1 凍上に関するこれまでの扱い 

1.2 追加すべき検討項目 

1.2.1 要領・指針での凍上の取り扱い状況 

1.3 凍上性判定と工法選定 

1.3.1 凍上性の判定 

1.3.2 工法の選定 

第2章 凍上および融解による崩壊・破壊メカニズム 

2.1 地盤の凍上現象 

2.1.1 凍上のメカニズム 

2.1.2 凍上の発生要因 

(1) 土質 

(2) 水分 

(3) 温度 

2.1.3 凍上による斜面変位 

(1) 凍上量 

(2) 凍上（凍結）土圧および凍上力 

(3) 凍着凍上 

2.1.4 凍上・融解における斜面変状 

(1) 斜面の表層崩壊発生機構 

(2) 斜面崩壊の因子 

(3) 法面における斜面崩壊の特性 

2.1.5 岩石の凍上現象 

(1) 岩石の凍上メカニズム 

(2) 岩石の凍上 

(3) 岩石の種類，物性と凍上性 

(4) 岩石の状態と凍上性 

2.2 斜面対策施設の変状要因と誘因 

2.2.1 法枠工 

2.2.2 グラウンドアンカー工 

2.2.3 地山補強土工 

2.2.4 擁壁工 

2.2.5 小段排水溝 

第3章 凍結・凍上融解による斜面被災事例 

3.1 切土・盛土法面における凍上融解による被災事例崩

壊事例 

(1) 1986 年（昭和62 年）8 月26 日 道央自動車道 登

別～苫小牧間の被災 

(2) 北海道A 自動車道における切土崩壊 

(3) 一般国道C 号の切土斜面崩壊 

(4) 林道における切土法面崩壊 

(5) 2005 年（平成18 年）4 月 道東自動車道における

切土法面の崩壊 

(6) 2008 年（平成20 年）5 月 道東自動車道における

切土法面の崩壊 

(7) 大空町（旧女満別町）法面崩壊 

(8) 知床の法面崩壊 

3.2 法枠に関する凍上融解による被災事例 

(1) プレキャスト法枠の被災例 

(2) 軽量法枠の被災事例 

(3) 吹付法枠の被災事例 

3.3 グラウンドアンカーに関する凍上融解被災事例 

3.4 地山補強土工法に関する凍上融解による被災事例  

(1) 被災事例1  

(2) 被災事例2  

3.5 擁壁工，布団カゴ及び張り芝工等の被災事例 

(1) 被災事例1  

(2) 被災事例2  

(3) 被災事例3  

3.6 小段排水溝に関する凍上融解被害事例 

第4章 調査・設計 

4.1 概説 

4.1.1 新規対策斜面 

(1) 斜面凍上の特徴 

(2) 凍上調査の位置付け 

(3) 凍上を考慮した設計の位置付け 

(4) 新規対策斜面における凍上調査で把握すべき事項 

4.1.2 既設対策斜面 

(1) 既設対策斜面における対象斜面と構造物 

(2) 新規対策斜面と既設対策斜面の違い 

(3) 既設対策斜面の凍上調査で把握すべき事項 

4.2 新規対策斜面における調査・試験および凍上対策 

4.2.1 調査手法・留意点 

(1) 資料調査 

(2) 現地調査 

(3) 室内試験 

4.2.2 斜面の凍上性判定および凍上量・凍上力予測 

(1) 斜面の凍上性判定 

(2) 凍上量・凍上力の予測 

4.2.3 斜面対策工による凍上抑制効果 

(1) 「抑制・緩和機能」を有する工法 

(2) 「抑止もしくは変位自体を吸収する機能」を有する

工法 

4.3 既設対策斜面 

4.3.1 調査項目と手順 

(1) 現地踏査 

(2) 凍上性判定概略調査 

(3) 対策工要否判定のための詳細調査 

4.3.2 調査方法 

(1) 簡易動的コーン貫入試験 

(2) 簡易ボーリング 

(3) 弾性波速度検層と弾性波探査（屈折法） 

(4) 凍上量の測定 

(5) メチレンブルー凍結深度計 

(6) 熱電対凍結深度計 

(7) 外気温測定（白金測温抵抗体） 

4.3.3 凍上性の判定と凍上対策 

4.3.4 凍上対策 
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(4)  北海道の火山灰質土の性質と利用に関する研究委員会（H20～22） 
     委員長 三浦 清一（北海道大学大学院 教授） 

 
１.委員会活動の概要 

本委員会は，2008年 4月～2011年
3月の3年間にわたって活動を行った。
表―1 に委員会の構成メンバーを示

す。委員会の主たる活動目的は，以

下の 2点である。 
①過去の委員会の研究成果，「地盤

工学会誌の講座」(2005年)および「地
盤材料試験の方法と解説 第 8 編 特
殊土の試験」(2009 年)を踏まえて，
新刊本を執筆・出版すること。 
②実務者や研究者を対象として，活

発な講習会を札幌市と北見市で開催

すること。 
3 年間の委員会における会議数は

13回である。初年度～2年目は道南，
美瑛・富良野および道東の火山灰質

地盤の現地調査と地盤データの収

集も行った。3年目は原稿執筆を開
始し，2010年 12月に製本が完了し
た。 
第 44 回地盤工学研究発表会
(2009年 8月)では，「DS-2 火山灰
質土の性質と利用」を主催し，委員

会報告と委員による 15論文の発表
(共著を含む)を行った。 
講習会は 2010年 6月に第 1回目
を札幌で開催した。また，新刊本を

テキストにした講習会を 2010年 12
月(札幌)と 2011年 1月(北見市)に
実施し，3月に委員会活動を終了し
た。 
2．新刊本の概要 

書籍の名称は，設計・施工などの実務に役立つ内容

を重視し，「実務家のための火山灰質土」とした。表

―2と表―3は書籍の章構成と編集・執筆担当である。

執筆にあたり，重視した点は以下の①～③である。 
① 実務利用を考え，室内および原位置試験データ，
設計・施工の実例を掲載 

② 北海道の代表的な火山灰質地盤の土層と粒子
のカラー写真，多数の柱状図を掲載 

③ 火山灰質地盤の被災事例とその特徴を掲載 
試験結果は，写真で示した火山灰質土の種類（火

山灰記号）ごとに整理し，道内 1200試料のデータを
掲載した。また，斜面崩壊，地震被害および凍上被

害の事例を写真等で解説している。 
2011年に初版の 350部は完売である。以降の 2015
年まで購入注文があり，北海道支部で販売している。 

表―1 委 員 会 構 成（任期：2008.4～2011.3） 

役　    柄 名　称

委  員  長 三浦 清一

幹 事 委 員 佐藤 厚子

幹 事 委 員 八木 一善

委       員 伊藤 陽司

委　　   員 小野寺 康浩

委　　   員 川端 伸一郎

委　　   員 小海 尚文

委　　   員 斉藤 和夫

委　　   員 左近 利秋

委　　   員 谷藤 義弘

委　　   員 冨澤 幸一

委　　   員 中田 隆文

委　　   員 水野 津与志

委　　   員 松本 和正

オブザーバー 風間 基樹

技 術 協 力 山内 智

上山試錐工業 技術部

東日本高速道路 北海道支社 技術部(2008.5～2009.6)

北海道土質コンサルタンツ 技術部

東北大学大学院 工学研究科 土木工学専攻

ネクスコ・エンジニアリング北海道

北海道工業大学 空間創造学部 都市環境学科

基礎地盤コンサルタンツ 北海道支社(2008.5～2010.3)

基礎地盤コンサルタンツ 北海道支社(2010.4～)

ドーコン 環境事業本部 地質部

東日本高速道路 北海道支社 技術部(2009.8～)

土木研究所 寒地土木研究所 寒地基礎技術研究グループ

所　属

岩田地崎建設 技術部

土木研究所 寒地土木研究所 寒地基礎技術研究グループ

北海道大学大学院 工学研究院 環境フィールド工学部門

北見工業大学 工学部 社会環境工学科

土木研究所 寒地土木研究所 寒地農業基盤研究グループ

表―2 「実務家のための火山灰質土」の構成（2010.12発刊：全 170ページ） 

内 容 ページ数
表紙 口絵写真 裏表紙（カラー） 16
委員会名簿 編集・執筆者名簿 1
はじめに 2
第 1章 火山灰質土の用語と分類 8
第 2章 北海道の火山灰質土の分布と特徴 12
第 3章 火山灰質土の調査・試験 6
第 4章 火山灰質粗粒土の工学的性質 38
第 5章 火山灰質細粒土の工学的性質 16
第 6章 北海道火山灰質土の設計・施工 32
第 7章 火山灰質地盤の被災事例 18
資料 ボーリング柱状図 21
 

表―3 「実務家のための火山灰質土」執筆・編集者 

役   柄 名 称 編集・執筆担当 
委 員 長 三浦 清一 全章 
編集幹事 佐藤 厚子 5章 6 章 
編集幹事 八木 一善 口絵 1章 2 章 4 章 5 章 7 章 
委 員 伊藤 陽司 7章 
委 員 小野寺 康浩 5章 
委 員 川端 伸一郎 3章(3 章取りまとめ担当) 4 章 
委 員 小海 尚文 1章 2 章 
委 員 斉藤 和夫 1章 2 章 
委 員 左近 利秋 4章(4 章取りまとめ担当) 
委 員 谷藤 義弘 6章 
委 員 冨澤 幸一 6章 
委 員 中田 隆文 5章（5章取りまとめ担当） 
委 員 松本 和正 口絵 2章 4 章 柱状図取りまとめ 

オブザーバー 風間 基樹 7章 
技術協力 山内 智 6 章 
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3.第 44 回地盤工学研究発表会 DS の開催 

 2009年 8月，第 44回地盤工学研究発表会(横浜)におい
て，表―4 に示す「ディスカッションセッション」を主催

した。三浦清一委員長が座長を担い，委員会メンバーによ

る論文を含めて，18論文という多数の発表となった。 
4．講習会の実施 
①火山灰質土に関する講習会(札幌市) 

 2010年 6月に札幌市で講習会を行った。表―5はその
内容である。風間基樹教授には，東北の地震災害につい

て詳しく解説を頂いた。 
②新刊本を用いた講習会(札幌市・北見市) 

 新刊本をテキストとし，委員会メンバーが講師を務め，

2010年12月に北海道大学，2011年1月に北見工業大学で講

習会を行った(表―6)。 

5．お わ り に 
上記の 3回の講習会の全参加者数は 441名である。多
数の方々に研究成果を公表できた。一連の委員会活動は，

平成24年6月に地盤工学会 事業企画賞を受賞している。 
 講習会の開催にあたって，北見工業大学の鈴木輝之教

授，北海道土木技術会 土質基礎研究委員会，北見・網走

地方の技術会，北海道支部 講習会担当幹事の諸氏にご協

力を頂いた。記して深甚なる感謝の意を表します。

表―6 火山灰質土に関する講習会（2010.6.17：札幌） 

概
要 

講  習  会  日 2010年 12月 15日 2011年 1月 14日 
開  催  場  所 北海道大学学術交流会館 北見工業大学 講堂 
講  習  時  間 9:00～17:00 9:00～17:00 
参  加  者  数 170名 104名 

講
演
内
容 
・
講
師 

開 会 挨 拶・講 習 会 説 明 北海道支部長 鈴木 輝之・伊藤 陽司
1.火山灰質地盤の被災事例 三浦 清一 八木 一善 

2.北海道の火山灰質土の概要・分布・基本的性質 松本 和正 左近 利秋 
3.火山灰質粗粒土の工学的性質１ 八木 一善 八木 一善 
4.火山灰質粗粒土の工学的性質２ 川端 伸一郎 川端 伸一郎 
5.火山灰質細粒土の工学的性質 中田 隆文 小野寺 康浩 
6.火山灰質土の設計と施工１ 谷藤 義弘 佐藤 厚子 
7.火山灰質土の設計と施工２ 冨澤 幸一 冨澤 幸一 

表―4  第 44回地盤工学研究発表会 DS-2「火山灰質土の性質と利用」 座長：三浦 清一(北海道大学大学院) 
口頭発表者 所   属 論  文  題  名 

八木 一善★ 委員会 幹事委員 火山灰質土の工学的性質の評価と設計・施工法の確立に関する取り組み 

八木 一善★ 岩田地崎建設 北海道の火山灰質粗粒土の物理的性質と液状化 

片桐 雅明 日建設計シビル わが国の火山灰質細粒土の工学的特性 

鈴木 恵三 南九州大学 南九州に分布する軽石（ぼら）の分布と性状 

伊藤 陽司★ 北見工業大学 北海道北見市，火山灰丘陵の地形変遷と地盤性状 

株木 宏明 東北大学 火山灰質土の流動性評価の試み 

松崎 陽介 鹿児島大学 火山灰質不飽和地盤の浸透特性に関する一考察 

石川 達也 北海道大学 柏原火山灰土の不飽和力学特性に及ぼす凍結融解作用の影響 

中野 博貴 室蘭工業大学 凍結・融解履歴を受けた不飽和火山灰質土斜面の降雨時力学挙動 

山木 正彦 北海道大学 凍結融解履歴を考慮した破砕性火山灰土のせん断剛性率の評価 

川端 伸一郎★ 北海道工業大学 北海道粗粒火山灰土の透水性と物理的性質の関係 

横浜 勝司 北海道大学 粗粒火山灰土の飽和透水係数に及ぼす粒度の影響 

宮浦 征宏 宮浦興業 雪堆積場としての火山灰地盤の透水性能評価 

清松 潤一 崇城大学 火山灰質粗粒土をモデル化した粒状体の力学特性 

小海 尚文★ 基礎地盤コンサルタンツ 駒ヶ岳火山灰のせん断挙動と粒子破砕 

松本 和正★ 北海道土質コンサルタント 北海道の火山灰質粗粒土の締固め特性と粒子破砕 
冨澤 幸一★ 土木研究所寒地土木研究所 火山灰地盤における杭の鉛直支持力の評価手法 
藤岡 一頼 高速道路総合技術研究所 高含水比粘性土を用いた高盛土の圧縮沈下特性 
佐藤 厚子★ 土木研究所寒地土木研究所 固化処理した火山灰質細粒土の補強土壁背面盛土への利用 

★：幹事委員・委員による口頭発表

表―5 火山灰質土に関する講習会（2010.6.17：札幌） 

講習会内容 講 師 

1.概  論 三浦 清一 

2.地震災害 風間 基樹 

3.調査と試験 八木 一善 

4.北海道の火山灰質土の分布と特徴 松本 和正 

5.設計・施工 1  火山灰盛土 佐藤 厚子 

6.設計・施工 2  構造物基礎 冨澤 幸一 

7.設計・施工 3  高速道路の土工 谷藤 義弘 
寒地土木研究所講堂 時間：4hr 参加者：137名 
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(5) 凍上対策工の調査・設計法に関する研究委員会（H23～26） 
委員長 小野 丘（北海学園大学 教授） 

 

１．委員会の目的と活動内容 

前年度まで支部の研究委員会であった「斜面の凍上被

害と対策に関する研究委員会」（委員長 鈴木輝之）は、

その成果として「斜面の凍上被害と対策のためのガイド

ライン」を作成して，講習会を開催した。その際の参加

者の意見として，寒冷地特有の課題である地盤の凍上対

策に関する研究活動はその継続が望まれていることが判

明した。「ガイドライン」により斜面の凍上被害の定性的

な解釈と対策の方向性は示されているものの，凍上対策

工の調査・設計法への具体化が不十分である，というの

が主な理由である。そこで，前年度までの委員会活動を

さらに進展させ，凍上対策工の調査・設計手法の具体化

を実現するために，斜面の凍上対策工法を選択するため

の調査手法，工法選定の判定指標と選定手順，凍上対策

の設計手法をまとめることを目標とした研究委員会の設

立が必要であるとの趣旨のもとに本委員会を立ち上げる

こととした。この目的を達成するために，以下の活動内

容を設定した。 
・地盤の凍上対策における課題の整理と認識の共有 

・調査・設計法の具体化へ向けたプロセスの検討 

・各種対策工別分科会の設定 

・現場実験、実証実験の実施 

・凍上対策のための調査・設計法の検討 

・関係学協会への内容公開とフィードバック 

・冊子、講習会等による情報の公開と普及 

 

２．構成委員 

表―1 に本委員会の構成委員を示す。できるだけ広い

分野からバランスの良い委員構成となるように努力した。

また，原則として委員は公募とした。 

 

３．得られた成果 

表―2 に，刊行予定である「斜面の凍上対策の調査・

設計マニュアル（仮称）」の目次（予定）を掲載する。刊

行予定の内容は，調査方法と斜面の凍上性評価および斜

面対策に関わる工種・工法ごとに分けて具体的な調査・

設計法を記述する予定である。 

これまでに凍上対策を念頭に置いた斜面の調査・設計

技術がまとまっていなかったのは，土の凍上現象と斜面

対策工構造物の変状との関連がはっきりしていなかった

ことに一つの理由があるのではないかと考えられる。今

回の「斜面の凍上対策の調査・設計マニュアル（仮称）」

がまとまり，その内容が広く認知されることで調査段階

から斜面の凍上対策が盛り込まれ，寒冷地における斜面

の凍上被害が軽減されてゆくことを期待している。その

ことは，斜面対策構造物の長期的安定性と長寿命化に寄

与できるものと考える。 

 

 

表―1 委員会の構成委員（所属は当時） 

小野 丘 

（委員長） 
北海学園大学工学部 社会環境工学科 

佐々木 裕一 

（幹事） 
北海道三祐(株) 

岩倉 徹 

（幹事） 
(株)北海道技術コンサルタント 

平田 文 日特建設(株) 札幌支店 

高見雅三 北海道立総合研究機構 

神原孝義 （株）北海道技術コンサルタント 

野口 明 弘和産業(株) 

中村 大 北見工業大学 社会環境工学科 

西本 聡 (独)土木研究所寒地土木研究所 

安達隆征 (独)土木研究所寒地土木研究所     

佐藤厚子 (独)土木研究所寒地土木研究所     

大谷高志 和光技研(株) 

吉田 力 （株）ダイヤコンサルタント北海道支社 

土門謙治 カネカケンテック(株) 

前田克吏 會澤高圧コンクリート(株) 

上野邦行 (有)シー･エス･プランニング 

川口貴之 北見工業大学 社会環境工学科 

沖崎 裕 (株)シビテック 

森田恵弘 清水建設(株) 北海道支店 

中村 剛 日本基礎技術(株) 札幌支店 

横地省一 ダウ化工(株) 

中村哲也 （株）構研エンジニアリング 

橋本和明 日本工営(株) 札幌支店 

川端伸一郎 北海道工業大学空間創造学部都市環境学科 

谷藤義弘 東日本高速道路(株) 北海道支社 

宗岡寿美 
帯広畜産大学 地域環境学研究部門  

地域環境工学分野 

石川達也 
北海道大学大学院工学研究院 環境フィ
ールド工学部門 防災地盤工学分野 

下條芳範 (株)ＪＳＰ 

福田興士 西武ポリマ化成(株)式会社 

林 啓二 (株)ドーコン 

海部友和 （株）構研エンジニアリング 
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表―2 「斜面の凍上対策の調査・設計マニュアル（仮称）」の目次（予定） 

第 1 章 概説 

1.1 適用範囲 

1.2 一般事項 

1.3 用語の定義 

1.4 法面安定工の凍上被害 

1.4.1 植生工 

1.4.2 プレキャス卜コンクリー卜 

 法枠工 

1.4.3 軽量法枠工 

1.4.4 吹付け法枠工 

1.4.5 かご工 

1.4.6 グラウンドアンカー工 

1.4.7 地山補強土工 

1.4.8 土圧抵抗構造物における  

凍上被害 

1.4.9 排水溝における凍上被害 

 

第 2 章 凍上対策設計の基本事項 

2.1 設計の基本 

2.2 設計の原則 

 

第 3 章 調査 

3.1 調査の基本方針 

3.2 資料調査 

3.3 現地踏査 

3.4 地盤調査 

3.5 気象関連調査 

3.6 室内試験 

3.7 現地計測 

 

第 4 章 凍上性評価 

4.1 総則 

4.2 凍結深さの算定 

4.2.1 設計耐用期間 

4.2.2 n 年確率凍結指数の算定 

4.2.3 凍結深さの算定 

4.2.4 積雪の取り扱い 

4.3 地盤の凍上性評価 

4.4 周辺環境による凍上性評価 

4.5 既設構造物変状による    

凍上性評価 

4.6 凍上性総合評価 

 

第 5 章 法面保護工の設計 

5.1 法面保護工の種類と機能 

5.1.1 法面保護工の分類と機能 

5.1.2 法面保護工の種類 

5.1.3 工種別の機能と適用 

5.2 法面保護工の工種選定 

5.2.1 工種毎の凍上に対する耐性 

5.2.2 工種選定のフローチャート 

5.3 法面保護工の凍上対策の設計 

5.3.1 法面保護工設計の基本 

5.3.2 植生工 

5.3.3 排水工 

5.3.4 特殊ふとんかご工 

5.3.5 連続長繊維補強土工 

5.4 法面保護工の維持管理 

 

第 6 章  グラウンドアンカー工 

6.1 グラウンドアンカー工の設計 

6.2 総則 

6.3 凍上に対する照査 

6.4 凍上力に対する照査 

6.5 凍上力の推定 

6.6 アンカーの分類 

6.7 設計アンカー力 

6.8 許容アンカー力を超えた場合 

の検討 

6.9 定着時緊張力 

6.10 アンカー試験 

6.11 アンカーの維持管理 

 

第 7 章  地山補強土工 

7.1 地山補強土工の設計 

7.2 総則 

7.3 凍上に対する地盤の照査 

7.4 凍上力に対する照査 

7.5 凍上力の推定 

7.6 凍上量の推定 

7.7 設計に用いる荷重の種類 

7.8 補強材の照査 

7.9 のり面工の照査 

7.10 許容補強材力を超えた場合  

の検討 

7.11 地山補強土の維持管理 

 

第 8 章  擁壁および補強土壁の  

設計 

8.1 総則 

8.2 凍上に対する照査 

8.3 凍結深さに対する照査 

8.4 対策範囲 

8.5 設計用値 

8.5.1 非凍上性材料の基準値 

8.5.2 凍上対策工で使用する   

断熱材の基準値 

8.6 対策工の選定 

8.7 置換工法 

8.7.1 置換工法における水抜き孔

の設置 

8.8 断熱工法 

8.8.1 断熱材厚さの照査 

8.9 擁壁の維持管理 

 

第 9 章  カルバートの設計 

9.1 総則 

9.2 凍上に対する照査 

9.3 凍結深さに対する照査 

9.4 対策工の選定 

9.5 置換工法 

9.5.1 置換え厚さの照査 

9.5.2 置換え断面の照査 

9.6 断熱工法 

9.6.1 断熱材 

9.6.2 断熱材厚さの照査 

9.7 カルバートの維持管理 

 

第 10 章  排水工の設計 

10.1 総則 

10.2 凍上に対する照査 

10.3 積雪に対する照査 

10.4 凍結深さに対する照査 

10.5 対策工法の選定 

10.6 柔軟性のある材料を用いた  

工法の設計 

10.7 断熱工法の設計 

10.8 置換工法の設計 

10.9 排水工の維持管理 
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(6)  気候変動に伴う積雪寒冷地の地盤災害リスクに関する研究委員会（H26～28） 
委員長 石川 達也（北海道大学大学院 教授） 

 

１．設立の背景と目的 

2012年 5月と 2013年 4月で発生した国道 230号の盛
土崩壊に代表されるように，北海道のような積雪寒冷地

では，地盤の凍上・凍結融解が誘因と考えられる地盤災

害が融雪期で数多く報告されている。これは，地盤表層

の凍土の融解や融雪などにより融解土層が高含水状態と

なり支持力や強度が低下することや，地表面に平行に生

成される氷層の融解で氷跡が空洞化し，地盤が異方化・

不均質化することが一因であると考えられている。 
特に，地球温暖化に起因すると考えられる融雪期の急

速な気温上昇は，地盤への急激かつ大量の融雪水の流

入・浸透を引き起こし，過剰間隙水圧の増加や土の強度

低下をもたらすとともに，内部侵食や表面侵食を促進し

て地盤の安定性を低下させ，自然斜面や切土法面の表層

崩壊や土砂流出，及び土砂流出による陥没などのリスク

を高めている。 
また，近年の異常気象により，台風や集中豪雨等の被

害が比較的少なかった北海道においても，集中豪雨が再

三観測されている。例えば，2010年 8月に石狩北部で観
測された１時間雨量 53.5mmは，1977年の統計開始以来
過去最高の記録的豪雨であり，この集中豪雨により崩

壊・陥没・土砂流出等の地盤災害が多数発生している。

さらに，2014 年 8 月には利尻島において総雨量 207mm
の記録的な豪雨による斜面崩壊で 2名の犠牲者を出した
ことや，同年 9月には道央圏の集中豪雨により，北海道
で初の大雨特別警報が発令されている。 
このような状況を受けて，近年の気候変動と積雪寒冷

地特有の要因を組み合わせた地盤災害の潜在的な被災危

険度について検討することが急務であるとされ，地盤工

学会北海道支部に「気候変動に伴う積雪寒冷地の地盤災

害リスクに関する研究委員会」が設立された。 
２．委員会の構成 

当委員会の委員は，北海道の気象条件を熟知した研究

者または技術者であることを基本に公募ならびに委員か

らの推薦によって決定した。表―1 は委員会の構成メン

バーである。 
３．活動実績 

委員会の設立に際しては，9 名の設立発起人によって
準備委員会を開催し，運営方針や発足時のメンバー構成

案などについて議論した。正式発足後は，検討すべき課

題について意見交換を行い，各委員が所有する情報を基

に議論を重ねた。表―2 は，委員会で取り上げた話題と

表―1 委員会の構成メンバー 

役 職 氏 名 所 属 

委員長 石川 達也 北海道大学大学院 工学研究院 環境フィールド工学部門 防災地盤工学分野 

幹事委員 川端伸一郎 北海道科学大学 工学部 都市環境学科 

委 員 加藤 貴文 和光技研（株） 技術部 防災地質課 

委 員 川尻 峻三 北見工業大学 工学部 社会環境工学科 

委 員 川村 志麻 室蘭工業大学大学院 工学研究科 くらし環境系領域 

委 員 所  哲也 苫小牧工業高等専門学校 環境都市工学科 

委 員 西村  聡 北海道大学大学院 工学研究院 環境フィールド工学部門 防災地盤工学分野 

委 員 林  啓二 （株）ドーコン 環境事業本部 地質部 

委 員 林  憲裕 （国研）土木研究所寒地土木研究所 寒地基礎技術研究グループ 寒地地盤チーム

委 員 林  宏親 （国研）土木研究所寒地土木研究所 寒地基礎技術研究グループ 寒地地盤チーム

委 員 松田 圭大 （株）ドーコン 環境事業本部 地質部 

委 員 村山  陽 東日本高速道路（株） 北海道支社 技術部 

委 員 森田 恵弘 清水建設（株） 北海道支店 土木技術部 

委 員 山木 正彦 （国研）土木研究所寒地土木研究所 寒地基礎技術研究グループ 寒地地盤チーム

旧委員 山梨 高裕 （国研）土木研究所寒地土木研究所 寒地基礎技術研究グループ 寒地地盤チーム

旧委員 渡辺 敏史 東日本高速道路㈱ 北海道支社 技術部 

所属および所属名は当時のものである 
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話題提供者の一覧である。話題は大別すると，「気象特

性」，「被災事例」，「対策工法」，「管理・点検手法」，「数

値解析法」，「調査法」など多岐にわたり，これらの情報

を再整理することで，委員会の所期の目的が達成される

と考えられた。 
４．情報公開（今後の予定） 

当委員会の成果は，最終年度である平成 28年度末頃ま

でにシンポジウムを開催することで，広く社会に公開す

る予定である。シンポジウムでは，関連する論文を一般

募集し，委員会報告と併せた印刷物を作成する。 
なお，シンポジウムの開催地は札幌を予定し，多くの

技術者や研究者が有用な情報を得られるよう，実務に直

結した話題から最新研究までが網羅させるようなテーマ

設定を検討する。 

表―2 委員会の活動実績と今後の予定 

 話題提供者 話題（タイトル） 

準備委員会（H26.4.18）  ・ 検討課題の抽出・整理，メンバー案，活動方針 

第 1回（H26.5.23） 西村  聡 ・ 永久凍土研究に見る，気候変動の地盤への熱力学的・水理学
的・力学的作用のとらえ方 

第 2回（H26.6.27） 山田 朋人 
（北海道大学） ・ 近年の極端現象と気候変動に対する水文学的アプローチ 

第 3回（H26.8.22） 

原   靖 
（ドーコン） ・ 融雪期における盛土法面の崩壊事例と新たな管理方法の提案

林  啓二 ・ 盛土法面崩壊箇所における地質調査概要 
・ 法面における凍上現象について 

第 4回（H26.11.4） 
山梨 高裕 ・ 国道 230号（中山峠）現場見学 

・ 被災状況および対策工についての概要説明 

川村 志麻 ・ 国道 230号にある道路盛土の動態観測結果 
・ 標津海岸の海岸侵食に起因する斜面崩壊事例について 

第 5回（H27.4.1） 川端伸一郎 ・ 凍上によるアスファルト舗装のラフネス変動について 
・ n年確率凍結指数の合理的決定法とその地域特性 

第 6回（H27.5.14） 
渡辺 敏史 ・ 融雪期ののり面管理 

森田 恵弘 ・ 自然降雨による補強土壁の崩壊 
・ 冬期盛土（高さ 60m）の施工事例 

第 7回（H27.7.3） 

山崎新太郎 
（北見工業大学） ・ 知床・羅臼町の「海底隆起」を伴う地すべりについて 

川尻 峻三 ・ 融雪期における土壌水分挙動と雨量指数の関係 

第 8回（H27.10.9） 

野上  敦 
（寒地土木研究所）

・ 道路のり面の凍上対策に関する最近の研究 

山木 正彦 ・ 融雪等による道路斜面災害の調査・評価手法に関する研究 

加藤 貴文 ・ 火山灰質土の特徴と設計・施工への応用 

第 9回（H27.12.18） 
石川 達也 

・ 積雪寒冷地の火山灰質土斜面の斜面災害とその影響要因 
・ 寒冷地斜面の安定解析 －解析ツールの適用性について－ 
・ 浸透浸食作用を受ける不飽和火山灰質粗粒土の強度特性評価
・ 積雪と植生変化を考慮した融雪や降雨に伴う地表流・地盤内
浸透流分岐特性のモデル化 

所  哲也 ・ 凍結融解作用を受ける地盤の熱伝導および透水性 

第 10回（H28.3.8）  ・ 情報の整理，取りまとめ・情報発信の方法について 

第 11回以降（H28） 
4回程度 

 ・ 委員会報告の作成，論文募集，編集作業 

平成 28年度末頃  ・ シンポジウムの開催 

外部講師による話題提供には所属名を記載 
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6. 北海道支部の現況 
 

6-1 会員 
 

図―1に，この 10年間の北海道支部の会員数の推移を
内訳とともにまとめて示した。図―1から分かるように，

平成 18 年度から H26 年度まで個人会員数の合計（名誉
会員，正会員，学生会員）は減少傾向にあるものの，H27
年度から若干ではあるが回復の兆しがある。学生会員数

はほぼ横ばいであることから，正会員の減少が個人会員

数全体の減少の原因であると言える。平成 18年度に対す
る比率にすると約 30％の減少となる。また，法人会員は
平成 20年度のピーク時に比べて 10会員（約 14％）の減
少である。会員数の減少は，学会にとって最大級の問題

である。社会情勢に依存する面があるとはいえ，支部と

して認識を新たにしなければならない。現在，支部活性

化に向けて，支部の委員会で対策案を議論している。 

図―2 は，法人会員を含む北海道支部の会員数の全国

に対する割合を示したものである。2016年 2月の時点で，
北海道支部の会員は地盤工学会全会員数の約 6％を占め
ていることがわかる。この値は 10年前に比べてほぼ同じ
である。 
図―3は，同じく 2016年 2月の時点での正会員の業種

別割合を示している。図中のカッコ内の値は 10年前の割
合である。会員の業種区分の方法が必ずしも前回と同一

ではないと思われるが，図―3 を見ると，官公庁の割合

が 3.5%減少している。一方，建設業の割合が 4.4%増加
している。昨今の社会情勢ならび自然災害を考える上で

は，官公庁からの会員確保が急務であると考えられる。
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図―1 会員数の推移
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図―2 北海道支部の会員数の全国比 

    （2016年 2月，法人会員を含む） 
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図―3 正会員の業種別割合（2016年 2月） 
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6-2 支部決算 
 
北海道支部の決算の推移を図―4に示す。図―4は当期

収入と当期支出の推移である。この 10年間をみると，収
支の変動が大きいことがわかる。ここでは，平成 22 年
11 月に公益社団法人に移行前後，すなわち平成 18 年度
~21年度と平成 22年度以降にわけてその推移を見る。 
平成 18 年度~平成 22 年度 10 月では，平成 19 年度の

当期支出はかなり多いが，これは特別会計への繰入れに

よるものである。また，平成 21年度の当期収入が多い理
由は，公益社団法人に移行するにあたり，地盤工学振興

基金からの繰入があったことによるものである。 
平成 22年 11月の公益社団法人移行後は，収支相称に

より，収入と支出がほぼバランスの取れた形で推移して

いる。一方，H27年度の当期収入が増加している理由は，
日中シンポジムや第 50 回地盤工学研究発表会（札幌大
会）の開催による地盤工学会本部からの返還金によるも

のである。そのため，財政的には良い傾向であるといえ

る。今後もシンポジウム，講習会，セミナーなどの支部

企画を充実させて積極的に実施するなど，恒常的な財政

健全化に向けての方策が必要である。 

 
6-3 支部行事 

 
(1) 技術報告会 

 
技術報告会は毎年開催され，開催地としては，札幌と隔

年で地方都市での実施としている。この 10年間で札幌での
開催が 5回，室蘭 2回，北見，苫小牧，函館での開催が各
1回行われた。 
技術報告会の投稿論文数と参加者の推移を図―5 に示す。

論文数は平成 18年度から平成 21年度までの 4年間は，50
編前後で推移していたが，平成 24 年度を除けば，平成 22
年度から 25年度まで論文数は減少傾向にある。それ以降は
50編を継続して維持している。参加者数は H18年度（室蘭）
がピークであり，その後，減少傾向にあったものの，平成

25年度以降は回復傾向にある。 
図―6に論文発表者の所属内訳を示す。建設業は平成 19

年度をピークに減少するものの，官公庁とともに，現在は

10編前後を推移している。年次技術報告会の趣旨を考える
と，今後は，官・民からの論文数増加を期待したい。なお，

大学等の教育機関からの論文数は平成 25年度以降，急激に
増加する傾向にある。 

10 年間のトピックスを纏めると，平成 18 年度では東洋
大学名誉教授 赤木俊允先生による｢土質力学の父 テル

ツｱーギの素顔｣が特別講演会として企画・実施された。ま

た，平成 19年度では 2008年新潟県中越沖地震に関する研
究成果報告，平成 20年度では斜面の凍上被害に関する研究
委員会報告が行われている。なお，北海道の 3大地盤工学
的問題，火山灰土，泥炭などの特殊土や凍上問題に関する

論文も多くみられ，地域性に富む，北海道特有のテーマを

扱った論文が多いことも年次技術報告会の特徴になってお

り，常に最新の情報を会員に提供する場となっている。 
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図―4 北海道支部の決算の推移（2016年 2月） 
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図―6 論文数の所属内訳の推移 
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(2) 講習会 
 
講習会は，平成 20年度までは学会本部主催と支部主催

と併せて年 1～4回，平成 21年度から平成 25年度までは
支部主催の講習会を 1～4回実施している。100名を超え
る参加者の講習会も多数ある。講習会のテーマは本部主

催では，新刊本をテキストとしたテーマや会員からの要

望の多いものを中心に行っている。また，支部の研究委

員会による講習会を新刊本の発刊にともない，実施され

ている。主なテーマは，火山灰土と凍上問題，設計・施

工法に関するものである。

 

(3) 講演会・地盤工学セミナー 
 
 平成 18年度～平成 24年度まで，講演会は土木学会北
海道支部との共催で年 1回実施した。また，平成 21年度
には，地盤工学会創立 60周年記念講演｢北海道の地盤災
害を考える－防災･減災の取り組み｣が開催され，250 名
を超える参加者があった。なお，平成 25年度以降，講演
会は実施されていない。 
地盤工学セミナーは，平成26年度まで年1～2回程度，

若手技術者を対象とした少人数でのセミナーとして実施

されている。「Ｑ＆Ａ」形式で，地盤工学に関する日常業

務で感じている疑問点を講師と参加者とともに議論して

いる。平成 26年度は現場見学会として実施している。平
成 27年度からは，北海道の地域性を考慮し，開催数を札
幌 2回，帯広，北見，苫小牧，室蘭各１回，計 6回にし
た。各回ともに多くの参加者があり，有意義な情報交換

の場となっている。今後は他都市での開催を含め，さら

なる充実を図りたい。  
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7. 公益社団法人 地盤工学会定款 
 

平成 22年 10月 20日 認定 
平成 22年 11月１日 施行 

平成 25年 6月１3日 一部変更 
平成 26年 6月１2日 一部変更 

 
第１章 総  則 

 
(名称) 
第１条 この法人は，公益社団法人地盤工学会と称する。 
 
(事務所) 
第２条 この法人は，主たる事務所を東京都文京区千石 4

丁目 38番 2号におく。 
 
(支部及び従たる事務所) 
第３条 この法人は，理事会の議決を経て必要の地に支部

を設け，そこに従たる事務所をおくことができ

る。 
 

第２章 目的，事業 
 
(目的) 
第４条 この法人は，地盤工学の進歩及び地盤工学に関わ

る技術者の資質向上を図り，学術・科学技術及

び文化の振興と社会の発展に寄与することを目

的とする。 
(事業) 
第５条 この法人は，前条の目的を達成するために地盤工

学に関する次の事業を行う。 
(1) 学術・科学技術の調査・資料収集とその提

供 
(2) 学術・科学技術に関する研究発表会，講座，

セミナー，展示会の開催 
(3) 優れた研究業績と技術的実践の奨励と表彰 
(4) 調査・研究の受託及び技術指導 
(5) 基準の作成とその評価 
(6) 学術・科学技術の推進事業の援助，奨励 
(7) 技術開発・研究開発の推進 
(8) 体験活動の提供 
(9) 技術者資格の付与と教育 
(10) 学術・科学技術の啓発及び広報 
(11) 学術・科学技術の発展に資する事業への施

設の貸与 
(12) その他この法人の目的を達成するために必

要な事業 
   ２．前項の事業は，日本全国及び海外において行

うものとする。  
 

第３章 会員及び社員  

 
(会員の種別) 
第６条 この法人に次の会員を置く。 

(1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会し
た個人または団体（法人を含む，以下同じ。） 

(2) 学生会員  大学（大学院・短期を含む），工
業高等専門学校，高等学校またはこれに準

ずる学校に在学し，この法人の目的に賛同

する個人 
(3) 特別会員 この法人の事業を後援する個人，

団体 
(4) 賛助会員 この法人の目的に賛同し，かつ，

事業に著しく貢献した者で，理事会におい

て推薦された個人，団体 
   ２．正会員，学生会員または特別会員のうち，国

際地盤工学会日本メンバーソサエティに加入す

る者は，国際会員という。  
   ３．正会員のうち，地盤工学の発展に寄与する功

績が特に顕著であり，総会の議決をもって推薦

された個人は，本人の承諾をもって名誉会員と

いう。  
(社員) 
第７条 この法人の社員（一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律（以下「法人法」という）第 11
条第 1項第 5号に規定する社員をいう。以下同
じ。）は，概ね正会員・学生会員の中より 100 人
から 1人の割合をもって選出される代議員をも
って社員とする（端数の扱いについては理事会

で定める）。  
   ２．代議員を選出するため，正会員・学生会員に

よる代議員選挙を行う。代議員選挙を行うため

に必要な細則は理事会において定める。  
   ３．代議員は，正会員・学生会員の中から選ばれ

ることを要する。正会員・学生会員は，前項の

代議員選挙に立候補することができる。  
   ４．第２項の代議員選挙において，正会員・学生

会員は他の正会員・学生会員と等しく代議員を

選挙する権利を有する。理事または理事会は，

代議員を選出することはできない。  
   ５．代議員の任期は選任後２年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する通常総会の終

結の時までとする。ただし，代議員が総会決議

取消しの訴え，解散の訴え，責任追及の訴え及

び役員の解任の訴え（法人法第 266条第 1項，
第 268条，第 278条，第 284条）を提起してい
る場合（法人法第 278条第 1項に規定する訴え
の提起の請求をしている場合を含む。）には，当

該訴訟が終結するまでの間，当該代議員は社員

たる地位を失わない。ただし，当該代議員は，
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役員の選任及び解任（法人法第 63 条及び第 70 
条）並びに定款変更（法人法第 146条）につい
ての議決権を有しない。  

   ６．代議員が欠けた場合または代議員の員数を欠

くこととなる時に備えて補欠の代議員を選挙す

ることができる。補欠の代議員の任期は，任期

の満了前に退任した代議員の任期の満了する時

までとする。  
   ７．補欠の代議員を選挙する場合には，次に掲げ

る事項も併せて決定しなければならない。  
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨 
(2) 当該候補者を 1人または 2人以上の特定の

代議員の補欠の代議員として選任する時は，

その旨及び当該特定の代議員の氏名 
(3) 同一の代議員（2 以上の代議員の補欠とし

て選任した場合にあっては，当該 2以上の
代議員）につき 2人以上の補欠の代議員を
選任する時は，当該補欠の代議員相互間の

優先順位 
   ８．第６項の補欠の代議員の選任に係る決議が効

力を有する期間は，当該決議後 2年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する通常総

会の終結の時までとする。 
   ９.代議員は無償とする。ただし，費用を弁償する

ことができる。 
(正会員及び学生会員の権利) 
第８条 正会員及び学生会員は，法人法に規定された次に

掲げる代議員の権利を，代議員と同様に当法人

に対して行使することができる。 
(1) 法人法第 14条第 2項の権利（定款の閲覧等） 
(2) 法人法第 32条第 2項の権利（社員名簿の閲

覧等） 
(3) 法人法第 57条第 4項の権利（総会の議事録

の閲覧等） 
(4) 法人法第 50条第 6項の権利（代議員の代理

権証明書面等の閲覧等） 
(5) 法人法第 52条第 5項の権利（電磁的方法に

よる議決権行使記録の閲覧等）及び同法 51
条 4項の権利（議決権行使書面の閲覧等） 

(6) 法人法第 129条第 3項の権利（計算書類等
の閲覧等） 

(7) 法人法第 229条第 2項の権利（清算法人の
貸借対照表等の閲覧等） 

(8)法人法第 246条第 3項，第 250条第 3項及び
第 256条第 3項の権利（合併契約等の閲覧
等） 

   ２．理事，監事は，その任務を怠った時は，この

法人に対し，これによって生じた損害を賠償す

る責任を負い，法人法第 112条の規定にかかわ
らず，この責任は，すべての正会員及び学生会

員の同意がなければ，免除することができない。 

 
(入会) 
第９条 会員（国際会員及び名誉会員を除く）になろうと

する者は，規則に定める入会手続をなし，理事

会の承認を受けなければならない。ただし，賛

助会員に推薦された者は，入会の手続を要せず，

本人の承諾をもって会員となるものとする。 
   ２．正会員が団体である場合は，入会と同時に，

この法人に対する代表者としての権利を行使す

る者を定め，届け出なければならない。代表者

が変更となった場合も同様とする。 
   ３．学生会員は，学生としての資格を失うと同時

に正会員となる。 
(会費)  
第 10条 会員は規則の定めるところにより会費を納入し

なければならない。 
   ２．既納の会費は，いかなる理由があってもこれ

を返還しない。 
(特典) 
第 11条 会員は，この法人が刊行する学会誌の配布を受

けるとともに，この法人の刊行する図書等の入

手及び事業への参加について特典を有する。 
(会員資格の喪失) 
第 12条 会員は，次の理由によってその資格を喪失する。 

(1) 退会 
(2) 死亡，失踪宣告または法人もしくは団体た 

る会員の解散 
(3) 会費を 1年以上滞納したとき 
(4) 除名 

   ２.代議員たる会員が，会員たる資格を喪失したと
きは，代議員たる地位を喪失する。 

(退会) 
第 13条 会員で退会しようとするものは，理由を付して

退会届けを会長に提出しなければならない。 
(除名)  
第 14条 会員が次の各号の一に該当するときは，総会に

おいて代議員現在数の半数以上であって，総代

議員の議決権の３分の２以上の議決により会長

がこれを除名することができる。  
(1) この法人の会員としての義務に違反したと

き  
(2) この法人の名誉を傷つけ，またはこの法人

の目的に反する行為のあったとき  
   ２．前項の規定により会員を除名しようとすると

きは，当該会員に当該総会の日から１週間前ま

でにその旨を通知するとともに，当該総会にお

いて，当該会員に弁明の機会を与えなければな

らない。 
(代議員の解任) 
第 15条 代議員が次の各号の一に該当するときは，総会

において代議員現在数の半数以上であって，総
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代議員の議決権の３分の２以上の議決により，

解任することができる。 
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと 

認められるとき  
(2) 職務上の義務違反その他代議員たるにふさ

わしくない行為があると認められるとき  
   ２．前項の規定により代議員を解任しようとする

ときは，当該代議員に当該総会の日から１週間

前までにその旨を通知するとともに，当該総会

において，当該代議員に弁明の機会を与えなけ

ればならない。 
 

第４章 役員及び職員 
 
(役員) 
第 16条 この法人に，次の役員をおく。 

(1) 理事 14名以上 20名以内 
(2) 監事 １名または２名 

   ２．理事の１名を会長とし，これを法人法上の代

表理事とする。 
   ３．会長以外の理事のうち４名以内を業務執行理

事とし，うち３名以内を副会長とする。また，

必要に応じて専務理事 1名を業務執行理事とし
ておくことができるものとする。 

(役員の選任)  
第 17条 理事及び監事は，総会の決議によって選任する。 
   ２．会長及び業務執行理事は，理事会の決議によ

って選任する。 
   ３．理事のうち，理事のいずれか１名とその配偶

者または３親等内の親族その他特別の関係にあ

る者の合計数は，総理事数の３分の１を超えて

はならない。監事についても同様とする。 
   ４．他の同一の団体の理事または使用人である者，

その他これに準ずる相互に密接な関係にある理

事の合計数は，総理事数の３分の１を超えては

ならない。監事についても，同様とする。 
   ５．監事は，理事または職員を兼ねることができ

ない。 
(理事の職務) 
第 18条 会長は，法令及びこの定款で定めるところによ

り，この法人を代表し，その業務を執行し，副

会長は，会長を補佐し，理事会において別に定

めるところにより，この法人の業務を執行する。 
   ２．専務理事は，会長および副会長を補佐し，理

事会の議決に基づき日常の事務に従事し，総会

の議決した事項を処理する。 
   ３．理事は，理事会を構成し，法令及びこの定款

で定めるところにより，職務を執行する。 
(監事の職務)   
第 19条 監事は，次に掲げる職務を行い，かつ，監査報

告を作成しなければならない。 

(1) 理事の職務の執行を監査すること。 
(2) この法人の業務及び財産の状況を監査する

こと。 
(3) 理事会に出席し，必要があると認めるとき

は，意見を述べること。 
(4) 理事が不正の行為をし，もしくは不正の行

為をするおそれがあると認められるとき，

または法令もしくは定款に違反する事実も

しくは著しく不当な事実があると認めると

きは，遅滞なく，その旨を理事会に報告す

ること。 
(5) 前号に規定する場合において，必要がある

と認めるときは，会長に対し，理事会の招

集を請求すること。 
(6) 前号の規定による請求があった日から５日

以内に，その請求があった日から２週間以

内の日を理事会の日とする理事会の招集通

知が発せられない場合は，その請求をした

監事は，理事会を招集すること。 
(7) 理事が総会に提出しようとする議案，書類

その他法令で定めるものを調査し，法令も

しくは定款に違反し，または著しく不当な

事項があると認めるときは，その調査の結

果を総会に報告すること。 
(8) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その

他法令もしくは定款に違反する行為をし，

またはこれらの行為をするおそれがある場

合において，その行為によってこの法人に

著しい損害が生ずるおそれがあるときは，

その理事に対し，その行為をやめることを

請求すること。 
(9) その他，監事に認められた法令上の権限を

行使すること。 
(役員の任期) 
第 20条 理事の任期は，選任後２年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する通常総会の終結

のときまでとし，再任を妨げない。 
   ２．監事の任期は，選任後２年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する通常総会の終

結のときまでとする。 
   ３．補欠として選任された理事または監事の任期

は，前任者の任期の満了するときまでとする。 
   ４．理事または監事は，定数に足りなくなるとき

は，任期の満了または辞任により退任した後も，

新たに選任された者が就任するまで，なお理事

または監事としての権利義務を有する。 
(役員の解任) 
第 21条 役員が次の各号の一に該当するときは，その任

期中であっても，総会において，理事について

は出席代議員の 4分の 3以上の議決により，監
事については総代議員の半数以上であって，総
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代議員の議決権の３分の２以上の議決をもって，

これを解任することができる。 
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと

認められるとき 
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわ

しくない行為があると認められるとき 
   ２．前項の規定により役員を解任しようとすると

きは，当該役員にあらかじめ通知するとともに，

当該総会において，当該役員に弁明の機会を与

えなければならない。 
(役員の報酬) 
第 22条 役員は，無報酬とする。ただし，常勤の理事及

び監事に対しては，報酬等として支給すること

ができ，その額は，総会において別に定める報

酬等の支給の基準によるものとする。 
   ２．役員には費用を弁償することができる。 
(事務局及び職員) 
第 23条 この法人の事務を処理するため事務局及び必要

な職員をおく。 
   ２．職員は，会長が任免する。職員のうち重要な

職員にあたる者は，理事会の決議を要する。 
   ３．職員は，有給とする。 
 

第５章 総  会 
 
(総会の構成) 
第 24条 総会は，第７条によって選出された社員たる代

議員全員をもって構成し，これをもって法人法

上の社員総会とする。 
   ２．総会は，通常総会及び臨時総会の 2種とする。

通常総会をもって法人法上の定時社員総会とす

る。 
(総会の招集)  
第 25条 通常総会は，毎事業年度終了後 75日以内に，理

事会の決議に基づき，会長が招集して開催する。 
   ２．臨時総会は，法令に別段の定めがある場合を

除き，理事会の決議に基づき，会長が招集して

開催する。 
   ３．前項のほか，会長は，代議員現在数の 5分の

1 以上から総会の目的である事項及び召集の理
由を示して総会の招集を請求された場合には，

その請求のあった日から 30 日以内に臨時総会
を開催しなければならない。 

   ４．総会の開催は，少なくとも 14日以前に，その
会議に付議すべき事項，日時及び場所を記載し

た書面をもって代議員に通知するとともに，ホ

ームページまたは学会誌をもって，全会員に周

知する。 
   ５．会員は，総会に出席して意見を述べることが

できる。 
(総会の議長) 

第 26条 総会の議長は，会長がこれに当たる。会長に事
故があるときは，副会長がこれに当たる。  

(総会の決議事項) 
第 27条 総会は次の事項について決議をする。  

(1) 会員の除名または代議員たる地位の解任  
(2) 理事及び監事の選任または解任  
(3) 理事及び監事の報酬等の額またはその規程  
(4) 計算書類等の承認  
(5) 定款の変更  
(6) 解散及び残余財産の処分  
(7) その他総会で決議するものとして法令また 

は定款に定められた事項  
(総会の定足数等) 
第 28条 総会は，代議員現在数の過半数が出席しなけれ

ば，議事を開き決議することができない。 
 ただし，当該議事につき書面をもってあらか

じめ意思を表示した者は，総会の定足数及び議

決数に参入する。 
   ２．総会の決議は，この定款に別段の定めがある

場合を除くほか，出席代議員の過半数をもって

行う。 
(総会の議決権の代理行使) 
第 29条 総会に出席できない代議員は，他の代議員を代

理人として総会の議決権を行使することができ

る。この場合においては，当該代議員は，代理

権を証明する書面をあらかじめこの法人に提出

しなければならない。 
   ２．前項の代理権の授与は，総会ごとに提出しな

ければならない。 
   ３．前項の規定による代理出席者は総会の定足数

及び議決数に算入する。 
(議事録及び会員への通知) 
第 30条 総会の議事については，議長が，法令で定める

ところにより，議事録を作成する。 
   ２．議長及び総会で選任された議事録署名人２名

は，前項の議事録に署名もしくは記名押印する。 
   ３．総会の議事の要領及び議決した事項は，学会

誌をもって会員に通知する。 
 

第６章 理 事 会 
 
(理事会の構成) 
第 31条 この法人に理事会をおく。 
   ２．理事会は，すべての理事をもって構成する。 
(理事会の権限) 
第 32条 理事会は，次の職務を行う。 

(1) この法人の業務執行の決定 
(2) 理事の職務の執行の監督 
(3) 会長及び業務執行理事の選定及び解職 

(理事会の招集等) 
第 33条 理事会は，毎年 6回以上会長が招集するものと
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する。ただし，会長が必要と認めた場合，もし

くは監事から請求のあった場合には，会長は，

その請求のあった日から 5日以内に，請求があ
った日から 2週間以内の日を臨時理事会とする
招集をしなければならない。 

   ２．理事会の議長は，会長がこれにあたる。 
(理事会の定足数等) 
第 34条 理事会の決議は，この定款に別段の定めがある

場合を除くほか，決議について特別の利害関係

を有する理事を除く理事の過半数が出席し，そ

の過半数をもって行う。 
   ２．前項の規定にかかわらず，理事が理事会の決

議の目的である事項について提案をした場合に

おいて，当該提案につき理事（当該事項につい

て議決に加わることができるものに限る。）の全

員が書面または電磁的記録により同意の意思表

示をしたとき（監事が当該提案について異議を

述べたときを除く。）は，理事会の決議があった

ものとみなす。 
(理事会の議事録) 
第 35条 理事会の議事については，法令で定めるところ

により，議事録を作成する。 
   ２．前項の議事録に署名または記名押印する者は，

理事会に出席した会長及び監事とする。 
 

第７章 財産及び会計 
 
(財産の種別) 
第 36条 この法人の財産は，基本財産及びその他の財産

の 2種とする。 
   ２．基本財産は，次に定めるものをもって構成す

る。 
(1) 理事会で基本財産とすることを決議した財

産 
(2) 公益法人への移行日以後に公益目的不可欠

特定財産として寄附された財産 
   ３．基本財産は，総会において別に定めるところ

により，この法人の目的を達成するために善良

な管理者の注意をもって管理しなければならず，

処分するときは，あらかじめ理事会及び総会の

承認を要する。 
   ４．その他の財産は，基本財産以外の財産とする。 
(財産の管理) 
第 37条 この法人の財産は，会長が管理運用する。 
(事業計画及び収支予算) 
第 38条 この法人の事業計画書及び収支予算書，資金調

達及び設備投資の見込を記載した書類について

は，毎事業年度の開始の日の前日までに，会長

が作成し，理事会の決議を経て，総会に報告し

なければならない。これを変更する場合も，同

様とする。 

   ２．前項の書類については，主たる事務所及び従

たる事務所に，当該事業年度が終了するまでの

間備え置き，一般の閲覧に供するものとする。 
(事業報告及び決算) 
第 39条 この法人の事業報告及び決算については，毎事

業年度終了後，会長が次の書類を作成し，監事

の監査を受けた上で，理事会の承認を経て，通

常総会に提出し，第１号及び第 2号の書類につ
いてはその内容を報告し，第 3号から第 6号ま
での書類については承認を受けなければならな

い。 
(1) 事業報告 
(2) 事業報告の附属明細書 
(3) 貸借対照表 
(4) 損益計算書（正味財産増減計算書） 
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減

計算書)の附属明細書 
(6) 財産目録 

   ２．前項の書類のほか，次の書類を主たる事務所

に5年間，また従たる事務所に3年間備え置き，
一般の閲覧に供するとともに，定款を主たる事

務所及び従たる事務所に，社員名簿を主たる事

務所に備え置き，一般の閲覧に供するものとす

る。 
(1) 監査報告 
(2) 理事及び監事の名簿 
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載

した書類 
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこ

れらに関する数値のうち重要なものを記載

した書類 
(公益目的取得財産残額の算定) 
第 40条 会長は，公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基づ
き，毎事業年度，当該事業年度の末日における

公益目的取得財産残額を算定し，前条第 2項第
4 号の書類に記載するものとする。 

(長期借入金等) 
第 41条 借入れをしようとするときは，その事業年度内

の収入をもって償還する短期借入金を除き，理

事会の承認を経て，総会に報告しなければなら

ない。 
   ２．この法人が重要な財産の処分または譲受けを

行おうとするときも，前項と同じ決議を経なけ

ればならない。 
(会計原則等) 
第 42条 この法人の会計は，一般に公正妥当と認められ

る公益法人の会計の慣行に従うものとする。 
   ２．この法人の会計処理に関し必要な事項は，理

事会の決議により別に定める会計規程によるも

のとする。 
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   ３．特定費用準備資金及び特定の資産の取得また

は改良に充てるために保有する資金の取扱いに

ついては，理事会の決議により別に定める。 
(事業年度)  
第 43条 この法人の事業年度は，毎年 4月 1日に始まり，

翌年 3月 31日に終る。  
 

第８章 基  金 
 
(基金の拠出) 
第 44条 この法人は，法人法の規定にしたがって，基金

の拠出を会員またはその他第三者に求めること

ができる。 
   ２．基金の募集及び割当，払込み等，手続に関し

ては，理事会の議決を要するものとし，理事会

において基金取扱規程を定め，これに従うもの

とする。 
   ３．基金は，法人法第 141条の規定にしたがって，

返還することができる。ただし，前項の基金取

扱規程に定める日までは，これを返還しないも

のとする。 
   ４．基金の返還を行うために，返還される基金に

相当する額を代替基金として積み立てるものと

する。ただし，この基金の取崩しは行わないも

のとする。 
 

第９章 定款の変更及び解散 
 
(定款の変更) 
第 45条 この定款は，総会において，総代議員の半数 以

上であって，総代議員の議決権の３分の２以上

の議決により変更することができる。 
(合併等) 
第 46条 この法人は，総代議員の半数以上が出席して開

催する総会において，総代議員の議決権の３分

の２以上の決議により，他の法人法上の法人と

の合併，事業の全部または一部の譲渡及び公益

目的事業の全部の廃止をすることができる。 
(解散) 
第 47条 この法人は，総会の決議その他法令で定められ

た事由により解散する。 
(公益認定の取り消し等に伴う贈与) 
第 48条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場

合または合併により法人が消滅する場合には，

総会の決議を経て，公益目的取得財産残額に相

当する額の財産を，当該公益認定の取消しの日

または当該合併の日から１ヶ月以内に，公益認

定法第5条第17号に掲げる法人または国もしく
は地方公共団体に贈与するものとする。  

(残余財産の帰属) 
第 49条 この法人が清算する場合において有する残余財

産は，総会の決議を経て，公益認定法第 5条第
17 号に掲げる法人または国もしくは地方公共
団体に贈与するものとする。 

 
第１０章 公告の方法 

 
(公告の方法) 
第 50条 この法人の公告は，電子公告により行う。  
   ２．事故その他やむをえない事由によって前項の

電子公告をすることができない場合は，官報に

掲載する方法による。  
 

第１１章 補  則 
 
(規則) 
第 51条 この定款施行についての規則は，理事会の議決

を経て別に定める。  
 

付  則 
 
   １．この定款は，一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律（以下「整備法」という）

第 106条第 1項に定める公益社団法人の設立の
登記の日から施行する。 

 
   ２．この法人の最初の会長は日下部治とする。 
 
   ３．整備法第 106条第 1項に定める特例民法法人
の解散の登記と，公益社団法人の設立の登記を行ったと

きは，第 43条の規定にかかわらず，解散の登記の日の前
日を事業年度の末日とし，設立の登記の日を事業年度の

開始日とする。 
 
 

 
 

8. 公益社団法人 地盤工学会規則 
 

平成 22年 1月 22日 理事会決定 
平成 22年 11月 1日 施行 

平成 23年 1月 28日 理事会変更 
平成 23年 3月 18日 理事会変更 
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平成 24年 7月 27日 理事会変更 
平成 25年 5月 13日 理事会変更 
平成 26年 2月 19日 理事会変更 
平成 26年 3月 14日 理事会変更 

 
第１章 総  則 

(目的) 
第１条 公益社団法人地盤工学会（以下学会と呼ぶ）定款

第 51条に基づいて本規則を定める。 
この学会の機構，業務の運営，会務の分掌，職

制等の定款施行に必要な事項は，この規則の定

めるところによる。 
(規則の変更)  
第２条 この規則の変更は，理事会の議決を経るものとす

る。ただし，この規則の同一性を否定するよう

な変更は認められない。 
 

第２章 会費，会員名簿，入会，退会 
 
(会員名簿) 
第３条 この学会に会員名簿を備え，会員の別に定める事

項を記載し，その記載事項に変更があった場合

にはすみやかに整理するものとする。 
(入会) 
第４条 この学会に入会しようとする個人または法人も

しくは任意団体は，別に定める事項及び会員の

種別を記載した入会申込書に会費を添えて，こ

の学会に提出しなければならない。 
(入会の可決) 
第５条 理事会において入会を可決したときは会長はす

みやかに会員名簿に登録し，かつ，所属支部及

び本人にその旨通知する。 
(変更届) 
第６条 会員名簿記載事項について変更があったときは，

会員はその旨を記載した届出書を本学会に提出

しなければならない。または，会員データベー

スのデータを会員自身で更新することができる。 
(学生会員の種別変更) 
第７条 学生会員は，学生としての資格を失うと同時に正

会員（個人）となる。 
(正会員（法人）もしくは特別会員の代表者届出) 
第８条 正会員（法人）もしくは特別会員が法人または任

意団体である場合はこの学会に対する代表者を

定めて届出なければならない。 
   ２．正会員（法人）が社員に選出された場合は，

前項の届出の代表者がその権利を持つ。 
(正会員（法人）もしくは特別会員の代表者変更届) 
第９条 正会員（法人）もしくは法人または任意団体であ

る特別会員は，前条代表者に変更があった場合，

すみやかにその旨をこの学会に届出なければな

らない。 

(所属支部への通知) 
第 10条 第６条及び第９条の規定による届出があったと

きならびに退会届を受理した場合は，会長は会

員名簿を整理し，所属支部にその旨を通知する。 
(入会金) 
第 11条 正会員（個人・法人）・特別会員・学生会員に入

会しようとする場合は，入会時に入会金 1,000
円を納入するものとする。 

(会費及び会費の使途) 
第 12条 会費は，会員の種別に応じて次のとおりとする。

ただし，名誉会員及び賛助会員からは，会費を

徴収しない。 
     種  別       年 額 
     正 会 員（個人）  9,600円 
     正会員（法人）もしくは特別会員 
       特級   300,000円 
       一級   240,000円 
       二級   160,000円 
       三級   100,000円 
       四級    60,000円 
       学生会員  3,000円 
   ２．前項の会費は，毎事業年度における合計額の

30％以上を当該年度の公益目的事業に使用す
る。 

   ３．国際会員からは，正会員会費，学生会員会費

もしくは特別会員会費のほかに2,000円を徴収
する。 

(臨時会費) 
第 13条 特別な事業遂行に要する費用の一部に充てるた

め，会員から会費のほかに臨時会費を徴収す

ることができる。 
ただし，臨時会費の額は会費の年額を超えて

はならない。臨時会費の具体的徴収金額，徴

収時期及び方法等については，理事会の議決

によりこれを定める。 
(会費の納入及び会費の減免) 
第 14条 会費は，毎年年度当初に納入しなければならな

い。 
新たに入会した会員は，入会の月から，その資

格に相当する会費を月割で納付しなければな

らない。 
   ２．アジア地域の国民であって，その居住する国

あるいは地域に国際地盤工学会のメンバーソ

サエティが存在しない国際会員については，会

員特典としての学会誌の配布を辞退すること

を条件に，正会員（個人）会費を免除すること

ができる。正会員（個人）会費免除の可否は，

国際部の提案に基づき理事会で決定する。 
   ３．激甚災害により被災した会員については，当

該年度会費の減免，もしくは次年度会費の減免

を行うことができる。会費減免の可否は総務部
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と連携し，会員・支部部の審議に基づき理事会

で決定する。 
   ４．会員の技術力を学会の行う地盤工学及びそれ

に関する技術の普及・啓発活動に積極的に協力

する意思のある正会員（個人）のうち，別途定

める条件を満たす会員をプレミアム会員と呼

び，以降の正会員（個人）会費を免除する。プ

レミアム会員の承認は，会員・支部部の審議に

基づき理事会で決定する。 
   ５．学会のダイバーシティを促進するために必要

と認めたときは，会員・支部部の審議に基づき

理事会で，一定の条件及び期限を定めて，会費

を減免することができる。 
 

第３章 役  員 
 
(正副会長最終候補者) 
第 15 条 定款第 17 条により理事の互選で決めるべき会

長・副会長については，選挙規則及び会長・副

会長最終候補者選挙細則に基づき選考された

最終候補者が，理事会に推薦されるものとする。 
(欠員) 
第 16条 会長・副会長が欠員となったときは，改めて代

議員の投票によって補選する。  
   ２．会長・副会長以外の役員に欠員が生じたとき

は，理事会において補薦する。   
   ３．欠員役員の残任期間が６ヶ月以内のときは補

充しなくてもよい。  
 

第４章 会務分掌，職制 
 
(部（室）の構成) 
第 17条 この学会は，会務を分掌するため，事業企画戦

略室，総務部，会員・支部部，国際部，公益出

版部，調査・研究部及び基準部の 1室 6部をお
く｡ 

(事業企画戦略室) 
第 18条 事業企画戦略室は，地盤工学会の各部を横断す

る事業や企画の戦略的検討，事業に関する評価，

再構築ならびに中長期計画及び関連機関との

連携等に関する事項を掌る。  
(総務部) 
第 19条 総務部は，総会及び理事会に関する事務，各部

間の調整，その他渉外に関する事項ならびに予

算，決算，金銭及び物品の出納，保管，財産管

理，その他一般経理のほか，他部に属さない一

般庶務に関する事項を掌る。 
(会員・支部部) 
第 20条 会員・支部部は，会員の資質向上及び本支部間

の連絡調整，講習会・講演会・見学会の継続教

育等に関する事項を掌る｡ 

(国際部) 
第 21条 国際部は，国際地盤工学会との連携，国際研究

集会，国際活動等に関する事項を掌る。 
(公益出版部) 
第 22条 公益出版部は，学会誌，論文報告集「Soils and 

Foundations」，地盤工学ジャーナル及び地盤工
学に関する図書，印刷物等の編集・刊行（規格・

基準の制定に関するものを除く）に関する事項

を掌る。 
(調査・研究部) 
第 23条 調査・研究部は，地盤工学に関する調査・研究，

技術指導及びこれらについての受託のほか，研

究発表会，シンポジウムに関する事項を掌る。 
(基準部) 
第 24条 基準部は，地盤工学に関する規格・基準の制定，

管理及びこれらに関する図書の刊行に関する

事項を掌る。  
(部（室）長) 
第 25条 部（室）に部（室）長をおく。 

部（室）長は，理事の中から理事会の推薦によ

り会長が委嘱する。 
部（室）長は，理事会の議決に従い，部（室）

の所掌事務を統括する。 
部（室）長は，必要あるときは，部（室）員を

置くことができ，会長がこれを委嘱する。 
部（室）員は，原則として会員中より選任する。 
部（室）員は，部（室）長の命令を受け，分掌

事項を処理する。 
部（室）員の任期は１年とし，再任を妨げない。

ただし，原則として３年を限度とする。 
(事務局) 
第26条 定款第23条による職員を以て事務局を構成する。 

事務局は，会長の指揮を受ける。 
事務局の組織，職員に関する規程及び庶務の取

扱細則は，理事会の議決を経て別にこれを定め

る。 
(国際地盤工学会に対する義務) 
第 27条 この学会は，国際会員が国際地盤工学会の会員

であるために必要な義務として，同工学会に毎

年会員名簿，会員分担金及び会員規約を送ると

ともに，同工学会の実行委員会に正式代表１名

を派遣する。 
 

第５章 委 員 会  
 
(委員会の設置) 
第 28条 この学会は，業務遂行上必要あるときは，理事

会の議決を経て，それぞれ当該専門業務につい

て委員会を設け，調査審議する。 
(委員の選任) 
第 29条 委員は，会員中より業務別に学識経験ある者に
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つき，理事会で選出し会長が委嘱する。 
(委員長等の互選，職務) 
第 30条 委員会に委員長１名をおき，必要に応じ副委員

長１名，幹事若干名をおくことができる。 
これらは，いずれも委員の互選により推薦し，

会長が委嘱する。 
委員長は，委員会の事務を統括する。 
副委員長は，委員長を補佐し，委員長不在のと

きは，これを代理する。 
幹事は，委員長を補佐し委員会の業務を処理す

る。 
(委員長の報告) 
第 31条 委員長は，委員会における調査審議の経過及び

結果を主管部長を経て，会長に報告しなければ

ならない。 
(委員の任期) 
第 32条 委員の任期は１年とし，再任を妨げない。ただ

し，原則として３年を限度とする。  
 

第６章 会  計 
 
(会計経理の総括責任者)  
第 33条 会長は，会計経理に関する総括責任者とする。  
(会計経理の方法)   
第 34条 この学会の会計経理の方法は，複式簿記の原則

によることとし，資産勘定，負債勘定，収入勘

定及び支払勘定に区分して経理しなければな

らない。  
(予算案作成，提出) 
第 35条 総務部長は，各部の要求その他の資料によって，

毎年２月末日までにこの学会の翌年度予算案

を作成し，会長に提出しなければならない。  
(事業計画，収支予算) 
第 36条 会長は，前条の予算案を事業計画とともに調査

審議し，３月 20日までに翌年度の収支予算に
ついて理事会の議決を経て，事業年度開始前に

行政庁に届けなければならない。 
   ２．事業計画及び収支予算は，定款第 38条により

毎事業年度開始前に理事会の承認を経なけれ

ばならない。 
(暫定予算) 
第 37条 前条の規定にかかわらず，やむを得ない理由に

より事業年度開始前に予算が成立しないとき

は，会長は，理事会の議決を経て，予算成立の

日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し，

これを執行することができる。 
   ２．前項の規定により暫定予算を執行した場合に

おける収入支出は，新たに成立した収支予算の

収入支出とみなす。 
(予算の流用) 
第 38条 予算に計上された各費目の支出及び同一項内の

各目間の予算の流用は，別に定めある場合のほ

か会長が専行する。  
(予算の変更等) 
第 39条 予算の変更，予算超過または予算外支出につい

ては，理事会の議決を経なければならない。 
ただし，会長が重要事項と認めた場合は総会の

承認を得るものとする。 
(事業報告及び決算)   
第 40条 事業報告及び決算は，毎事業年度終了後，事業

報告書，貸借対照表，正味財産増減計算書及び

財産目録等を作成し，監事の監査を受けた上で，

理事会の議決を経て，通常総会において承認を

得なければならない。 
   ２．通常総会で承認を得た事業報告書，貸借対照

表，正味財産増減計算書，財産目録等は，３ヶ

月以内に行政庁に報告しなければならない。 
(収入ならびに支払及び小切手作成) 
第 41条 専務理事は，収入ならびに支払及び小切手作成

の業務を掌る。ただし，専務理事が欠員の場合

は，会長の命により総務部長がその業務を掌る。 
(現金出納保管) 
第 42条 会長の指定する職員が現金の出納保管の事務を

行う。 
会長は，現金支払のため，当該職員に資金を前

渡することができる。 
(会計事務の取扱手続) 
第 43条 会計の帳簿組織，決算書類の作成等，会計事務

の取扱手続は，理事会の議決を経て別にこれを

定める。 
 

第７章 支  部 
 
(支部区域) 
第 44条 この学会は，定款第 3条により次の各地区（海

外地区を除く）に支部をおく。なお，海外地区

は本部とする。 
北海道地区 北海道 
東北地区 福島県，宮城県，岩手県， 

青森県，秋田県，山形県 
北陸地区 新潟県，富山県，石川県 
関東地区 東京都，神奈川県，千葉県， 

埼玉県，群馬県，茨城県， 
栃木県，山梨県 

中部地区 静岡県，愛知県，三重県， 
岐阜県，長野県 

関西地区 大阪府，京都府，兵庫県， 
和歌山県，滋賀県，奈良県， 
福井県 

中国地区 岡山県，広島県，山口県， 
島根県，鳥取県 

四国地区 愛媛県，香川県，徳島県， 
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高知県 
九州地区 福岡県，大分県，宮崎県， 

長崎県，佐賀県，熊本県， 
鹿児島県，沖縄県 

海外地区 日本国以外の国及び地域 
(支部区域の変更，増設または統合) 
第 45条 会長は，必要に応じ，理事会の議決を経て，前

条支部の区域を変更し，支部を増設し，または

統合することができる。  
(支部の事業) 
第 46条 支部は，次の事項について，この学会の目的達

成に協力するものとする。 
1. 会務に関する支部連絡事項を，支部の区域
内に属する会員に伝達すること。 

2. 会務の執行について，理事会が委嘱しまた
は承認した事項を行うこと。 

3. 支部の区域に属する会員の意見を理事会 
に進達すること。  

4. 支部の区域に属する会員相互の親睦を図る
こと。  

5. その他支部規程に定めた事項。   
(支部会員) 
第 47条 会員は，その住所を管轄区域とする支部の会員

となる。なお，海外地区は本部の会員とする。 
(支部役員) 
第 48条 支部に下の役員をおく。  

1. 支 部 長   １名  
2. 副支部長  ５名以内   
3. 評 議 員  若干名  
4. 幹 事 長   １名  
5. 幹    事  若干名  
6. 支部監事  ２名   
7. 必要に応じて副幹事長 若干名   

(支部役員の選任) 
第 49条 支部の役員は，支部総会において選任する。 
(支部役員の職務) 
第 50条 支部長は，支部を代表し，支部に属する事務を

処理する。 
副支部長は，支部長を補佐し，かつ支部長に事

故があるときその職務を代行する。 
評議員は，支部に関する重要事項を評議する。 
幹事は，支部に関する事務を処理し，幹事長は

これを総括する。 
支部監事は，支部の会計及び支部役員の業務執

行状況等を監査する。 
副幹事長は，幹事長を補佐する。  

(支部の経費) 
第 51条 支部の経費は，その活動と会員へのサービスを

支えるために当学会より配分される交付金，及

び寄附金その他の収入をもって支弁する。支部

交付金として各支部共通の基礎交付金，当該支

部に属する正会員（法人）及び特別会員会費な

らびに正会員（個人）と学生会員会費のそれぞ

れについて別途定めた割合を乗じて調整し，理

事会の議決によりその支部に交付することが

できる。 
支部長は，事業年度の終りに財産目録及びその

他の財務諸表を作製し，当該事業年度経過後１

ヶ月以内にこれを会長に報告しなければなら

ない。 
支部が保有する財産は，会長に代り支部長が管

理する。 
(支部規程の制定，承認) 
第 52条 支部は，支部規程を制定する。支部規程の制定

または変更は，理事会の承認を得なければなら

ない。 
(会長への届出義務) 
第 53条 支部において決定した事項は，これを会長に届

出なければならない。 
 

第８章 会誌等刊行物 
 
(学会誌) 
第 54条 この学会は，会員から納入された会費（購読料

を含む）により「地盤工学会誌」を発行し，会

員への配布及びその一部を市販することがで

きる。 
(論文報告集) 
第 55条 この学会は，論文報告集「Soils and Founations」

を発行し，購読料を納めた者に配布し，その一

部を市販することができる。 
(印刷物の刊行) 
第 56条 学会誌及び論文報告集「Soils and Founations」以

外の印刷物の刊行は，理事会の議決を経なけれ

ばならない。 
(刊行物の寄贈先) 
第 57条 学会誌その他の刊行物の寄贈先は，理事会で決

める。  
 

第９章 関連学協会等 
 
(関連学協会等との協力) 
第 58条 この学会は，関連学協会等と協力し，相互に便

宜を供与することができる。 
(会員等の推薦) 
第 59条 この学会は，関連学協会等から依頼があった場

合には，学術団体として，会員を推薦し，かつ，

選挙人を推薦することができる。 
この学会が推薦する会員に対して，この学会は

その活動を支援する。 
 

付  則 
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(規則施行) 
第 60条 この規則は，公益社団法人の設立の登記の日か

ら施行する。  

(細則施行) 
第 61条 この規則施行に必要な規定は，運営規程等の細

則で定める。 
 

 
 

9. 公益社団法人 地盤工学会北海道支部規定 
 

平成 22年４月 26日制定 
 

第１章 総  則 
 
(支部の名称及び所在地) 
第１条  公益社団法人地盤工学会（以下「学会」という。）

定款第３条に基づき北海道地区に支部を設け，

公益社団法人地盤工学会北海道支部（以下「支

部」という。）といい，事務局を札幌市に置く。 
(支部規程の制定) 
第２条  支部の運営に関しては，学会規則（以下「規則」

という。）第 52条の規定により，学会定款（以
下「定款」という。）及び規則に定めるもののほ

か，この規程に定めるところによる。 
(支部区域) 
第３条  支部は，規則第 44条に示す北海道地区在住の会

員をもって組織する。 
(事業) 
第４条  支部は，規則第 46条に定める範囲において，定

款第 5条に定める事業のうち，支部に関する事
業を行う。 

 
第２章 支部役員 

 
(支部役員) 
第５条  支部に，次の支部役員を置く。 

支  部  長  １ 名 
副 支 部 長  ２ 名 
評  議  員  若干名 
支 部 監 事  ２ 名 
幹  事  長  １ 名 
幹     事  若干名 

(支部役員の職務) 
第６条  支部長は，支部を代表し，その会務を総理する。 
   ２．副支部長は，支部長を補佐し，支部長が事故

ある時には，その職務を代行する。 
   ３．評議員は，支部に関する重要事項を評議する。 
   ４．支部監事は，支部の会計及び支部役員の業務

執行状況等を監査する。 
   ５．幹事は，支部に関する事務を処理し，幹事長

はこれを総括する。 
(支部役員の選任) 
第７条  支部役員は，評議員会が支部内の正会員のうち

から推薦し，支部総会の決議によって選任する。

そのうち，支部長については，正会員から選任

しなければならず，その余の者は特段の事情が

あれば正会員以外から選任することができる。 
   ２．支部役員が任期中に欠けたときは，次期定例

支部総会までの残任期間中に限り，欠員として

その後任者を評議員会において選任することが

できる。 
(支部役員の任期) 
第８条  支部役員の任期は１年とする。ただし，支部役

員は再任を妨げない。 
   ２．前項の任期１年とは，定例支部総会から翌年

の定例支部総会終結時までとする。 
   ３．欠員として選任された支部役員の任期は，前

任者の残任期間とする。 
   ４．支部役員は，その任期満了後でも後任者が就

任するまでは，その職務を行う。 
(支部役員の所属) 
第９条  支部役員は，所属支部を変えたとき直ちに支部

長に報告し，その任を辞さなければならない。 
(支部役員の解任) 
第 10条 支部役員は，支部総会の決議によって解任する

ことができる。 
(支部役員の報酬) 
第 11条 支部役員は，無報酬とする。 
 

第３章 支部代議員 
 
(支部代議員候補者の選考) 
第 12条 支部は，定款第７条及び代議員選挙規則により，

支部代議員候補者の選考を行う。 
   ２．支部代議員候補者は，評議員会にて選考する。 
 

第４章 会  議 
 
(会議) 
第 13条 支部の会議は，支部総会，評議員会，幹事会及

び支部委員会とする。 
(支部総会) 
第 14条 支部総会は，規則第 47条の規定により，支部に

所属する会員をもって構成する。 
   ２．支部長は，毎事業年度終了後１ヶ月以内に定

例支部総会を招集する。また，必要に応じて臨



40 

時支部総会を招集する。 
   ３．支部総会の議長は，支部長がこれに当たる。 
   ４．支部総会は，支部に所属するすべての会員の

委任状を含む 20 分の１以上の出席をもって成
立する。 

   ５．支部総会は，次の事項について決議する。た

だし，支部総会の議事は，予め評議員会の承認

を必要とする。 
(1)支部役員の選任または解任 
(2)支部役員の報酬等の額またはその規定 
(3)事業報告及び決算報告の承認 
(4)支部規程その他の規程の変更 
(5)その他，評議員会で認めた事項 

   ６．委任状は，当該議事につき，書面もしくは FAX
もしくは電子メールをもって，支部総会におけ

る他の構成員に委任をし，または予め示された

議案の賛否についての意思表示をすることがで

きる。この場合はその者は出席者とみなす。 
   ７．支部総会の議事は，出席者の過半数をもって

決定し，可否同数のときは議長の決定による。

ただし，支部規程の変更に関しては，出席者の

３分の２以上の同意を必要とする。 
(評議員会) 
第 15条 評議員会は，評議員をはじめ支部長，副支部長

で構成し，議長は支部長がこれに当たる。 
   ２．評議員会のうち，１回は毎事業年度開始１ヶ

月前までに支部長が招集する。ただし，支部長

が必要と認めた場合には，招集しなければなら

ない。 
   ３．評議員会は，次の事項を審議する。 

(1)事業報告及び決算 
(2)事業計画及び予算 
(3)規程等の制定及び変更 
(4)第７条に基づく支部役員の推薦または選出 
(5)その他，会務運営上の事項 

   ４．評議員会は，評議員の委任状を含む過半数の

出席をもって成立する。 
   ５．委任状は，当該議事につき，書面もしくは FAX

もしくは電子メールをもって，評議員会におけ

る他の構成員に委任をし，または予め示された

議案の賛否についての意思表示をすることがで

きる。この場合はその者は出席者とみなす。 
   ６．評議員会の議事は，出席者の過半数をもって

決定し，可否同数のときは議長の決定による。 
   ７．幹事長は評議員会に出席して意見をのべるこ

とができる。 
(幹事会) 
第 16条 幹事会は，幹事長及び幹事をもって構成し，議

長は幹事長がこれに当たる。 
   ２．幹事会は，年２回程度開催し，幹事長が招集

する。 

   ３．幹事会は，評議員会に付議する事業計画，そ

の他会務運営等に関する事項を策定する。 
(支部委員会) 
第 17条 支部長は，調査・研究のために必要があるとき

は，支部委員会を設置することができる。 
 

第５章 会  計 
 
(支部の事業年度) 
第 18条 定款第 43条に基づき，支部の事業年度は，毎年

４月１日より始まり翌年 3月 31日に終る。 
(支部の経費) 
第 19条 規則第 51条に基づき，支部の経費は，交付金，

寄付金及びその他の収入をもってあてる。 
(支部の事業計画及び収支予算) 
第 20条 支部の事業計画及び収支予算は，毎事業年度開

始１ヶ月前までに評議員会が議決し，支部長は

直ちに会長に届出て，理事会の承認を得なけれ

ばならない。 
   ２．支部長は，理事会が承認した事業計画及び収

支予算を定例支部総会に報告しなければならな

い。 
(支部の事業報告及び収支決算) 
第 21条 支部の事業報告及び収支決算は，毎事業年度終

了後，支部監事の監査を受けた上で，評議員会

の議決を経て定例支部総会の承認を受けなけれ

ばならない。 
   ２．支部長は，毎事業年度終了後１ヶ月以内に事

業報告及び収支決算報告を会長に届出て，理事

会の決議を経て総会の承認を得なければならな

い。 
 

第６章 支部表彰 
 
第 22条 別に定める支部表彰規程に基づき表彰を行うこ

とができる。 
 

第７章 支部規程の改廃 
 
第 23条 この規程を改廃しようとするときは，評議員会

の議決を経て，支部総会の承認を得なければな

らない。 
   ２．支部長は，この規程の変更を行う場合，予め

理事会の承認を得なければならない。 
 

第８章 内規の作成 
 
第 24条 支部長は評議員会の議決を経て会務運営上必要

な事項に関する内規を作成することができる。 
 

付   則 
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この規程は，社団法人地盤工学会が公益社団法人の設立

の登記の日から施行する。 

 
 

 
 

10. 公益社団法人 地盤工学会北海道支部賞授与規定 
 
（趣 旨） 
第 １ 条 地盤工学会北海道支部賞（以下「支部賞」と

いう）の授与はこの規程による。 
（受賞者の選考） 
第 ２ 条 受賞者は，地盤工学会北海道支部（以下「支

部」という）所属の会員で，地盤工学会北海

道支部賞選考委員会（以下「選考委員会」と

いう）において選考する。 
（支部賞の対象） 
第 ３ 条 支部賞は，支部発行の「技術報告集」に掲載

された研究，調査，計画，設計，施工，考案

などの報告業績で，地盤工学に関する学術お

よび技術の進歩発展に寄与すると認められる

ものの中から選ぶものとする。 
（選考委員会） 
第 ４ 条 選考委員会は，委員３人以上をもって構成す

る。 
   ２. 委員は，支部所属の会員の中から支部長が委

嘱し，その任期は１年とする。 
   ３. 選考委員会に委員長をおく。 
   ４. 委員長は委員が互選する。 
（授与の時期・方法） 
第 ５ 条 受賞者には，支部通常総会において，賞状お

よび副賞を授与する。 
（付 則） 
第 ６ 条 本規定は，昭和 42年度より施行する。

 
 

11. 公益社団法人 地盤工学会北海道支部協賛会制度 
 
（目 的） 
地盤工学会北海道支部は，地盤工学の振興と社会の発

展に寄与することを目的とする。 
 この目的を北海道において実現するため，支部活動の

発展を期し，次により支部協賛会制度を設ける。 
（会 員） 
１ 北海道支部協賛会員とは，支部事業増進の目的に賛

同し，第３項に定める会費を納めた人または団体を

いう。 
２ 北海道支部協賛会員は，支部における各種の行事に

会員会費で参加でき，支部刊行物を会員割引価格に

て購入できる。 
（会 費） 
３ 北海道支部協賛会員は，年額一口 10,000円以上の会

費を支部に納めるものとする。 
４ 北海道支部協賛会員の会費経理は，すべて支部会計

で処理し総会に報告する。 
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12. 歴代役員・幹事 
 

(1) 歴代支部長（支部長・副支部長） 
 

◎平成 18年度 
支部長： 
西川 純一 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地基礎技術研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

副支部長： 
一條 昌幸 北海道旅客鉄道(株) 
      取締役鉄道事業本部副本部長 
武田  覚 (株)ドーコン地質部長 

 
◎平成 19年度 
支部長： 
三浦 清一 北海道大学大学院工学研究科教授 

副支部長： 
一條 昌幸 北海道旅客鉄道(株) 
      取締役鉄道事業本部副本部長 
武田  覚 (株)ドーコン環境事業本部執行役員 

 
◎平成 20年度 
支部長： 
武田  覚 (株)ドーコン環境事業本部執行役員 

副支部長： 
一條 昌幸 北海道旅客鉄道(株) 
      常務取締役鉄道事業本部副本部長 
西本  聡 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム上席研究員 

 
◎平成 21年度 
支部長： 
一條 昌幸 北海道旅客鉄道(株) 
      常務取締役鉄道事業本部副本部長 

副支部長： 
西本  聡 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム上席研究員 
徳長 政光 北海道建設部技監 

 
◎平成 22年度 
支部長： 
徳長 政光 北海道建設部技監 

副支部長： 
峯田 一彦 (株)ドーコン環境事業本部 
      地質部技師長 
田中 洋行 北海道大学大学院工学研究院教授 

 
◎平成 23年度 
支部長： 
木下  勲 鹿島建設(株)執行役員北海道支店長 

副支部長： 
峯田 一彦 (株)ドーコン環境事業本部地質部 
      理事上席技師長 
富樫 泰治 北海道電力(株)土木部長 
(松下 啓郎)     〃    

 
◎平成 24年度 
支部長： 
富樫 泰治 北海道電力(株)常務取締役札幌支店長 

副支部長： 
木幡 行宏 室蘭工業大学大学院工学研究科教授 
廣長 周治 (株)大林組札幌支店営業部長 

 
◎平成 25年度 
支部長： 
峯田 一彦 (株)ドーコン環境事業本部地質部 
      理事上席技師長 

副支部長： 
木幡 行宏 室蘭工業大学大学院工学研究科教授 
廣長 周治 (株)大林組札幌支店営業部長 

 
◎平成 26年度 
支部長： 
西本  聡 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地基礎技術研究グループ長 

副支部長： 
木幡 行宏 室蘭工業大学大学院工学研究科教授 
八鍬  昇 鹿島建設(株)北海道支店営業部部長 

 
◎平成 27年度 
支部長： 
田中 洋行 北海道大学大学院工学研究院教授 

副支部長： 
山下  聡 北見工業大学工学部社会環境工学科教授 
八鍬  昇 鹿島建設(株)北海道支店営業部 
      営業統括部長 

 

 
 
 
 
 



43 

(2) 歴代支部賞選考委員（委員長・委員） 
 
◎平成 18年度 
委員長： 
三浦 清一 北海道大学大学院工学研究科教授 

委員： 
神谷 光彦 北海道工業大学工学部教授 
坂本 容  北海道電力㈱土木部長 
 
西川 純一 (独)土木研究所寒地土木研究所 
      寒地基礎技術研究グループ長 
吉野 伸一 北海道旅客鉄道(株)工務部長 

 
◎平成 19年度 
委員長： 
三浦 清一 北海道大学大学院工学研究科教授 

委員： 
神谷 光彦 北海道工業大学工学部教授 
坂本 容  北海道電力㈱土木部長 
武田 覚  (株)ドーコン環境事業本部執行役員 
西川 純一 (独)土木研究所寒地土木研究所 
      研究調整監 
吉野 伸一 北海道旅客鉄道(株) 
      鉄道事業本部顧問 

 
◎平成 20年度 
委員長： 
三浦 清一 北海道大学大学院工学研究科教授 

委員： 
神谷 光彦 北海道工業大学工学部教授 
松下 啓郎 北海道電力(株)土木部長 
武田 覚  (株)ドーコン環境事業本部執行役員 
高橋 守人 (独)士木研究所寒地士木研究所 
      寒地基礎技術研究グループ長 
吉野 伸一 北海道旅客鉄道(株)鉄道事業本部顧問 

 
◎平成 21年度 
委員長： 
三浦 清一 北海道大学大学院工学研究科教授 

委員： 
神谷 光彦 北海道工業大学工学部教授 
松下 啓郎 北海道電力(株)土木部長 
武田 覚  (株)ドーコン環境事業本部執行役員 
高橋 守人 (独)土木研究所寒地土木研究所 
      寒地基礎技術研究グループ長 
吉野 伸一 北海道旅客鉄道(株)鉄道事業本部顧問 

 
◎平成 22年度 
委員長： 
三浦 清一 北海道大学大学院工学研究科教授 

委員： 

神谷 光彦 北海道工業大学工学部教授 
松下 啓郎 北海道電力(株)土木部長 
武田 覚  (株)ドーコン環境事業本部理事 
高橋 守人 (独)土木研究所寒地土木研究所 
      寒地基礎技術研究グループ長 
新宮 康弘 北海道旅客鉄道(株) 
      鉄道事業本部工務部長 

 
◎平成 23年度 
委員長： 
三浦 清一 北海道大学大学院工学研究院教授 

委 員： 
富樫 泰治 北海道電力(株)理事土木部長 
峯田 一彦 (株)ドーコン環境事業本部 
      地質部理事上席技師長 
高橋 守人 (独)土木研究所寒地土木研究所 
      寒地基礎技術研究グループ長 
新宮 康弘 北海道旅客鉄道(株) 
      鉄道事業本部工務部長 

 
◎平成 24年度 
委員長： 
三浦 清一 北海道大学大学院工学研究院教授 

委 員： 
岩﨑 信治 東日本高速道路(株)北海道支社技術部長 
笠島 雅之 北海道旅客鉄道(株) 
      鉄道事業本部工務部長 
西本 聡  (独)土木研究所寒地土木研究所 
      寒地基礎技術研究グループ長 
峯田 一彦 (株)ドーコン環境事業本部 
      地質部理事上席技師長 
藪  正樹 北海道電力(株) 
      土木部原子力土木グループリーダー 

 
◎平成 25年度 
委員長： 
田中 洋行 北海道大学大学院工学研究院教授 

委 員： 
岩﨑 信治 東日本高速道路(株)北海道支社技術部長 
笠島 雅之 北海道旅客鉄道(株) 
      鉄道事業本部工務部長 
西本  聡 (独)土木研究所寒地土木研究所 
      寒地基礎技術研究グループ長 
峯田 一彦 (株)ドーコン環境事業本部 
      地質部理事上席技師長 
藪  正樹 北海道電力(株) 
      土木部原子力土木グループリーダー 

 
◎平成 26年度 
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委員長： 
田中 洋行 北海道大学大学院工学研究院教授 

委 員： 
伊勢 勝巳 北海道旅客鉄道(株) 
      鉄道事業本部工務部長 
垂水 祐二 東日本高速道路(株)北海道支社技術部長 
西村 哲治 北海道電力(株) 
      土木部土木企画グループリーダー 
西本  聡 (独)土木研究所寒地土木研究所 
      寒地基礎技術研究グループ長 
峯田 一彦 (株)ドーコン環境事業本部 
      地質部理事上席技師長 

 

◎平成 27年度 
委員長： 
石川 達也 北海道大学大学院工学研究院教授 

委 員： 
中谷  了 東日本高速道路株式会社 
      北海道支社技術部長 
西村 哲治 北海道電力株式会社 
      土木部土木企画グループリーダー 
西本  聡 国立研究開発法人 
      土木研究所寒地土木研究所 
      寒地基礎技術研究グループ長 
峯田 一彦 株式会社ドーコン 
      環境事業本部 地質部 理事 上席技師長 

 
(3) 歴代役員（支部長・評議員・監事） 

 
◎平成 18年度 
支部長： 
西川 純一 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地基礎技術研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

評議員： 
菅原 則明 (株)大林組札幌支店土木工事部長 
木下  勲 鹿島建設(株)札幌支店土木部長 
倉石 謙司 清水建設(株)北海道支店土木技術部長 
村上 孝夫 西松建設(株)札幌支店土木部長 
和田 博恵 伊藤組土建(株)土木部次長 
曽根 好徳 応用地質(株)札幌支社執行役員支社長 
松山 正幸 (株)地崎工業土木部長 
(高橋  淳)      〃 
吉野 伸一 北海道旅客鉄道(株)工務部部長 
坂本  容 北海道電力(株)土木部長 
深沢 幸仁 東日本高速道路(株)北海道支社 
      建設事業部長 
鏡味 洋史 北海道大学大学院工学研究科教授 
相馬 尅之 北海道大学大学院農学研究院助教授 
木幡 行宏 室蘭工業大学 
      工学部建設システム工学科助教授 
山下  聡 北見工業大学 
      工学部土木開発工学科助教授 
土谷富士夫 帯広畜産大学畜産学部畜産科学科教授 
小野  丘 北海学園大学工学部社会環境工学科教授 
馬場 仁志 北海道開発局建設部河川工事課長 
桜田 昌之 北海道開発局建設部道路建設課長 
数土  勉 北海道開発局港湾空港部港湾建設課長 
(佐々木秀郎)      〃 
岩田 勝男 北海道開発局農業水産部農業設計課長 
(永井 良房)      〃 
下野 浩史 北海道開発局営繕部建築課長 
林  宏親 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム主任研究員 
宮木 康二 北海道建設部技監 

吉井 厚志 北海道建設部砂防災害課長 
神  耐三 北海道農政部事業調整課参事 
鈴木 功一 北方建築総合研究所環境科学部長 
井上 和晴 札幌市建設局土木部道路工事担当部長 
長谷川 勝 札幌市都市局建築部長 
黒澤 啓介 札幌市建設局下水道河川部長 
市橋  学 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
      北海道新幹線建設局局長 

支部監事： 
古川 康孝 (株)間組札幌支店執行役員札幌支店長 
伊東 佳彦 土木研究所寒地土木研究所 
      防災地質チーム上席研究員 

 
◎平成 19年度 
支部長： 
三浦 清一 北海道大学大学院工学研究科教授 

評議員： 
菅原 則明 (株)大林組札幌支店土木工事部長 
木下  勲 鹿島建設(株)札幌支店次長 
倉石 謙司 清水建設(株)北海道支店土木技術部長 
村上 孝夫 西松建設(株)札幌支店次長 
和田 博恵 伊藤組土建(株)土木部担当部長 
松山 正幸 岩田地崎建設(株)土木部長 
今野 勝信 荒井建設(株)札幌支店土木部長 
能登谷勇人 北電総合設計(株)理事技術本部長 
大塚 夏彦 北日本港湾コンサルタント(株)技術部長 
池田 晃一 北海道土質コンサルタント(株) 
      代表取締役社長 
平  信行 大地コンサルタント(株) 
      常務取締役技師長 
星山 賢一 (株)ズコーシャ常務取締役 
吉田 紘一 (株)土木技術コンサルタント副社長 
村上 新一 環境コンサルタント(株)総括技師長 
吉野 伸一 (株)北海道ジェイアールコンサルタンツ 
      専務取締役 
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坂本  容 北海道電力(株)土木部長 
小谷 充宏 東日本高速道路(株)北海道支社技術部長 
笹谷  努 北海道大学大学院工学研究科教授 
相馬 尅之 北海道大学大学院農学研究院准教授 
木幡 行宏 室蘭工業大学 
      工学部建設システム工学科准教授 
山下  聡 北見工業大学工学部土木開発工学科教授 
武田 一夫 帯広畜産大学畜産学部畜産科学科教授 
小野  丘 北海学園大学工学部社会環境工学科教授 
馬場 仁志 北海道開発局建設部河川工事課長 
桜田 昌之 北海道開発局建設部道路建設課長 
数土  勉 北海道開発局港湾空港部港湾建設課長 
岩田 勝男 北海道開発局農業水産部農業設計課長 
岡野  雄 北海道開発局営繕部建築課長 
(下野 浩史)      〃 
西本  聡 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム上席研究員 
武田準一郎 北海道建設部技監 
(宮木 康二)    〃 
西尾 正己 北海道建設部土木局河川課長 
(中田 敬人)    〃 
神  耐三 北海道農政部農村振興局事業調整課参事 
鈴木 功一 北方建築総合研究所生産技術部長 
井上 和晴 札幌市建設局土木部道路工事担当部長 
長谷川 勝 札幌市都市局建築部長 
諏訪田正美 札幌市建設局下水道河川部長 
市橋  学 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
      鉄道建設本部北海道新幹線建設局長 

支部監事： 
古川 康孝 (株)間組札幌支店執行役員札幌支店長 
小野寺康浩 土木研究所寒地土木研究所 
      水利基盤チーム総括主任研究員 

 
◎平成 20年度 
支部長： 
武田  覚 (株)ドーコン環境事業本部執行役員 

評議員： 
廣長 周治 (株)大林組札幌支店営業部長 
木下  勲 鹿島建設(株)北海道支店次長 
倉石 謙司 清水建設(株)北海道支店土木技術部長 
古川 康孝 (株)間組札幌支店執行役員札幌支店長 
村上 孝夫 西松建設(株)札幌支店次長 
和田 博恵 伊藤組土建(株)土木部担当部長 
松山 正幸 岩田地崎建設(株)土木部長 
今野 勝信 荒井建設(株)札幌支店土木部長 
峯田 一彦 (株)ドーコン地質部技師長 
能登谷勇人 北電総合設計(株)理事技術本部長 
大塚 夏彦 北日本港湾コンサルタント(株)技術部長 
池田 晃一 北海道土質コンサルタント(株) 
      代表取締役社長 
平  信行 大地コンサルタント(株) 

      常務取締役技師長 
星山 賢一 (株)ズコーシャ常務取締役 
吉田 紘一 (株)土木技術コンサルタント副社長 
村上 新一 環境コンサルタント(株)総括技師長 
吉野 伸一 (株)北海道ジェイアールコンサルタンツ 
      専務取締役 
藪  正樹 北海道電力(株) 
      土木部土木エンジニアリングリーダー 
桑澤庄次郎 東日本高速道路(株) 
      北海道支社技術部長 
(小谷 充宏)    〃 
笹谷  努 北海道大学大学院工学研究科教授 
相馬 尅之 北海道大学大学院農学研究院准教授 
木幡 行宏 室蘭工業大学 
      工学部建設システム工学科准教授 
山下  聡 北見工業大学工学部社会環境工学科教授 
辻   修 帯広畜産大学畜産学部畜産科学科准教授 
小野  丘 北海学園大学工学部社会環境工学科教授 
許士 裕恭 北海道開発局建設部河川工事課長 
池田 憲二 北海道開発局建設部道路建設課長 
(桜田 昌之)       〃 
数土  勉 北海道開発局港湾空港部港湾建設課長 
岩田 勝男 北海道開発局農業水産部農業設計課長 
岡野  雄 北海道開発局営繕部建築課長 
伊東 佳彦 土木研究所寒地土木研究所 
      防災地質チーム上席研究員 
武田準一郎 北海道建設部技監 
西尾 正己 北海道建設部土木局河川課長 
小林 昭夫 北海道農政部農村振興局事業調整課参事 
鈴木 功一 北方建築総合研究所生産技術部長 
吉岡  亨 札幌市建設局土木部道路工事担当部長 
白鳥 健志 札幌市都市局建築部長 
諏訪田正美 札幌市建設局下水道河川部長 
市橋  学 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
      鉄道建設本部北海道新幹線建設局長支部 

支部監事： 
澤向  修 東亜建設工業(株)北海道支店長 
折笠  章 北海道土質試験協同組合専務理事 

 
◎平成 21年度 
支部長： 
一條 昌幸 北海道旅客鉄道(株) 
      常務取締役鉄道事業本部副本部長 

評議員： 
菅原 則明 (株)大林組札幌支店土木工事部長 
堀川 明広 鹿島建設(株)北海道支店土木部長 
倉石 謙司 清水建設(株)北海道支店土木技術部長 
柳瀬ひろし (株)間組札幌支店営業部長 
村上 孝夫 西松建設(株)札幌支店次長 
和田 博恵 伊藤組土建(株)土木部長 
松山 正幸 岩田地崎建設(株)土木部長 
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今野 勝信 荒井建設(株) 
      札幌支店執行役員土木部・技術部担当 
峯田 一彦 (株)ドーコン環境事業本部地質部技師長 
能登谷勇人 北電総合設計(株)取締役技術本部長 
大塚 夏彦 北日本港湾コンサルタント(株) 
      企画部部長 
池田 晃一 北海道土質コンサルタント(株) 
      代表取締役社長 
平  信行 大地コンサルタント(株) 
      常務取締役技師長 
星山 賢一 (株)ズコーシャ常務取締役 
吉田 紘一 (株)土木技術コンサルタント副社長 
新宮 康弘 北海道旅客鉄道(株) 
      鉄道事業本部工務部専任部長 
薮  正樹 北海道電力(株) 
      土木部土木エンジニアリングＧリーダー 
桑澤庄次郎 東日本高速道路(株)北海道支社技術部長 
笹谷  努 北海道大学大学院工学研究科教授 
田中 洋行 北海道大学大学院工学研究科教授 
相馬 尅之 北海道大学大学院農学研究院准教授 
木幡 行宏 室蘭工業大学大学院工学研究科准教授 
山下  聡 北見工業大学工学部社会環境工学科教授 
辻   修 帯広畜産大学地域環境学研究部門教授 
小野  丘 北海学園大学工学部社会環境工学科教授 
高橋 公浩 北海道開発局建設部河川工事課長 
(許士 裕恭)       〃 
池田 憲二 北海道開発局建設部道路建設課長 
桑島 隆一 北海道開発局港湾空港部港湾建設課長 
大澤 祐一 北海道開発局農業水産部農業設計課長 
(岩田 勝男)        〃 
板橋  薫 北海道開発局営繕部営繕整備課長 
伊東 佳彦 土木研究所寒地土木研究所 
      防災地質チーム上席研究員 
徳長 政光 北海道建設部技監 
市川  伸 北海道建設部まちづくり局都市計画課長 
中嶋 浩之 北海道農政部農村振興局事業調整課参事 
岡本 英行 札幌市建設局土木部道路工事担当部長 
白鳥 健志 札幌市都市局建築部長 
若松 郁郎 札幌市建設局下水道河川部工事担当部長 
名越 次郎 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
      鉄道建設本部北海道新幹線建設局長 

支部監事： 
澤向  修 東亜建設工業(株)北海道支店長 
折笠  章 北海道土質試験協同組合専務理事 

 
◎平成 22年度 
支部長： 
徳長 政光 北海道建設部技監 

評議員： 
廣長 周治 (株)大林組札幌支店営業部長 
堀川 明広 鹿島建設(株)北海道支店次長兼土木部長 

倉石 謙司 清水建設(株)北海道支店土木技術部長 
柳瀬ひろし (株)間組札幌支店土木事業部長 
村上 孝夫 西松建設(株)札幌支店次長 
和田 博恵 伊藤組土建(株)土木部長 
松山 正幸 岩田地崎建設(株)土木部長 
今野 勝信 荒井建設(株)札幌支店 
      執行役員土木部・技術部担当 
林  啓二 (株)ドーコン環境事業本部地質部次長 
能登谷勇人 北電総合設計(株)取締役技術本部長 
大塚 夏彦 北日本港湾コンサルタント(株)企画部長 
池田 晃一 北海道土質コンサルタント(株) 
      代表取締役社長 
高橋 宣之 (株)ズコーシャ総合科学研究所次長 
新宮 康弘 北海道旅客鉄道(株) 
      鉄道事業本部工務部専任部長 
薮  正樹 北海道電力(株) 
      土木部土木エンジニアリングＧリーダー 
桑澤庄次郎 東日本高速道路(株)北海道支社技術部長 
岡田 成幸 北海道大学大学院工学研究院教授 
(笹谷  努)        〃 
田中 洋行 北海道大学大学院工学研究院教授 
相馬 尅之 北海道大学大学院農学研究院准教授 
木幡 行宏 室蘭工業大学大学院工学研究科教授 
山下  聡 北見工業大学工学部社会環境工学科教授 
宗岡 寿美 帯広畜産大学地域環境学研究部門准教授 
高橋 公浩 北海道開発局建設部河川工事課長 
池田 憲二 北海道開発局建設部道路建設課長 
桑島 隆一 北海道開発局港湾空港部港湾建設課長 
大澤 祐一 北海道開発局農業水産部農業設計課長 
板橋  薫 北海道開発局営繕部営繕整備課長 
伊東 佳彦 土木研究所寒地土木研究所 
      防災地質チーム上席研究員 
徳長 政光 北海道建設部技監 
増田 浩泰 北海道建設部まちづくり局都市計画課長 
中嶋 浩之 北海道農政部農村振興局 
      事業調整課技術管理担当課長 
安部 孝幸 札幌市建設局土木部道路工事担当部長 
高橋  稔 札幌市都市局建築部長 
若松 郁郎 札幌市建設局下水道河川部工事担当部長 
名越 次郎 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
      鉄道建設本部北海道新幹線建設局長 

支部監事： 
澤向  修 東亜建設工業(株)北海道支店長 
折笠  章 北海道土質試験協同組合専務理事 

 
◎平成 23年度 
支部長： 
木下  勲 鹿島建設(株)執行役員北海道支店長 

評議員： 
廣長 周治 (株)大林組札幌支店営業部長 
堀川 明広 鹿島建設(株)北海道支店次長兼土木部長 
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倉石 謙司 清水建設(株)北海道支店土木技術部主査 
柳瀬ひろし (株)間組札幌支店土木事業部長 
村上 孝夫 西松建設(株)札幌支店次長 
和田 博恵 伊藤組土建(株)土木部長 
石井 康則 岩田地崎建設(株)土木部次長 
佐羽内宏治 荒井建設(株)土木技術部長 
林  啓二 (株)ドーコン環境事業本部地質部次長 
能登谷勇人 北電総合設計(株)取締役技術本部長 
大塚 夏彦 北日本港湾コンサルタント(株) 
      企画部部長 
池田 晃一 北海道土質コンサルタント(株)取締役 
高橋 宣之 (株)ズコーシャ総合科学研究所所長 
新宮 康弘 北海道旅客鉄道(株) 
      鉄道事業本部工務部長 
薮  正樹 北海道電力(株) 
      土木部土木エンジニアリングＧリーダー 
服部 清繁 東日本高速道路(株)北海道支社技術部長 
(桑澤庄次郎)        〃    
岡田 成幸 北海道大学大学院工学研究院教授 
田中 洋行 北海道大学大学院工学研究院教授 
相馬 尅之 北海道大学大学院農学研究院特任准教授 
木幡 行宏 室蘭工業大学大学院工学研究科教授 
山下  聡 北見工業大学工学部社会環境工学科教授 
宗岡 寿美 帯広畜産大学地域環境学研究部門准教授 
小野  丘 北海学園大学工学部社会環境工学科教授 
七澤  馨 北海道開発局建設部河川工事課長 
柳屋 勝彦 北海道開発局建設部道路建設課長 
桑島 隆一 北海道開発局港湾空港部港湾建設課長 
皆川  猛 北海道開発局農業水産部農業設計課長 
山本 英史 北海道開発局営繕部営繕整備課長 
(板橋  薫)        〃    
伊東 佳彦 土木研究所寒地土木研究所 
      防災地質チーム上席研究員 
名取 哲哉 北海道建設部技監 
(徳長 政光)    〃    
盛田 泰寛 北海道建設部砂防災害課長 
(矢野 明夫)     〃    
池端 克則 北海道農政部農村振興局 
      事業調整課技術管理担当課長 
(中嶋 浩之)      〃    
安部 孝幸 札幌市建設局土木部道路工事担当部長 
高橋  稔 札幌市都市局建築部長 
奥山 裕之 札幌市建設局下水道河川部工事担当部長 
髙瀬 昭雄 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
      鉄道建設本部北海道新幹線建設局長 
(名越 次郎)      〃    

支部監事： 
清野 浩一 大成建設(株)札幌支店次長 
折笠  章 北海道土質試験協同組合専務理事 

 
 

◎平成 24年度 
支部長： 
富樫 泰治 北海道電力(株)常務取締役札幌支店長 

評議員： 
山田 秀平 (株)大林組札幌支店営業第二部担当部長 
八鍬  昇 鹿島建設(株)北海道支店営業部部長 
倉石 謙司 清水建設(株)北海道支店土木技術部主査 
柳瀬ひろし (株)間組札幌支店土木事業部長 
村上 孝夫 西松建設(株)札幌支店土木工事部長 
和田 博恵 伊藤組土建(株)執行役員土木事業本部長 
石井 康則 岩田地崎建設(株)土木部次長 
山本  裕 荒井建設(株)札幌支店土木部長 
林  啓二 (株)ドーコン環境事業本部地質部次長 
能登谷勇人 北電総合設計(株)取締役技術本部長 
大塚 夏彦 北日本港湾コンサルタント(株) 
      企画部部長 
池田 晃一 北海道土質コンサルタント(株)取締役 
高橋 宣之 (株)ズコーシャ技術部部長 
笠島 雅之 北海道旅客鉄道(株) 
      鉄道事業本部工務部長 
(新宮 康弘)     〃    
薮  正樹 北海道電力(株) 
      土木部原子力土木グループＧリーダー 
岩﨑 信治 東日本高速道路(株)北海道支社技術部長 
岡田 成幸 北海道大学大学院工学研究院教授 
田中 洋行 北海道大学大学院工学研究院教授 
井上  京 北海道大学大学院農学研究院准教授 
山下  聡 北見工業大学工学部社会環境工学科教授 
宗岡 寿美 帯広畜産大学地域環境学研究部門准教授 
小野  丘 北海学園大学工学部社会環境工学科教授 
水島 徹治 北海道開発局建設部河川工事課長 
柳屋 勝彦 北海道開発局建設部道路建設課長 
梅沢 信敏 北海道開発局港湾空港部港湾建設課長 
皆川  猛 北海道開発局農業水産部農業設計課長 
山本 英史 北海道開発局営繕部営繕整備課長 
伊東 佳彦 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地基礎技術研究Ｇ 
      防災地質チーム上席研究員 
名取 哲哉 北海道建設部技監 
盛田 泰寛 北海道建設部土木局砂防災害課長 
新堂 秀光 北海道農政部農村振興局 
      事業調整課技術管理担当課長 
天野 博己 札幌市建設局土木部道路工事担当部長 
京谷  篤 札幌市都市局建築部長 
戸田  敦 札幌市建設局下水道施設部管路担当部長 
髙瀬 昭雄 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
      鉄道建設本部北海道新幹線建設局長支部 

支部監事： 
折笠  章 北海道土質試験協同組合専務理事 
清野 浩一 大成建設(株)札幌支店支店次長 
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◎平成 25年度 
支部長： 
峯田 一彦 (株)ドーコン環境事業本部 
      地質部理事上席技師長 

評議員： 
山田 秀平 (株)大林組札幌支店営業部部長 
八鍬  昇 鹿島建設(株)北海道支店営業部部長 
森田 恵弘 清水建設(株)北海道支店 
      土木技術部市場開発グループ長 
柳瀬ひろし (株)安藤・間札幌支店土木部長 
臼井 靖幸 西松建設(株)札幌支店土木工事部長 
和田 博恵 伊藤組土建(株)常務執行役員土木本部長 
石井 康則 岩田地崎建設(株)土木部次長 
杉﨑  修 荒井建設(株)札幌支店土木部長 
林  啓二 (株)ドーコン環境事業本部地質部次長 
能登谷勇人 北電総合設計(株)取締役技術本部長 
大塚 夏彦 北日本港湾コンサルタント(株) 
      企画部部長 
池田 晃一 北海道土質コンサルタント(株)取締役 
高橋 宣之 (株)ズコーシャ技術部長 
笠島 雅之 北海道旅客鉄道(株) 
      鉄道事業本部工務部長 
薮  正樹 北海道電力(株) 
      土木部原子力土木グループＧリーダー 
岩﨑 信治 東日本高速道路(株) 
      北海道支社技術部長 
岡田 成幸 北海道大学大学院工学研究院教授 
石川 達也 北海道大学大学院工学研究院教授 
井上  京 北海道大学大学院農学研究院教授 
山下  聡 北見工業大学工学部社会環境工学科教授 
宗岡 寿美 帯広畜産大学地域環境学研究部門准教授 
小野  丘 北海学園大学工学部社会環境工学科教授 
船木 淳悟 北海道開発局建設部河川工事課長 
(水島 徹治)       〃    
廣川 誠一 北海道開発局建設部道路建設課長 
梅沢 信敏 北海道開発局港湾空港部港湾建設課長 
河畑 俊明 北海道開発局農業水産部農業設計課長 
山本 英史 北海道開発局営繕部営繕整備課長 
伊東 佳彦 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地基礎技術研究Ｇ 
      防災地質チーム上席研究員 
岡田 恭一 北海道建設部技監 
飯塚 賢司 北海道建設部まちづくり局都市環境課長 
新堂 秀光 北海道農政部農村振興局 
      事業調整課技術管理担当課長 
天野 博己 札幌市建設局土木部道路工事担当部長 
京谷  篤 札幌市都市局建築部長 
山際 裕信 札幌市建設局下水道施設部管路担当部長 
金山 洋一 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
      鉄道建設本部北海道新幹線建設局長 

支部監事： 

市橋 俊夫 大成建設(株)札幌支店土木営業部部長 
佐藤 厚子 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム主任研究員 

 
◎平成 26年度 
支部長： 
西本  聡 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地基礎技術研究グループ長 

評議員： 
山田 秀平 (株)大林組札幌支店営業部長 
村木 俊介 鹿島建設(株)北海道支店 
      今別変換所造成工事事務所所長 
森田 恵弘 清水建設(株)北海道支店 
      土木技術部市場開発グループ長 
柳瀬ひろし (株)安藤・間札幌支店支店長 
臼井 靖幸 西松建設(株)札幌支店土木工事部長 
阪  豊彦 伊藤組土建(株)執行役員 
      土木本部副本部長 
石井 康則 岩田地崎建設(株)土木部部長 
杉﨑  修 荒井建設(株)札幌支店土木部長 
林  啓二 (株)ドーコン環境事業本部地質部次長 
能登谷勇人 北電総合設計(株)取締役技術本部長 
大塚 夏彦 北日本港湾コンサルタント(株) 
      企画部部長 
池田 晃一 北海道土質コンサルタント(株)相談役 
高橋 宣之 (株)ズコーシャ技術部長 
伊勢 勝巳 北海道旅客鉄道(株) 
      鉄道事業本部工務部長 
(笠島 雅之)    取締役 
西村 哲治 北海道電力(株) 
      土木部土木企画グループＧリーダー 
(薮  正樹) 原子力土木グループＧリーダー 
垂水 祐二 東日本高速道路(株)北海道支社技術部長 
(岩﨑 信治)        〃    
廣瀬  亘 北海道立総合研究機構 
      環境・地質研究本部地質研究所 
      地域地質部地質防災Ｇ主査 
石川 達也 北海道大学大学院工学研究院教授 
井上  京 北海道大学大学院農学研究院教授 
山下  聡 北見工業大学工学部社会環境工学科教授 
宗岡 寿美 帯広畜産大学地域環境学研究部門准教授 
小野  丘 北海学園大学工学部社会環境工学科教授 
山崎 真一 北海道開発局建設部河川工事課長 
廣川 誠一 北海道開発局建設部道路建設課長 
伊藤  晃 北海道開発局港湾空港部港湾建設課長 
(梅沢 信敏)        〃    
河畑 俊明 北海道開発局農業水産部農業設計課長 
巌  文成 北海道開発局営繕部営繕整備課長 
(山本 英史)        〃    
伊東 佳彦 土木研究所寒地土木研究所地質研究監 
岡田 恭一 北海道建設部技監 
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飯塚 賢司 北海道建設部まちづくり局都市環境課長 
江﨑  晃 北海道農政部農村振興局 
      事業調整課技術管理担当課長 
前川 寿清 札幌市建設局土木部道路工事担当部長 
京谷  篤 札幌市都市局建築部長 
山際 裕信 札幌市建設局下水道施設部管路担当部長 
渡邉  修 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
      鉄道建設本部北海道新幹線建設局次長 

支部監事： 
佐藤 厚子 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム主任研究員 
市橋 俊夫 大成建設(株)札幌支店土木営業部部長 

 
◎平成 27年度 
支部長： 
田中 洋行 北海道大学大学院工学研究院教授 

評議員： 
山田 秀平 (株)大林組札幌支店営業部長 
村木 俊介 鹿島建設(株)北海道支店 
      今別変換所造成工事事務所所長 
森田 恵弘 清水建設(株)北海道支店 
      土木技術部市場開発グループ長 
柳瀬ひろし (株)安藤・間札幌支店支店長 
臼井 靖幸 西松建設(株)札幌支店土木工事部長 
阪  豊彦 伊藤組土建(株)執行役員土木本部長 
石井 康則 岩田地崎建設(株)土木部部長 
杉﨑  修 荒井建設(株)札幌支店土木部長 
林  啓二 (株)ドーコン環境事業本部地質部技師長 
能登谷勇人 北電総合設計(株)取締役技術本部長 
大塚 夏彦 北日本港湾コンサルタント(株) 
      企画部部長 
工藤 康雅 北海道土質コンサルタント(株) 
      統括技師長 
高橋 宣之 (株)ズコーシャ技術部部長 
進藤 州弘 北海道旅客鉄道(株) 

      鉄道事業本部工務部工事課長 
西村 哲治 北海道電力(株)土木部 
      土木企画グループＧリーダー 
中谷  了 東日本高速道路(株)北海道支社技術部長 
(垂水 祐二)         〃 
廣瀬  亘 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 
      地質研究所主査 
石川 達也 北海道大学大学院工学研究院教授 
井上  京 北海道大学大学院農学研究院教授 
宗岡 寿美 帯広畜産大学地域環境学研究部門准教授 
小野  丘 北海学園大学工学部社会環境工学科教授 
山崎 真一 北海道開発局建設部河川工事課長 
熊谷 政行 北海道開発局建設部道路建設課長 
伊藤  晃 北海道開発局港湾空港部港湾建設課長 
上月 良吾 北海道開発局農業水産部農業設計課長 
塚野 和臣 北海道開発局営繕部営繕整備課長 
伊東 佳彦 土木研究所寒地土木研究所地質研究監 
小林 敏克 北海道建設部技監 
(岡田 恭一)    〃 
野口 恭延 北海道建設部建設政策局 
      維持管理防災課長 
(寺崎 峰雄)    〃 
江﨑  晃 北海道農政部農村振興局 
      事業調整課技術管理担当課長 
前川 寿清 札幌市建設局土木部道路工事担当部長 
大場 里樹 札幌市都市局建築部長 
山際 裕信 札幌市建設局下水道施設部管路担当部長 
都築 保勇 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
      鉄道建設本部北海道新幹線建設局次長 

支部監事： 
市橋 俊夫 大成建設(株)札幌支店土木営業部部長 
林  宏親 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム総括主任研究員 

 

 
(4) 歴代幹事（幹事長・幹事） 

 
◎平成 18年度 
幹事長： 
西本  聡 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム上席研究員 

幹  事： 
山田 秀平 (株)大林組札幌支店営業部 
八鍬  昇 鹿島建設(株)札幌支店土木営業部 
中辻 栄愼 清水建設(株)北海道支店土木技術部 
市川 幸秀 大成建設(株)札幌支店土木営業部 
山下 雅人 五洋建設(株)札幌支店営業部 
大槻 政文 飛島建設(株)札幌支店土木部 
幸村  仁 アイレック技建(株)北海道支店 
小海 尚文 基礎地盤コンサルタンツ(株) 

      北海道支社技術部 
伊藤 明彦 日本工営(株)札幌支店技術部 
小山田 和 北海道電力(株)土木部土木企画Ｇ 
川村  力 北海道旅客鉄道(株)工務部工事課 
西村 右敏 (株)開発工営社地質部 
及川 利徳 (株)構研エンジニアリング地質部 
佐野 弘毅 (株)ドーコン地質部 
本多 俊司 (株)北海工営社 
遠藤 秀博 北海道土質コンサルタント(株) 
松本 和正 北海道土質コンサルタント(株) 
石川 達也 北海道大学大学院工学研究科 
福田 文彦 北海道大学大学院工学研究科 
横浜 勝司 北海道大学大学院工学研究科 
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井上  京 北海道大学大学院農学研究院 
川村 志麻 室蘭工業大学工学部建設システム工学科 
川端伸一郎 北海道工業大学工学部社会基盤工学科 
中村  努 苫小牧工業高等専門学校環境都市工学科 
川口 貴之 函館工業高等専門学校環境都市工学科 
近野 康彦 北海道開発局建設部道路建設課 
阿部島啓人 北海道建設部砂防災害課 
福島 宏文 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム 
豊田 邦男 東日本高速道路(株) 
      北海道支社札幌技術事務所 
高倉  清 東日本高速道路(株) 
      北海道支社建設事業部 

 
◎平成 19年度 
幹事長： 
峯田 一彦 (株)ドーコン地質部技師長 

幹  事： 
山田 秀平 (株)大林組札幌支店営業部 
八鍬  昇 鹿島建設(株)札幌支店営業部 
中辻 栄愼 清水建設(株)北海道支店土木技術部 
市川 幸秀 大成建設(株)札幌支店土木営業部 
佐井 孝昭 飛島建設(株)札幌支店土木事業部 
山下 雅人 五洋建設(株)札幌支店土木営業部 
江幡 敦司 アイレック技建(株)北海道支店 
小海 尚文 基礎地盤コンサルタンツ(株) 
      北海道支社技術部 
伊藤 明彦 日本工営(株)札幌支店技術部 
西村 右敏 (株)開発工営社地質部 
及川 利徳 (株)構研エンジニアリング地質部 
佐野 弘毅 (株)ドーコン地質部 
本多 俊司 (株)北海工営社 
遠藤 秀博 北海道土質コンサルタント(株) 
松本 和正 北海道土質コンサルタント(株) 
高橋 宣之 (株)ズコーシャ地質調査室 
小山田 和 北海道電力(株)土木部土木企画Ｇ 
川村  力 北海道旅客鉄道(株)工務部工事課 
能正 幸夫 東日本高速道路(株) 
      北海道支社技術部技術企画課 
豊田 邦男 東日本高速道路(株) 
      北海道支社技術部技術企画課 
福島 宏文 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム 
石川 達也 北海道大学大学院工学研究科 
福田 文彦 北海道大学大学院工学研究科 
横浜 勝司 北海道大学大学院工学研究科 
井上  京 北海道大学大学院農学研究院 
川村 志麻 室蘭工業大学工学部建設システム工学科 
川端伸一郎 北海道工業大学工学部社会基盤工学科 
中村  努 苫小牧工業高等専門学校環境都市工学科 
川口 貴之 函館工業高等専門学校環境都市工学科 

高田  敦 北海道開発局建設部道路建設課 
阿部島啓人 北海道建設部砂防災害課 

 
◎平成 20年度 
幹事長： 
石川 達也 北海道大学大学院工学研究科准教授 

幹  事： 
山田 秀平 (株)大林組札幌支店営業部 
八鍬  昇 鹿島建設(株)北海道支店営業部 
中辻 栄愼 清水建設(株)北海道支店土木技術部 
市川 幸秀 大成建設(株)札幌支店土木営業部 
佐井 孝昭 飛島建設(株) 
      札幌支店土木事業部土木部技術課 
金子 潤一 五洋建設(株)札幌支店土木営業部 
江幡 敦司 アイレック技建(株)北海道支店 
小海 尚文 基礎地盤コンサルタンツ(株) 
      北海道支社技術部技術課 
伊藤 明彦 日本工営(株)札幌支店技術部 
西村 右敏 (株)開発工営社地質部 
佐々木清勝 (株)構研エンジニアリング地質部 
佐野 弘毅 (株)ドーコン地質部 
本多 俊司 (株)北海工営社 
遠藤 秀博 北海道土質コンサルタント(株)技術課 
高橋 宣之 (株)ズコーシャ地質調査室 
齋藤 寿秋 北海道電力(株) 
      土木部原子力土木グループ 
川村  力 北海道旅客鉄道(株)工務部工事課 
水野津与志 東日本高速道路(株) 
      北海道支社技術部技術企画課 
福島 宏文 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム 
川﨑  了 北海道大学大学院工学研究科 
福田 文彦 北海道大学大学院工学研究科 
横浜 勝司 北海道大学大学院工学研究科 
井上  京 北海道大学大学院農学研究院 
川村 志麻 室蘭工業大学工学部建設システム工学科 
川端伸一郎 北海道工業大学工学部社会基盤工学科 
中村  努 苫小牧工業高等専門学校環境都市工学科 
川口 貴之 函館工業高等専門学校環境都市工学科 
高田  敦 北海道開発局建設部道路建設課 
飯沼  諭 北海道建設部まちづくり局都市計画課 
 

◎平成 21年度 
幹事長： 
廣長 周治 (株)大林組札幌支店営業部長 

幹  事： 
山田 秀平 (株)大林組札幌支店営業部 
八鍬  昇 鹿島建設(株)北海道支店営業部 
中辻 栄愼 清水建設(株)北海道支店土木技術部 
市川 幸秀 大成建設(株)札幌支店土木営業部 
山上 雅弘 飛島建設(株)札幌事業部土木グループ 
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(佐井 孝昭)        〃 
金子 潤一 五洋建設(株)札幌支店営業部 
江幡 敦司 アイレック技建(株)北海道支店 
小海 尚文 基礎地盤コンサルタンツ(株) 
      北海道支社技術部 
伊藤 明彦 日本工営(株)札幌支店技術部 
西村 右敏 (株)開発工営社共通事業本部地質部 
佐々木清勝 (株)構研エンジニアリング地質部 
佐野 弘毅 (株)ドーコン地質部 
本多 俊司 (株)北海工営社 
遠藤 秀博 北海道土質コンサルタント(株)技術課 
高橋 宣之 (株)ズコーシャ総合科学研究所 
      地質調査室 
齋藤 寿秋 北海道電力(株) 
      土木部原子力土木グループ 
川村  力 北海道旅客鉄道(株)工務部工事課 
谷藤 義弘 東日本高速道路(株) 
      北海道支社技術部技術企画課 
(水野津与志)       〃 
福島 宏文 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム 
石川 達也 北海道大学大学院工学研究科 
川﨑  了 北海道大学大学院工学研究科 
福田 文彦 北海道大学大学院工学研究科 
横浜 勝司 北海道大学大学院工学研究科 
井上  京 北海道大学大学院農学研究院 
川村 志麻 室蘭工業大学大学院工学研究科 
川端伸一郎 北海道工業大学 
      社会基盤工学科・都市環境学科 
中村  努 苫小牧工業高等専門学校環境都市工学科 
川口 貴之 函館工業高等専門学校環境都市工学科 
佐々木克典 北海道開発局建設部道路建設課 
神崎  亨 北海道建設部まちづくり局都市計画課 

 
 
◎平成 22年度 
幹事長： 
川村 志麻 室蘭工業大学大学院工学研究科 

幹  事： 
山田 秀平 (株)大林組札幌支店営業部 
八鍬  昇 鹿島建設(株)北海道支店営業部 
中辻 栄愼 清水建設(株)北海道支店土木技術部 
市川 幸秀 大成建設(株)札幌支店土木営業部 
山上 雅弘 飛島建設(株)札幌事業部 
金子 潤一 五洋建設(株)札幌支店営業部 
江幡 敦司 アイレック技建(株)北海道支店 
酒向 明子 基礎地盤コンサルタンツ(株) 
      北海道支社技術部 
伊藤 明彦 日本工営(株)札幌支店 
佐々木清勝 (株)構研エンジニアリング地質部 
佐野 弘毅 (株)ドーコン地質部 

本多 俊司 (株)北海工営社 
西村 右敏 (株)北海工営社 
遠藤 秀博 北海道土質コンサルタント(株)技術課 
久保 直樹 (株)ズコーシャ総合科学研究所 
      地質調査室 
大熊 浩明 (株)開発工営社共通事業本部地質部 
齋藤 寿秋 北海道電力(株) 
      土木部原子力土木グループ 
川村  力 北海道旅客鉄道(株)工務部工事課 
谷藤 義弘 東日本高速道路(株) 
      北海道支社技術部技術企画課 
福島 宏文 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム 
梶取 真一 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム 
石川 達也 北海道大学大学院工学研究院 
川﨑  了 北海道大学大学院工学研究院 
福田 文彦 北海道大学大学院工学研究院 
横浜 勝司 北海道大学大学院工学研究院 
井上  京 北海道大学大学院農学研究院 
川端伸一郎 北海道工業大学都市環境学科 
中村  努 苫小牧工業高等専門学校環境都市工学科 
川口 貴之 函館工業高等専門学校環境都市工学科 
佐々木克典 北海道開発局建設部道路建設課 
関  俊一 北海道建設部土木局道路課 

 
◎平成 23年度 
幹事長： 
八鍬  昇 鹿島建設(株)北海道支店営業部部長 

幹 事： 
佐藤 直樹 鹿島建設(株)北海道支店 
      土木部工事工務グループ 
芳賀 康博 (株)大林組札幌支店営業部 
中辻 栄愼 清水建設(株)北海道支店土木技術部 
二階堂直樹 大成建設(株)札幌支店土木営業部 
(市川 幸秀)       〃 
山上 雅弘 飛島建設(株)札幌支店 
金子 潤一 五洋建設(株)札幌支店営業部 
江幡 敦司 アイレック技建(株)北海道支店 
橋本 和明 日本工営(株)札幌支店 
(伊藤 明彦)     〃    
佐々木清勝 (株)構研エンジニアリング地質部 
高橋 秀彰 (株)ドーコン地質部 
本多 俊司 (株)北海工営社 
松本 博志 北海道土質コンサルタント(株)技術課 
久保 直樹 (株)ズコーシャ総合科学研究所 
      地質調査室 
大熊 浩明 (株)開発工営社共通事業本部地質部 
齋藤 寿秋 北海道電力(株) 
      土木部原子力土木グループ 
川村  力 北海道旅客鉄道(株)工務部工事課 
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谷藤 義弘 東日本高速道路(株) 
      北海道支社技術部技術企画課 
福島 宏文 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム 
梶取 真一 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム 
石川 達也 北海道大学大学院工学研究院 
川﨑  了 北海道大学大学院工学研究院 
福田 文彦 北海道大学大学院工学研究院 
横浜 勝司 北海道大学大学院工学研究院 
西村  聡 北海道大学大学院工学研究院 
井上  京 北海道大学大学院農学研究院 
川村 志麻 室蘭工業大学大学院工学研究科 
川口 貴之 北見工業大学工学部社会環境工学科 
川端伸一郎 北海道工業大学都市環境学科 
中村  努 苫小牧工業高等専門学校環境都市工学科 
片岡沙都紀 函館工業高等専門学校環境都市工学科 
佐々木克典 北海道開発局建設部道路建設課 
橋本 雄太 北海道建設部土木局道路課 
(関  俊一)       〃    

 
◎平成 24年度 
幹事長： 
田中 則和 北海道電力(株)土木部 
      土木エンジニアリンググループ 
      Ｇリーダー 

幹 事： 
佐藤 直樹 鹿島建設(株)北海道支店 
      苫小牧臨海出張所 
芳賀 康博 (株)大林組札幌支店営業部 
中辻 栄愼 清水建設(株)北海道支店土木技術部 
二階堂直樹 大成建設(株)札幌支店土木営業部 
山岸  保 飛島建設(株)札幌支店土木グループ 
金子 潤一 五洋建設(株)札幌支店営業部 
江幡 敦司 アイレック技建(株)北海道支店 
橋本 和明 日本工営(株)札幌支店技術第二部 
佐々木清勝 (株)構研エンジニアリング地質部 
高橋 秀彰 (株)ドーコン環境事業本部地質部 
本多 俊司 (株)北海工営社 
松本 博志 北海道土質コンサルタント(株)技術課 
久保 直樹 (株)ズコーシャ技術部地質調査課 
大熊 浩明 (株)開発工営社共通事業本部地質部 
尾林 孝平 北海道電力(株)土木部 
      土木エンジニアリンググループ 
川村  力 北海道旅客鉄道(株)工務部工事課 
谷藤 義弘 東日本高速道路(株) 
      北海道支社技術部技術企画課 
福島 宏文 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム 
梶取 真一 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム 

石川 達也 北海道大学大学院工学研究院 
川﨑  了 北海道大学大学院工学研究院 
福田 文彦 北海道大学大学院工学研究院 
横浜 勝司 北海道大学大学院工学研究院 
西村  聡 北海道大学大学院工学研究院 
川村 志麻 室蘭工業大学大学院工学研究科 
川口 貴之 北見工業大学工学部社会環境工学科 
川端伸一郎 北海道工業大学空間創造学部 
      都市環境学科 
中村  努 苫小牧工業高等専門学校環境都市工学科 
片岡沙都紀 函館工業高等専門学校環境都市工学科 
松久  浩 北海道開発局建設部道路建設課 
南里 智之 北海道建設部土木局砂防災害課 

 
◎平成 25年度 
幹事長： 
川端伸一郎 北海道工業大学 
      空間創造学部都市環境学科教授 

幹 事： 
佐藤 廣直 鹿島建設(株)北海道支店 
      土木部工事工務グループ 
芳賀 康博 (株)大林組札幌支店営業部 
中辻 栄愼 清水建設(株)北海道支店土木技術部 
二階堂直樹 大成建設(株)札幌支店土木営業部 
山岸  保 飛島建設(株)札幌支店土木グループ 
金子 潤一 五洋建設(株)札幌支店営業部 
江幡 敦司 アイレック技建(株)北海道支店 
橋本 和明 日本工営(株)札幌支店技術第二部 
佐々木清勝 (株)構研エンジニアリング地質部 
高橋 秀彰 (株)ドーコン環境事業本部地質部 
本多 俊司 (株)北海工営社 
松本 博志 北海道土質コンサルタント(株) 
      技術部技術課 
久保 直樹 (株)ズコーシャ技術部地質調査課 
大熊 浩明 (株)開発工営社共通事業本部地質部 
尾林 孝平 北海道電力(株) 
      土木部原子力土木グループ 
川村  力 北海道旅客鉄道(株)工務部工事課 
谷藤 義弘 東日本高速道路(株) 
      北海道支社技術部技術企画課 
福島 宏文 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム 
山木 正彦 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム 
川﨑  了 北海道大学大学院工学研究院 
福田 文彦 北海道大学大学院工学研究院 
横浜 勝司 北海道大学大学院工学研究院 
西村  聡 北海道大学大学院工学研究院 
川村 志麻 室蘭工業大学大学院工学研究科 
川口 貴之 北見工業大学工学部社会環境工学科 
所  哲也 苫小牧工業高等専門学校環境都市工学科 
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小玉 齋明 函館工業高等専門学校社会基盤工学科 
松久  浩 北海道開発局建設部道路建設課 
土田 秀一 北海道建設部土木局砂防災害課 
 

◎平成 26年度 
幹事長： 
山梨 高裕 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム上席研究員 

幹 事： 
佐藤 廣直 鹿島建設(株)北海道支店 
      工事工務グループ 
芳賀 康博 (株)大林組札幌支店営業部 
中辻 栄愼 清水建設(株)北海道支店土木技術部 
二階堂直樹 大成建設(株)札幌支店土木営業部 
山岸  保 飛島建設(株)札幌支店土木グループ 
金子 潤一 五洋建設(株)札幌支店営業部 
橋本 和明 日本工営(株)札幌支店技術第二部 
海部 友和 (株)構研エンジニアリング地質部 
左近 利秋 (株)ドーコン環境事業本部地質部 
高橋 秀彰 (株)ドーコン環境事業本部地質部 
本多 俊司 (株)北海工営社 
太田 佳之 北海道土質コンサルタント(株) 
      技術部技術課 
藤崎 浩孝 (株)ズコーシャ技術部地質調査課 
(久保 直樹)       〃    
大熊 浩明 (株)開発工営社共通事業本部地質部 
尾林 孝平 北海道電力(株) 
      土木部原子力土木グループ 
渡辺 一功 北海道旅客鉄道(株)工務部工事課 
山内  智 東日本高速道路(株) 
      北海道支社技術部技術企画課 
(谷藤 義弘)      〃    
福島 宏文 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム 
山木 正彦 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム 
福田 文彦 北海道大学大学院工学研究院 
横浜 勝司 北海道大学大学院工学研究院 
西村  聡 北海道大学大学院工学研究院 
磯部 公一 北海道大学大学院工学研究院 
川村 志麻 室蘭工業大学大学院工学研究科 
川口 貴之 北見工業大学工学部社会環境工学科 
川端伸一郎 北海道科学大学工学部都市環境学科 
所  哲也 苫小牧工業高等専門学校環境都市工学科 

小玉 齋明 函館工業高等専門学校社会基盤工学科 
甲斐  明 北海道開発局建設部道路建設課 
山中 広徳 北海道建設部まちづくり局都市計画課 

 
◎平成 27年度 
幹事長： 
川口 貴之 北見工業大学 
      工学部社会環境工学科准教授 

幹 事： 
佐藤 廣直 鹿島建設(株)北海道支店 
      工事工務グループ 
野坂 芳夫 (株)大林組札幌支店営業部 
中辻 栄愼 清水建設(株)北海道支店土木技術部 
二階堂直樹 大成建設(株)札幌支店土木営業部 
大木 康裕 飛島建設(株)札幌支店土木グループ 
金子 潤一 五洋建設(株)札幌支店営業部 
橋本 和明 日本工営(株)札幌支店技術第二部 
海部 友和 (株)構研エンジニアリング地質部 
左近 利秋 (株)ドーコン環境事業本部地質部 
高橋 秀彰 (株)ドーコン環境事業本部地質部 
本多 俊司 (株)北海工営社 
太田 佳之 北海道土質コンサルタント(株)技術部 
藤崎 浩孝 (株)ズコーシャ技術部地質調査課 
大熊 浩明 (株)開発工営社共通事業本部地質部 
尾林 孝平 北海道電力(株) 
      土木部原子力土木グループ 
渡辺 一功 北海道旅客鉄道(株)工務部工事課 
小松 正宏 東日本高速道路(株) 
      北海道支社技術部技術企画課 
佐藤 厚子 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム 
山木 正彦 土木研究所寒地土木研究所 
      寒地地盤チーム 
福田 文彦 北海道大学大学院工学研究院 
横浜 勝司 北海道大学大学院工学研究院 
西村  聡 北海道大学大学院工学研究院 
磯部 公一 北海道大学大学院工学研究院 
川村 志麻 室蘭工業大学大学院工学研究科 
川端伸一郎 北海道科学大学工学部都市環境学科 
所  哲也 苫小牧工業高等専門学校環境都市工学科 
小玉 齋明 函館工業高等専門学校社会基盤工学科 
甲斐  明 北海道開発局建設部道路建設課 
佐々木理文 北海道建設部まちづくり局都市計画課 
(山中 広徳)       〃 

 
(5) 歴代事務局員名簿（事務局長・書記） 

 
事務局長： 
秋田  稔 昭和 62年 6月～平成 10年 3月 
長谷川勝一 平成 10年 4月～平成 14年 2月 
佐々木文雄 平成 14年 4月～平成 20年 4月 

松尾 政宏 平成 20年 4月～平成 25年 5月 
※ただし，事務局長職は 20年 5月から 

谷澤 清治 平成 25年 5月～現在 
※ただし，事務局長職は 25年 6月から 
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書記： 林 美和子 平成 3年 8月～現在 
 

(6) 本部役員・委員会委員（北海道支部所属会員） 
 

(A) 総務部会 
平成 18年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

理事会  理事（調査・研究担当）：武田 覚 

表彰委員会  委員兼幹事：武田 覚 

代議員  
一條 昌幸，小野 丘，坂本 容 
佐藤 厚子，豊田 邦男，廣長 周治 
峯田 一彦，山下 聡 

災害連絡会議  

地方委員（北海道）：三浦 清一 
地方連絡委員（上川・網走地方）：山下 聡 
地方連絡委員（十勝・根釧地方）：土谷富士夫 
地方連絡委員（道央・道北地方）：三浦 清一 
地方連絡委員（日高地方）：吉澤 耿介 
地方連絡委員（胆振・後志地方）：木幡 行宏 
地方連絡委員（渡島・桧山地方）：佐野 佶房 

 
平成 19年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

理事会  理事（調査・研究担当）：武田 覚 

表彰委員会  委員兼幹事：武田 覚 

代議員  
一條 昌幸，小野 丘，坂本 容 
佐藤 厚子，豊田 邦男，廣長 周治 
峯田 一彦，山下 聡 

災害連絡会議  

地方委員（北海道）：三浦 清一 
地方連絡委員（上川・網走地方）：山下 聡 
地方連絡委員（十勝・根釧地方）：土谷富士夫 
地方連絡委員（道央・道北地方）：三浦 清一 
地方連絡委員（日高地方）：吉澤 耿介 
地方連絡委員（胆振・後志地方）：木幡 行宏 
地方連絡委員（渡島・桧山地方）：佐野 佶房 

 
平成 20年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

理事会  理事（会員・支部担当）：西本 聡 

選挙管理委員会  委員：西本 聡 

表彰委員会  委員：西本 聡 

公益法人化推進委員会  委員兼幹事：西本 聡 

本部支部活動強化委員会  委員：西本 聡 

代議員  
石川 達也，亀山 明子，川村 力 
坂本  容，林 宏親，廣長 周治 
峯田 一彦，山下 聡 

災害連絡会議  

地方委員（北海道）：三浦 清一 
地方連絡委員（上川・網走地方）：山下 聡 
地方連絡委員（十勝・根釧地方）：土谷富士夫 
地方連絡委員（道央・道北地方）：三浦 清一 
地方連絡委員（日高地方）：吉澤 耿介 
地方連絡委員（胆振・後志地方）：木幡 行宏 
地方連絡委員（渡島・桧山地方）：佐野 佶房 

 
平成 21年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 
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理事会  理事（会員・支部部長）：西本 聡 

選挙管理委員会  委員：西本 聡 

公益法人化推進委員会  委員：西本 聡 

表彰委員会  委員：小野 丘 

代議員  
石川 達也，酒向 明子，川村 力 
坂本 容，林 宏親，廣長 周治 
峯田 一彦，山下 聡 

災害連絡会議  

地方委員（北海道）：三浦 清一 
地方連絡委員（上川・網走地方）：山下 聡 
地方連絡委員（十勝・根釧地方）：土谷富士夫 
地方連絡委員（道央・道北地方）：三浦 清一 
地方連絡委員（日高地方）：吉澤 耿介 
地方連絡委員（胆振・後志地方）：木幡 行宏 
地方連絡委員（渡島・桧山地方）：佐野 佶房 

 
平成 22年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

理事会  理事（企画担当）：峯田 一彦 

選挙管理委員会  委員：峯田 一彦 

表彰委員会  委員：峯田 一彦 

代議員  
遠藤 秀博，川口 貴之，川村 力 
木幡 行宏，小林 智穂，林 宏親 
八鍬 昇，薮 正樹 

災害連絡会議  

地方委員（北海道）：三浦 清一 
地方連絡委員（上川・網走地方）：山下 聡 
地方連絡委員（十勝・根釧地方）：辻 修 
地方連絡委員（道央・道北地方）：三浦 清一 
地方連絡委員（日高地方）：吉澤 耿介 
地方連絡委員（胆振・後志地方）：木幡 行宏 
地方連絡委員（渡島・桧山地方）：佐野 佶房 

 
平成 23年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

理事会  理事（企画担当）：峯田 一彦 

選挙管理委員会  委員：峯田 一彦 

表彰委員会  委員：峯田 一彦 

代議員  
遠藤 秀博，川口 貴之，川村 力 
木幡 行宏，小林 智穂，林 宏親 
八鍬 昇，薮 正樹 

災害連絡会議  

地方委員（北海道）：三浦 清一 
地方連絡委員（上川・網走地方）：山下 聡 
地方連絡委員（十勝・根釧地方）：辻 修 
地方連絡委員（道央・道北地方）：三浦 清一 
地方連絡委員（日高地方）：吉澤 耿介 
地方連絡委員（胆振・後志地方）：木幡 行宏 
地方連絡委員（渡島・桧山地方）：佐野 佶房 

 
平成 24年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

理事会  理事（会誌担当）：木幡 行宏 

表彰委員会  委員：木幡 行宏 

選挙管理委員会  委員：佐藤 厚子 

代議員  川端伸一郎，川村 志麻，小林 智穂 
冨澤 幸一，八鍬 昇 
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災害連絡会議  

地方委員（北海道）：三浦 清一 
地方連絡委員（上川・網走地方）：山下 聡 
地方連絡委員（十勝・根釧地方）：辻 修 
地方連絡委員（道央・道北地方）：三浦 清一 
地方連絡委員（日高地方）：中村 努 
地方連絡委員（胆振・後志地方）：木幡 行宏 
地方連絡委員（渡島・桧山地方）：佐野 佶房 

 
平成 25年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

理事会  理事（公益出版部長）：木幡 行宏 

表彰委員会  委員：木幡 行宏 

選挙管理委員会  委員：佐藤 厚子 

代議員  川端伸一郎，川村 志麻，小林 智穂 
冨澤 幸一，八鍬 昇 

災害連絡会議  

地方委員（北海道）：三浦 清一 
地方連絡委員（上川・網走地方）：山下 聡 
地方連絡委員（十勝・根釧地方）：辻 修 
地方連絡委員（道央・道北地方）：三浦 清一 
地方連絡委員（日高地方）：中村 努 
地方連絡委員（胆振・後志地方）：木幡 行宏 
地方連絡委員（渡島・桧山地方）：佐野 佶房 

 
平成 26年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

理事会  理事（公益出版部長）：木幡 行宏 

表彰委員会  委員：木幡 行宏 

選挙管理委員会  委員：植松えり子 

代議員  植松えり子，川端伸一郎，川村 志麻 
冨澤 幸一，八木 一善 

災害連絡会議  

地方委員（北海道）：石川 達也 
地方連絡委員（上川・網走地方）：山下 聡 
地方連絡委員（十勝・根釧地方）：辻 修 
地方連絡委員（道央・道北地方）：石川 達也 
地方連絡委員（日高地方）：中村 努 
地方連絡委員（胆振・後志地方）：木幡 行宏 
地方連絡委員（渡島・桧山地方）：佐野 佶房 

 
平成 27年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

理事会  理事（調査・研究担当）：山下 聡 

表彰委員会  副委員長：山下 聡 

選挙管理委員会  委員：植松えり子 

代議員  植松えり子，川端伸一郎，川村 志麻 
冨澤 幸一，八木 一善 

災害連絡会議  

地方委員（北海道）：石川 達也 
地方連絡委員（上川・網走地方）：山下 聡 
地方連絡委員（十勝・根釧地方）：辻 修 
地方連絡委員（道央・道北地方）：石川 達也 
地方連絡委員（日高地方）：中村 努 
地方連絡委員（胆振・後志地方）：木幡 行宏 
地方連絡委員（渡島・桧山地方）：佐野 佶房 

 
(B) 企画部会 

平成 18年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 
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ジオシンセティックス工学委員会  委員：木幡 行宏 

(C) 会員・支部部会 
平成 20年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

本部支部活動強化委員会  委員：西本 聡 

 
平成 21年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

本部支部活動強化委員会  委員：西本 聡 

 
平成 23年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

本部支部活動活性化委員会  委員：川村 志麻 

 
平成 24年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

本部支部活動活性化委員会  委員：川村 志麻 

 
(D) 国際部会 

平成 18年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

Laboratory Stress Strain Strength Testing of 
Geomaterials 国内委員会  委員：山下 聡，川口 貴之 

Geomechanics of the Particulate Media 国内委員
会 

 委員：石川 達也 

Geotechnics of Pavements 国内委員会  委員：石川 達也，木幡 行宏 

 
平成 19年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

Laboratory Stress Strain Strength Testing of 
Geomaterials 国内委員会  委員：山下 聡，川口 貴之 

Geomechanics of the Particulate Media 国内委員
会 

 委員：石川 達也 

Geotechnics of Pavements 国内委員会  委員：石川 達也，木幡行宏 

 
平成 20年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

Laboratory Stress Strain Strength Testing of 
Geomaterials 国内委員会  委員：山下 聡，川口 貴之 

Geomechanics of the Particulate Media 国内委員
会 

 委員：石川 達也 

Geotechnics of Pavements 国内委員会  委員：石川 達也，木幡 行宏 

 
平成 21年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

IS Hokkaido 実行委員会  

委員長：三浦 清一 
副委員長：小野 丘 
幹事：石川 達也，木幡 行宏 
委員：市川 幸秀，川村 力，西本 聡，廣長 周治，峯田 一
彦，森田 恵弘，八鍬 昇，藪 正樹 
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IS-Kanazawa2012技術委員会  委員：冨澤 幸一 

Laboratory Stress Strain Strength Testing of 
Geomaterials 国内委員会  委員：山下 聡，川口 貴之 

Geomechanics of the Particulate Media 国内委員
会 

 委員：石川 達也 

Geotechnics of Pavements 国内委員会  委員：石川 達也，木幡 行宏 

 
平成 22年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

IS Hokkaido 実行委員会  

委員長：三浦 清一 
副委員長：小野  丘 
幹事：石川 達也，木幡 行宏 
委員：市川 幸秀，川村 力，西本 聡，廣長 周治，峯田 一
彦，森田 恵弘，八鍬 昇，藪 正樹 

IS-Kanazawa2012技術委員会  委員：冨澤 幸一 

Laboratory Stress Strain Strength Testing of 
Geomaterials 国内委員会  委員：山下 聡，川口 貴之 

Geomechanics of the Particulate Media 国内委員
会 

 委員：石川 達也 

Transportation Geotechnics 国内委員会  委員：石川 達也，木幡 行宏 

 
平成 23年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

IS Hokkaido 実行委員会  

委員長：三浦 清一 
副委員長：小野 丘 
幹事：石川 達也，木幡 行宏 
委員：川口 貴之，川端伸一郎，川村 志麻，川村 力，中村 
努，西本 聡，西村 聡，廣長 周治，峯田 一彦 
森田 恵弘，八鍬 昇，藪 正樹，山下 聡 

Laboratory Stress Strain Strength Testing of 
Geomaterials 国内委員会  委員：山下 聡，川口 貴之 

Transportation Geotechnics 国内委員会  委員：石川 達也，木幡 行宏 

ATC19 Geo-engineering for Conservation of 
Heritage Monuments and Historical Sites 国内
（委） 

 田中 洋行 

 
平成 24年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

IS Hokkaido 実行委員会  

委員長：三浦 清一 
副委員長：小野  丘 
幹事：石川 達也，木幡 行宏 
委員：川口 貴之，川端伸一郎，川村 志麻，川村 力，田中 
則和，中村 努，西本 聡，西村 聡，廣長 周治，福田 文
彦，峯田 一彦，森田 恵弘，八鍬 昇，山下 聡 

Transportation Geotechnics 国内委員会  委員：石川 達也，木幡 行宏 

ATC19 Geo-engineering for Conservation of 
Heritage Monuments and Historical Sites 国内
（委） 

 田中 洋行 

 
平成 25年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

第 15 回国際地盤工学会アジア地域会議実行委
員会 

 委員：石川 達也 

Transportation Geotechnics 国内委員会  委員：石川 達也，木幡 行宏 

ATC19 Geo-engineering for Conservation of 
Heritage Monuments and Historical Sites 国内
（委） 

 田中 洋行 
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平成 26年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

第 15 回国際地盤工学会アジア地域会議実行委
員会 

 委員：石川 達也 

TC105 Geo-Mechanics from Micro to Macro 国内
委員会 

 委員：磯部 公一 

Transportation Geotechnics 国内委員会  委員長：石川 達也 
委員：亀山 修一，川端伸一郎，木幡 行宏 

ATC19 Geo-engineering for Conservation of 
Heritage Monuments and Historical Sites 国内
（委） 

 田中 洋行 

 
平成 27年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

国際部会  部員：西村 聡 

第 15 回国際地盤工学会アジア地域会議実行委
員会 

 委員：石川 達也 

TC105 Geo-Mechanics from Micro to Macro 国内
委員会 

 委員：磯部 公一 

TC202 Transportation Geotechnics 国内委員会  委員長：石川 達也 
委員：亀山 修一，川端伸一郎，木幡 行宏，丸山記美雄 

 

(E) 会誌部会(平成 23年度まで)／公益出版部会(平成 24年度から) 
平成 18年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

「土と基礎」編集委員会  委員：佐藤 厚子 

「土と基礎」優秀賞第２次選考委員会  委員：小西 康人，福島 宏文 

「土と基礎」読者モニター  川口 貴之，山田 秀平，佐野 弘毅 

 
平成 19年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

「土と基礎」編集委員会  委員：佐藤 厚子 

「土と基礎」優秀賞第２次選考委員会  委員：川端 伸一郎，福島 宏文 

「土と基礎」読者モニター  川口 貴之，山田 秀平，佐野 弘毅 

 
平成 20年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

「地盤工学会誌」編集委員会  委員：川村 志麻 

「地盤工学会誌」優秀賞第２次選考委員会  委員：川端 伸一郎，福島 宏文 

「地盤工学会誌」読者モニター  川口 貴之，山田 秀平，佐野 弘毅 

地盤工学ジャーナル編集委員会  委員：石川 達也 

 
平成 21年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

「地盤工学会誌」編集委員会  委員：川村 志麻 

「地盤工学会誌」優秀賞第２次選考委員会  委員：山田 秀平，川口 貴之 

「地盤工学会誌」読者モニター  片岡沙都紀，山田 秀平，佐野 弘毅 
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「論文報告集」編集委員会  委員：石川 達也 

地盤工学ジャーナル編集委員会  委員：石川 達也 

 
平成 22年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

「地盤工学会誌」編集委員会  委員：川村 志麻 

「地盤工学会誌」優秀賞第２次選考委員会  委員：山田 秀平，川口 貴之 

「地盤工学会誌」読者モニター  片岡沙都紀，市川 幸秀，横浜 勝司 

「論文報告集」編集委員会  委員：石川 達也，西村 聡 

地盤工学ジャーナル編集委員会  委員：石川 達也 

 
平成 23年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

「地盤工学会誌」編集委員会  委員：冨澤 幸一 
学生委員：松村 聡 

「地盤工学会誌」優秀賞第２次選考委員会  委員：横浜 勝司，片岡沙都紀 

「地盤工学会誌」読者モニター  市川 幸秀，左近 利明，中村 努 

「Soils and Foundations」編集委員会  委員：石川 達也，西村 聡 

地盤工学ジャーナル編集委員会  委員：石川 達也 

 
平成 24年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

「地盤工学会誌」編集委員会  委員：冨澤 幸一 
学生委員：工藤明日香 

「地盤工学会誌」優秀賞第２次選考委員会  委員：横浜 勝司，片岡沙都紀 

「地盤工学会誌」読者モニター  西村 右敏，左近 利明，中村 努 

 
平成 25年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

「地盤工学会誌」編集委員会  委員：冨澤 幸一 
学生委員：高篠 周平 

「地盤工学会誌」優秀賞第２次選考委員会  委員：中村 大，山木 正彦 

「地盤工学会誌」読者モニター  芳賀 康博，左近 利明，中村 努 

地盤工学ジャーナル編集委員会  委員：西村 聡，荒牧 憲隆 

 
平成 26年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

「地盤工学会誌」編集委員会  委員：西村 聡 
学生委員：福 真治 

「地盤工学会誌」優秀賞第２次選考委員会  委員：中村 大，山木 正彦 

「地盤工学会誌」読者モニター  左近 利秋，所 哲也，山内 智 

「Soils and Foundations」編集委員会  委員：石川 達也 

地盤工学ジャーナル編集委員会  委員：西村 聡，荒牧 憲隆 

 
平成 27年度 
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部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

「地盤工学会誌」編集委員会  委員：西村 聡 
学生委員：齊藤 舜 

「地盤工学会誌」優秀賞第２次選考委員会  委員：海部 友和，所 哲也 

「地盤工学会誌」読者モニター  左近 利秋，所 哲也，山内 智 

「Soils and Foundations」編集委員会  委員：石川 達也，西村 聡，磯部 公一 

地盤工学ジャーナル編集委員会  委員：西村 聡，荒牧 憲隆 

 
(F) 調査・研究部会 

平成 18年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

調査・研究部  理事および調査・研究部長：武田 覚 

最近の CPT テクノロジーとその設計・環境・
防災への適用に関する研究委員会 

 委員：田中 洋行 

基礎構造物の設計に関わる新技術評価に関す
る研究委員 

 委員：冨澤 幸一 

降雨と地震の複合災害に対する斜面崩壊機構
と安定性評価に関する研究委員会 

 委員：川村 志麻 

 
平成 19年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

調査・研究部  理事：武田 覚 

最近の CPT テクノロジーとその設計・環境・
防災への適用に関する研究委員会 

 委員：田中 洋行 

降雨と地震の複合災害に対する斜面崩壊機構
と安定性評価に関する研究委員会 

 委員：川村 志麻 

環境リスク面から捉えた廃棄物の地盤工学的
利用に関する研究委員会 

 委員：龍原 毅 

ジオシンセティックス工学委員会  委員：木幡 行宏 

 
平成 20年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

最近の CPT テクノロジーとその設計・環境・
防災への適用に関する研究委員会 

 委員：田中 洋行 

降雨と地震の複合災害に対する斜面崩壊機構
と安定性評価に関する研究委員会 

 委員：川村 志麻 

地盤環境プロジェクトにおける環境影響評価
技術の高度化と適用に関する研究委員会 

 委員：龍原 毅 

 
平成 21年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

地盤材料試験結果の精度の分析と表記方法に
ついての研究委員会 

 委員：木幡 行宏 

地盤環境プロジェクトにおける環境影響評価
技術の高度化と適用に関する研究委員会 

 委員：龍原 毅 

表層地盤情報データベース連携に関する研究
委員会 

 委員：福島 宏文 

 
平成 22年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

地盤材料試験結果の精度の分析と表記方法に
ついての研究委員会 

 委員：木幡 行宏，山内 昇 

地盤環境プロジェクトにおける環境影響評価
技術の高度化と適用に関する研究委員会 

 委員：龍原 毅 
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表層地盤情報データベース連携に関する研究
委員会 

 委員：福島 宏文 

 
平成 23年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

地盤材料試験結果の精度の分析と表記方法に
ついての研究委員会 

 委員：木幡 行宏，山内 昇 

21 世紀の新しい地盤環境問題についての解決
方策に関する研究委員会 

 委員：龍原 毅，田本 修一 

全国電子地盤図の作成と利用に関する研究委
員会 

 委員：福島 宏文 

浅層盤材改良による宅地の液状化対策研究委
員会 

 委員：西本 聡 

 
平成 24年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

21 世紀の新しい地盤環境問題についての解決
方策に関する研究委員会 

 委員：龍原 毅，田本 修一 

全国電子地盤図の作成と利用に関する研究委
員会 

 委員：福島 宏文 

浅層盤材改良による宅地の液状化対策研究委
員会 

 委員：西本 聡 

低コスト・高精度な地盤調査法に基づく宅地の
液状化被害予測研究委員会 

 林  宏親，田中 洋行 

 
平成 25年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

21 世紀の新しい地盤環境問題についての解決
方策に関する研究委員会 

 委員：龍原 毅，田本 修一 

全国電子地盤図の作成と利用に関する研究委
員会 

 委員：福島 宏文 

低コスト・高精度な地盤調査法に基づく宅地の
液状化被害予測研究委員会 

 林 宏親：田中 洋行 

第 50回地盤工学研究発表会 実行委員会  

委員長：田中 洋行 
副委員長：西本  聡，木幡 行宏 
委員：石川 達也，井上 京，山下 聡，辻 修，小野 丘，
川端伸一郎，黒澤 邦彦，今 日出人，岡田 恭一，天野 博
己，古谷 惠一，岩﨑 信治，峯田 一彦，八鍬 昇，能登 繁
幸 

 
平成 26年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

調査部会  部員（行事委員会 委員）：川端伸一郎 

第 50回地盤工学研究発表会 実行委員会  

委員長：田中 洋行 
副委員長：西本 聡，木幡 行宏 
委員：石川 達也，井上 京，山下 聡，辻 修，小野 丘，
川端伸一郎，黒澤 邦彦，今 日出人，岡田 恭一，天野 博
己，古谷 惠一，岩﨑 信治，峯田 一彦，八鍬 昇，能登 繁
幸 

 
平成 27年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

調査部会  理事：山下 聡 
部員（行事委員会 委員）：川端伸一郎 

第 50回地盤工学研究発表会 実行委員会  

委員長：田中 洋行 
副委員長：西本  聡，木幡 行宏 
委員：石川 達也，井上 京，山下 聡，辻 修，小野 丘，
川端伸一郎，黒澤 邦彦，今 日出人，岡田 恭一，天野 博
己，古谷 惠一，岩﨑 信治，峯田 一彦，八鍬 昇，能登 繁
幸 
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(G) 基準部会 
平成 18年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

基準部会  部員：川崎 了 

室内試験規格・基準委員会  

委員：三浦 清一，木幡 行宏 
委員兼幹事：川崎 了 
WG6グループリーダー：木幡 行宏 
WG6メンバー：中村 努 
WG8グループリーダー：三浦 清一 

地盤調査規格・基準委員会  WG4グループリーダー：田中 洋行 

ISO国内委員会  委員長：木幡 行宏 

ISO/TC182専門委員会  CEN/TC341/WG1，WG2主査：田中 洋行 
幹事：木幡 行宏 

ISO/TC221専門委員会  委員：木幡 行宏 
WG3幹事：中村 努 

盤設計・施工基準委員会  委員およびWG3グループリーダー：山田 浩 

 
平成 19年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

基準部会  部員：川崎 了 

室内試験規格・基準委員会  

委員：三浦 清一，木幡 行宏，石川 達也 
委員兼幹事：川崎 了 
WG1メンバー：川崎 了，小野 丘 
WG4メンバー：山下 聡，川口 貴之，福田 文彦 
WG6グループリーダー：木幡 行宏 
WG6メンバー：中村 努 
WG8グループリーダー：三浦 清一 
WG8幹事：石川 達也 
WG8メンバー：林 宏親，川端伸一郎，松本 和正，八木 一
善 

地盤調査規格・基準委員会  WG4グループリーダー：田中 洋行 

ISO国内委員会  委員長：木幡 行宏 

ISO/TC182専門委員会  

CEN/TC341/WG1，WG2主査：田中 洋行 
幹事：木幡 行宏 
TC182/SCX 担当，地盤設計・施工基準委員会委員および WG3
グループリーダー：山田 浩 

ISO/TC221専門委員会  委員：木幡 行宏 
WG3幹事：中村 努 

 
平成 20年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

基準部会  部員：川崎 了 

室内試験規格・基準委員会  

委員：石川 達也 
委員兼幹事：川崎 了 
WG1メンバー：川崎 了，小野 丘 
WG4メンバー：山下  聡，川口 貴之，福田 文彦 
WG6グループリーダー：木幡 行宏 
WG6メンバー：中村 努 
WG8グループリーダー：三浦 清一 
WG8幹事：石川 達也 
WG8メンバー：林 宏親，川端伸一郎，松本 和正，八木 一
善 
WG9グループリーダー：山下 聡 
WG9メンバー：川口 貴之 
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地盤調査規格・基準委員会  
WG4グループリーダー：田中 洋行 
WG4メンバー：工藤 康雅，林  宏親 
WG11オブサーバー：田中 洋行 

ISO国内委員会  委員長：木幡 行宏 

ISO/TC182専門委員会  

委員長代行：木幡 行宏 
CEN/TC341/WG1，WG2主査：田中 洋行 
TC182/SCX 担当，地盤設計・施工基準委員会委員および WG3
グループリーダー：山田 浩 

ISO/TC221専門委員会  委員：木幡 行宏 
WG3幹事：中村 努 

 
平成 21年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

基準部会  部員：川崎  了 

室内試験規格・基準委員会  

委員：石川 達也 
委員兼幹事：川崎 了 
WG1メンバー：川崎 了，小野 丘 
WG4メンバー：山下 聡，川口 貴之，福田 文彦 
WG6グループリーダー：木幡 行宏 
WG6メンバー：中村 努 
WG8グループリーダー：三浦 清一 
WG8幹事：石川 達也 
WG8メンバー：林 宏親，川端伸一郎，松本 和正，八木 一
善 
WG9グループリーダー：山下 聡 
WG9メンバー：川口 貴之 
WG12メンバー：川崎 了 

地盤調査規格・基準委員会  
WG4グループリーダー：田中 洋行 
WG4メンバー：工藤 康雅，林 宏親 
WG11オブサーバー：田中 洋行 

ISO国内委員会  委員長：木幡 行宏 

ISO/TC182専門委員会  委員長代行：木幡 行宏 
CEN/TC341/WG1，WG2主査：田中 洋行 

ISO/TC221専門委員会  委員：木幡 行宏 
WG3幹事：中村 努 

 
平成 22年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

室内試験規格・基準委員会  

WG1メンバー：川崎 了，小野 丘 
WG4メンバー：山下 聡，川口 貴之，福田 文彦 
WG6グループリーダー：木幡 行宏 
WG6メンバー：中村 努 
WG7グループリーダー：山下 聡 
WG7メンバー：川口 貴之 
WG12メンバー：川崎 了 

地盤調査規格・基準委員会  WG4グループリーダー：田中 洋行 
WG4メンバー：工藤 康雅，林 宏親 

ISO国内委員会  委員：木幡 行宏 

ISO/TC182専門委員会  委員長：木幡 行宏 
CEN/TC341/WG1，WG2主査：田中 洋行 

ISO/TC221専門委員会  委員：木幡 行宏 
WG3幹事：中村 努 

 
平成 23年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

室内試験規格・基準委員会  

WG6グループリーダー：木幡 行宏 
WG6メンバー：中村 努 
WG7グループリーダー：山下 聡 
WG7メンバー：川口 貴之 
WG12メンバー：川崎 了 
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地盤調査規格・基準委員会  WG4グループリーダー：田中 洋行 
WG4メンバー：工藤 康雅，林 宏親 

ISO国内委員会  委員：木幡 行宏 

ISO/TC182専門委員会  委員長：木幡 行宏 
CEN/TC341/WG1，WG2主査：田中 洋行 

ISO/TC221専門委員会  委員：木幡 行宏 
WG3幹事：中村 努 

 
平成 24年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

室内試験規格・基準委員会  

WG6グループリーダー：木幡 行宏 
WG6メンバー：中村 努 
WG7グループリーダー：山下 聡 
WG7メンバー：川口 貴之 
WG12メンバー：川崎 了 

地盤調査規格・基準委員会  WG4グループリーダー：田中 洋行 
WG4メンバー：工藤 康雅，林 宏親 

ISO国内委員会  委員：木幡 行宏 

ISO/TC182専門委員会  委員長：木幡 行宏 
CEN/TC341/WG1，WG2主査：田中 洋行 

ISO/TC221専門委員会  委員：木幡 行宏 
WG3幹事：中村 努 

 
平成 25年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

室内試験規格・基準委員会  

WG6グループリーダー：木幡 行宏 
WG6メンバー：中村 努 
WG7グループリーダー：山下 聡 
WG7メンバー：川口 貴之 
WG12メンバー：川崎 了 

地盤調査規格・基準委員会  WG4グループリーダー：田中 洋行 
WG4メンバー：工藤 康雅，林 宏親 

ISO国内委員会  委員：木幡 行宏 

ISO/TC182専門委員会  委員長：木幡 行宏 
CEN/TC341/WG1，WG2主査：田中 洋行 

ISO/TC221専門委員会  委員：木幡 行宏 
WG3幹事：中村 努 

技能試験実施委員会  委員：山内  昇 

 
平成 26年度 

部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

室内試験規格・基準委員会  

WG6グループリーダー：木幡 行宏 
WG6メンバー：中村 努 
WG7グループリーダー：山下 聡 
WG7メンバー：川口 貴之 
WG12メンバー：川崎 了 

地盤調査規格・基準委員会  WG4グループリーダー：田中 洋行 
WG4メンバー：工藤 康雅，林 宏親 

地盤調査および室内試験基準の英訳化に関す
る実行委員会 

 実施委員：田中 洋行，川崎 了 

ISO国内委員会  委員：木幡 行宏 

ISO/TC182専門委員会  委員長：木幡 行宏 
CEN/TC341/WG1，WG2主査：田中 洋行 

ISO/TC221専門委員会  委員：木幡 行宏 
WG3幹事：中村 努 

技能試験実施委員会  委員：山内 昇 

 
平成 27年度 
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部会・委員会名称 部長・委員長 北海道支部所属委員等 

室内試験規格・基準委員会  
WG4幹事：川口 貴之 
WG6グループリーダー：木幡 行宏 
WG6メンバー：中村 努 

地盤調査規格・基準委員会  WG4メンバー：工藤 康雅，林 宏親 

地盤調査および室内試験基準の英訳化に関す
る実行委員会 

 実施委員：田中 洋行，川崎 了 

ISO国内委員会  委員：木幡 行宏 

ISO/TC182専門委員会  委員長：木幡 行宏 
委員，CEN/TC341/WG1，WG2主査：田中 洋行 

ISO/TC221専門委員会  委員：木幡 行宏 
WG3幹事：中村 努 

技能試験実施委員会  委員：山内 昇 
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13. 特別会員・支部協賛会員 
 

(1) 特別会員 
 

１級 岩田地崎建設㈱ 
２級 ㈱大林組札幌支店 
 鹿島建設㈱北海道支店 
 清水建設㈱北海道支店 
 ㈱ドーコン 
 北海道電力㈱ 
３級 ㈱安藤･間札幌支店 
 岩倉建設㈱ 
 北海道旅客鉄道㈱ 
４級 會澤高圧コンクリート㈱ 
 アースコンサルタント㈱ 
 ㈱アルト技研 
 荒井建設㈱ 
 ㈱イーエス総合研究所 
 伊藤組土建㈱ 
 上山試錐工業㈱ 
 エスエスコンサル㈱ 
 岡本興業㈱ 
 ㈱開発工営社 
 一般社団法人寒地港湾技術研究センター 
 基礎地盤コンサルタンツ㈱北海道支社 
 北日本港湾コンサルタント㈱ 
 ㈱ケイジー技研 
 ㈱構研エンジニアリング 
 札建工業㈱ 
 ㈱サッポロ・エンジニヤーズ 
 ㈲札幌土質試験 
 三和土質基礎㈱ 
 ㈱シー・イー・サービス 
 ジーエムラボ㈱ 
 ㈱ズコーシャ総合科学研究所地質調査室 
 ㈱ソイルラボ北海道 
 ㈱測機社 

 大成建設㈱札幌支店 
 道路工業㈱ 
 トキワ地研㈱ 
 ㈱道北開発試験センター西松建設㈱札幌支店 
 ニチゴ産業㈱日特建設㈱札幌支店 
 ㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道 
 ㈱農土コンサル 
 パシフィックコンサルタンツ㈱北海道支社  
 東日本高速道路㈱北海道支社 
 ㈱平田建設 
 ㈱不動テトラ北海道支店 
 北電総合設計㈱ 
 ㈱北開水工コンサルタント 
 ㈱北海道宇部 
 北海道開発局小樽開発建設部小樽道路事務所 
 北海道開発局帯広開発建設部帯広道路事務所 
 一般社団法人北海道開発技術センター 
 一般財団法人北海道河川財団 
 一般財団法人北海道建設技術センター 
 ㈱北海道ソイルリサーチ 
 北海道土質コンサルタント㈱ 
 北海道土質試験協同組合 
 北海道道路エンジニアリング㈱ 
 北海道大学大学院工学研究院 

地盤物性学研究室 
 北海道大学大学院工学研究院 

地盤環境解析学研究室 
 室蘭工業大学大学院工学研究科 

くらし環境系領域地盤工学研究室 
 明治コンサルタント㈱本店 
 ㈱ユニオン・コンサルタント 
 

 
 

(2) 支部協賛会員 
（50音順） 
あ ㈱アクアジオテクノ 
 荒井建設㈱札幌支店 
 アルスマエヤ㈱ 
 ㈱安藤・間札幌支店 
い ㈱イーエス総合研究所 
 五十嵐建設㈱ 
 伊藤組土建㈱ 
 岩田地崎建設㈱ 
 ㈱岩野建設 
え ＨＲＳ㈱ 

 ㈱エーティック 
お 応用地質㈱北海道支店 
 ㈱大林組札幌支店 
 岡三リビック㈱北海道支店 
 小野田ケミコ㈱ 
か ㈱開発調査研究所 
 川崎地質㈱ 
き 基礎地盤コンサルタンツ㈱北海道支社 
 北日本港湾コンサルタント㈱ 
 ㈱近代設計札幌支店 
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こ ㈱構研エンジニアリング 
 ㈱郡土木コンサルタント 
 五洋建設㈱札幌支店 
し ㈱シーウェイエンジニアリング 
 清水建設㈱北海道支店 
 ㈱ジオテック 
 ㈱シン技術コンサル 
 昭和マテリアル㈱ 
 ㈱ＪＳＰ札幌営業所 
た ㈱ダイイチプラニング 
 大栄土木管理㈱ 
 大起コンサルタント㈱ 
 ダイシン設計㈱ 
 大成建設㈱札幌支店 
 大地コンサルタント㈱ 
 太平洋総合コンサルタント㈱ 
 ㈱ダイヤコンサルタント札幌支店 
 ㈱武田測量設計事務所 
 ㈱竹中土木北海道支店 
 ㈱田中組 
ち 中央開発㈱札幌支店 
と 飛島建設㈱札幌支店 
 ㈱ドーコン 
な 中村建設㈱ 
に 日鉄住金テックスエンジ㈱室蘭支店 
 日本工営㈱札幌支店 

 日本データーサービス㈱ 
は ㈱橋本川島コーポレーション 
 ㈱鼻和組 
 ㈱早水組 
ひ ㈱平田建設 
ふ 不動テトラ㈱北海道支店 
ほ 北王コンサルタント㈱ 
 ㈱北海工営社 
 北海道土質試験協同組合 
 北海道石灰化工㈱ 
 北武コンサルタント㈱ 
 ㈱北開水工コンサルタント 
 ㈱北海道技術コンサルタント 
 北海道土木設計㈱ 
ま 前田工繊㈱ 
 益村測量設計㈱ 
み 水元建設㈱ 
 三菱樹脂インフラテック㈱北海道支店 
 宮坂建設工業㈱ 
む 村井建設㈱ 
や ㈱山田組 
ゆ ㈱ユニオンコンサルタント 
よ ㈱吉本組 
ら ライト工業㈱札幌支店よ ㈱吉本組 
 米田土木㈱ 
ら ライト工業㈱札幌支店 
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14. 支部賞受賞者 
 

◎平成 18年度 
 
(1) 地盤工学会北海道支部賞 
論文名 大型平板載荷試験による直接基礎の寸法効果お

よび極限支持力の評価 
著 者 福島 宏文・西本 聡・冨澤 幸一 
受賞者 福島 宏文 (独)土木研究所寒地土木研究所 
 
(2) 地盤工学会北海道支部賞(学生部門) 
論文名 バイカル湖における表層型メタンハイドレート

賦存地盤の工学的特性 
著 者 片岡沙都紀・山下 聡・南  尚嗣 
受賞者 片岡 沙都紀 

北見工業大学大学院工学研究科 
 
論文名 大型加圧土槽を利用した回転貫入杭の模型実験 
著 者 中沢 楓太・土屋 勉・大杉富美一 

島田 正夫・円谷 司・田島 一人 
受賞者 中沢 楓太 室蘭工業大学大学院工学研究科 
 
論文名 An axisymmetric-to-plain-strain conversion method 

for modeling soft ground improved by 
vacuum-surcharge preloading 

著 者 Tuan Anh TRAN・三田地利之 
受賞者 Tuan Anh TRAN 北海道大学大学院工学研究科 
 
◎平成 19年度 
 
論文名 覆土による重金属汚染対策に関する現場実験

(その 2) 
著 者 田本 修一・伊東 佳彦・岡崎 健治 

五十嵐 敏文 
受賞者 田本 修一 (独)土木研究所寒地土木研究所 
 
論文名 複雑な形状を呈する堤体基礎地盤掘削への情報

化施工システムの採用 
～京極発電所上部調整池工事～ 

著 者 村木 俊介・田中 則和・赤津 林太郎 
受賞者 村木 俊介 鹿島建設(株) 
 
(2) 地盤工学会北海道支部賞(学生部門) 
論文名 粒状体の動的変形特性に及ぼす凍結融解履歴の

影響 
著 者 山木 正彦・三浦 清一 
受賞者 山木正彦 北海道大学大学院工学研究科 
 
論文名 凍結・融解履歴を有する火山灰質土斜面の降雨

時力学挙動とその評価 
著 者 井野 寿人・川村 志麻・三浦 清一 

石川 達也 
受賞者 井野寿人 窒蘭工業大学大学院工学研究科 
 
論文名 せん断弾性波速度および残留有効応力による試

料の品質評価（第 3報） 
著 者 西田 浩太・田中 洋行・小原 隆志 

三田地 利之 
受賞者 西田 浩太 北海道大学大学院工学研究科 
 
◎平成 20年度 
 
(1) 地盤工学会北海道支部賞 
論文名 各種構成則および解析手法による泥炭地盤の変

形解析精度の検証 
著 者 山添 誠隆・三田地利之・林 宏親 
受賞者 山添誠隆 (株)シーウェイエンジニアリング 
 
論文名 泥炭の安定処理による堤防盛土への利用に関す

る実験的検討 
著 者 高橋 秀彰・松田 圭大・藤田 友幸 
受賞者 高橋秀彰 （株）ドーコン 
 
(2) 地盤工学会北海道支部賞(学生部門) 
論文名 波浪による斜面内ノッチの進行が斜面崩壊に及

ぼす影響とその評価 
著 者 栗林 正樹・川村 志麻・三浦 清一 
受賞者 栗林 正樹 室蘭工業大学大学院 
 
論文名 気泡混合処理土のせん断弾性係数に関する基礎

的研究 
著 者 蒲生 夏希・川口 貴之・田中 政典 
受賞者 蒲生 夏希 函館工業高等専門学校専攻科 
 
論文名 地形変遷と地盤性状－北見市域での事例一 
著 者 伊深 憲利・伊藤 陽司 
受賞者 伊深 憲利 北見工業大学大学院 
 
◎平成 21年度 
 
(1) 地盤工学会北海道支部賞 
論文名 等方硬化則の再評価 
著 者 福田 文彦 
受賞者 福田 文彦 北海道大学大学院 
 
論文名 異なる養生温度条件下でのセメント改良泥炭の

強度発現傾向 
著 者 橋本 聖・西本 聡・林 宏親 
受賞者 橋本 聖 (独)土木研究所寒地土木研究所 
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(2) 地盤工学会北海道支部賞(学生部門) 
論文名 堆積構造異方性砂地盤の簡易支持力評価法の提

案 
著 者 岩田雄太郎・川村 志麻・阿部 和弘 

三浦 清一・横浜 勝司・瀧本 聖吾 
受賞者 岩田雄太郎 室蘭工業大学大学院 
 
論文名 Engineering Properties of Japanese Soft Clay Under 

Low Consolidation Pressure 
著 者 Seng Sochan・田中 洋行 
受賞者 Seng Sochan 北海道大学大学院 
 
◎平成 22年度 
 
(1) 地盤工学会北海道支部賞 
論文名 岩石の凍上圧に関する基礎的研究 

－凍上発生位置の強度依存性－ 
著 者 中村 大・後藤 隆司・伊藤 陽司 

山下 聡・鈴木 輝之 
受賞者 中村 大 北見工業大学 
 
論文名 自然由来による重金属等（ヒ素）汚染盛土の処

理工法と溶出特性に関わる短期現場試験 
著 者 植松えり子・小口 智久・松本 勲・常松 哲 
受賞者 植松えり子 (株)イーエス総合研究所 
 
論文名 雪堆積場としての適用性に関する火山灰地盤の

透水性評価 
著 者 宮浦 征宏・中田 隆文・木村 充宏 

横浜 勝司 
受賞者 宮浦 征宏 宮浦興業(株) 

中田 隆文 上山試錐工業(株) 
 
(2) 地盤工学会北海道支部賞(学生部門) 
論文名 凍結融解履歴を有する破砕性火山灰質土斜面の

崩壊機構に関する模型実験 
著 者 奥田 健太・川村 志麻・三浦 清一 

芦原 真志 
受賞者 奥田 健太 室蘭工業大学大学院 
 
論文名 Dependency of shear behavior of base coarse 

materials on moisture content evaluation by 
multi-ring shear testing 

著 者 Inam Aasim・石川 達也・三浦 清一 
瀬川 宙郷 

受賞者 Inam Aasim 北海道大学大学院 
 
◎平成 23年度 
 
(1)地盤工学会北海道支部賞 
論文名 地震動波形および継続時間が泥炭地盤上の盛土

被害に及ぼす影響 
著 者 梶取 真一・西本 聡・林 宏親・橋本 聖 
受賞者 梶取 真一 (独)土木研究所寒地土木研究所 
 
論文名 形状の異なるジオグリッドの引抜き抵抗メカニ

ズム 
著 者 中村 努・遠藤 貴将・所 哲也 
受賞者 中村 努 苫小牧工業高等専門学校 
 
(2) 地盤工学会北海道支部賞(学生部門) 
論文名 締固め度管理された盛土の耐震性能評価に関す

る研究 
著 者 松村 聡・三浦 清一・横浜 勝司 

高田 諒平 
受賞者 松村 聡 北海道大学大学院 
 
論文名 火山灰質粗粒土によって構築した実大盛土斜面

の力学挙動計測 
著 者 工藤明日香・三浦 清一・川村 志麻 

横浜 勝司・松村  聡・海谷 宣弘 
受賞者 工藤明日香 北海道大学 
 
論文名 繊維材混合流動化処理土の強度・変形特性に及

ぼす時間依存性に関する検討 
著 者 小山 雄大・木幡 行宏・大村 知史 
受賞者 小山 雄大 室蘭工業大学大学院 
 
◎平成 24年度 
 
(1) 地盤工学会北海道支部賞 
論文名 光ファイバセンサによるアスファルト被覆斜面

のモニタリングに関する研究 
著 者 五十嵐由一・今井道男・三浦悟 
受賞者 五十嵐由一 北海道電力(株)総合研究所 
 
(2) 地盤工学会北海道支部賞(学生部門) 
論文名 積雪寒冷地にある実斜面の動態観測と安定性評

価 
著 者 海谷 宣弘・川村 志麻・三浦 清一 
受賞者 海谷 宣弘 室蘭工業大学 
 
論文名 締固め条件の違いが火山灰質土斜面の崩壊現象

に及ぼす影響 
著 者 佐藤 要太・川村 志麻・三浦 清一 
受賞者 佐藤 要太 室蘭工業大学 
 
論文名 粘性土における残留有効応力の減少による力学

的特性の変化 
著 者 薮 大輔・田中 洋行 
受賞者 薮  大輔 北海道大学 
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◎平成 25年度 
 
(1) 地盤工学会北海道支部賞 
論文名 渡島・日高・留萌地域の土砂災害箇所における

降雨パターンと地形・土質特性 
著 者 小林 修司・金 秀俊・木幡 行宏 

田近 淳 ・田中 洋行・三木田正則 
受賞者 小林修司 (株)ドーコン 
 
論文名 道央自動車道 虻田地区の変状を繰り返す切土

のり面対策の報告 
著 者 小山 良生 
受賞者 小山 良生 東日本高速道路(株)北海道支社 
 
(2) 地盤工学会北海道支部賞(学生部門) 
論文名 高有機質固化処理土の剛性とその非線形性およ

び応力依存性 
著 者 杉山 洋平・西村 聡 
受賞者 杉山 洋平 北海道大学 
 
論文名 地震動及び降雨履歴を受けた火山灰質土斜面の

力学挙動に関する模型実験 
著 者 山田 亮一・川村 志麻・三浦 清一 

佐藤 要太 
受賞者 山田 亮一 室蘭工業大学 
 
論文名 凍結融解履歴の有無による締固めた細粒土の一

面せん断挙動の違い 
著 者 佐々木 貴・川口 貴之・中村 大 

山下 聡 
受賞者 佐々木 貴 北見工業大学 
 
論文名 市街地に埋設された水道管周辺の温度と土中土

圧の季節変動 
著 者 鈴木信太朗・川口 貴之・中村 大 

畑中 将志・山下 聡 
受賞者 鈴木信太朗 北見工業大学 
 
◎平成 26年度 
 
(1) 地盤工学会北海道支部賞 
論文名 降雨浸透と盛土・基礎地盤圧縮に起因する堤体

内水位変動の予測 
著 者 西村 聡 
受賞者 西村 聡 北海道大学大学院 
 
論文名 杭頭周囲に柱状地盤改良を併用した回転貫入杭

の水平抵抗 
－原位置載荷試験と数値解析による検討－ 

著 者 永井 宏・土屋 勉・池田 篤則 
佐藤 雄太 

受賞者 永井 宏 室蘭工業大学大学院 
 
論文名 9.11支笏豪雨災害における土石流の発生実態 
著 者 宮田 善郁・山 真典・倉橋 稔幸 

坂 憲浩 
受賞者 宮田 善郁 (株)ドーコン 
 
(2) 地盤工学会北海道支部賞(学生部門) 
論文名 粘性土のセメンテーションの発達に対する養生

中状態変化の影響 
著 者 阿部 昂祐・西村 聡・杉淵 玄 
受賞者 阿部 昴祐 北海道大学 
 
論文名 軟弱自然粘土の非排水強度異方性測定とその影

響因子 
著 者 福富 悠太・西村 聡 
受賞者 福富 悠太 北海道大学 
 
論文名 応力変形・熱伝導・浸透連成解析による地盤―

構造物の凍上挙動予測 
著 者 木次谷一平・石川 達也・所 哲也 

里   優 
受賞者 木次谷一平 北海道大学 
 
論文名 土木資材に対する水酸化鉄の付着メカニズムに

関する検討 
著 者 畑中 将志・石垣 幸整・三上 登 

川口 貴之・中村 大・川尻 峻三 
山下 聡・田中 泰夫・鈴木 和成 

受賞者 畑中 将志 北見工業大学 
 
◎平成 27年度 
 
(1) 地盤工学会北海道支部賞 
論文名 泥炭地盤上盛土の地震時液状化とその対策に関

する検討 
著 者 山木 正彦・林 憲裕・林 宏親 

橋本 聖 
受賞者 山木正彦 (国研)土木研究所寒地土木研究所 
 
論文名 放水路蓋渠工事における斜め土留め工法の適用

事例 
－石狩湾新港発電所１号機新設工事のうち土木

本工事(第２工区)工事報告－ 
著 者 齋藤 寿秋・樋口 浩之・岡崎 久典 

田口 伸吾 
受賞者 岡崎 久典 (株)大林組 
 
(2) 地盤工学会北海道支部賞(学生部門) 
論文名 細粒分含有率を変化させた地盤材料の締固め及

び力学特性に関する基礎的検討 
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著 者 三鍋 佑季・梶山 夢人・川尻 峻三 
川口 貴之・中村 大・山下 聡 

受賞者 三鍋 佑季 北見工業大学 
 
論文名 Isotache 則を用いた泥炭地盤表層における長期

沈下解析 
著 者 三木 拓也・山添 誠隆・西村 聡 
受賞者 三木 拓也 北海道大学 
 
論文名 締固め条件の違いが火山灰質盛土の耐波性能に

及ぼす影響 
著 者 古舘 聖斗・川村 志麻・土田 雄貴 
受賞者 古舘 聖斗 室蘭工業大学 

 
論文名 不飽和鉄道バラストの強度変形特性に及ぼす細

粒分の影響評価 
著 者 福 真治・石川 達也・松谷 真吾 

中村 貴久・桃谷 尚嗣 
受賞者 福 真治 北海道大学 
 
論文名 大型振動台模型実験を用いた杭基礎一体型鋼管

集成橋脚構造の地震時応答特性に関する考察 
著 者 赤塚大二郎・磯部 公一・木村 亮 

澤村 康生・杉山 裕樹・曽我 恭匡 
篠原 聖二 

受賞者 赤塚大二郎 北海道大学 
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15. 技術報告集掲載論文一覧 
 

平成 18年度技術報告会（技術報告集第 47号） 
平成 19年 2月 1～2日 

於：室蘭工業大学大学会館多目的ホール， 参加者 216名 
 
特別講演 

土質力学の父 テルツアーギの素顔 
赤木俊允（東洋大学名誉教授） 

1. パイルドラフトを併用した構造物基礎の支持機構

検討 
寒地土木研究所 ○冨澤 幸一 
北大院工学研究科 三浦 清一 
㈱開発工営社 青地 知也 

2. 大型加圧土槽を利用した回転貫入杭の模型実験 
室工大院 ○中沢 楓太 
室工大工学部 土屋 勉 
室工大院 大杉 富美一 
室工大工学部 島田 正夫 
  円谷  司 
 田島 一人 

3. 大型平板載荷試験による直接基礎の寸法効果およ

び極限支持力の評価 
寒地土木研究所 ○福島 宏文 
 西本  聡 
 冨澤 幸一 

4. 大口径深礎杭の現地計測に基づく周面摩擦力の評

価 
寒地土木研究所 ○角田 富士夫 
 西本 聡 
 富澤 幸一 
 福島 宏文 

5. 泥炭地盤の透水特性に関する検討 
寒地土木研究所 ○林 宏親 
北大院工学研究科 三田地 利之 
寒地土木研究所 西本 聡 

6. 泥炭及び有機質粘土のダイレイタンシー特性に関

する一考察 
北大院工学研究科 ○岡 尚志 
（株）シーウェイエンジニアリング 
 山添 誠隆 
北大院工学研究科 三田地 利之 

7. CRSによる泥炭のひずみ速度依存性 
北大院工学研究科 ○堤 彩人 
 田中 洋行 

8. 有限変形理論に基づく泥炭地盤の変形挙動解析 
（株）シーウェイエンジニアリング 
 ○山添 誠隆 
北大院工学研究科 三田地 利之 

9. 真空圧密工法による泥炭地盤の変形挙動 
（株）ドーコン ○高橋 秀彰 

 藤田 友幸 
寒地土木研究所 林 宏親 

10. プレローデング工法と真空圧密工法の沈下抑制効
果に関する実験的検討 

北大院工学研究科 ○森木 翼 
 福田 文彦 
 田中 洋行 
寒地土木研究所 林 宏親 

11. An axisymmetric-to-plane-strain conversion method 
for modeling soft ground improved by 
vacuum-surcharge preloading 

北大院工学院 ○Tuan Anh  
 TRAN 
 三田地 利之 

12. 泥炭地盤におけるフローティング式低改良率深層
混合処理の改良効果 

寒地土木研究所 ○城戸 優一郎 
 西本 聡 
 林 宏親 
 橋本 聖 

13. トレンチャ一式撹枠工法で施工された改良地盤に
関する評価 

寒地土木研究所 ○橋本 聖 
 西本 聡 
 林 宏親 

14. ぜい弱岩の盛土品質管理手法の検討 
東日本高速道路（株） 豊田 邦男 
 西岡 恵治 
札幌道路エンジニア（株） 
 ○山内 智 

15. ベントナイト緩衝材の浸水時における膨張・圧縮挙
動 

北大院工学研究科 ○浅野 純 
 田中 洋行 
 三田地 利之 

16. 十勝沖地震による火山灰地盤の液状化とその地形
的要因 

（株）地崎工業 ○八木 一善 
北大院工学研究科 三浦 清一 

17. 複合地盤の液状化性状（第 1報） 
苫小牧高専 吉澤 耿介 
苫小牧高専専攻科 ○竹腰 史章 
苫小牧高専 中村 努 

18. 液状化地盤に対する上載構造物の影響に関する基
礎的実験 
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苫小牧高専 澤田 知之 
苫小牧高専専攻科 ○小林 靖明 
苫小牧高専 吉津 耿介 
 近藤 崇 

19. せん断弾性波速度および残留有効応力による試料
の品質評価（第 2報） 

北大工学部 ○小原 隆志 
北大院工学研究科 西田 浩太 
 田中 洋行 
東亜建設工業（株） 深沢 健 
  中村 明教 
北大院工学研究科 三田地 利之 

20. 繰り返し一面せん断試験に基づく強度パラメータ
に及ぼす諸要因の検討 

北大院工学研究科 ○梅谷 晋平 
（株）ドーコン 高橋 秀彰 
北大院工学研究科 三田地 利之 

21. 凍結融解履歴が破砕牲火山灰土の液状化強度に及
ぼす影響 

北大院工学研究科 ○所 哲也 
 山木 正彦 
 三浦 清一 
北大工学部 高木 歩維 

22. 凍結融解履歴が破砕性火山灰土の動的変形特性に
及ぼす影響 

北大院工学研究科 ○山木 正彦 
 三浦 清一 
 所 哲也 

23. 江別市美原の原位置試験およひ室内試験結果 
北大院工学研究科 ○西田 浩太 
 田中 洋行 
寒地土木研究所 林 宏親 
東亜建設工業（株） 深沢 健 
 中村 明教 
北大院工学研究科 三田地 利之 
北大工学部 小原 降志 

24. 有機物を含む土層への新しい原位置試験の適用に
ついて 

（株）ダイヤコンサルタント 
 ○高坂 敏明 
 佐藤 春夫 
 江副 智成 
 近藤 桂二 

25. 礫の繰り返し変形特性に及ぼす粒径及び主応力回
転の影響 

北大院工学研究科 ○福津 圭基 
 石川 達也 
 三浦 清一 
鉄道総合研究所 関根 悦夫 

26. 繰返し載荷による支持地盤の力学特性の変化を考
慮した防波堤・地盤系の変形解析 

北大院工学研究科 ○呉 哲浩 
 三浦 清一 
 横濱 勝司 

27. 遠心場における降雨再現実験での間隙水圧の挙動 
北大院工学研究科 ○笠間 太樹 
 金子 広明 
 田中 洋行 
 工藤 豊 

28. 降雨による火山灰質土斜面の崩壊機構とその影響
因子 

室工大工学部 川村 志麻 
室工大院 ○井野 寿人 
室工大工学部 木幡 行宏 

29. 3種類の自然堆積粘土における弾性系数の異方性に
ついて 

函館高専 ○川口 貴之 
函館高専専攻科 川村 龍平 
 高木 康輔 

30. 粘性土の遠心場における分散係数測定方法に関す
る研究 

北大院工学研究科 三田地 利之 
産業安全研究所 ○Surendra 
 Bahadur  
 Tamrakar 
岩手大工学部 大河原 正文 
北大院工学研究科 工藤 豊 
 笠間 大樹 
北大工学部 金子 広明 
岩手大院 川崎 正洋 

31. 原子間力顕微鏡による異なる温度条件下での高純
度粘土の摩擦力・粘性係数測定 

岩手大院 ○久常 雄大 
岩手大工学部 大河原 正文 
北大院工学研究科 三田地 利之 

32. 残留状態せん断面のその場観察/分析用「小型せん
断ユニット」の開発 

岩手大工学部 大河原 正文 
岩手対完 ○九千房 修司 
北大院工学研究科 三田地 利之 

33. 北海道における切土法面被害の形態について 
寒地土木研究所 ○泉澤 大樹 
 西本 聡 

34. 芝生保護法面の凍結・融解過程における挙動と凍上
被害対策 

北見工大院 ○楊 明宇 
北見工大工学部 芮 大虎 
シー・エス・プランニング 
 上野 邦行 
北見工大工学部 鈴木 輝之 
 山下 聡 

35. 寒冷地における凍結・凍上による斜面の問題事例 
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日特建設（株） ○平田 文 
 秋元 康男 
 山崎 裕幸 

36. 凍結を利用した不良土の改良 
寒地土木研究所 ○佐藤 厚子 
 西本 聡 
北見工大工学部 小倉 憲之 
 鈴木 輝之 

37. ジオテキスタイルフィルターの垂直方向通水性能
に及ぼす目詰まりの影響 

室工大院 ○佐藤 織絵 
室工大工学部 木幡 行宏 
室工大院 島谷 文卓 
三井化学産資（株） 弘中 淳一 
 平井 貴雄 

38. 連続繊維補強土の品質管理に関する研究 
北見工大工学部 ○堀 智仁 
 山下 聡 
日特建設（株） 山田 浩 
 三上 登 
北見工大工学部 鈴木 輝之 

39. セメント安定処理土のせん断波速度に関する研究 
北大院工学研究科 ○小林 慎之介 
 田中 洋行 
北大工学部 高瀬 匡人 

40. 土槽境界面の剛性が引抜き試験結果に及ぼす影響
について 

苦小牧高専 中村 努 
苫小牧高専専攻科 ○桑島 知香 
苫小牧高専 吉津 耿介 

41. 微生物活性化材による地盤改良の設計法（第 1報） 
苫小牧高専 吉津 耿介 
苫小牧高専専攻科 ○長谷川 沙織 
苫小牧高専 中村 努 

42. 覆土による重金属汚染対策に関する現場実験 
寒地土木研究所 ○田本 修一 
 伊東 佳彦 
 日下部 祐基 
北大院工学研科 五十嵐 敏文 
 渡邊 歩 
北海道開発局 青木 卓也 

43. 重金属汚染土の合理的不溶化処理と力学特性 
北大院工学研究科 ○横浜 勝司 
（株）協和環境サービス 
 白山 興道 
北大院工学研究科 中野 文裕 
（株）協和環境サービス 
 渡邊 雅直 
北大院工学研究科 三浦 清一 

44. パイカパ湖における表層型メタンハイドレート賦
存地盤の工学的特性 

北見工大院 ○片岡 沙都紀 
北見工大工学部 山下 聡 
 南 尚嗣 
清水建設（株） 西尾 伸也 
 安部 透 
応用地質（株） 横山 幸也 
山口大学工学部 兵動 正幸 
Limnological Institute, SB RAS 
 Mikhail  

 
 

平成 19年度技術報告会（技術報告集第 48号） 
平成 20年 2月 4～5日 

於：（独）土木研究所 寒地土木研究所， 参加者 146名 
 
1. 連続繊維補強土の植生基盤としての適用性と施工

事例 
日特建設（株） ○堀江 直樹 
  山田 浩 

2. 繊維質材混合流動化処理土のダイレイタンシー特

性 
室工大院 ○市川 昌嗣 
 木幡 行宏 
 大久保 達郎 

3. 安定処理土の養生条件が発現強度に与える影響に

ついて 
寒地土木研究所 ○佐藤 厚子 
 西本 聡 
 鈴木 輝之 

4. 安定処理による河床土の工学的性質 

嶺南理工大学 ○金 學三 
 金 鎭萬 
 權 教根 
 催 鳳爀 
 李 大滎 

5. バイオグラウトにおける炭酸カルシウムの析出に

及ぼす温度の影響 
北大院工学研究科 ○川﨑 了 
 小潟 暁 
 広吉 直樹 
 恒川 昌美 
 金子 勝比古 
 寺島 麗 

6. セメント安定処理土の養生初期におけるせん断波

速度 
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北大院工学研究科 ○小林 慎之介 
 田中 洋行 

7. セメント改良した泥炭における養生温度が改良強

度へ与える影響 
寒地土木研究所 ○城戸 優一郎 
 西本 聡 
 林 宏親 
 橋本 聖 

8. ぜい弱岩の盛土品質管理手法の検討（その２） 
（株）ネクスコ・エンジニアリング北

海道 豊田 邦男 
 月本 国春 
 ○山内 智 

9. 盛土厚層化による施工の合理化に向けた検討 
寒地土木研究所 ○安達 隆征 
 西本 聡 
 佐藤 厚子 

10. 十勝川下流における高水敷地盤調査と盛土材への
流用検討 

（株）開発工営社 ○西村 右敏 
 大熊 浩明 
  林田 寿文 
 飯尾 直人 
 伊藤 秀一 
 金井 克尚 

11. 幌向川築堤外工事における粒度調整による盛土施
工事例報告 

北土建設（株） ○村松 義広 
 今井 寛 
 西村 右敏 
 川辺 和則 

12. 泥炭地盤での真空圧密工法における気密保持層の
設定方法 

（株）ドーコン ○高橋 秀彰 
 吉川 雅史 
 川鍋 修 

13. 真空圧密工法によって生じる泥炭地盤の過圧密比
の程度と残留沈下量の関係について 

北大院工学研究科 ○廣瀬 敦 
 福田 文彦 
 林 宏親 
 田中 洋行 

14. 凍結・凍上、融解による斜面崩壊と対策工の考え方 
日特建設（株） 高瀬 一隆 
 安藤 彰 
 松田 智弘 
 ○平田 文 
 山崎 裕幸 

15. 遠心模型実験装置を用いた二層地盤における降雨
再現実験 

北大院工学研究科 ○金子 広明 

 田中 洋行 
 工藤 豊 
 伊勢 大亮 

16. 凍結・融解履歴を有する火山灰質土斜面の降雨時力
学挙動とその評価 

室工大院 ○井野 寿人 
 川村 志麻 
 三浦 清一 
 石川 達也 

17. 北海道の高速道路におけるボックスカルバート側
壁部凍上対策 

東日本高速道路（株） ○豊田 邦男 
 月本 国春 
 山内 智 

18. XPSを用いた断熱工法の長期的性能 
ダウ化工（株） ○平川 秀樹 
 横地 省一 
 土門 謙治 
 小野 丘 

19. 粒状体の動的変形特性に及ぼす凍結融解履歴の影
響 

北大院工学研究科 ○山木 正彦 
 三浦 清一 

20. バイカル湖表層堆積土を用いたメタンハイドレー
ト賦存地盤の力学特性の評価 

北見工大院 ○片岡 沙都紀 
 山下 聡 
 西尾 伸也 
 八久保 晶弘 
 小西 裕樹 
 鈴木 輝之 

21. 網走湖底質の土質工学的研究 
北見工大院 ○林 真之 
 佐藤 厚子 
 鈴木 輝之 
 山下 聡 
 平田 広昭 

22. 札幌市の上部地盤の土層区分と工学的特徴につい
て 

北海道土質コンサルタント（株） 
 ○松本 和正 
 遠藤 秀博 
 細川 順治 
 小島 一宏 
 植木 基晴 

23. 複雑な形状を呈する堤体基礎地盤掘削への情報化
施工システムの採用～京極発電所上部調整池工事

～ 
鹿島建設（株） ○村木 俊介 
 田中 則和 
 赤澤 林太郎 
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24. 覆土による重金属汚染対策に関する現場実験（その
２） 

寒地土木研究所 ○田本 修一 
 伊東 佳彦 
 岡﨑 健治 

25. 重金属汚染土の不溶化と処理土の物理・力学特性 
北大院工学研究科 ○中野 文裕 
 横浜 勝司 
 片桐 浩一 
 渡邊 雅直 
 三浦 清一 

26. 平成 19年（2007年）新潟県中越沖地震災害調査の
全体概要 

北大院工学研究科 ○三浦 清一 
27. 平成 19年（2007年）新潟県中越沖地震の強震記録

について 
（株）構研エンジニアリング 
 ○京田 英宏 
 安藤 勧 
 後藤 幸雄 
 三浦 清一 

28. 2007年新潟県中越沖地震 被災地の地質概要 
（株）開発工営社 ○安藤 勧 

29. 2007年新潟県中越沖地震における斜面崩壊の特徴 
寒地土木研究所 ○西本 聡 
 川村 志麻 
 三浦 清一 

30. 2007 年新潟中越沖地震による橋梁等の被災につい
て 

寒地土木研究所 ○岡田 慎哉 
 京田 英宏 
 江刺 亨 
 三浦 清一 

31. 2007 年新潟県中越沖地震における住宅・ライフラ
イン被害概要および噴砂の特徴 

北大院工学研究科 ○横浜 勝司 
 高橋 秀彰 
 後藤 幸雄 
 江刺 亨 
 川村 志麻 

32. 中越地震・能登半島地震・中越沖地震被害と地形地
質との関係 

基礎地盤コンサルタンツ（株） 
 ○斎藤 和夫 
 森本 巌 

33. トレンチャー式撹拌工法で施工された地盤の強度
特性とその管理方法について 

寒地土木研究所 ○橋本 聖 
 西本 聡 
 林 宏親 

34. 礫質土のサンプリング事例 

基礎地盤コンサルタンツ（株） 
 ○小海 尚文 
 酒井 運男 
 湯川 浩則 
 斉藤 和夫 

35. 原位置および室内試験を用いた盛土荷重による強
度増加の測定 

北大院工学研究科 ○小原 隆志 
 平林 弘 
 三枝 弘幸 
 田中 洋行 
 西田 浩太 

36. せん断弾性波速度および残留有効応力による試料
の品質評価（第 3報） 

北大院工学研究科 ○西田 浩太 
 田中 洋行 
 小原 隆志 
 三田地 利之 

37. ボーリング掘削方法が、調査・試験結果に与える影
響について 

北海道土質コンサルタント（株） 
 池田 晃一 
 ○工藤 康雅 

38. 河川地盤調査における三成分コーン貫入試験の適
用事例 

（株）開発工営社 ○大熊 浩明 
 西村 右敏 
 山内 一則 
 天羽 淳 
 古溝 幸永 

39. 火山灰地盤の透水係数評価とその工学的利用 
宮浦興業（株） ○宮浦 征宏 
 中田 隆文 
 横浜 勝司 

40. 移動荷重作用下の粒状路盤の力学挙動とその評価 
北大院工学研究科 ○細田 充 
 石川 達也 
 三浦 清一 

41. 単粒度砕石の変形特性に及ぼすひずみ速度の影響 
室工大院 ○武田 吉史 
 木幡 行宏 

42. 小型 FWDによる礫質土の K値に関する検討 
室工大院 ○更谷 聡彦 
 木幡 行宏 
 堀 直隆 

43. 二次元 FEM熱伝導解析の道路構造物への適用 
（株）ドーコン ○林 啓二 
 鈴木 輝之 
 豊田 邦男 
 萬 隆 

44. 泥炭地盤の変形挙動解析に用いる土質パラメータ
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の決定法 
寒地土木研究所 ○林 宏親 
 三田地 利之 
 西本 聡 

45. 十勝沖地震後に発生した軟弱地盤上の道路盛土変
状原因、及び対策工の検討事例 

（株）構研エンジニアリング 
 及川 利徳 
 ○菅原 正則 

46. 直接基礎の原位置試験に関する一考察 
寒地土木研究所 ○福島 宏文 
 西本 聡 
 冨澤 幸一 

47. 波浪場にある異方性砂地盤の力学特性とその解析 
（株）不動テトラ ○瀧本 聖吾 
 川村 志麻 
 三浦 清一 
 横浜 勝司 

48. 地震時におけるマンホールの浮き上がりに関する
一考察 

（株）ドーコン ○小林 智穂 
 峯田 一彦 

49. 供試体の初期状態が CRS 試験から得られる圧密挙
動に与える影響 

北大工学部 ○北田 薫美 
 田中 洋行 
 堤 彩人 

50. ひずみ速度依存性が泥炭の圧密特性に及ぼす影響 
北大院工学研究科 ○堤 彩人 
 田中 洋行 
 川口 貴之 
 北田 薫美 

51. 重力場／遠心力場における粘性土の分散係数Ｄの
応力依存性 

北大工学部 三田地 利之 
 大河原 正文 
 S.B.Tamrakar 
 ○岡崎 孝輔 
 佐々木 智弘 

52. 仮設鋼杭の衝撃載荷試験による支持力評価 
寒地土木研究所 ○冨澤 幸一 
 西本 聡 
 三浦 清一 

53.非線形 Chang 式による多段切梁式山留め構造用低自
由度シミュレーターの開発 

防災科学技術研究所 ○井根 達比古 
 梶原 浩一 

54. 大口径深礎杭の急速施工と今後の展望 
（株）大林組 ○芳賀 康博 

55. 吹付けコンクリート土留め工による深礎杭の周面
抵抗力の評価 

寒地土木研究所 ○角田 富士夫 
 西本 聡 
 冨澤 幸一 
 福島 宏文 

56. 粘土の残留状態における強度パラメータ(ｃr,φｒ）
のメカニズムに関する研究 

岩手大工学部 ○大河原 正文 
 三田地 利之 
 倉谷 昌臣 
 太田 征志 
 S.B.Tamrakar 

57. 原子間力顕微鏡による異なる温度湿度条件下での
高純度粘土の摩擦力･粘性係数 

岩手大院 ○久常 雄大 
 大河原 正文 
 三田地 利之 

               S.B.Tamrakar
 
 

平成 20年度技術報告会（技術報告集第 49号） 
平成 21年 1月 29～30日 

於：北見工業大学 多目的講義室（総合研究棟 2F）， 参加者 131名 
 
1. 遠心模型による岩盤崩落実験の切欠き面形状の影

響について検討 
寒地土木研究所 ○日下部 祐基 
豊橋技術科学大学 三浦 均也 
寒地土木研究所 伊東 佳彦 
 石川 博之 
 表 真也 

2. 知床半島における地盤災害 
北見工業大学大学院 ○垣野 泰斗 
北見工業大学工学部 伊藤 陽司 

3. 地形変遷と地盤性状―北見市域での事例― 

北見工業大学大学院 ○伊深 憲利 
北見工業大学工学部  伊藤 陽司 

4. 遠心模型実験装置を用いた降雨時における砂層地

盤の斜面安定 
北海道大学大学院 ○金子 広明 
 田中 洋行 
  工藤 豊 
北海道大学工学部 久保田 勇貴 

5. 波浪による斜面内ノッチの進行が斜面崩壊に及ぼ

す影響とその評価 
室蘭工業大学大学院 ○栗林 正樹 
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室蘭工業大学工学部 川村 志麻 
北海道大学大学院 三浦 清一 

6. 振動台実験によるマンホールの浮上抑制対策の検

討 
北見工業大学大学院 ○横山 亘 
北見工業大学工学部  山下 聡 
  鈴木 輝之 

7. 地震時におけるマンホールの浮き上がりに関する

一考察その２ 
㈱ドーコン ○小林 智穂 

  峯田 一彦 
8. 旭川大成地区の厚層化盛土の沈下追跡調査評価検

証 
東日本高速道路㈱ ○水野 津与志 
㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道 
 山内 智 

9. 標準的な転圧機械を用いた粗粒土による盛土厚層

化の提案 
寒地土木研究所 ○安達 隆征 

 西本 聡 
 佐藤 厚子 
10. 泥炭地盤における拡幅盛土の安定・沈下対策 

寒地土木研究所 ○橋本 聖 
 西本 聡 
 林 宏親 

11. 軟弱地盤における中圧噴射併用機械撹拌工法の適
用 

岩田地崎建設㈱ 石井 康則 
 ○八木 一善 

  山形 尚治 
 梅谷 敏史 

12. 各種構成則および解析手法による泥炭地盤の変形
解析精度の検証 

㈱シーウェイエンジニアリング 
 ○山添 誠隆 
日本大学生産工学部  三田地 利之 
寒地土木研究所 林 宏親 

13. 真空圧密工法における間隙水圧挙動に関する検討
（その３） 

㈱ダイヤコンサルタント  
 ○高坂 敏明 

 五十嵐 勝 
 山田 満秀 
 佐藤 春夫 

14. 真空圧密工法によって生じる過圧密比の程度と残
留沈下量の関係について 

北海道大学大学院 ○廣瀬 敦  
 福田 文彦 
 田中 洋行 
寒地土木研究所 林 宏親 

15. 種々の地盤材料の圧縮曲線に対するひずみ速度依

存性の比較 
北海道大学大学院 ○堤 彩人 
 田中 洋行 
函館工業高等専門学校 川口 貴之 

16. セメント改良した泥炭の強度と積算温度の関係 
寒地土木研究所 ○城戸 優一郎 
 西本 聡 
 林 宏親 
 橋本 聖 

17. 泥炭の安定処理による堤防盛土への利用に関する
実験的検討 

㈱ドーコン ○高橋 秀彰 
 松田 圭大 
 藤田 友幸 

18. 連続繊維補強土の凍結サンプリングと変形強度 
北見工業大学大学院 ○小川 美穂 
北見工業大学工学部 山下 聡 
日特建設㈱ 山田 浩 
 三上 登 
北見工業大学工学部 鈴木 輝之 

19. ハノイ粘性土による繊維質材混合流動化処理土の
強度・変形特性 

室蘭工業大学大学院 ○大久保 達郎 
 Nguyen Cong 
 Giang 
室蘭工業大学工学部 木幡 行宏 

20. 岩石ずりからの重金属類溶出特性について－酸性
化した溶出水の例－ 

寒地土木研究所 ○田本 修一 
 伊東 佳彦 
 阿南 修司 
 岡﨑 健治 

21. タクラマカン砂漠北縁地域の土の粒度組成と塩類
集積 

北海道工業大学工学部 ○神谷 光彦 
北海道大学大学院 長谷川 周一

 長澤 徹明 
 山本 忠男 
Institute of Resource and Environment 
Science, Xinjiang University   

 Abdisalam 
JALALDIN 

22. 重金属不溶化処理による理工学特性の変化 
北海道大学大学院 ○横浜 勝司 
㈱協和環境サービス 片桐 浩一 
 渡邊 雅直 
北海道大学大学院 三浦 清一 
北海道大学工学部 泉 信太郎 

23. 函館市郊外における火山灰地盤の工学的特性 
㈱構研エンジニアリング 
 ○海部 友和 
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 及川 利徳 
24. 雪堆積場としての火山灰地盤の工学的性質評価 

宮浦興業㈱ ○宮浦 征宏 
上山試錐工業㈱ 中田 隆文 
㈱四国ボーリング工業 木村 充宏 
北海道大学大学院 横浜 勝司 

25. ジオテキスタイルフィルターの垂直方向透水性能
に関する検討 

室蘭工業大学大学院 ○神 智子 
室蘭工業大学工学部 木幡 行宏 
三井化学産資㈱ 弘中 淳一 
 平井 貴雄 

26. 礫質土のサンプリング事例（第２報） 
基礎地盤コンサルタンツ㈱ 
 ○小海 尚文 
 斉藤 和夫 

27. CPTデータに基づく地盤の統計解析 
北海道大学大学院 ○岡 尚志 
 田中 洋行 

28. 札幌市拓北の原位置及び室内試験から得られた強
度特性 

北海道大学大学院 ○松山 雄介 
 田中 洋行 
 小原 隆志 
東亜建設工業㈱ 平林 弘 
興亜開発㈱ 富田 龍三 

29. サイスミックコーンを用いた粘性土地盤の原位置
Gの測定 

北海道大学大学院 ○小原 隆志 
 田中 洋行 
 松山 雄介 
東亜建設工業㈱ 平林 弘 
㈱ダイヤコンサルタント小泉 和広 

30. 十勝川下流地区における防災施設盛土の静的耐震
性能照査 

㈱開発工営社 ○西村 右敏 
北海道開発局帯広開発建設部 
 林田 寿文 
 大西 公彦 
㈱開発工営社 松井 真一 
 初山 雅敏 

31. 泥炭地盤上盛土の地震時沈下量に関する簡易評価
法 

寒地土木研究所 ○林 宏親 
 西本 聡 
 橋本 聖 

32. Self Boring Pressuremeterによる液状化対策効果の検
証事例 

基礎地盤コンサルタンツ㈱ 
 ○亀山 明子 
港湾空港技術研究所 菅野 高弘 

  中澤 博志 
33. 予圧密方法の相違が粘性土の弾性係数に及ぼす影

響 
北見工業大学大学院 ○名波 敬太 
北見工業大学工学部 山下 聡 
北見工業大学大学院 片岡 沙都紀 
 小川 美穂 
北見工業大学工学部 鈴木 輝之 

34. 気泡混合処理土のせん断弾性係数に関する基礎的
研究 

函館工業高等専門学校専攻科 
 ○蒲生 夏希 
函館工業高等専門学校 川口 貴之 
港湾空港技術研究所 田中 政典 

35. 各種せん断試験との比較による室内べーンせん断
試験の評価 

北海道大学大学院 ○伊藤 亮平 
 福田 文彦 
 田中 洋行 

36. 有限植生保護法面の凍結融解過程における挙動 
㈲シー・エス・プランニング 
 ○上野 邦行 
北見工業大学大学院 松田 航 
北見工業大学工学部 鈴木 輝之 
 山下 聡 

37. グラウンドアンカーに作用する凍上力の算定方法 
北海学園大学工学部 ○小野 丘 

38. 補強土壁工法の断熱材による凍上対策 
㈱ドーコン ○林 啓二 
北見工業大学工学部 鈴木 輝之 
岡三リビック㈱ 安達 謙二 

39. 屋外土槽を用いた置換工法による凍上抑制効果 
寒地土木研究所 ○佐藤 厚子 
 西本 聡 
北海道開発局網走開発建設部 
 泉澤 大樹 
北見工業大学工学部 鈴木 輝之 

40. 凍結・融解履歴を受ける不飽和火山灰質土斜面の降
雨時力学挙動 

室蘭工業大学工学部 川村 志麻 
室蘭工業大学大学院 ○中野 博貴 
北海道大学大学院 三浦 清一 
 石川 達也 

41. 不飽和土に対応した繰返し三軸試験装置の開発 
神戸大学大学院 ○川尻 峻三 
神戸大学工学部 境 芳樹 
函館工業高等専門学校 川口 貴之 
神戸大学大学院 澁谷 啓 

42. 微細多孔質膜を用いた不飽和土三軸圧縮試験に関
する研究 

北海道大学大学院 ○伊藤 康平 
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 石川 達也 
 三浦 清一 

43. 加圧膜法による砂質土の不飽和透水係数の測定 
北海道大学大学院 ○所 哲也 
 石川 達也 
 三浦 清一 

44. 繰返し荷重場にある構造異方性砂地盤の支持力解
析とその評価法の提案 

㈱不動テトラ 瀧本 聖吾 
室蘭工業大学大学院 ○岩田 雄太郎 
室蘭工業大学工学部 川村 志麻 
北海道大学大学院 三浦 清一 
 横浜 勝司 

45. 原位置せん断摩擦試験による直接基礎設計定数の
推定 

寒地土木研究所 ○福島 宏文 
 西本 聡 
 冨澤 幸一 

46. パイルドラフト基礎構造の鉛直支持機構に関する
実験検討 

寒地土木研究所 ○冨澤 幸一 
 西本 聡 
北海道大学大学院 三浦 清一 

47. 大口径深礎杭の周面抵抗力に関する解析的評価 

寒地土木研究所 ○角田 富士夫 
 西本 聡 
 冨澤 幸一 
 福島 宏文 

48. 遠心模型実験装置を用いた斜面崩壊に対する杭の
抑止効果 

北海道大学大学院 ○高瀬 匡人 
 田中 洋行 
北海道大学工学部 足利 翔 
北海道大学大学院 金子 広明 

49. 粘土の硬化則と降伏規準に関する理論的・実験的検
討 

北海道大学大学院 ○荒濱 安弘 
 福田 文彦 
 田中 洋行 
北海道大学工学部 外舘 伸啓 

50. 積雪寒冷地の斜面被害とその要因の特性表示 
北海道大学大学院 ○小池 正樹 
 横濱 勝司 
 三浦 清一 
 今泉 浩明 

51. 被災時支援道路のウィークポイント調査 
北見工業大学大学院 ○中井 綾乃 

北見工業大学工学部 伊藤 陽司 

 
平成 21年度技術報告会（技術報告集第 50号） 

平成 22年 2月 1～2日 
於：北海道大学 学術交流会館， 参加者 132名 

 
委員会報告 

斜面の凍上被害と対策に関する研究委員会」報告 

北見工業大学工学部 鈴木 輝之 
㈱日特建設 平田 文 
北海学園大学工学部 ○小野 丘 

1. 泥炭地盤での真空圧密工法における気密保持層の設
定方法その２ 

㈱ドーコン ○高橋 秀彰 
 藤田 友幸 

2. 真空圧密工法における補助工法の適用性に関する

考察 
㈱ダイヤコンサルタント 
 ○高坂 敏明 
 五十嵐 勝 
 佐藤 春夫 
 山田 満秀 

3. 異なる養生温度条件下でのセメント改良泥炭の強

度発現傾向 
寒地土木研究所 ○橋本 聖 
 西本 聡 
 林 宏親 

4. セメント処理土の初期特性を表すのに適した指標

値について 
北海道大学大学院 ○伊勢 大亮 
 田中 洋行 
 Sochan Seng 

5. 泥炭性軟弱地盤における試験盛土の施工事例とそ

の評価 
鉄道建設・運輸施設整備支援機構  
 ○清田 三四郎 
 坂本 成良 
 山田 由弘 
鹿島建設㈱ 宮嶋 澄夫 
 井野 寿人 

6. 再構成粘土の硬化則と降伏規準の解明 
北海道大学大学院 ○荒濱 安弘 
 福田 文彦 
 田中 洋行 
北海道大学工学部 中西 章裕 

7. 等方硬化則の再評価 
北海道大学大学院 ○福田 文彦 

8. 堆積環境が土質特性に及ぼす影響 －札幌拓北と
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有明山脚を例にして－ 
北海道大学大学院 ○松山 雄介 
 金子 広明 
 田中 洋行 
東亜建設工業㈱ 平林 弘 
興亜開発㈱ 冨田 龍三 

9. 北海道内で実施した原位置せん断摩擦試験結果に

ついて 
基礎地盤コンサルタンツ㈱  
 ○小海 尚文 
 斉藤 和夫 
寒地土木研究所 福島 宏文 

10. 原位置におけるせん断剛性率の測定 
北海道大学大学院 ○金子 広明 
 田 中  洋 行

 松山 雄介 
東亜建設工業㈱ 平林 弘 
㈱ダイヤコンサルタント小泉 和弘 

11. 直接基礎の設計および試験の確認方法の提案 
寒地土木研究所 ○福島 宏文 
 西本 聡 
 冨澤 幸一 
北海道大学大学院 三浦 清一 

12. 堆積構造異方性砂地盤の簡易支持力評価法の提案 
室蘭工業大学大学院 ○岩田 雄太郎 
 川村 志麻 
 阿部 和弘 
北海道大学大学院 三浦 清一 
 横浜 勝司 
㈱不動テトラ 瀧本 聖吾 

13. 単粒度砕石の強度・変形特性における時間依存性の
検討 

室蘭工業大学大学院 ○長末 曉侑 
 Ahmad 
Shafeeq 

 木幡 行宏 
14. 種々の地盤材料の圧縮曲線に対するひずみ速度依

存性の比較（第二報） 
北海道大学大学院 ○堤 彩人 
 田中 洋行 
函館工業高等専門学校 川口 貴之 

15. Engineering Properties of Japanese Soft Clay Under 
Low Consolidation Pressure 

北海道大学大学院 ○Seng Sochan 
 田中 洋行 

16. 泥炭の動的変形特性に関する検討 
寒地土木研究所 ○林 宏親 
 西本 聡 
 梶取 真一 

17. 中空ねじり試験機による応力‐ひずみの不均一分
布の評価 

北海道大学大学院 ○寺田 幸平 
 福田 文彦 
 田中 洋行 
北海道大学工学部 中畑 逸郎 

18. 凍結融解課程における水分挙動と透水性の変化 
北見工業大学工学部 ○中村 大 
 鈴木 輝之 
 伊藤 陽司 
 山下 聡 
 後藤 隆司 
北見工業大学大学院 賈 寧 

19. 火山灰地盤の雪堆積場としての適用性に関する研
究 －透水性の観点からの考察－ 

宮浦興業㈱ ○宮浦 征宏 
上山試錐工業㈱ 中田 隆文 
㈱四国ボーリング工業 木村 充宏 
北海道大学大学院 横浜 勝司 

20. 道路側溝における環境に配慮した浸透側溝の検討 
寒地土木研究所 ○安達 隆征 
 西本 聡 
 佐藤 厚子 

21. ロックフィルダムにおける破砕性凝灰岩の遮水材
としての評価と施工 

岩田地崎建設㈱ ○渡辺 佳之 
 西岡 愛樹 
 八木 一善 
 磯場 和嗣 

22. 大型土のうを用いた凍結脱水実験について 
寒地土木研究所 ○佐藤 厚子 
 西本 聡 
北見工業大学工学部 鈴木 輝之 

23. 冬期におけるトレンチャー式撹拌工法の試験施工 
寒地土木研究所 ○梶取 真一 
 西本 聡 
 林 宏親 
 橋本 聖 
パワーブレンダー工法協会 
 牧野 昌己 
 伊藤 浩邦 
 松下 恭司 

24. 破砕性火山灰質土斜面の降雨時力学挙動に及ぼす
諸要因の影響 

室蘭工業大学大学院 川村 志麻 
 ○奥田 健太 
 中野 博貴 
北海道大学大学院 三浦 清一 
 横浜 勝司 

25. 降雨時における砂層地盤の斜面崩壊予測 
北海道大学大学院 ○久保田 勇貴 
 田中 洋行 
 金子 広明 
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 工藤 豊 
北海道大学工学部 伊藤 琴美 

26. 家畜ふん尿を利用した道路法面植生の成育状況と
凍結状況に関する検討 

㈱構研エンジニアリング 
 ○中村 哲也 
 小林 一人 
 阿部 和樹 
北海日植㈱ 福田 一誠 
北見工業大学工学部 奈良 琴美 
 鈴木 輝之 

27. 法面補強材の凍着凍上に関する研究 
北見工業大学大学院 ○八藤後 友也 
北見工業大学工学部 鈴木 輝之 
 山下 聡 
 平田 宏昭 

28. 法枠中詰土の凍結・融解過程における挙動 
㈲シー・エス・プランニング 
 ○上野 邦行 
北見工業大学工学部 中村 大 
 鈴木 輝之 
東京インキ㈱ 雨宮 盛児 

29. 積雪寒冷地における斜面崩壊予測に関する斜面お
よび気象観測情報の活用法 

北海道大学大学院 ○今泉 浩明 
 横浜 勝司 
 三浦 清一 
 板谷 由佳 

30. 凍上・凍結融解斜面の応力変形・熱伝導・浸透連成
解析方法の提案 

北海道大学大学院 ○石川 達也 
㈱地層科学研究所 里 優 
システム工学研究所㈱ 赤川 敏 
室蘭工業大学大学院 川村 志麻 

31. 溶存ガスの気化に伴う海底堆積土の強度変化 
北見工業大学大学院 ○小川 美穂 
北見工業大学工学部 山下 聡 
 八久保 晶弘 
 南 尚嗣 
 庄子 仁 
函館工業高等専門学校 片岡 沙都紀 

32. 塩分濃度の違いが土質特性に与える影響 
函館工業高等専門学校 ○片岡 沙都紀 
 川口 貴之 
北見工業大学工学部 山下 聡 

33. Effects of microstructure on compacted clay properties 
北海道大学大学院 ○Nikol  
 Kochmanová 
 田中 洋行 

34. CRS 試験における温度が粘性土の圧密特性に及ぼ
す影響 

北海道大学大学院 ○嶋川 直樹 
 堤 彩人 
 田中 洋行 

35. 杭を用いた斜面安定に関する遠心模型実験 
北海道大学大学院 ○足利 翔 
 田中 洋行 
 高瀬 匡人 
 金子 広明 
北海道大学工学部 鈴木 宏和 

36. 自然地盤および複合地盤における杭の地盤反力特
性 

寒地土木研究所 ○冨澤 幸一 
 西本 聡 
北海道大学大学院 三浦 清一 

37. 深礎杭の周面抵抗力に関する実証的評価 
寒地土木研究所 ○江川 拓也 
 西本 聡 
 冨澤 幸一 
 福島 宏文 

38. 引抜き試験結果に及ぼす供試体サイズの影響 
苫小牧工業高等専門学校 
 中村 努 
 吉澤 耿介 
苫小牧工業高等専門学校専攻科 
 ○照井 秀幸 
札幌市 阿部 貴仁 

39. 凍結融解履歴を与えることが可能な繰返し一面せ
ん断試験装置の開発 

函館高専技術教育支援センター 
 ○岩渕 祐一 
函館工業高等専門学校 川口 貴之 
 片岡 沙都紀 

40. 凍結融解による岩石の強度劣化に関する推定法の
考察 

寒地土木研究所 ○日下部 祐基 
 伊東 佳彦 
北海道開発局帯広開発建設部 
 坂本 多朗 

41. Sample disturbance due to different geometric designs 
of tube samplers 

北海道大学大学院 ○Vuthy Horng 
 田中 洋行 

42. サンプリングにより採取された地盤試料の乱れに
関する研究 

北海道大学大学院 ○近藤 雄大 
 福田 文彦 
 田中 洋行 
北海道大学工学部 川畑 敬介 

43. CPTデータによる地盤の統計的考察 
北海道大学大学院 ○岡 尚志 
 田中 洋行 
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44. 十勝川下流河川敷の地盤材料調査 
㈱開発工営社 ○中山 博和 
 西村 右敏 
北海道開発局帯広開発建設部 

 石郷岡 淳 
 大西 公彦 
㈱ソイルラボ北海道 坂上 貴男 
 森本 智法 

 
 

 

平成 22年度技術報告会（技術報告集第 51号） 
平成 23年 2月 4～5日 

於：苫小牧市道新ホール， 参加者 155名 
 

特別講演 1 
構造物の凍上被害とその対策 

鈴木 輝之（北見工業大学教授） 
特別講演２ 

泥炭地盤の沈下と泥炭地の環境保全 
神谷 光彦（北海道工業大学教授）泥炭の動

的変形特性に及ぼす圧密条件の影響 
寒地土木研究所 ○林  宏親 
 西本  聡 
 橋本  聖 
 梶取  真一 

5. 泥炭地盤の圧密沈下に関する諸問題の検討－当別

試験盛土の例－ 
シーウェイエンジニアリング 
 ○山添 誠隆 
北海道大学大学院 田中 洋行 
寒地土木研究所 林 宏親 
日本大学 三田地 利之 

6. CPTと SCPTによる泥炭地盤の荷重履歴の影響 
北海道大学 ○稗田 教雄 
北海道大学大学院 田中 洋行 
 金子 広明 
応用地質 河内 誠 
 田村 展明 
ダイヤコンサルタント 小泉 和弘 

7. 未圧密地盤における強度試験方法の検討 
北海道大学大学院 ○金子 広明 
 田中 洋行 
東亜建設工業 平林 弘 
 松岡 達也 

8. 厚真の原位置及び室内試験から得られた強度特性 
北海道大学 ○服部 直 
北海道大学大学院 田中 洋行 
 金子 広明 
東亜建設工業 平林 弘 
 松岡 達也 

9. 泥炭地盤における斜杭基礎の適用性に関する実験

的検討 
寒地土木研究所 ○冨澤 幸一 
 西本  聡 
北海道大学大学院 三浦 清一 

10. 石狩川流域の堤防盛土における泥炭性軟弱地盤の
原位置強度特性について 

ドーコン ○大久保 達郎 
 佐野 弘毅 
室蘭工業大学大学院 木幡 行宏 

11. 積雪寒冷地にある現地斜面の計測結果とその評価 
室蘭工業大学大学院 ○五十嵐 はる
  か 
 川村 志麻 
 照井 秀幸 
北海道大学大学院 三浦 清一 

12. 凍結融解履歴を有する破砕性火山灰質土斜面の崩
壊機構に関する模型実験 

室蘭工業大学大学院 ○奥田 健太 
 川村 志麻 
北海道大学大学院 三浦 清一 
室蘭工業大学大学院 芦原 真志 

13. 切土法面における小段排水の凍上メカニズムと耐
凍上性の検討 

寒地土木研究所 ○安達 隆征 
 西本 聡 
 佐藤 厚子 

14. 凍上被害が多い地域における帯鋼補強土壁の実物
凍上実験 

ヒロセ ○高尾 浩司郎 
 相原 啓一 
沖田コンクリート 宮越 一男 

15. 大型土のうを用いた高含水比土の凍結脱水効果に
ついて 

寒地土木研究所 ○佐藤 厚子 
北見工業大学 鈴木 輝之 
北見工業大学 中村 大 
寒地土木研究所 西本 聡 

16. 岩石の凍上圧に関する基礎的研究 －凍上発生位
置の強度依存性－ 

北見工業大学 ○中村 大 
 後藤 隆司 
 伊藤 陽司 
 山下 聡 
 鈴木 輝之 

17. 寒冷地の高速道路トンネルにおける地山の凍上対
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策に関する検討 
東日本高速道路 谷藤 義弘 
 川島 正人 
ネクスコ・エンジニアリング北海道 
 ○山内 智 

15. Dependency of shear behavior of base coarse materials 
on moisture content evaluation by multi-ring shear 
testing 

 北海道大学大学院 ○イナム アッ 
  シム 
  石川 達也 
  三浦 清一 
  瀬川 宙郷 

16. 小型 FWD試験によるK値に及ぼす気温変化と現場
密度の影響 

室蘭工業大学大学院 ○石田 孟 
 アーマッド 
 シャフィーク 
 木幡 行宏 
道路工業 山本 健一 
 齋藤 昌之 

17. アッシュストーンを用いた HDPE ジオグリッドの
引抜き試験について 

苫小牧高専 ○中村 努 
 吉澤 耿介 
苫小牧高専専攻科 遠藤 貴将 

18. ジオテキスタイルおよびジオテキスタイルシート
の垂直方向透水性に関する考察 

室蘭工業大学大学院 ○蒲生 夏希 
 木幡 行宏 
 加藤 祥子 
三井化学産資 弘中 淳一 
 平井 貴雄 

19. 静的締固め杭の水平間距離と応力変化・地盤変形の
関係 

北海道大学大学院 ○西村 聡 
ジオデザイン 竹花 和浩 
港湾空港技術研究所 森川 嘉之 
国土交通省関東地方整備局 
  高橋 英紀 

20. 繊維材混合流動化処理土の力学特性に及ぼすセメ
ント系固化材の影響 

室蘭工業大学大学院 ○伊藤 企陽司 
 木幡 行宏 
 小山 雄大 

21. セメント改良地盤の凍結深さの推定に関する一考
察 

寒地土木研究所 ○梶取 真一 
 西本 聡 
 林 宏親 
 橋本 聖 

22. 低温養生条件におけるセメント改良泥炭の強度発
現 

寒地土木研究所 ○橋本 聖 
 西本 聡 
 林 宏親 

23. 気泡混合処理土の強度発現に関する基礎的研究 
函館高専 ○片岡 沙都紀 
 川口 貴之 
函館高専専攻科 堀田 崇由 
港湾空港技術研究所 田中 政典 
興亜開発 冨田 龍三 
 中島 美代子 

24. オホーツク海サハリン沖メタンガス含有堆積土の
土質特性 

北見工業大学大学院 ○森脇 友裕 
北見工業大学 山下 聡  
 八久保 晶弘 
 南 尚嗣 
 庄子 仁 

25. 自然由来による重金属等（ヒ素）汚染盛土の処理工
法と溶出特性に関わる短期現場試験 

イーエス総合研究所 ○植松 えり子 
 小口 智久 
 松本 勲 
 常松 哲 

26. 石膏粉添加による土壌中の自然由来ヒ素の不溶化 
－石膏共存下ヒ酸カルシウムの溶解度－ 

イーエス総合研究所 ○齋藤 謙一 
 植松 えり子 
 田村 紘基 
 常松 哲 

27. 岩石ずりからの重金属類溶出特性について －河
川水などの周辺環境水を用いた溶出試験－ 

寒地土木研究所 ○田本 修一 
 伊東 佳彦 
 阿南 修司 

28. 粘性土の非排水強度におよぼす試料の乱れの影響 
北海道大学大学院 ○福田 文彦 
 近藤 雄大 

29. 除荷時における粘性土の圧縮挙動 
北海道大学大学院 ○大橋 多朗 
 田中 洋行 
 堤 彩人 

30. 種々の地盤材料の圧縮曲線に対するひずみ速度依
存性の比較（第三報） 

北海道大学大学院 ○堤 彩人 
 田中 洋行 
函館高專 川口 貴之 

31. 波の侵食による斜面崩壊とその評価法に関する遠
心力載荷実験 

室蘭工業大学大学院 ○宮越 晃大 
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 川村 志麻 
北海道大学大学院 三浦 清一 

32. 火山灰質地盤における杭基礎の水平抵抗特性に関
する検討 

寒地土木研究所 ○江川 拓也 
 西本 聡 
 冨澤 幸一 

33. 雪堆積場としての適用性に関する火山灰地盤の透
水性評価 

宮浦興業 ○宮浦 征宏 
上山試錐工業 中田 隆文 
四国ボーリング工業 木村 充宏 
北海道大学大学院 横浜 勝司 

34. 堤防締固め土の動的せん断挙動に及ぼす締固め度
の影響とその評価法 

北海道大学大学院 ○松村 聡  
 横浜 勝司 
 三浦 清一 
 伊藤 啓介 

35. ＢＥによる締固め土のせん断剛性率の測定とその
利用法について 

北海道大学大学院 ○泉 信太郎 

 横浜 勝司 
 三浦 清一 
 細野 雄太 

36. 堤防盛土の透水係数に及ぼす締固め条件および間
隙構造の影響 

北海道大学大学院 ○横浜 勝司 
 三浦 清一 
 細野 雄太 
 泉 信太郎 

37. 平板載荷試験による地盤の支持力推定法に関する
研究 

寒地土木研究所 ○福島 宏文 
 西本 聡 
 冨澤 幸一 
北海道大学大学院 三浦 清一 

38. ボーリング調査時の騒音・振動計測結果の一事例に
ついて 

イーエス総合研究所 ○城山 正詞 
 浦波 幸雄 
 十鳥  恭一 

 

 
 

平成 23年度技術報告会（技術報告集第 52号） 
平成 24年 1月 30～31日 

於：札幌市民ホール， 参加者 153名 
 
特別講演 

東北地方太平洋沖地震による盛土災害の特徴と対

策 
横田 聖哉（高速道路総合技術研究所 道路

研究部 土工研究室室長） 
1. 凍結進行期に着目した小段排水溝に及ぼす凍上力

の影響評価 
寒地土木研究所 ○安達 隆征 
 西本 聡 
  佐藤 厚子 

2. 地山補強土工における凍上力の算定方法 
北海学園大学 ○小野 丘 

3. 北海道で施工される特殊ふとんかごの凍上抑制効

果について 
寒地土木研究所 ○佐藤 厚子 
 西本  聡 

4. 断熱工法による凍上抑制効果について 
中川町 田中 克明 
和光技研 ○大谷 高志 
 遠藤 智久 
カネカケンテック 土門 謙治 

5. 不飽和粒状路盤材の力学挙動評価のための中型不

飽和三軸試験機の開発 

北海道大学 ○瀬川 宙郷 
 石川 達也 
 三浦 清一 
苫小牧工業高等専門学校 
 所 哲也 

6. 舗装構造の疲労寿命に及ぼす再生砕石粒状路盤の

凍結融解の影響とその評価 
北海道大学 ○吉田 有喜 
 石川 達也 
 三浦 清一 

7. 道南地域の火山灰質粗粒土の凍上特性と路床への

適用性評価 
東日本高速道路 谷藤 義弘 
ネクスコ・エンジニアリング北海道 
 ○山内 智 

8. 北海道で構築された補強土壁の実態調査結果 
寒地土木研究所 ○橋本 聖 
 西本  聡 
 林 宏親 
 梶取 真一 

9. 繊維材混合流動化処理土の強度・変形特性に及ぼす

時間依存性に関する検討 
室蘭工業大学 ○小山 雄大 
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 木幡 行宏 
 大村 知史 

10. 原料土内の鉱物組成と気泡混合処理土の強度・剛性
との関係 

函館工業高等専門学校 ○堀田 崇由 
 片岡 沙都紀 
北見工業大学 川口 貴之 
港湾空港技術研究所 田中 政典 
興亜開発 冨田 龍三 
 中島 美代子 

11. 形状の異なるジオグリッドの引抜き抵抗メカニズ
ム 

苫小牧工業高等専門学校 
 ○中村 努 
 遠藤 貴将 
 所 哲也 

12. 盛土材の非排水せん断特性に及ぼす締固め条件の
影響 

北海道大学 ○伊藤 啓介 
 横浜 勝司 
 三浦 清一 
 松村 聡 

13. 盛土材の透水係数に及ぼす締固め条件の影響 ―砂
質シルト，火山灰質粗粒土― 

北海道大学 ○細野 雄太 
 横 浜  勝 司

 三浦 清一 
14. 締固め度管理された盛土の耐震性能評価に関する

研究 
北海道大学 ○松村 聡 
 三浦 清一 
 横浜 勝司 
 高田 諒平 

15. 転圧機械の種類と締固めの関係について 
寒地土木研究所 ○山田 充 
 西本 聡 
 佐藤 厚子 

16. 締固め方法が細粒分質礫質砂の三軸試験結果に及
ぼす影響 

神戸大学 ○高橋 正和 
北見工業大学 川口 貴之 
神戸市立工業高等専門学校 

  鳥居 宣之 
神戸大学 澁谷 啓 

17. 締固め度及び含水比が土のせん断弾性波速度に与
える影響 

神戸大学 ○竹園 紘樹 
 三浦 みなみ 
 高橋 正和 
 澁谷 啓  
鉄道総合技術研究所 川尻 峻三 

18. 締固め方法が細粒分質礫質砂の一軸圧縮およびベ
ンダーエレメント試験結果に及ぼす影響 

北見工業大学 ○川口 貴之 
神戸大学 高橋 正和 
北見工業大学 山下 聡 

19. 南海トラフのメタンハイドレート堆積地域におけ
る地盤特性 

北海道大学 ○安田 直樹 
 田中 洋行 
 金子 広明 
 服部 直 
清水建設 西尾 伸也 
応用地質 平川 博之 

20. オホーツク海海底堆積土の力学的特性に及ぼす溶
存ガス気化の影響 

北見工業大学 ○森脇 友裕 
 山下 聡 
 八久保 晶弘 
 南 尚嗣 
 庄子 仁 

21. 溶存ガスの気化が粘性土の乱れおよび変形強度特
性に及ぼす影響 

北見工業大学 ○出羽 寛信 
 森脇 友裕 
 山下 聡 
 川口 貴之 

22. 二次元移流分散解析による重金属汚染リスク評価
に関する一考察 

寒地土木研究所 ○田本 修一 
 伊東 佳彦 

23. 乾燥状態と湿潤状態における岩石の強度の差異に
関する研究 

北見工業大学 ○中村 大 
 後藤 隆司 
 伊藤 陽司 
 山下 聡 
 川口 貴之 
函館工業高等専門学校 片岡 沙都紀 

24. CRS試験における粘性土の再載荷挙動 
北海道大学 ○大橋 多朗 
 田中 洋行 
港湾空港技術研究所 堤 彩人 

25. 原位置せん断摩擦試験による設計定数推定に関す
る考察 

寒地土木研究所 ○福島 宏文 
 西本 聡  
 冨澤 幸一 
北海道大学 三浦 清一 

26. 積雪寒冷地にある実斜面の現地計測とそれに基づ
く安定性評価法 

室蘭工業大学 ○照井 秀幸 
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 川村 志麻 
北海道大学 三浦 清一 
室蘭工業大学 海谷 宣弘 

27. 寒冷地にある火山灰質土斜面の降雨時崩壊現象に
関する模型実験 

室蘭工業大学 ○芦原 真志 
 川村 志麻 
北海道大学 三浦 清一 
室蘭工業大学 佐藤 要太 

28. 火山灰質粗粒土によって構築した実大盛土斜面の
力学挙動計測 

北海道大学 ○工藤 明日香 
 三浦 清一 
室蘭工業大学 川村 志麻 
北海道大学 横浜 勝司 
 松村 聡 
室蘭工業大学 海谷 宣弘 

29. 泥炭地盤における斜杭基礎の適用性に関する実験
的検討（その 2：杭中心間隔・斜角） 

寒地土木研究所 ○冨澤 幸一 
 西本 聡 
北海道大学 三浦 清一 

30. 地震動波形および継続時間が泥炭地盤上の盛土被
害に及ぼす影響 

寒地土木研究所 ○梶取 真一 

 西本 聡 
 林 宏親 
 橋本 聖 

31. 地震時残留変形量に与えるすべり安全率と地震波
の影響について 

ドーコン ○小林 修司 
 高橋 秀彰 
 小林 智穂 

32. 泥炭におけるせん断剛性率の測定 
北海道大学 ○金子 広明 
 田中 洋行 
 稗田 教雄 

33. 泥炭地盤における CPT結果の解釈 
北海道大学 ○田中 洋行 
 西村 聡 
 金子 広明 
 稗田 教雄 
 服部 直 
 安田 直樹 

34. 天塩川下流域における河川工事発生土の築堤材料
調査 

北海工営社 ○西村 右敏 
北海道開発局留萌開発建設部 
 村田 陽子 

北海工営社 小田 祐嗣

 
 

平成 24年度技術報告会（技術報告集第 53号） 
平成 25年 1月 31～2月 1日 

於：函館市勤労者総合福祉センター， 参加者 159名 

 
特別講演 

地盤工学の理論と実際  ～防災・減災への貢献か
ら考える～ 

三浦 清一（北海道大学教授） 
招待講演 
北海道新幹線事業の概要（工事進ちょく状況と今後） 

弘中 知之（鉄道・運輸機構） 
1. 圧密解析から逆算されたプラスチックボードドレ

ーン工法で改良された泥炭地盤の水平方向圧密係

数 
(株)シーウェイエンジニアリング 
 ○山添 誠隆 
北海道大学 田中 洋行 
(独)寒地土木研究所 林 宏親 
秋田大学 荻野 俊寛 
日本大学 三田地 利之 

2. 凍結融解作用が不飽和土の透気性に及ぼす影響評

価 
北海道大学 ○山本 隼央 

 石川 達也 
北見工業大学 山下 聡 
 中村 大 
苫小牧工業高等専門学校 
 所 哲也 

3. 高水敷の切り下げを目的とした盛雪・真空圧密併用

の減容化試験施工（その 1：施工） 
真空圧密ドレーン工法研究会（五洋建

設(株)技術研究所） 新舎 博 
真空圧密ドレーン工法研究会（錦城護

謨(株)） ○白神 新一郎 
4. 高水敷の切り下げを目的とした盛雪・真空圧密併用

の減容化試験施工（その 2：沈下） 
真空圧密ドレーン工法研究会（五洋建

設(株)技術研究所） ○新舎 博 
真空圧密ドレーン工法研究会（錦城護

謨(株)） 白神 新一郎 
5. 水酸化鉄によるジオシンセティックス排水材の目

詰まりに関する基礎的研究 
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北見工業大学 ○畑中 将志 
 川口 貴之 
 中村 大 
 山﨑 新太郎 
 山下 聡 
シー・エス・プランニング 
 上野 邦行 
日特建設株式会社 三上 登 

6. 降雨特性の変化に対応した浸透側溝による道路排

水処理技術の検討 
(独)寒地土木研究所 ○安達 隆征 
 西本 聡 
 佐藤 厚 

7. 貯水池におけるベントナイトシート保護層の含水

比低減方法の検討 
岩田地崎建設(株) ○石本 孝広 
 八木 一善 
 松井 豊 

8. 大水深湖底・海底堆積土の土質特性 
北見工業大学 ○三浦 竜司 
 山下 聡 
 南 尚嗣 
 八久保 晶弘 
 坂上 寛敏 
明治大学 松本 良 
北見工業大学 庄子 仁 
 高橋 信夫 
韓国極地研究所 Young K Jin 
ロシア V.I.イリチェフ太平洋海洋学研
究所 Anatoly  
 Obzhirov 
ロシア科学アカデミー陸水学研究所 
 Oleg Khlystov 

9. オホーツク海網走沖表層型ガスハイドレート賦存

地盤の土質特性 
北見工業大学 ○出羽 寛信 
 山下 聡 
明治大学 松本 良 
北見工業大学 坂上 寛敏 
 山崎 新太郎 
 南 尚嗣 
 八久保 晶弘 
函館工業高等専門学校 片岡 沙都紀 
北見工業大学 庄子 仁 
 高橋 信夫 

10. 大水深における堆積物の地盤工学的特性 
北海道大学 ○服部 直 
 田中 洋行 
 金子 広明 

11. 粘土の異方剛性：新しい測定方法と大阪湾粘土への
適用 

北海道大学 ○西村 聡 
12. セメント添加粘土の圧密特性におよぼすセメント

量と養生期間の影響 
北海道大学 ○瀧本 興 
 福田 文彦 

13. 粘性土における残留有効応力の減少による力学的
特性の変化 

北海道大学 ○薮 大輔 
 田中 洋行 

14. 高含水比粘性土の力学的特性 
北海道大学 ○神津 汰地 
 布谷 信貴 
興亜開発株式会社 中島 美代子 
北海道大学 田中 洋行 

15. 中空ねじり試験による正規圧密泥炭の動的変形特
性 

(独)寒地土木研究所 ○林  宏親 
 西本  聡 
 橋本  聖 
 梶取 真一 

16. 粒子破砕性を有する締固め粗粒火山灰質土のせん
断剛性と透水性の関係 

北海道大学 ○高田 諒平 
 三浦 清一 
 横浜 勝司 
 松村 聡 
 工藤 明日香 

17. せん断土槽を用いた泥炭地盤の地震時応答特性に
関する研究 

(独)寒地土木研究所 ○梶取 真一 
 西本 聡 
 林 宏親 
 橋本 聖 

18. 泥炭地盤における微小ひずみのせん断剛性率 
北海道大学 ○稗田 教雄 

 田中 洋行 
 金子 広明 

19. 粒度特性の違いが締固め土の強度・せん断波速度に
与える影響 

神戸大学 ○堀田 崇由 
 竹園 紘樹 
鉄道総合技術研究所 川尻 峻三 
北見工業大学 川口 貴之 
神戸大学 澁谷 啓 

20. Dependency of shear behavior of unsaturated base 
course material on experimental conditions 

北海道大学 ○Zhang Yuan 
 石川 達也 
 浜浦 哲一 
苫小牧工業高等専門学校 
 所 哲也 
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21. 繊維材混合流動化処理土の時間依存特性に及ぼす
養生日数の影響に関する検討 

室蘭工業大学 ○大村 知史 
 木幡 行宏 

22. 光ファイバセンサによるアスファルト被覆斜面の
モニタリングに関する研究 

北海道電力(株)総合研究所 
 ○五十嵐 由一 
鹿島建設(株)技術研究所 今井 道男 
 三浦 悟 

23. 土砂災害発生時の降雨状況と渡島半島における道
路被災箇所の地形地質的特徴 

株式会社ドーコン ○小林 修司 
 金 秀俊 
室蘭工業大学 木幡 行宏 
一般財団法人北海道道路管理技術セン

ター 鈴木 勝美 
 山本 茂夫 

24. 遠心力模型実験に基づく火山灰質地盤における杭
の地震時水平地盤反力の評価 

(独)寒地土木研究所 ○江川 拓也 
 西本  聡 
 冨澤 幸一 

25. 原位置試験による水平地盤反力係数推定に関する
考察 

(独)寒地土木研究所 ○福島 宏文 
 西本 聡 
 冨澤 幸一 
北海道大学 三浦 清一 

26. 積雪寒冷地にある実斜面の動態観測と安定性評価 
室蘭工業大学 ○海谷 宣弘 
 川村 志麻 
北海道大学 三浦 清一 

27. 火山灰質土によって構築した実大盛土斜面の現地
計測と力学挙動評価 

室蘭工業大学 ○阿部 悠穂 
 川村 志麻 
北海道大学 三浦 清一 
 横浜 勝司 
 松村 聡 
 工藤 明日香 
室蘭工業大学 海谷 宣弘 

28. 締固め条件の違いが火山灰質土斜面の崩壊現象に
及ぼす影響 

室蘭工業大学 ○佐藤 要太 
 川村 志麻 
北海道大学  三浦 清一 

29. サイト概念モデルに基づく自然由来重金属汚染対
策の検討について 

(独)寒地土木研究所 ○田本 修一 
 伊東 佳彦 

30. 砂およびシルトの熱伝導率の水分依存性 
苫小牧工業高等専門学校 
 ○所 哲也 
 白井 翔也 
北海道大学 石川 達也 
苫小牧工業高等専門学校 
 中村 努 

31. 京極ダム堤体材料の設計と盛立施工 
北海道電力(株)京極水力発電所建設所 
 ○角谷 英一郎 
 当麻 誠司 
 岩崎 具久 

32. 京極発電所上部調整池の堤体および堤体基礎地盤
の設計と施工 

北海道電力(株)京極水力発電所建設所 
 奥寺 健彦 
 ○和泉 康平 

33. 冬期施工による盛土の性状 
(独)寒地土木研究所 ○佐藤 厚子 
  西本 聡 
北見工業大学名誉教授 鈴木 輝之 

34. 施工時期の違いが帯鋼補強土壁の引抜き特性に及
ぼす影響ついて 

(独)寒地土木研究所 ○橋本 聖 
  西本 聡 
  林 宏親 
  梶取 真一 

35. 締固め施工における転圧機械の選定方法の検討 
(独)寒地土木研究所 ○山田 充 
 西本 聡 

 佐藤 厚子 
36. 道央地域の高速道路における舗装嵩上げの凍上低

減効果について 
東日本高速道路(株)北海道支社 
 谷藤 義弘 
 坂田 史典 
東日本高速道路(株)苫小牧管理事務所 
 竹村 真那斗 
(株)ネクスコ・エンジニアリング北海道 
 沼田 透 
 ○山内 智 

37. 応力変形・熱伝導・浸透連成解析による土の凍上融
解現象の数値実験 

北海道大学 ○石川 達也 
 木次谷 一平 
苫小牧工業高等専門学校 
 所 哲也 
(株)地層科学研究所 里 優 

38. グラウンドアンカーに作用する凍上力の算定事例 
北海学園大学 ○小野 丘 

39. 岩石の凍上性判定法に関する一考察 
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北見工業大学 ○中村 大 
  後藤 隆司 
  川口 貴之 
  伊藤 陽司 
 山下 聡 
 山崎 新太郎 

40. 種々の地盤材料の凍結融解挙動の土被り圧依存性 
北海道大学 ○木次谷一平 
 石川 達也 
苫小牧工業高等専門学校 
 所 哲也 

41. 凍結指数の地域分布および年代特性に関する考察 

北海道工業大学 ○川端 伸一郎 
(独)寒地土木研究所 佐藤 厚子 
北海道大学大学院 石川 達也 

42. 凍結融解による岩石劣化の凍結温度の影響 
(独)寒地土木研究所 ○日下部 祐基 
 伊東 佳彦 
 井上 豊基 

43. 凍結融解履歴が細粒土の液性限界に与える影響 
北見工業大学 ○小林 歩 
 川口 貴之 
 中村 大 
 山下 聡 

 
 

平成 25年度技術報告会（技術報告集第 54号） 
平成 26年 1月 30～31日 

於：独立行政法人土木研究所寒地土木研究所 1階講堂， 参加者 147名 
 
特別講演 

Biology in geotechnical engineering, bio-based 
solutions for a sustainable society 

Leon van Paassen（デルフト工科大学） 
 

1. 繰返しせん断を受けた泥炭のせん断剛性の変化 
（独）土木研究所寒地土木研究所 
 ○山木 正彦 
 山梨 高裕 
 林 宏親 

2. 過圧密泥炭の微小ひずみにおけるせん断剛性率と

動的変形特性 
（独）土木研究所寒地土木研究所 
 ○林 宏親 
 山梨 高裕 
 橋本 聖 
 山木 正彦 

3. 原位置試験による地盤反力係数推定に関する考察 
（独）土木研究所寒地土木研究所 
 ○福島 宏文 
 山梨 高裕 
 冨澤 幸一 

4. 高有機質固化処理土の剛性とその非線形性および

応力依存性 
北海道大学 ○杉山 洋平 
 西村 聡 

5. 間隙水中の塩分濃度が海底・湖底堆積土の圧密特性

に与える影響 
北見工業大学 ○三浦 竜司 
 山下 聡 
 南 尚嗣 
 八久保 晶弘 
 坂上 寛敏 

 庄子 仁 
 高橋 信夫 
神戸大学 片岡 沙都紀 

6. オホーツク海網走沖におけるガスハイドレートと

海底地形調査 
北見工業大学 ○小川 恵介 
 山下 聡 
 庄子 仁 
 坂上 寛敏 
 山崎 新太郎 
神戸大学 片岡 沙都紀 
北見工業大学 三浦 竜司 
 南 尚嗣 
 八久保 晶弘 
 高橋 信夫 

7. 三軸試験機を用いた透水性の異方性 
北海道大学 ○筒井 康平

 田中 洋行 
シーウェイエンジニアリング 
 山添 誠隆 

8. 回転粘度計における回転体の形状が測定値に及ぼ

す影響 
北海道大学 ○布谷 信貴 
 田中 洋行 

9. 繊維材混合流動化処理土の室内・原位置作製供試体

による力学特性の比較・検討 
室蘭工業大学 ○大村 知史 
 木幡 行宏 
 ズゥオン  
 クワン フン 

10. グランドアンカー・地山補強土工における凍上力の
実測事例 

（独）土木研究所寒地土木研究所 
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 ○安達 隆征 
北海学園大学 小野 丘 
（独）土木研究所寒地土木研究所 
 山梨 高裕 
 佐藤 厚子 

11. 応力変形・熱伝導・浸透連成解析の実問題への適用
例 

北海道大学 ○木次谷 一平 
 石川 達也 
苫小牧工業高等専門学校 
 所 哲也 
（株）地層科学研究所 里 優 

12. 凍結融解履歴の有無による締固めた細粒土の一面
せん断挙動の違い 

北見工業大学 ○佐々木 貴 
  川口 貴之 
  中村 大 
  山下 聡 

13. 凍結融解履歴が種々の細粒土のコンシステンシー
限界に与える影響 

北見工業大学 ○小林 歩 
  川口 貴之 
  山崎 新太郎 
興亜開発株式会社 冨田 龍三 
  中島 美代子 
北見工業大学 中村 大 
  山下 聡 

14. 市街地に埋設された水道管周辺の温度と土中土圧
の季節変動 

北見工業大学 ○鈴木 信太朗 
 川口 貴之 
 中村 大 
 畑中 将志 
 山下 聡 

15. 気水分離型真空圧密工法の適用事例 
(株)ダイヤコンサルタント  
 ○高坂 敏明 
Thai Maruyama Industry 

 Teerachaikulpa
 nich Nipon 

16. 温度条件の違いが帯鋼補強材の引抜き特性に及ぼ
す影響について 

（独）土木研究所寒地土木研究所 
 ○橋本 聖 
 山梨 高裕 
 林 宏親 
 山木 正彦 

17. ジオセルとジオグリッドを併用した補強土壁の試
験施工と凍結融解挙動 

北見工業大学 ○川口 貴之 
 中村 大 

 山下 聡 
岡三リビック株式会社 林 豪人 
 安達 謙二 
東京インキ株式会社 雨宮 盛児 
 原田 道幸 
北見工業大学 小林 歩 

18. 立体網状スパイラル構造の排水材を用いた小段排
水溝の開発 

北見工業大学 ○中村 大 
（独）土木研究所寒地土木研究所 
 安達 隆征 
北見工業大学 川口貴之 
株式会社吉原化工 吉原 孝保 
北見工業大学 畑中 将志 
 玉井 啓博 
 山下 聡 

19. 水酸化鉄による排水材の目詰まり現象の解明 
北見工業大学 ○畑中 将志 
 川口 貴之 
 中村 大 
 山﨑 新太郎 
 山下 聡 
日特建設株式会社 石垣 幸整 
 三上 登 

20. 道央自動車道 東鷹栖地区地滑りのり面の対策工
事報告 

東日本高速道路（株） 加藤 吉文 
 ○渡邊 秀人 

21. 地震動及び降雨履歴を受けた火山灰質土斜面の力
学挙動に関する模型実験 

室蘭工業大学 ○山田 亮一 
  川村 志麻 
北海道大学 三浦 清一 
室蘭工業大学 佐藤 要太 

22. 亀裂周辺の劣化を考慮した岩盤崩落の遠心力模型
実験 

（独）土木研究所寒地土木研究所 
  ○日下部祐基 
豊橋技術科学大学 三浦 均也 
（独）土木研究所寒地土木研究所 
  伊東 佳彦 
  井上 豊基 

23. 渡島・日高・留萌地域の土砂災害箇所における降雨
パターンと地形・土質特性 

株式会社ドーコン ○小林修司 
  金 秀俊 
室蘭工業大学 木幡行宏 
(独)北海道立総合研究機構 
  田近 淳 
北海道大学 田中 洋行 
一般財団法人北海道道路管理技術セン
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ター 三木田 正則 
24. のり面植生と土質性状の関係性について 

（独）土木研究所寒地土木研究所 
 ○山田 充 
 山梨 高裕 
 佐藤 厚子 
 兵庫 利勇 

25. 道央自動車道 虻田地区の変状を繰り返す切土のり
面対策の報告 

東日本高速道路（株） ○小山 良生 
26. 冬期土工による盛土の品質について 

(独)土木研究所寒地土木研究所 
 ○佐藤 厚子 
 山梨 高裕 
北見工業大学 鈴木 輝之 
北海道工業大学 川端 伸一郎 

27. 火山灰質地盤の液状化中における杭の水平地盤反
力に関する遠心力模型実験 

(独) 土木研究所寒地土木研究所 

 ○江川 拓也 
 山梨 高裕 
 冨澤 幸一 

28. 実物大盛土の崩壊現象とその動態観測  
室蘭工業大学 ○川村 志麻 
北海道大学 三浦 清一 
宮浦興業（株） 宮浦 征宏 

29. 岩石由来の酸性水発生予測に関する一考察 
(独) 土木研究所寒地土木研究所 
 ○田本 修一 
 伊東 佳彦 
(独)土木研究所つくば中央研究所 
 品川 俊介 
 阿南 修司 

30. 泥炭地盤中の管状構造物の長期沈下に関する模型
実験  

北海道大学 ○西村 聡 
 三木 拓也 

 
 

平成 26年度技術報告会（技術報告集第 55号） 
平成 27年 1月 30～31日 

於：室蘭工業大学， 参加者 195名 
 
1. 杭頭周囲に柱状地盤改良を併用した回転貫入杭の

水平抵抗 －原位置載荷試験と数値解析による検討
－ 

室蘭工業大学大学院 ○永井 宏 
 土屋 勉 
千代田工営(株) 池田 篤則 
 佐藤 雄太 

2. 積雪寒冷地の温度条件を考慮したアンカー式補強

材の引抜き試験 
（独）土木研究所寒地土木研究所 
 ○橋本 聖 
 山梨 高裕 
 林  宏親 
 山木 正彦 

3. 遠心力模型実験に基づく火山灰質地盤の液状化中

の杭水平地盤反力係数の評価 
（独）土木研究所寒地土木研究所 
 ○江川 拓也 
 冨澤 幸一 
 山梨 高裕 

4. サンドコンパクションパイル工法と鋼管杭打撃工

法による地盤の締固めに関する一考察 
北海道電力（株） 鈴木 裕 
 若松 洋介 
 ○髙石 孟 
清水建設（株） 佐久間 清文 

5. 小型 FWD試験による道路路盤のK値と現場密度の
関係 

室蘭工業大学 ○木幡 行宏 
 今田 裕之 
道路工業（株）技術試験所 
 山本 健一 
 齋藤 昌之 

6. グラベル材を用いた軟弱地盤盛土補強工法 －グ

ラベル基礎補強工法－ 
株式会社ドーコン ○松田 圭大 
  林 啓二 
室蘭工業大学 木幡 行宏 
エターナルプレザーブ株式会社 
  久保 幹男 
  倉知 禎直 
岡三リビック株式会社 安達 謙二 

7. 真空圧密工法で改良された深い軟弱地盤の挙動に

ついて 
(株)ダイヤコンサルタント 
  ○高坂 敏明 
中日本ハイウェイ･エンジニアリング

名古屋 川井田 実 
Thai Maruyama Industry  Teerachaikulpa 

 nich Nipon 
8. 玉石混じり砂礫における鋼矢板仮締切の計画と施

工 
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株式会社大林組 ○溝口 晃一 
  大里 秀俊 
  伊波 宏樹 
  山下 和則 

9. 冬期施工盛土の施工法と品質について 
（独）土木研究所寒地土木研究所 
 ○佐藤 厚子 
 山梨 高裕 
 安達 隆征 
 山田 充 
北見工業大学 鈴木 輝之 
北海道科学大学 川端 伸一郎 

10. 衝撃加速度を用いた路床、路盤の品質管理方法の検
討について 

（独）土木研究所寒地土木研究所 
  ○山田 充 
  山梨 高裕 
  佐藤 厚子 

11. 供用から 24 年を経過した高速道路盛土の変状発生
について 

東日本高速道路（株） ○山本 陽一 
  渡邊 秀人 
（株）ネクスコ・エンジニアリング北

海道 本田 英司 
12. 道央自動車道 高盛土のり面災害復旧の報告 

東日本高速道路（株） ○小山 良生 
13. フィルダム形式の調整池の施工における工夫と取

り組みについて 
株式会社大林組 ○野坂 芳夫 
  小林 由幸 
  甲野 冷二 

14. Undrained strength of fine-grained soils involved in 
shallow slope failure 

北海道大学 ○Anand Panta 
 西村 聡 

15. 高含水比粘土における圧密特性 
北海道大学 ○高橋 諒伍 
 田中 洋行 

16. CRSによる地盤材料のひずみ速度依存性の比較 
北海道大学 ○太田 雄己 
  田中 洋行 

17. 新たなフォールコーン試験装置の開発とその応用 
北海道大学 ○渡辺 葉子 
  田中 洋行 

18. 軟弱自然粘土の非排水強度異方性測定とその影響
因子 

北海道大学 ○福富 悠太 
  西村 聡 

19. サクション減少による重過圧密状態における粘性
土の力学的特性 

北海道大学 ○齊藤 舜 

  田中 洋行 
20. Investigation of anisotropic elastic moduli of Ishikari 

Bay sediments in triaxial apparatus 
北海道大学 ○Delvin A. 
  Martínez 
  西村 聡 

21. 北海道道東地域周辺海域のガスハイドレート調査
と海底堆積土の土質特性 

北見工業大学 小川 恵介 
  ○三輪 昌輝 
  山下 聡 
  山崎 新太郎 
神戸大学 片岡 沙都紀 
北見工業大学 南 尚嗣 
  八久保 晶弘 
  坂上 寛敏 
  庄子 仁 

22. 深海底地盤におけるコーン貫入試験の評価 
北見工業大学 ○大島 弘己 
  荒木 裕人 
  山下 聡 
  山崎 新太郎 

23. 飽和・不飽和土の液状化特性と液状化前後の P波 S
波速度変化 

北見工業大学 ○金山 未来 
  山下 聡 
  川尻 峻三 
  川口 貴之 

24. Ｘ線ＣＴスキャンを用いた砂質土地盤材料の締固
めおよび強度特性の評価 

北見工業大学 ○三鍋 佑季 
  川尻 峻三 
  川口 貴之 
  中村 大 
  山下 聡 

25. 表層地盤の性状把握に対する表面波探査の適用性 
北見工業大学 ○鈴木 信太朗 
  臺丸谷 俊輝 
  川尻 峻三 
  川口 貴之 
  中村 大 
  山下 聡 

26. 履歴と回復に着目した凍結融解による液性限界の
変化 

北見工業大学 ○小林 歩 
  川口 貴之 
  中村 大 
  山崎 新太郎 
  川尻 峻三 
  山下 聡 
興亜開発株式会社 冨田 龍三 
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  中島 美代子 
27. 模型実験による小段排水溝の凍上融解挙動の解明 

北見工業大学 ○隅屋 佑次 
  中村 大 
  川口 貴之 
  川尻 峻三 
  山下 聡 

28. 凍結融解作用を受ける地盤の透水性に及ぼす凍結
方法及び凍上性の影響 

北海道大学 ○高橋 優紀 
  石川 達也 
苫小牧工業高等専門学校 
  所 哲也 
北海道大学 木地谷 一平 
  浦崎 拓人 

29. 細粒土の一面せん断試験から得られた凍結融解に
よる強度定数の変化 

北見工業大学 ○佐々木 貴 
  川口 貴之 
  中村 大 
  川尻 峻三 
  山下 聡 

30. 盛土の加振時振動挙動に及ぼす凍結融解と浸透水
の影響 

北見工業大学 ○岸田 久德 
  川尻 峻三 
  川口 貴之 
  中村 大 
  山下 聡 

31. 凍上性・非凍上性材料の凍結土圧の測定 
苫小牧工業高等専門学校 
  ○所 哲也 
北海道大学 石川 達也 

32. 地山補強土工に作用する凍上力の実測結果 
（独）土木研究所寒地土木研究所 
  ○安達 隆征 
北海学園大学 小野 丘 
（独）土木研究所寒地土木研究所 
  山梨 高裕 
  佐藤 厚子 
株式会社シビテック 沖崎 裕 

33. 積雪がある場合のグラウンドアンカーに作用する
凍上力 

北海学園大学 ○小野 丘 
34. 応力変形・熱伝導・浸透連成解析による地盤―構造

物の凍上挙動予測 
北海道大学 ○木次谷 一平 
  石川 達也 
苫小牧工業高等専門学校 
  所 哲也 
（株）地層科学研究所 里 優 

35. 凍土壁を有する地盤の浸透流予測に対する連成解
析手法の適用 

北海道大学 ○山添 稜也 
  石川 達也 
  高橋 優紀 
  浦崎 拓人 

36. Evaluation of applicability of numerical modelling tools 
for complex slope stability problems in Hokkaido 

北海道大学 ○Siva  
  Subramanian  
  Srikrishnan 
  石川 達也 
苫小牧工業高等専門学校 
  所 哲也 

37. 9.11支笏豪雨災害における土石流の発生実態 
株式会社ドーコン ○宮田 善郁 
  山 真典 
(独) 土木研究所寒地土木研究所 
  倉橋 稔幸 
北海道開発局 坂 憲浩 

38. 降雨浸透と盛土・基礎地盤圧縮に起因する堤体内水
位変動の予測 

北海道大学 ○西村 聡 
39. 土木資材に対する水酸化鉄の付着メカニズムに関

する検討 
北見工業大学 ○畑中 将志 
日特建設株式会社 石垣 幸整 
  三上 登 
北見工業大学 川口 貴之 
  中村 大 
  川尻 峻三 
  山下 聡 
三井化学産資株式会社 田中 泰夫 
  鈴木 和成 

40. 泥炭地盤上の仮設道路における D・BOX 工法の適
応性 

株式会社ドーコン ○原 靖 
  林 啓二 
岡本興業株式会社 清野 幸夫 

41. 繰返しせん断履歴を受けた火山灰質盛土の耐波性
能に関する模型実験 

室蘭工業大学 ○古舘 聖斗 
  川村 志麻 
  山田 亮一 

42. 周辺地盤に生じる変形の予測精度向上を目指した
泥炭性軟弱地盤に対する剛性特性の定式化と実地

盤への適用 
(株)シーウェイエンジニアリング 
  ○山添 誠隆 
北海道大学 田中 洋行 
  西村 聡 
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(独) 土木研究所寒地土木研究所 
  林 宏親 

43. 繰返しせん断を受けた泥炭の剛性変化に関する考
察 

(独) 土木研究所寒地土木研究所 
  ○山木 正彦 
  山梨 高裕 
  林 宏親 

44. 泥炭地盤における道路盛土の沈下補修に関する解
析的検討 

(独) 土木研究所寒地土木研究所 
  ○林 宏親 
  山梨 高裕 
  橋本 聖 
  山木 正彦 

45. 粘性土のセメンテーションの発達に対する養生中
状態変化の影響 

北海道大学 ○阿部 昂祐 
  西村 聡 
  杉淵 玄 

46. アスファルト廃材と砂の混合物の力学特性に関す
る研究 

北海道大学 ○横浜 勝司 
(独) 土木研究所寒地土木研究所 
  福島 宏文 

47. アスファルト再生骨材と粘土の混合材の力学特性 
(独) 土木研究所寒地土木研究所 

  ○福島 宏文 
北海道大学 横濱 勝司 
(独) 土木研究所寒地土木研究所 
  山梨 高裕 
  佐藤 厚子 

48. X線 CTと AEを用いたレンガのひび割れ発生メカ
ニズムの解明 

北見工業大学 ○宮川 郁朗 
  中村 大 
  川口 貴之 
  川尻 峻三 
  山下 聡 

49. 草本植物の根系を含む細粒土の変形強度特性に関
する基礎的研究 

北見工業大学 ○金子 武司 
  佐々木 貴 
  中村 大 
  川口 貴之 
  川尻 峻三 
  山下 聡 

50. 原位置で作製された繊維材混合流動化処理土の三
軸せん断特性に及ぼす養生日数の影響 

室蘭工業大学 ○尾崎 敬太 
  木幡 行宏 
  ズゥオン 

  クワン フン 

 

 

平成 27年度技術報告会（技術報告集第 56号） 
平成 28年 1月 28～29日 

於：寒地土木研究所 1F講堂， 参加者 184名 
 
特別講演 1 

「基礎杭の技術トレンドと課題」 
土屋 勉（室蘭工業大学教授） 

特別講演 2 
「圧密とは －いろいろとあるのです－」 

田中 洋行（北海道大学教授） 
1. 砕石マット併用低改良率地盤改良の不同沈下抑制

効果に関する検討 
（国研）土木研究所寒地土木研究所 
 ○橋本 聖 
 林 憲裕 
 林 宏親 

2. 真空圧密工法で改良された軟弱地盤の長期沈下挙

動に関する一考察 
（株）ダイヤコンサルタント 
 ○高坂 敏明 
Thai Maruyama Industry Teerachaikulpa 

 nich Nipon 

3. カルシア改質浚渫土の早期強度・剛性発現特性とそ

の解釈 
北海道大学 ○佐藤 令菜 
 西村 聡  

 戸田 賀奈子 
 佐藤 努 
 新井 悠 
4. 凍結融解を受けた盛土の地山補強による耐震性向

上に関する模型試験 
北見工業大学 ○川尻 峻三 
 岸田 久德 
 川口 貴之 
 中村 大 
 山下 聡 

5. 寒冷地に適したギャビオン補強土壁の開発と試験

施工 
北見工業大学 ○川俣 さくら 
 鈴木 信太朗 
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 川口 貴之 
 中村 大 
（株）エターナルプレサーブ 
 倉知 禎直 
（株）ドーコン 林 啓二 
北見工業大学 川尻 峻三 
 山下 聡 

6. 国内最大規模の補強土(テールアルメ)壁における全
体安定対策工の検討と施工 

北海道電力（株） 古田 卓也 
（株）大林組  室井 忠之 
  伊波 宏樹 
 ○柳瀬 大輔 

7. 放水路蓋渠工事における斜め土留め工法の適用事

例 －石狩湾新港発電所 1 号機新設工事のうち土
木本工事（第 2工区）工事報告－ 

北海道電力（株） 齋藤 寿秋 
 樋口 浩之 
大林組 ○岡崎 久典 
 田口 伸吾 

8. 路盤・路床への各種品質管理方法の適用性について 
（国研）土木研究所寒地土木研究所 

  ○山田 充 
 林 憲裕 
 佐藤 厚子 

9. 泥炭地盤におけるメガソーラー基礎杭へのピンフ

ァウンデーション工法の適用事例 
（株）大林組 ○古川 新太郎 
 甲野 冷二 
 小川 弘之 
 玉井 礼子 
伊藤組土建（株） 山下 斉之 
 西岡 誠 

10. 軟弱地盤における小径スパイラル杭の複合荷重に
対する支持力特性 

北海道大学 ○山内 稜 
 磯部 公一 

11. 大型振動台模型実験を用いた杭基礎一体型鋼管集
成橋脚構造の地震時応答特性に関する考察 

北海道大学 ○赤塚 大二郎 
  磯部 公一 
京都大学 木村 亮 
  澤村 康生 
阪神高速道路（株） 杉山 裕樹 
  曽我 恭匡 
 篠原 聖二 

12. 杭基礎一体型鋼管集成橋脚構造の地震時応答特性
に関する数値解析的検討 

北海道大学 ○磯部 公一 
 赤塚 大二郎 
京都大学 木村 亮 

 澤村 康生 
阪神高速道路（株） 杉山 裕樹 
 曽我 恭匡 
 篠原 聖二 

13. 北海道沖オホーツク海でのガスプルーム調査およ
び海底堆積土の土質特性 

北見工業大学 ○三輪 昌輝 
 山下 聡 
（地独）北海道立総合研究機構 
 板谷 和彦 
北見工業大学 八久保 晶弘 
 坂上 寛敏 
 山崎 新太郎 
神戸大学 片岡 沙都紀 
北見工業大学 南 尚嗣 

14. 深海底地盤における原位置コーン貫入試験の評価 
北見工業大学 ○大島 弘己 
 山下 聡 
 山崎 新太郎 
神戸大学 片岡 沙都紀 
北見工業大学 八久保 晶弘 
 坂上 寛敏 
 小西 正朗 
 南 尚嗣 

15. 不飽和鉄道バラストの強度変形特性に及ぼす細粒
分の影響評価 

北海道大学 ○福 真治 
 石川 達也 
 松谷 真吾 
（公財）鉄道総合技術研究所 
 中村 貴久 
 桃谷 尚嗣 

16. 粒度調整砕石の強度・変形特性に及ぼす飽和度と乾
燥密度の影響 

室蘭工業大学 ○今田 裕之 
 木幡 行宏 
道路工業（株） 山本 健一 
 齋藤 昌之 

17. X線 CTスキャンによるベーンせん断機構の基礎的
検討 

北見工業大学 ○猶原 有希子 
 川尻 峻三 
（国研）港湾空港技術研究所 
 田中 政典 
北見工業大学 川口 貴之 
 中村 大 
 山下 聡 

18. アスファルト廃材の盛土材料としての性質 
（国研）土木研究所寒地土木研究所 
 ○佐藤 厚子 
 林 憲裕 
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北海道大学 横浜 勝司 
19. アスファルト廃材と砂の混合物の繰返しせん断特

性 
北海道大学 ○横浜 勝司 
（国研）土木研究所寒地土木研究所 
 佐藤 厚子 

20. 細粒分含有率を変化させた地盤材料の締固め及び
力学特性に関する基礎的検討 

北見工業大学 ○三鍋 佑季 
 梶山 夢人 
 川尻 峻三 
 川口 貴之 
 中村 大 
 山下 聡 

21. 低応力下における砂と粘土の混合物の特性 
北海道大学 ○山方 真吾 
 田中 洋行 

22. 繊維材混合流動化処理土の強度・変形特性に及ぼす
養生環境の影響 

室蘭工業大学 ○尾崎 敬太 
 木幡 行宏 

23. Comparison of physical and consolidation test results 
between Japanese and Vietnamese Standards 

室蘭工業大学 ○Do Tuan  
 Anh  
 木幡 行宏 
 木谷 彰伸 

24. 不飽和火山灰土の液状化特性と弾性波速度 
北見工業大学 ○金山 未来 
 山下 聡 
 川尻 峻三 
 川口 貴之 
 佐藤 貴亮 

25. 地震観測記録に基づく火山灰質地盤の地震時挙動
の評価 

（国研）土木研究所寒地土木研究所 
 ○江川 拓也 
 林  憲裕 
 冨澤 幸一 

26. 締固め条件の違いが火山灰質盛土の耐波性能に及
ぼす影響 

室蘭工業大学 ○古舘 聖斗 
 川村 志麻 
 土田 雄貴 

27. 火山灰質粗粒土における透水性能の異方性に関す
る考察 

（株）エス・ビー・シー 
 ○木村 充宏 
北海道大学 石川 達也 
上山試錐工業（株） 中田 隆文 
北海道大学 Srikrishnan  

 Siva  
 Subrmanian  
 Binh Thanh  
 Nguyen  
 森 瑛 

28. バイオメタン生成に資する泥炭の有効利用に関す
る基礎的検討 

（公財）北海道科学技術総合振興セン

ター ○荒牧 憲隆 
 金子 勝比古 

29. Isotache 則を用いた泥炭地盤表層における長期沈下
解析 

北海道大学 ○三木 拓也 
秋田工業高等専門学校 山添 誠隆 
北海道大学 西村 聡 

30. 泥炭地盤上盛土の地震時液状化とその対策に関す
る検討 

（国研）土木研究所寒地土木研究所 
 ○山木 正彦 
 林 憲裕 
 林 宏親 
 橋本 聖 

31. 繰返しせん断履歴を受けた構造を有する粘土の体
積圧縮挙動の評価 

北海道大学 ○畑中 佑太 
 西間 友洸 
 磯部 公一 

32. 高位構造粘土地盤の地震後圧密沈下に関する遠心
模型実験 

北海道大学 ○西間 友洸 
 畑中 佑太 
 磯部 公一 

33. CRS試験による地盤材料のひずみ速度依存性 
北海道大学 ○太田 雄己 
 田中 洋行 

34. 圧密係数の異方性を求める簡易な試験法の確立 
北海道大学 ○筒井 康平 
 田中 洋行 
秋田工業高等専門学校 山添 誠隆 

35. 地盤材料として用いる浚渫土の物性 
北海道大学 ○矢野 稔弥 
 田中 洋行 

36. 膨潤時における粘性土の強度低下 
北海道大学 ○齊藤 舜 
 田中 洋行 

37. 一面せん断を用いたセメント添加粘土の強度特性
の評価 

北海道大学 ○富田 直樹 
 福田 文彦 

38. 表層凍結状態における地震時の地盤の挙動に関す
る実験的研究 
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苫小牧工業高等専門学校 
 ○所 哲也 
 楠 章哉 
北海道大学 石川 達也 
 Srikrishnan  
 Siva  
 Subrmanian 

39. Numerical simulation of shaking table tests under 
freezing and thawing conditions 

北海道大学 ○Srikrishnan  
 Siva  

 Subrmanian  
 石川 達也 

苫小牧工業高等専門学校 
 所 哲也 
 楠 章哉 

40. Applicability of three-dimensional coupled seepage and 
thermal analysis to soil slope stability in cold region 

北海道大学 ○Binh Thanh  
 Nguyen  
 石川 達也 
 Srikrishnan  
 Siva 
 Subrmanian  
 横浜 勝司 

苫小牧工業高等専門学校 
 所 哲也 

41. 凍結方法の違いによる凍土壁造成時の限界流速に
ついての検討 

北海道大学 ○山添 稜也 
 石川 達也 
摂南大学 伊藤 譲 

42. 凍結融解履歴を受けた草本植物の根系を含む細粒
土の一面せん断試験 

北見工業大学 ○川内谷 勇真 
 佐々木 貴 
 中村 大 
 川口 貴之 
 川尻 峻三 
 山下 聡 

43. 北見市柏木の軟岩斜面で実施した凍上変位と凍結
深さの計測 

北見工業大学 ○中村 大 
 田中 悠暉 
 宮川 郁朗 
 渡邊 達也 
 川口 貴之 
 伊藤 陽司 

44. 断熱材を併用した特殊ふとんかごによる切土のり
面の凍上対策について 

（国研）土木研究所寒地土木研究所 

 ○野上 敦 
 林 憲裕 
 佐藤 厚子 

45. 北海道における降雨特性の変化と年代的特徴 
北海道科学大学 ○川端 伸一郎 
北見工業大学 川尻 峻三 
北海道大学 石川 達也 

46. 繰返しせん断履歴を受けた積雪寒冷地にある火山
灰質盛土の降雨時力学挙動 

室蘭工業大学 ○山田 亮一 
 川村 志麻 
 Dao Minh Hieu 

47. 積雪寒冷気候下にある道路盛土の動態観測結果と
その考察 

室蘭工業大学 ○福津 向基 
 川村 志麻 

48. 締固め条件を変えた試験盛土の降雨前後における
S波速度分布の変化に関する研究 

北見工業大学 ○田中 悠暉 
 川尻 峻三 
（国研）土木研究所寒地土木研究所 
 橋本 聖 
北見工業大学 川口 貴之 
 中村 大 
（国研）土木研究所寒地土木研究所 
 佐藤 厚子 
 山田 充 

49. Predicting pore water pressure variations in 
embankments due to evapotranspiration and 
precipitation 

北海道大学 ○西村 聡 
苫小牧工業高等専門学校 
 所 哲也 
北海道大学 Maria  
 Fernanda Rivas 

50. 地震時海底地すべりに関する模型実験 
北見工業大学 ○清 智泰 
 川尻 峻三 
 山下 聡 
 川口 貴之 
神戸大学 片岡 沙都紀 
 城山 翔平 
北見工業大学 山崎 新太郎 
 中村 大 

51. 道央自動車道 茶志内地区の地すべり規模と変状
対策 

東日本高速道路（株） 飯田 茂 
 ○上杉 隆則 
（株）ネクスコ・エンジニアリング北

海道 佐藤 貢 
川崎地質（株） 日下田 亮 
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16. 北海道支部講習会 一覧 
 
 
◎平成 18年度 
 
第１回（支部主催） 

1. 題 目： 
寒冷地における凍上被害とその対策 
－古くて新しい凍上の話－ 
（札幌会場） 

2. 開催日：平成１８年４月１８日(火) 
3. 場 所：札幌市男女共同参画センター 
4. 参加人員：１１９名 
5. 内容・講師： 
開会の挨拶 

北海学園大学 小野 丘 
土の凍結・凍上現象 

北海道工業大学 川端伸一郎 
凍上に関する調査・試験 

北海学園大学 小野 丘 
凍上対策工法 

東日本高速道路(株) 豊田 邦男 
凍上の被害事例とその対策 

基礎地盤コンサルタンツ(株) 斉藤 和夫 
 
第２回（支部主催） 

1. 題 目： 
寒冷地における凍上被害とその対策 
－古くて新しい凍上の話－ 
（北見会場） 

2. 開催日：平成１８年４月２０日(木) 
3. 場 所：北見工業大学  
4. 参加人員：６８名 
5. 内容・講師： 
開会の挨拶 

北海学園大学 小野 丘 
土の凍結・凍上現象 

北海道大学大学院 赤川 敏 
凍上に関する調査・試験 

北見工業大学 鈴木 輝之 
凍上対策工法 

(株)ドーコン 林 啓二 
凍上の被害事例とその対策 

(独)土木研究所寒地土木研究所 西本 聡 
 
第３回（本部主催） 

1. 題 目： 
地盤防災における地盤・地質情報の活用とその応

用 
2. 開催日：平成１８年１２月５日(火) 
3. 場 所：札幌市民会館  

4. 参加人員：４１名 
5. 内容・講師： 
日本の防災政策と防災技術力 

総務庁消防研究センター 室崎 益輝 
ハザードマップの作成：方法と課題 

(財)砂防・地すべりセンター 安養寺信夫 
GIS,リモートセンシングの利用：地盤防災分野での
活用法と最新技術 

(株)日本工営 石橋 晃睦 
地盤・地質情報を活用した防災対策の実例１ 

茨城大学 村上 哲 
地盤・地質情報を活用した防災対策の実例２ 

(財)地域地盤環境研究所 山本 浩司 
防災対策・防災技術の現状における問題点と課題：地

盤工学の果たすべき役割 
(独)土木研究所 三木 博史 

 
第４回 インターネット講習会（本部主催） 

1. 題 目：基礎構造物の信頼性設計法 
2. 開催日：平成１８年１２月１５日(金) 
3. 場 所：北海道大学  
4. 参加人員：２４名 
5. 内容・講師： 
信頼性設計法入門(１) 

岐阜大学 本城 勇介 
信頼性設計法入門(２) 

岐阜大学 本城 勇介 
信頼性設計法入門(３) 

武蔵工業大学 吉田 郁政 
信頼性設計法の実務適用における留意点 

清水建設(株) 鈴木 誠 
建築分野における信頼性設計法の適用 

(株)フジタ 小林 勝巳 
道路分野における信頼性設計法の適用 

(独)土木研究所 白戸 真大 
港湾分野における信頼性設計法の適用 

国土交通省国土技術政策総合研究所 長尾 毅 
 
◎平成 19年度 
 
第１回 講習会（支部主催） 

1. 題 目： 
山岳トンネル工法の調査・設計から施工まで 

2. 開催日：平成１９年９月２５日(火) 
3. 場 所：北海道建設会館  
4. 参加人員：１１４名 
5. 内容・講師： 
山岳トンネル工法の概説 

京都大学 朝倉 俊弘 
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調査および試験 
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北原 秀介 

設計 
パシフィックコンサルタンツ(株) 松長 剛 

施工 
(株)大林組 畑 浩二 

補助工法 
(株)ケー・エフ・シー 羽馬 徹 

施工中の調査・観察・計測 
鹿島建設(株) 山本 拓冶 

まとめ・現状の問題点と今後の課題 
(財)鉄道総合技術研究所 野城 一栄 

 
◎平成 20年度 
 
第１回 インターネット講習会（本部主催） 

1. 題 目：設計用地盤定数の決め方 －岩盤編－ 
2. 開催日：平成２０年１１月１８日(火) 
3. 場 所：株式会社  開発工営社  
4. 参加人員：３６名 
5. 内容・講師： 
はじめに 

埼玉大学 吉中龍之進 
岩盤の種類と工学的特徴 

(財)深田地質研究所 田中 莊一 
岩盤の強度特性 

(独)水資源機構 木戸研太郎 
岩盤の変形特性 

(株)大林組 鈴木健一郎 
岩盤の透水性 

(独)土木研究所 山口 嘉一 
岩盤の動的特性 

(財)電力中央研究所 伊藤 洋 
初期地圧 

(財)電力中央研究所 新 孝一 
 
第２回 講習会（支部主催） 

1. 題 目： 
北海道における土壌・地下水環境問題の現状と対

策技術 
2. 開催日：平成２０年１２月５日(金) 
3. 場 所：(独)土木研究所寒地土木研究所 
4. 参加人員：１２２名 
5. 共 催：(独)土木研究所寒地土木研究所 
6. 後 援： 

(社)土木学会北海道支部 
(社)資源・素材学会北海道支部 
日本応用地質学会北海道支部 
北海道応用地質研究会 
北海道環境地質研究会 

7. 内容・講師： 

開会挨拶 
(社)地盤工学会北海道支部支部長 

武田 覚 
自然由来と人為由来の土壌・地下水汚染の評価・対

策の相違 
北海道大学 五十嵐敏文 

北海道内の建設事業における自然由来重金属汚染対

策技術の現状と課題について 
(独)土木研究所寒地土木研究所 田本 修一 

八甲田トンネルにおける重金属含有掘削残土処分と

今後の課題 
(財)鉄道総合技術研究所 太田 岳洋 

土壌環境リスクと企業の対応 
清水建設(株) 高田 博充 

土壌・地下水汚染対策における不溶化処理技術の役

割と実験的な試み 
北海道大学 横濱 勝司 

 
◎平成 21年度 
 
第１回 講習会（支部主催） 

1. 題 目：北海道の泥炭地盤に関する講習会 
2. 開催日：平成２１年６月１７日(水) 
3. 場 所：(独)土木研究所寒地土木研究所 
4. 参加人員：１８６名 
5. 共 催：(独)土木研究所寒地土木研究所 
6. 後 援： 

(社)土木学会北海道支部 
日本応用地質学会北海道支部 

7. 内容・講師： 
概論 

北海道工業大学 神谷 光彦 
調査試験及び沈下予測 

(独)土木研究所寒地土木研究所 林 宏親 
対策工設計 

(株)ドーコン 林 啓二 
対策施工事例（中層混合処理工法+ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ工法，
真空圧密工法） 

(独)土木研究所寒地土木研究所 橋本 聖 
(株)ドーコン 高橋 秀彰 

 
第２回 講習会（支部主催） 

1. 題 目：地盤材料試験の方法と解説 
2. 開催日：平成２１年１２月１６日(水) 
3. 場 所：札幌コンベンションセンター 
4. 参加人員：９３名 
5. 内容・講師： 
開会挨拶 

(社)地盤工学会北海道支部長 
一條 昌幸 

総説 



102 

北海道大学 三浦 清一 
地盤材料の工学的分類 

北海道大学 田中 洋行 
物理試験(１) 

北海学園大学 小野 丘 
物理試験(２) 

北海道大学 川﨑 了 
化学試験 

北海道土質試験協同組合 八島 隆志 
安定化試験 

道路工業(株) 齊藤 昌之 
透水試験・圧密試験 

函館工業高等専門学校 川口 貴之 
力学試験(１) 

北見工業大学 山下 聡 
力学試験(２) 

日本工営(株) 下倉 宏 
特殊土の試験 

岩田地崎建設(株) 八木 一善 
ジオシンセティックスの試験 

室蘭工業大学 木幡 行宏 
 
第３回 講習会（支部主催） 

1. 題 目： 
地盤の凍上被害とその対策に関する講習会 
（札幌会場） 

2. 開催日：平成２２年２月２２日(月) 
3. 場 所：札幌コンベンションセンター 
4. 参加人員：１０６名 
5. 内容・講師： 
土の凍結現象 

北見工業大学 鈴木 輝之 
調査・解析・試験 

北海道工業大学 川端伸一郎 
凍上対策工法 

(株)ドーコン 林 啓二 
凍上被害とその対策 

東日本高速道路(株) 豊田 邦男 
冬期土工 

(株)建設維持管理センター 大谷 高志 
 
第４回 講習会（支部主催） 

1. 題 目： 
地盤の凍上被害とその対策に関する講習会 
（帯広会場） 

2. 開催日：平成２２年２月２３日(火) 
3. 場 所：帯広市とかちプラザ 
4. 参加人員：２９名 
5. 内容・講師： 
土の凍結現象 

北海学園大学 小野 丘 

調査・解析・試験 
基礎地盤コンサルタンツ(株) 斉藤 和夫 

凍上対策工法 
(株)ドーコン 林 啓二 

凍上被害とその対策 
東日本高速道路(株) 豊田 邦男 

冬期土工 
(独)土木研究所寒地土木研究所 西本 聡 

 
◎平成 22年度 
 
第１回 講習会（支部主催） 

1. 題 目： 
実務家のための火山灰質土講習会 
（札幌会場） 

2. 開催日：平成２２年１２月１５日(水) 
3. 場 所：北海道大学学術交流会館 
4. 参加人員：１５８名 
5. 共 催：北海道の火山灰質土の性質と利用に関す

る研究委員会 
6. 内容・講師： 
開会挨拶 

地盤工学会北海道支部長 
火山灰質地盤の被災事例 

北海道大学大学院 三浦 清一 
北海道の火山灰質土の概要・分布・基本的性質 

北海道土質コンサルタント 松本 和正 
火山灰質粗粒土の工学的性質１ 

岩田地崎建設 八木 一善 
火山灰質粗粒土の工学的性質２ 

北海道工業大学 川端伸一郎 
火山灰質細粒土の工学的性質 

上山試錐工業 中田 隆文 
火山灰質土の設計と施工１ 

東日本高速道路 谷藤 義弘 
火山灰質土の設計と施工２ 

土木研究所寒地土木研究所 冨澤 幸一 
質疑応答 

 
第２回 講習会（支部主催） 

1. 題 目： 
実務家のための火山灰質土講習会 
（北見会場） 

2. 開催日：平成２３年１月１４日(金) 
3. 場 所：北見工業大学 
4. 参加人員：９７名 
5. 共 催：北海道の火山灰質土の性質と利用に関す

る研究委員会 
6. 内容・講師： 
開会挨拶 

北見工業大学 鈴木 輝之 
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講演内容概要説明 
北見工業大学 伊藤 陽司 

火山灰質地盤の被災事例 
北海道大学大学院 三浦 清一 

北海道の火山灰質土の概要・分布・基本的性質 
ドーコン 左近 利秋 

火山灰質粗粒土の工学的性質１ 
岩田地崎建設 八木 一善 

火山灰質粗粒土の工学的性質２ 
北海道工業大学 川端伸一郎 

火山灰質細粒土の工学的性質 
土木研究所寒地土木研究所 小野寺康浩 

火山灰質土の設計と施工１ 
土木研究所寒地土木研究所 佐藤 厚子 

火山灰質土の設計と施工２ 
土木研究所寒地土木研究所 冨澤 幸一 

質疑応答 
 
◎平成 23年度 
 
第１回（支部主催） 

1. 題 目：液状化被害と対策工法に関する講習会 
2. 開催日：平成２３年１２月５日(月) 
3. 場 所：札幌コンベンションセンター 
4. 参加人員：７９名 
5. 内容・講師： 
開会挨拶 

地盤工学会北海道支部長 
東日本大震災における液状化被害の特徴と課題 

東京電機大学 安田 進 
圧入締固め工法（ＣＰＧ工法） 

三信建設工業 新坂 孝志 
高圧噴射攪拌工法 

ケミカルグラウト 松尾 章 
薬液注入工法（浸透注入工法） 

五洋建設 林 健太郎 
質疑応答 

 
◎平成 24年度 
 
第１回（支部主催） 

1. 題 目： 
グラウンドアンカー設計･施工基準，同解説講習

会 
2. 開催日：平成２５年２月１３日（水） 
3. 場 所：札幌コンベンションセンター 
4. 参加人員：６４名 
5. 演題・講師： 
全体概要，第 1章：総則，第 4章：材料，第 5章：
防食 

日特建設 山田 浩 

第 6章：設計，第 7章：施工，第 8章：試験 
三信建設工業 山崎 淳一 

第 3章：計画・調査，第 9章：維持管理 
高速道路総合技術研究所 吉村 雅宏 

 
◎平成 25年度 
 
支部主催 第１回 

1. 題 目：地盤調査の方法と解説講習会 
2. 開催日：平成２５年１０月１７日（木） 
3. 場 所：札幌コンベンションセンター 
4. 参加人員：６１名 
5. 共 催：北海道土木技術会 土質基礎研究委員会 
6. 演題・講師： 
主な改訂点の説明，第 1編 地盤調査の計画および第
2編 概略調査 

北海道大学 田中 洋行 
第 3編 物理探査・検層, 第 4編 ボーリング, 第 5編 
サンプリング 

北海道土質コンサルタント 工藤 康雅 
第 7編 地下水調査 

ドーコン 阪田 義隆 
第 8編 載荷試験 

北海道大学 川﨑 了 
第 9編 現場密度試験, 第 10編 現地計測 

北海工営社 西村 右敏 
第 11編 地盤汚染調査の方法 

野外科学 鈴木 秀洋 
第 6編 サウンディング 

土木研究所寒地土木研究所 林 宏親 
第 12編 地盤環境調査 

太田ジオリサーチ 太田 英将 
 
支部主催 第２回 

1. 題 目： 
地盤改良の調査・設計と施工 
－戸建住宅から人工島まで－ 

2. 開催日：平成２６年２月２０日（木） 
3. 場 所：札幌コンベンションセンター 
4. 参加人員：４９名 
5. 共 催：北海道土木技術会 土質基礎研究委員会 
6. 演題・講師： 
軟弱地盤の概念と軟弱地盤対策工法の計画 

東京工業大学 北詰 昌樹 
地盤改良のための調査と計測管理 

土木研究所寒地土木研究所 林 宏親 
締固め工法 

不動テトラ 杉野 秀一 
固結工法 

小野田ケミコ 木下 和徳 
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◎平成 26年度 開催なし 
 

◎平成 27年度 開催なし 

 
 

17. 北海道支部講演会 一覧 
 
◎平成 18年度 
 
地盤工学会北海道支部・土木学会北海道支部共催講演会 

1. 開催日：平成１９年２月２２日（木） 
2. 場 所：ホテルモントレ札幌 
3. 参加人員：１０９名 
4. 共 催：土木学会北海道支部 
5. テーマ：北海道の被害地震の履歴と防災気象情報 
6. 内容・講師： 
北海道の被害地震の履歴を追って 
北海道大学大学院工学研究科 教授 鏡味 洋史 

防災気象情報について 
札幌管区気象台 技術部予報課 土砂災害気象官 

菊地 範 
 
◎平成 19年度 
 
地盤工学会北海道支部・土木学会北海道支部共催講演会 

1. 開催日：平成２０年３月３日（月） 
2. 場 所：(独)土木研究所寒地土木研究所 
3. 参加人員：１１０名 
4. 共 催：土木学会北海道支部 
5. テーマ：冬期道路交通を考える 
6. 内容・講師： 
冬期道路交通の現状と課題 

北海道大学大学院 中辻 隆 
地域にねざした取り組みの紹介 
市民と創る雪対策 

札幌市建設局管理部雪対策室 高松 康廣 
さっけん雪みちプロジェクト 

札幌開発建設部道路調査課 佐々木博一 
最新の取り組み状況の紹介 

社会的に最適な冬期道路管理レベルとは？ 
北海道大学大学院 内田 賢悦 

札幌市内における冬期道路交通の実測調査 
寒地土木研究所 宗広 一徳 

雪みちを考える～冬期交通特性の分析～ 
函館工業高等専門学校 佐々木恵一 

 
◎平成 20年度 
 
地盤工学会北海道支部・土木学会北海道支部共催講演会 

1. 開催日：平成２１年３月３日（火） 
2. 場 所：ホテルモントレ札幌 
3. 参加人員：８５名 

4. 共 催： 
(社)土木学会北海道支部 
(社)日本雪氷学会北海道支部 

5. テーマ：南極の気象と生活 
6. 内容・講師： 
開会挨拶 

(社)土木学会北海道支部長 
南極ドーム基地の１年～知らざるマイナス７０℃の

雪と氷の世界」 
北見工業大学 社会環境工学科 亀田 貴雄 

南極・昭和越冬生活 
室蘭工業大学情報メディア教育センター 

佐藤 之紀 
 
◎平成 21年度 
 
地盤工学会創立６０周年記念講演会 

1. 開催日：平成２１年９月８日(火) 
2. 場 所：ホテル札幌ガーデンパレス 
3. 参加人員：２６９名 
4. テーマ： 

北海道の地盤災害を考える－防災･減災の取り組

み 
5. 内容・講師： 
開会挨拶 

(社)地盤工学会北海道支部長 一條 昌幸 
古くて新しい凍上の話 －凍上被害とその対策－ 

帯広畜産大学 土谷富士夫 
地震時に気をつけよう，火山灰土地盤 

北海道大学 三浦 清一 
建物が傾く，泥炭地に家を建てるには 

北海道工業大学 神谷 光彦 
 
地盤工学会北海道支部・土木学会北海道支部共催講演会  

1. 開催日：平成２２年３月１０日（水） 
2. 場 所：ホテルポールスター札幌 
3. 参加人員：１３３名 
4. 共 催：(社)土木学会北海道支部 
5. テーマ： 

森と川とそこにすむ生物たち，それらと人とのつ

ながり 
6.  内容・講師： 
開会挨拶 

(社)土木学会北海道支部長 
美々川から学んだ水環境の不思議」 
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北海学園大学工学部 社会環境工学科 
余湖 典昭 

森と川と人のつながり－北海道の川の特徴と変貌－ 
北海道大学大学院 農学研究院 

中村 太士 
 
◎平成 22年度 
 
地盤工学会北海道支部・土木学会北海道支部共催講演会 

1. 開催日：平成２３年３月２８日(月) 
2. 場 所：北海道大学 学術交流会館 
3. 参加人員：１５０名 
4. 共 催： 

土木学会北海道支部 
自然災害研究協議会北海道地区 
土木学会水工学委員会 

5. 題 目：自然災害研究 地区災害フォーラム 
「激化する自然災害に北海道はどう立ち向かう

べきか」 
6. 内容・講師： 
開会挨拶 

２０１０年８月北海道豪雨災害調査団長 
講演 

1. 東北地方太平洋沖地震速報 
「概要」 

北海道大学 高井 伸雄 
「道内津波被害」 

北海道大学 鈴木 英一 
2. 2010年 8月北海道豪雨災害調査報告 
「気象・水文」 

室蘭工業大学 中津川 誠 
「土砂災害」 

北見工業大学 渡邊 康玄 
「災害管理と防災対策」 

北海道大学 加賀屋誠一 
3. 2010年奄美大島豪雨災害調査報告 

京都大学防災研究所 竹林 洋史 
パネルディスカッション 
テーマ：これからの自然災害を考える－北海道は

どう立ち向かうべきか 
コーディネーター 

北海道大学 泉 典洋 
パネリスト 

北海道大学 清水 康行 
北海道大学 鈴木 英一 
北海道大学 加賀屋誠一 

京都大学防災研究所 竹林 洋史 
閉会挨拶 

２０１０年８月北海道豪雨災害調査団長 
 
 

 
◎平成 23年度 
 
地盤工学会北海道支部・土木学会北海道支部共催講演会 
（平成２３年度 都市地域セミナー） 

1. 開催日：平成２４年３月８日（木） 
2. 場 所：北海道大学学術交流会館 
3. 参加人員：１１０名 
4. 共 催： 

公益社団法人土木学会北海道支部 
(社)日本都市計画学会北海道支部 
(社)日本造園学会北海道支部 
(社)建築学会北海道支部 
北海道開発局，北海道，札幌市，市長会 
都市計画化協会 

5. 内容・講師 
基調講演「震災復興計画への階梯と計画思想（仮題）」 

東京都市大学 涌井 雅之 
パネルディスカション 
テーマ：地域の風土・文化と個性を尊重した，新た

な価値創造 
パネリスト 

東京都市大学 涌井 雅之 
IFLAJAPAN会長および 

高野ランドスケーププランニング 
高野 文彰 

北海道大学観光高等研究センター 池ノ上真一 
コーディネーター 

専修大学北海道短期大学 小林 昭裕 
 
◎平成 24年度 
 
地盤工学会北海道支部・土木学会北海道支部共催講演会 

1. 開催日：平成２４年６月１４日（木） 
2. 場 所：北海道大学学術交流会館  
3. 参加人数：１４０名 
4. 共 催：土木学会北海道支部 
5. 後 援： 

国土交通省北海道開発局，北海道，札幌市 
土木研究所寒地土木研究所 
日本都市計画学会北海道支部 
北海道土木技術会 

6. テーマ： 
これからの土木技術者がなすべきこと 
～防災，維持管理に着目して～ 

7. 内容・講師： 
３つの大災害に備える 
－自然災害，社会資本施設の老巧化，人口減少― 

国土交通省国土技術政策総合研究所 
所長 西川 和廣 

産学官連携による道路附帯施設の延命化 
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釧路工業高等専門学校 校長 岸 徳光 
 

◎平成 25年度～平成 27年度  開催なし 

 
 

 

18. 地盤工学セミナー 一覧
 

 
◎平成 18年度 
 
北海道支部セミナー「土を考える」第１回 

1. 日 時：平成１８年９月２７日（水） 
2. 場 所：大成建設 
3. 参加人員：２２名 
4. テーマ： 
土を考える“建設と地盤に関するケーススタディー

とＱ＆Ａ” 
5.  演題・講師 
１部：[ケーススタディー] 
最新の土質工学的話題等について，実例を講師が解説 
①「泥炭地盤のＦＥＭ解析」 

北海道大学大学院 福田 文彦 
②「軟弱地盤対策工法－真空圧密工法の事例より」 

(株)開発工営社 大谷 高志 
③「のり面災害とその要因」 

東日本高速道路(株) 長尾 和之 
２部：[Ｑ＆Ａ] 
日常業務で感じている疑問点に講師が回答 

 
北海道支部セミナー「土を考える」第２回 

1. 日 時：平成１９年２月１５日（木） 
2. 場 所：大成建設 
3. 参加人員：２３名 
4. テーマ： 
土を考える“建設と地盤に関するケーススタディー

とＱ＆Ａ” 
5．演題・講師 
１部： [ケーススタディー] 
最新の土質工学的話題等について，実例を講師が解説 
①「特殊地盤の杭基礎設計法と最近の話題」 

(独)土木研究所寒地土木研究所 冨澤 幸一 
②「土壌汚染対策法の概要と調査事例」 

(有)アース企画  鐵川 朋幸 
２部：[Ｑ＆Ａ] 
日常業務で感じている疑問点に講師が回答 

 
◎平成 19年度 
 
北海道支部セミナー「土を考える」 

1. 日 時：平成１９年１１月２８日（水） 
2. 場 所：大成建設 
3. 参加人員：１５名 

4. テーマ： 
土を考える“建設と地盤に関するケーススタディー

とＱ＆Ａ” 
5. 演題・講師 
１部：[ケーススタディー] 
調査・設計・施工の貴重な体験談，実例から学ぶ 
①「北海道の高速道路における道路構造物対策事例」

－調査・設計・施工の成功例，失敗例など，さまざま

な施工事例から学ぶ－ 
東日本高速道路株式会社 
北海道支社 豊田 邦男 

②「構造物基礎について」 
－支持地盤が予想と違っていた!! 
トラブル防止のために注意すべき点と対応策－ 

○調査の立場から 
北海道土質コンサルタント株式会社 

遠藤 秀博 
○施工の立場から： 

大成建設株式会社 札幌支店 
新田 勝広 

２部：[Ｑ＆Ａ] 
日常業務で感じている疑問点に講師が回答 

 
◎平成 20年度 
 
北海道支部セミナー「土を考える」第１回 
1. 日 時：平成２０年５月３０日（金） 
2. 場 所：大成建設 
3. 参加人員：２７名 
4. テーマ： 

土を考える“建設と地盤に関するケーススタディー

とＱ＆Ａ” 
5. 演題・講師 
１部： [ケーススタディー] 
調査・設計・施工の貴重な体験談，実例から学ぶ 
①「重金属汚染地盤の不溶化処理に関する試みと力学

特性について」 
北海道大学大学院工学研究科 横浜 勝司 

②「表層堆積物と岩盤風化部の境界について－調査事

例より－」 
～岩盤は腐っても岩盤なのか？それとも腐ったら土砂

なのか？～ 
株式会社ユニオン・コンサルタント 

技術本部部長 関根 幸博 
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③「地質調査計画の立案について」 
基礎地盤コンサルタンツ株式会社 

北海道支社 小海 尚文 
２部：[Ｑ＆Ａ] 
日常業務で感じている疑問点に講師が回答 

 
北海道支部セミナー「土を考える」第２回 

1. 日 時：平成２０年１１月２６日（水） 
2. 場 所：大成建設 
3. 参加人員：３１名 
4. テーマ： 
土を考える“建設と地盤に関するケーススタディー

とＱ＆Ａ” 
5. 演題・講師 
１部：[ケーススタディー] 
調査・設計・施工の貴重な体験談，実例から学ぶ 
①「c，φ その基本的な考え方」 

北海道工業大学 都市環境学科 川端伸一郎 
②「c，φを求める室内試験について，三軸圧縮試験の
条件など」 

北海道土質試験協同組合 
技術部課長 山内 昇 

③「c，φの決め方と直接基礎の設計の話」 
寒地土木研究所 寒地地盤チーム 

福島 宏文 
２部：[Ｑ＆Ａ] 
日常業務で感じている疑問点に講師が回答 

 
◎平成 21年度 
 
複合地盤杭基礎の設計施工法に関する技術セミナー 

1. 日 時：平成２１年１１月３０日(月) 
2. 場 所：(独)土木研究所寒地土木研究所 
3. 参加人員：１６５名 
4. 主 催： 
(独)土木研究所寒地土木研究所 
北海道における複合地盤杭基礎の設計施工法に関する

技術検討委員会 
5. 共 催： 
北海道土木技術会土質基礎研究委員会 
(社)地盤工学会北海道支部 

6. 演題・講師： 
委員長挨拶 

北海道大学 三浦 清一 
設計要領 

国土交通省北海道開発局 池田 憲二 
概論・基本設計法・耐震照査 

(独)土木研究所寒地土木研究所 冨澤 幸一 
杭施工法・載荷試験 

ジャパンパイル(株) 小嶋 英治 
ジャパンパイル(株) 小椋 仁志 

地盤改良工法・品質管理 
(株)不動テトラ 深田 久 

(株)不動テトラ 井戸口清孝 
動的解析法 

北武コンサルタント(株) 渡辺 忠朋 
(株)開発工営社 清水 均 

設計事例 
(株)土木技術コンサルタント 村田 良英 
(株)土木技術コンサルタント 吉田 紘一 

新技術活用 
京都大学 木村 亮 

質疑 
総括・閉会 

(独)土木研究所寒地土木研究所 西本 聡 
 
◎平成 22年度 
 
北海道支部セミナー「土を考える」 

1. 日 時：平成２３年１月２７日(木) 
2. 場 所：大成建設 
3. 参加人員：２７名 
4. 内 容： 
貴重な体験や実例を交えた話題提供 

テーマ「重金属問題を考える」 
5. 演題・講師： 
①重金属を取り巻く最近の話題と対応について 

土木研究所寒地土木研究所 田本 修一 
②自然由来の重金属の調査および対策検討に関わる

話題 
パシフィックコンサルタンツ 龍原  毅 

「Ｑ＆Ａ」日常業務で感じている疑問点など 
 
◎平成 23年度 
 
北海道支部セミナー「土を考える」第１回 

1. 日 時：平成２４年１月１８日(木) 
2. 場 所：大成建設 
3. 参加人員：２０名 
4. 内 容： 
貴重な体験や実例を交えた話題提供 

テーマ「地盤工学に関する最近の話題」 
5. 演題・講師： 
①フィンランド －お国柄と寒冷環境－ 

北海学園大学 小野  丘 
②岩石の凍上圧に関する基礎的研究 
－凍上発生位置の強度依存性－ 

北見工業大学 中村  大 
③自然由来による重金属等（ヒ素）汚染盛土の処理

工法と溶出特性に関わる短期現場試験 
イーエス総合研究所 植松えり子 

④雪堆積場としての適用性に関する火山灰地盤の透
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水性評価 
上山試錐工業 中田 隆文 

 
北海道支部セミナー「土を考える」第２回 

1. 日 時：平成２４年３月１６日(金) 
2. 場 所：大成建設 
3. 参加人員：３１名 
4. 内 容： 
貴重な体験や実例を交えた話題提供 
テーマ「軟弱地盤対策工を考える（調査・設計・施

工まで）」 
5. 演題・講師： 
①軟弱地盤対策工のための調査・試験内容について 

北海道土質コンサルタント 松本 和正 
②軟弱地盤解析の方法および設計事例について 

ズコーシャ 葛西 隆一 
③道央自動車道 札幌～岩見沢間で行われた軟弱地
盤対策工の効果（供用後 20年）について 

ネクスコ・エンジニアリング北海道 山内 智 
 
◎平成 24年度 
 
北海道支部セミナー「土を考える」第１回 

1. 日 時：平成２４年１１月２７日（火） 
2. 場 所：大成建設 
3. 参加人員：２５名 
4. 内容： 
貴重な体験や実例を交えた話題提供 
テーマ「地盤工学に関する最近の話題」 

5. 演題・講師： 
①耐震地盤改良の最近の動向と事例 
－岸壁・滑走路・堤防－ 

北海道大学大学院工学研究院 西村  聡 
②遠心力模型実験による泥炭地盤上の盛土の地震時

被害とその対策 
土木研究所寒地土木研究所 梶取 真一 

③形状の異なるジオグリッドの引抜き抵抗メカニズ        
ム 

苫小牧工業高等専門学校 中村 努 
 
北海道支部セミナー「土を考える」第２回 

1. 日 時：平成２５年３月２６日（火） 
2. 場 所：大成建設 
3. 参加人員：３５名 
4. 内容： 
貴重な体験や実例を交えた話題提供 
テーマ「地盤の防災技術に関する最近の話題」 

5. 演題・講師： 
①降雨，地震，凍上などによる斜面災害と最近の研

究の動向について 
室蘭工業大学大学院工学研究科 川村 志麻 

②盛土の耐震性に関する最近の話題 
土木研究所寒地土木研究所 林  宏親 

 
◎平成 25年度 
 
北海道支部セミナー「土を考える」第１回 

1. 日 時：平成２５年７月１９日（金） 
2. 場 所：大成建設 
3. 参加人員：２４名 
4. 内 容： 
貴重な体験や実例を交えた話題提供 
テーマ「地盤工学に関する最近の話題」 

5. 演題・講師： 
①設計に用いる地盤定数の求め方 

北海道大学 田中 洋行 
②堆積軟岩における大深度立坑の施工 

幌延地下施設建設工事作業所 名合 牧人 
 
北海道支部セミナー「土を考える」第２回 

1. 日 時：平成２５年１１月１５日（金） 
2. 場 所：大成建設 
3. 参加人員：２２名 
4. 内 容： 
貴重な体験や実例を交えた話題提供 
テーマ「斜面防災を考える」 

5. 演題・講師： 
①斜面安定に関する幾つかの研究事例 

北見工業大学 川口 貴之 
②寒冷地域の新たな斜面リスク 

北見工業大学 山崎新太郎 
③アスファルト被覆斜面のモニタリングについて 

北電興業 五十嵐由一 
 
◎平成 26年度 
 
現場見学会 

1. 日 時：平成２６年７月１０日（木） 
2. 場 所： 
道道西野真駒内清田線(こばやし峠)トンネル新設工事
現場 
3. 参加人員：２０名 

 
◎平成 27年度 
 
北海道支部セミナー「土を考える」第１回 

1. 日 時：平成２７年９月１１日（金） 
2. 場 所：松崎ビル(札幌) 
3. 参加人員：２８名 
4. 演題・講師 
①渡島・日高・留萌地域の土砂災害箇所における降

雨パターンと地形・土質特性 
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株式会社ドーコン地質部 小林 修司 
②盛土・堤防内部の水位変動について 

北海道大学大学院工学研究科 西村 聡 
③回転貫入鋼管杭と柱状地盤改良の併用工法について 

室蘭工業大学環境建築学ユニット 永井 宏 
④平成 26年 9月 11日に支笏湖周辺で発生した土石流
について 

株式会社ドーコン 防災保全部 宮田 善郁 
 
北海道支部セミナー「土を考える」第２回 

1. 日 時：平成２７年１０月２日（金） 
2. 場 所：株式会社 ズコーシャ(帯広) 
3. 参加人員：３２名 
4. 演題・講師 
①寒冷地における土の凍結凍上の被害と対策 

(株)ズコーシャ 土谷富士夫 
②草本植物の根系を含む土供試体のせん断特性 
～寒冷地のり面の保全と緑化工技術～ 

帯広畜産大学 地域環境学研究部門 
地域環境工学分野 宗岡 寿美 

 
北海道支部セミナー「土を考える」第３回 

1. 日 時：平成２７年１１月５日（木） 
2. 場 所：北海道土質試験協同組合(札幌) 
3. 参加人員：２２名 
4. 演題・講師 
①土の締固めと品質管理の概要 

日本工営株式会社 橋本 和明 
②室内土質試験実施における留意点 

北海道土質試験協同組合 山内  昇 
③品質管理試験の実施方法 

北海道土質試験協同組合 中川 範彦 
 
北海道支部セミナー「土を考える」第４回 

1. 日 時：平成２７年１２月７日（月） 
2. 場 所：北見工業大学(北見) 
3. 参加人員：３５名 
4. 演題・講師 
①土と岩石の凍上 

北見工業大学工学部社会環境工学科 中村 大 
②寒冷地の補強土壁 

北見工業大学工学部社会環境工学科 川口 貴之 
 
 
北海道支部セミナー「土を考える」第５回 

1. 日 時：平成２８年１月２２日（金） 
2. 場 所：苫小牧工業高等専門学校(苫小牧) 
3. 参加人員：１１名 
4. 演題・講師 
①地盤の凍結・凍上 

苫小牧工業高等専門学校 

環境都市工学科 所 哲也 
②最近のジオシンセティックスに関する研究 

苫小牧工業高等専門学校 
環境都市工学科 中村 努 

 
北海道支部セミナー「土を考える」第６回 

1. 日 時：平成２８年３月７日（月） 
2. 場 所：室蘭工業大学(室蘭) 
3. 参加人員：２９名 
4. 演題・講師 
①特殊土地盤の地盤災害と最近の研究動向 
－火山灰土を例にして－ 

室蘭工業大学大学院工学研究科 川村 志麻 
②軟弱地盤と基礎杭 

室蘭工業大学大学院工学研究科 永井 宏
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19. IS-Hokkaido 2012 実行委員会報告（H21～24） 
委員長 三浦 清一（北海道大学 名誉教授） 

 

１．委員会設立の背景 

北海道支部では，1994年 9月に開催された IS-Hokkaido
以降，支部主催の国際会議は開催されておらず，道内に

おいて目立った国際会議は開催されていなかった。この

状況下で，第 1回交通地盤工学に関する国際会議（The 1st 
International Conference on Transportation Geotechnics, 1st 
ICTG）が 2008 年 8 月 25 日～27 日に英国ノッティンガ
ム大学にて開催された。この会議は，国際地盤工学会

（ISSMGE）の技術委員会（Technical Committee）の一つ
で あ る TC3 Geotechnics of Pavements （ 現 TC202 
Transportation Geotechnics（交通地盤工学））が提案し共
催したものであり，舗装などにターゲットを絞った交通

地盤工学分野での初めての国際会議でした。その第 2回
会議の国内開催招致に TC3国内委員会（委員長：吉田信
之，神戸大学）が取り組んだ結果，同会議の期間中に開

催された TC3会合において，第 2回交通地盤工学に関す
る国際会議（2nd ICTG）は 2012 年に北海道（札幌）で
開催することが決定した。そこで，TC3国内委員会，地
盤工学会国際部，国際地盤工学会等と連携し，国際シン

ポジウム IS-Hokkaido2012（別名 2nd ICTG）を開催すべ
く，北海道大学 三浦清一教授（当時）を委員長とした

実行委員会（表-1参照）が 2009年 9月に設置された。 
２．IS-Hokkaido2012 の開催目的 

道路・鉄道・空港の設計施工・維持管理の合理化・省

資源化は，国内外を問わず関心の高い重要な技術的検討

課題の一つであり，国際技術委員会 TC3の主要な研究テ
ーマの一つである。このため，IS-Hokkaido2012では，地
盤工学の視点から舗装工学や鉄道工学の課題について討

論する場を提供し，地盤技術者の舗装工学・鉄道工学へ

の関心を高めるとともに，両分野の技術者との情報・意

見交換を通じて，当該学問分野における地盤工学の役割

について再考した。加えて，北海道という地域性を考慮

して，建設環境や設計施工・維持管理技術の観点から積

雪寒冷地における交通地盤工学を考えるプレワークショ

ップを開催した。以上のように，IS-Hokkaido2012は，運
輸インフラのための地盤工学，すなわち，道路・鉄道・

空港施設に関する設計・維持管理，性能評価・劣化予測，

構造・材料，省力化・防災減災技術，試験法・調査技術，

等に対する地盤工学の役割と貢献に重点を置いた国際会

議である。 
３．委員会活動 

本委員会は，主に地盤工学会北海道支部所属会員と

TC3国内委員会委員から構成されている（委員総数：36
名）。また，委員会は，平成 21 年 9 月 29 日の第 1 回
IS-Hokkaido2012 実行委員会に始まり，平成 24 年 12 月
19日の最終委員会まで 9回開催された。この間，総務部
会，企画部会，学術部会の 3 部会制で IS-Hokkaido2012
の企画・運営に従事した。 

表-1 委員会の構成メンバー 
役 職 氏 名 所 属 

委員長 三浦 清一 北海道大学 大学院工学研究院環境フィールド工学
部門 

副委員長 吉田 信之 神戸大学 都市安全研究センター 

副委員長 小野  丘 北海学園大学 工学部社会環境工学科 

幹 事 石川 達也 北海道大学 大学院工学研究院環境フィールド工学
部門 

幹 事 木幡 行宏 室蘭工業大学 大学院工学研究科くらし環境系領域

委 員 阿部 長門 東亜道路工業（株） 技術部 

委 員 市川 幸秀 大成建設（株） 土木営業本部 首都圏第一営業部

委 員 石垣  勉 （株）NIPPO 研究開発本部技術研究所研究第一グ
ループ 

委 員 鎌田  修 鹿島道路（株） 生産技術本部技術研究所第三研究
室 

委 員 川口 貴之 北見工業大学 社会環境工学科 

委 員 川端伸一郎 北海道工業大学 空間創造学部 都市環境学科 

委 員 川村 志麻 室蘭工業大学 大学院工学研究科 くらし環境系領
域 

委 員 川村  力 北海道旅客鉄道（株）工務部工事課 構造エンジニア
リングＧ 

委 員 久保 和幸 （独）土木研究所 道路技術研究グループ 

委 員 佐藤 研一 福岡大学 工学部社会デザイン工学科 

委 員 関根 悦夫 北武コンサルタント株式会社 

委 員 竹内  康 東京農業大学 地域環境科学部生産環境工学科 

委 員 建山 和由 立命館大学 理工学部 環境都市学系 

委 員 田中 則和 北海道電力（株） 土木部土木エンジニアリンググ
ループ 

委 員 中村  努 苫小牧工業高等専門学校 環境都市工学科 

委 員 西村  聡 北海道大学 大学院工学研究院環境フィールド工学
部門 

委 員 西本  聡 （独）土木研究所 寒地土木研究所 寒地基礎技術
研究グループ 

委 員 八谷 好高 （財）港湾空港建設技術サービスセンター 

委 員 早野 公敏 横浜国立大学 大学院工学研究院システムの創生部
門 

委 員 久利 良夫 （財）阪神高速道路管理技術センター 企画研究部
調査研究課 

委 員 平川 大貴 防衛大学校 システム工学群建設環境工学科 

委 員 廣長 周治 （株）大林組 札幌支店営業部 

委 員 廣津栄三郎 ヒロＴ＆Ｔ株式会社 

委 員 福田 文彦 北海道大学 大学院工学研究院環境フィールド工学
部門 

委 員 峯田 一彦 （株）ドーコン 環境事業本部 地質部 

委 員 宮田 喜壽 防衛大学校 システム工学群建設環境工学科 

委 員 村本 勝己 （公財）鉄道総合技術研究所 軌道技術研究部 
軌道・路盤 

委 員 桃谷 尚嗣 （公財）鉄道総合技術研究所 軌道技術研究部 
軌道・路盤 

委 員 森田 恵弘 清水建設（株） 北海道支店土木技術部市場開発グ
ループ 

委 員 八鍬  昇 鹿島建設（株） 北海道支店営業部 

委 員 山下  聡 北見工業大学 社会環境工学科 

注）所属等は委員会当時のもの 
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４．会議開催実績 

第 2 回交通地盤工学に関する国際会議 IS-Hokkaido 
2012は，表-2のような団体から共催・後援を得て，平成
24年 9月 10日（月）～9月 12日（水）に北海道大学学
術交流会館で開催した。会議の主要なテーマは，以下の

ようなものである。 
１．舗装，鉄道，空港の地盤工学 
２．地盤材料（リサイクル地盤材料を含む） 
３．アスファルト混合物および水硬性材料 
４．交通施設のための土工 
５．ジオシンセティックの適用と補強土 
６．室内試験および原位置試験・調査 
７．現象，力学モデルおよび数値シミュレーション 
８．設計，施工，維持管理 
９．供用性評価と品質管理 
10．持続可能な維持管理と修繕 
11．リスク評価と環境問題 

また，平成 24年 9月 9日（日）には，「締固めにおけ
る情報化施工」，「厳しい気候条件下における交通地盤工

学」，「鉄道における構造境界部を対象とした交通地盤工

学」の 3つのワークショップを開催した（図-1参照）。 
IS-Hokkaido 2012は，三浦清一 実行委員会委員長およ

び末岡徹 地盤工学会会長（当時）の主催者挨拶に続き，
佐伯浩 北海道大学総長（当時），Antonio Gomes Correia
国際地盤工学会 TC202委員長（当時），龍岡文夫 元国際
ジオシンセティックス学会会長，Askar Zhussupbekov 国
際地盤工学会副会長（アジア地域会長）（当時）の来賓挨

拶で始まった。 
会議の参加登録者数は，計 243名（内，外国人 107名，

図-2 参照）で，参加は世界 30 ヶ国（含む日本）からあ
った。表-3にその詳細分類を示す。3日間の会議期間中
に発表された論文は，交通地盤工学分野における国内外

の著名な研究者・技術者によるキーノートレクチャー7
編，および 23会場でのテクニカルセッションにおける口
頭発表論文 140編（海外 60編，国内 80編）であった。
また，発表された論文は，図-3に示す会議プロシーディ

ング（平成 24年 9月発刊，編集者：三浦清一他４名，総
頁数：216ページ，USB付き）に収納され，発刊された。
なお，会議後には，IS-Hokkaido2012実行委員会から推薦
のあった論文 7 編を収録した Soils and Foundations の
IS-Hokkaido2012特集号（Vol. 54 No. 1）が地盤工学会か
ら 2014年 2月に発刊されている。 
この他，会議期間中には，会議参加者向けのウェルカ

ムパーティ（9/10夜，北海道大学レストラン）やバンケ
ット（9/11夜，札幌グランドホテル），さらには同伴者向
けの華道教室（9/11午後，北海道大学）が開催された。 
５．おわりに 

IS-Hokkaido2012は，予想を上回る参加者数に加え，展
示収入，企業賛助金，科研費，北海道大学補助金等の別

収入による当初予算書以上の収入と，実行委員会委員の

企画・運営への献身的な貢献による大幅な支出削減によ

り，収支バランスの取れた決算となった。 

表-2 IS-Hokkaido2012 開催の協力体制 
役 割 団 体 名 

主 催 国際地盤工学会（ISSMGE），地盤工学会 

共 催 北海道大学，米国土木学会（ASCE）Geo-Institute，国際ジオシン
セティックス学会（IGS），米国交通運輸研究会議（TRB） 

後 援

国土交通省北海道開発局，日本土木工業協会，日本道路協会， 
日本道路建設業協会，土木学会，土木研究所寒地土木研究所， 
高速道路総合技術研究所，港湾航空技術研究所，鉄道総合技術研
究所，札幌市，北海道 

図-1 会議プログラム 

表-3 IS-Hokkaido2012 の参加登録者 

分 類 参加者数 分 類 参加者数 
ISSMGE & IGS

会員 90名 学生会員 51名 

地盤工学会会員 31名 ゲスト参加者 13名 

一般参加者 51名 同伴者 7名 

 

 
図-2 IS-Hokkaido2012 の参加者 

 
図-3 会議プロシーディング 
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20. 第 50回地盤工学研究発表会（札幌大会）を終えて 
実行委員長 田中 洋行 （北海道大学 教授）

 
1． はじめに 
 
第 50回地盤工学研究発表会が平成 27年 9月 1日から

4日まで札幌市で開催されました。発表論文数 1214（前
回 1085），参加登録者（有料登録者）数 1895名（前回 1750）
で，非常に多くの方々が発表，参加して頂きました。も

ちろん，この理由は，開催地が気候の良い北海道であっ

たこともありますが，交流会で東畑会長が話されました

ように，長い間会員数が減少していたのが，最近になっ

て，わずかながらでも増加したことと無関係ではないと

思います。 
 
2． 開催地および開催時期 
 
古手の会員にとっては，沖縄開催と並んで北見での発

表大会は非常に強く記憶に残っています。今でも，我々

の年代が集まると，北見市内では宿泊施設が足りなくて

遠くの温泉旅館に宿泊したとか，交流会で牛１頭丸焼き

にしたとか，苦労話や数々のサプライズが（私は当時関

東支部に所属していました），楽しく思い出されます。こ

の意味で，一時は室蘭で，さらに思い切って登別の温泉

施設で大々的に行うとの意見もありました。しかし，2000
人が参加する大会となると，実際には不可能であり，久

しぶりの札幌にするという意見に落ち着きました。 
多少の例外はありますが，大会は 7月に行われるのが

通例です。今回は 9月初めと，かなり遅い時期の開催と
なりました。この時期の選定に当たり，一番気になった

のが関連学会の大会の開催日でした（土木学会：9月 16
日から 18日，建築学会：9月 4日から 6日，農業農村工
学会：9月 1日から 4日）。このため，多くの会員の皆様
にご迷惑をおかけしました。もちろん，例年通りの 7月
も検討しましたが，会場使用料および多数のセッション

を同時並行するだけの会議室の確保が難しく，断念せざ

るをえませんでした。会議室の充分な数と会場費を考え

ると，どうしても大学を選択するしかありません。そう

すると，開催日は夏休みに入る 8月の中旬以降となりま
す。北海道のセールスポイントは夏が涼しいことですが，

この時期は航空運賃が非常に高くなり（特にお盆シーズ

ン），また宿泊施設の確保も大変難しくなります。他学会

の全国大会との関係は大きな問題となりますが，観光客

が多少落ち着く 9月初旬を開催日と決めました。 
多少余談になりますが，日中地盤工学シンポジウムが

8月 30日から 9月 1日まで同じ会場で開催されました。
ところが，30日は札幌市民マラソンがあり，このためホ
テルの予約に相当苦労したと聞いております。北海道の

夏はシンポジウムなどの行事が目白押しで，このため，

地方自治体は非常に強気です。実際，北海道や札幌市に

大会費用の助成金を申請しましたが，“非常に冷たい反

応”で，回答はゼロでした。しかしながら，多くの企業，

機関から技術展示コーナーに参加して頂き，財政的に非

常に助かりました。 
次に開催会場ですが，第一の候補に挙がったのは，交

通の便が良い北海道大学でした。しかし，我々実行委員

会のメンバーの頭によぎったのは，数年前に行った土木

学会でした。北海道も例外なく温暖化の影響を受け，8
月の札幌は 30℃を超えることは珍しくありません。前回
の土木学会は 9月中旬に開催されたのですが，連日猛暑
日が続きました。北海道大学工学部の教室は原則として

冷房施設がなく，せっかく涼しい気候を期待して来た参

加者の期待を裏切ることになりかねません。幸い，北海

道科学大学のご厚意で会場を確保することができました。

発表会場となる教室はもちろん，展示会場の体育館も冷

房が効いていて非常に快適に大会を運営することができ

ました。しかしながら，会場が最寄りの JR 手稲駅から
離れていたので，無料バスを用意しましたが，参加者が

集中する早朝の時間帯など，移動に時間がかかり，皆様

にご不便をおかけしました。 
 
3．おわりに 
 
最近は，地盤工学会の活動を市民に知ってもらおうと

いうことで，毎回市民行事が大事なイベントとなってい

ます。今回も，道庁の前の広場で市民向けの行事を開催

しました。しかしながら，行事の主催者が札幌市あるい

は北海道とであると勘違いされることになりかねないと

の理由から，背中に「地盤工学会」との文字をいれた T
シャツを着て，説明することになりました。さらに，大

会の会場でもスタッフはこの Tシャツを着ようというこ
とになりました。しかしながら，予算の関係上，学生の

アルバイトの分は用意できませんでした。今思えば，多

少無理をしてでも，全員着用すればよかったと思ってい

ます。 
最後になりましたが，多数の会員の皆様に研究発表会

に参加していただき，本当にありがとうございました。

しかし，開催時期それと参加費も含めて，研究発表会を

今後どのようにしていくかを，考える時期に来ているか

もしれません。 
(地盤工学会誌 Vol.63，No.11/12，pp.25，2015に掲載済) 
 
 
開催日：平成 27年 9月 1日(火)～4日(金) 
会場：北海道科学大学，ロイトン札幌，札幌市北 3条広
場 
参加者数：1,895名 
研究発表：発表論文数 1,214編 

9月 1日(火) 09：00～18：15 
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9月 2日(水) 09：00～12：15 
9月 3日(木) 09：00～16：30 
会 場：北海道科学大学 G棟 

特別セッション 
【地盤工学会におけるダイバーシティの実現】 
【汚染水対策・デブリ取出しから廃炉までを想定した

地盤工学的新技術開発と人材育成プログラムの必要

性】 
【断層の問題～地盤工学は何ができるのか～】 
【平成 26年度道路保全地盤技術向上に資する調査・研
究成果報告】 

【平成 26年度地盤工学会賞受賞者講演】 
会 場：北海道科学大学 G棟 

ディスカッションセッション 
ＤＳ-1 【地盤工学会における基準の国際化対応】 
ＤＳ-2 【地盤材料試験の技能評価と精度・ばらつき

の実態】 
ＤＳ-3 【歴史的地盤構造物の修復と保全】 
ＤＳ-4 【地盤情報データベースの整備とその利活

用】 
ＤＳ-5 【多発する地盤災害に挑む時間・空間のマル

チスケール解析・実験技術】 
ＤＳ-6 【最近のエネルギー事情と岩盤工学】 
ＤＳ-7 【欠番】 
ＤＳ-8 【低透水性土質系材料の活用と性能評価技術

に関する検討】 
ＤＳ-9 【各種サウンディング技術の液状化調査手法

としての適用性】 
ＤＳ-10 【斜面の凍上対策工の調査・設計に関する研

究】 
ＤＳ-11 【東日本大震災による住宅地被害からの復

興】 
会 場：北海道科学大学 G棟 

展望 
【積雪寒冷地における地盤工学の歩みと展望】 
講演者：池田 憲二（土木研究所 理事，土木研究所寒

地土木研究所 所長） 
【地下の可視化推進と地質情報利活用に向けた産総研

の研究戦略】 
講演者：佃  栄吉（産業技術総合研究所 理事，地質

調査総合センター代表） 
日 時：9月 2日(水) 14:20～16:10 
会 場：ロイトン札幌 ロイトンホール 

特別講演会 
【北前船の軌跡がつなぐ 海の道の未来】 
講 師：明楽 みゆき（チェンバロ奏者・現代版北前

船プロジェクト 代表） 
日 時：9月 2日(水) 16:30～17:40 
会 場：ロイトン札幌 ロイトンホール 

交流会 
日 時：9月 2日(水) 18:00～20:00 

会 場：ロイトン札幌 ロイトンホール 
参加者：394名 

技術展示コーナー 
日 時：9月 1日(火)～9月 3日(木) 
会 場：北海道科学大学 体育館 
出 展：59機関（53ブース） 
㈱不動テトラ，㈱技研製作所，TRD工法協会，三信建

設工業㈱，静的圧入締固め工法（CPG工法）研究会，X-JET
協会，SUPERJET 研究会，日特建設㈱，㈱加藤建設，日
本基礎技術㈱，真空圧密ドレーン工法研究会，WILL 工
法協会，（有）アサヒテクノ，日鉄住金セメント㈱，（一

社）セメント協会，既設アンカー緊張力モニタリングシ

ステム研究会，VSL協会，ブイ・エス・エル・ジャパン
㈱，KJS 協会，アンカー補修協会，㈱エスイー，フロテ
ックアンカー技術研究会，東日本旅客鉄道㈱，ジェイア

ール東日本コンサルタンツ㈱，鉄建建設㈱，㈱ジェイテ

ック，鹿島建設㈱，あおみ建設㈱，前田工繊㈱，新江州

㈱，（一社）国土環境保全機構 JEPro，北海道科学大学，
テラグリッド研究会，多数アンカー式補強土壁協会，ヒ

ロセ㈱，大成建設㈱，㈱大林組，西松建設㈱，清水建設

㈱，㈱マイダスアイティジャパン，㈱地層科学研究所，

FLIP コンソーシアム，JIP テクノサイエンス㈱，㈱シー
ウェイエンジニアリング，ジーエスアイ㈱，㈱アーク情

報システム，五大開発㈱，寒地土木研究所，中央開発㈱，

㈱マルイ，㈱ダイヤコンサルタント，㈱共和電業，GoTEN
コンソーシアム，川崎地質㈱，㈱レアックス，応用地質

㈱，ジオ・ラボネットワーク，㈱ワイビーエム，基礎地

盤コンサルタンツ㈱ 
（ブース番号順） 

特別会員ＰＲコーナー 
日 時：9月 1日(火)～9月 3日(木) 
会 場：北海道科学大学 体育館 
出展者数：35 

見学会 
【半日コース】『ＬＮＧ基地見学ツアーとＬＮＧ火力

発電所の建設現場見学コース』 
日 時：9月 2日(水) 13：00～17：45 
【１日コース】『小樽・余市 土木と歴史浪漫コース』 
日 時：9月 4日(金) 8：30～17:00 

市民向け行事 
【暮らしに役立つ防災への備え！～自然災害は突然

に！普段から防災への心構え～】 
日 時：9月 1日(火)～9月 3日(木) 
会 場：札幌市北 3条広場（アカプラ） 

 
実行委員会 
役 職  名 前  所 属 
委員長  田中 洋行 北海道大学大学院工学研究院

教授 
副委員長 西本  聡 土木研究所寒地土木研究所寒

地基礎技術研究グループ長 



114 

副委員長 木幡 行宏 室蘭工業大学大学院工学研究

科教授 
委 員 石川 達也 北海道大学大学院工学研究院教

授 
委 員 井上  京 北海道大学大学院農学研究院教

授 
委 員 山下  聡 北見工業大学工学部教授 
委 員 辻   修 帯広畜産大学地域環境学研究部

門教授 
委 員 小野  丘 北海学園大学工学部教授 
委 員  川端伸一郎 北海道科学大学工学部教授 
委 員 秋田 藤夫 北海道立総合研究機構地質研究

所所長 
委 員 今 日出人 北海道開発局開発事業振興部長 
委 員 小林 敏克 北海道建設部技監 
委 員 前川 寿清 札幌市建設局土木部道路工事担

当部長 
委 員 古谷 惠一 北海道電力㈱上席執行役員土木

部長 
委 員 中谷  了 東日本高速道路㈱北海道支社技

術部長 
委 員 峯田 一彦 ㈱ドーコン環境事業本部地質部

理事上席技師長 
委 員 八鍬  昇 鹿島建設㈱北海道支店営業統括

部長 
委 員 能登 繁幸 日本技術士会北海道本部長 
顧 問 苫米地 司 北海道科学大学学長 
顧 問 桜田 昌之 北海道開発局建設部長 
顧 問 名取 哲哉 北海道建設部長 
顧 問 若松 郁郎 札幌市建設局長 

 
総務部会 
役 職 名 前 所 属 
部会長 木幡 行宏 室蘭工業大学大学院工学研究科

教授 
副部会長 八鍬  昇 鹿島建設㈱北海道支店営業統括

部長 
幹事長 川端伸一郎 北海道科学大学工学部教授 
部 員 磯部 公一 北海道大学大学院工学研究院准

教授 
部 員 川口 貴之 北見工業大学工学部准教授 

 
講演部会 
役 職 名 前 所 属 
部会長 石川 達也 北海道大学大学院工学研究院教

授 
副部会長 川村 志麻 室蘭工業大学大学院工学研究

科准教授 
部 員 磯部 公一 北海道大学大学院工学研究院准

教授 
部 員 小野  丘 北海学園大学工学部教授  

部 員 川尻 峻三 北見工業大学工学部助教 
部 員 川端伸一郎 北海道科学大学工学部教授 
部 員 所  哲也 苫小牧高等専門学校助教 
部 員 西村  聡 北海道大学大学院工学研究院准

教授 
部 員 福田 文彦 北海道大学大学院工学研究院助

教 
 
見学部会 
役 職 名 前 所 属 
部会長 林  憲裕 土木研究所寒地土木研究所寒地

地盤チーム上席研究員 
副部会長 中谷 了 東日本高速道路㈱北海道支社技

術部長 
副部会長 渡辺 一功 北海道旅客鉄道㈱工務部工事

課 
部 員 江川 拓也 土木研究所寒地土木研究所寒地

地盤チーム 
部 員 野上  敦 土木研究所寒地土木研究所寒地

地盤チーム 
 
交流部会 
役 職 名 前 所 属 
部会長 峯田 一彦 ㈱ドーコン環境事業本部地質部

理事上席技師長 
副部会長 二階堂直樹 大成建設㈱札幌支店土木営業

部 
部 員 左近 利秋 ㈱ドーコン環境事業本部地質部

担当次長 
部 員 田本 修一 土木研究所寒地土木研究所防災

地質チーム 
部 員 横濱 勝司 北海道大学大学院工学研究院助

教 
 

展示部会 
役 職 名 前所 属 
部会長 林  宏親 土木研究所寒地土木研究所寒地

地盤チーム総括主任研究員 
副部会長 中村  努 苫小牧工業高等専門学校准教

授 
部 員 山下  聡 北見工業大学工学部教授 
部 員 山木 正彦 土木研究所寒地土木研究所寒地

地盤チーム 
 
市民向け事業部会 
役 職 名 前 所 属 
部会長 佐藤 厚子 土木研究所寒地土木研究所寒地

地盤チーム主任研究員 
副部会長 尾林 孝平 北海道電力㈱土木部原子力土

木グループ 
副部会長 森田 恵弘 清水建設㈱北海道支店土木技
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術部グループ長 
部 員 野坂 芳夫 ㈱大林組札幌支店営業部担当課

長 
部 員 橋本  聖 土木研究所寒地土木研究所寒地

地盤チーム 
部 員 山田  充 土木研究所寒地土木研究所寒地

地盤チーム 
 
特別講演部会 
役 職 名 前 所 属 
部会長 西本  聡 土木研究所寒地土木研究所寒地

基礎技術研究グループ長 
副部会長 廣長 周治 ㈱大林組札幌支店副支店長 
部 員 日下部祐基 土木研究所寒地土木研究所防災

地質チーム総括主任研究員 
部 員 小林 貴宏 ㈱大林組札幌支店土木工事部工

事課副課長 
部 員 角田富士夫 土木研究所寒地土木研究所防災

地質チーム 
部 員 矢島 良紀 土木研究所寒地土木研究所防災

地質チーム主任研究員 
 
合同部会 
役 職 名 前 所 属 
相談役 神谷 光彦 上山試錐工業㈱技術顧問
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21. 地盤工学会北海道支部創立 60周年記念行事実行委員会委員名簿 
 
実行委員会 

委員長 田中 洋行 北海道大学大学院工学研究院 教授 
副委員長 小野  丘 北海学園大学工学部 教授 
副委員長 山下  聡 北見工業大学工学部 教授 
副委員長 八鍬   昇 鹿島建設(株)北海道支店土木部 営業統括部長 
委 員 石川 達也 北海道大学大学院工学研究院 教授 
委 員 磯部 公一 北海道大学大学院工学研究院 准教授 
委 員 川口 貴之 北見工業大学工学部 准教授 
委 員 川端伸一郎 北海道科学大学工学部 教授 
委 員 川村 志麻 室蘭工業大学大学院 准教授 
委 員 木幡 行宏 室蘭工業大学大学院工学研究科 教授 
委 員 左近 利秋 ㈱ドーコン環境事業本部地質部 担当次長 
委 員 二階堂直樹 大成建設(株)札幌支店土木営業部 副部長 
委 員 西村   聡 北海道大学大学院工学研究院 准教授 
委 員 西本  聡 土木研究所寒地土木研究所 寒地基礎技術研究グループ長 
委 員 林  憲裕 土木研究所寒地土木研究所寒地地盤チーム 上席研究員 
委 員 林  宏親 土木研究所寒地土木研究所寒地地盤チーム 主任研究員 
委 員 廣長 周治 ㈱大林組札幌支店 副支店長 
委 員 福田 文彦 北海道大学大学院工学研究院 助教 
委 員 峯田 一彦 ㈱ドーコン環境事業本部地質部理事 上席技師長 
委 員 森田 恵弘 清水建設(株)北海道支店土木技術部 グループ長 
委 員 横濱 勝司 北海道大学大学院工学研究院 助教 

 
特別表彰WG 
主 査 山下  聡 北見工業大学大学院 
委 員 八鍬   昇 鹿島建設(株)北海道支店 
委 員 小野  丘 北海学園大学 
委 員 木幡 行宏 室蘭工業大学大学院 
委 員 石川 達也 北海道大学大学院 
委 員 峯田 一彦 ㈱ドーコン 

記念式典・記念講演WG 
主 査 林  憲裕 (国研)寒地土木研究所 
委 員 廣長 周治 ㈱大林組札幌支店 
委 員 磯部 公一 北海道大学大学院 
委 員 林  宏親 (国研)寒地土木研究所 
委 員 西本  聡 (国研)寒地土木研究所 

 
 

記念祝賀会WG 
主 査 左近 利秋 ㈱ドーコン 
委 員 森田 恵弘 清水建設(株)北海道支店 
委 員 二階堂直樹 大成建設(株)札幌支店 
委 員 横濱 勝司 北海道大学大学院 

資料整理WG 
主 査 川村 志麻 室蘭工業大学大学院 
委 員 川端伸一郎 北海道科学大学 
委 員 西村  聡 北海道大学大学院 
委 員 福田 文彦 北海道大学大学院 

財務WG 
主 査 川口 貴之     北見工業大学 
事務局 林 美和子    地盤工学会北海道支部 

 

 


