
第1号議案 令和3年度事業報告 

１. 総会、役員会等 

1) 総 会 

第1回 令和 3年 4月23日(金)   WEB開催（Zoomウェビナー）  約120名 

 

2) 商 議 員 会 （2回） 

第1回 令和 3年 4月23日(金)   WEB開催（Zoomウェビナー） 10名・委任状17名 

第2回 令和 4年 2月18日(金)  WEB開催（Zoomミーティング）12名・委任状18名 

 

3) 幹 事 会 （2回） 

第1回 令和 3年 6月30日(水) WEB開催（Zoomミーティング）  34名 

第2回 令和 4年 1月20日(水) WEB開催（Zoomウェビナー）   33名 

地盤工学フォーラム同日開催 

 

4) 常任幹事会 （3回） 

第1回 令和 3年 5月28日(金)   WEB開催（Zoomミーティング）   15名 

第2回 令和 3年11月19日(金)   WEB開催（Microsoft Teams）   16名 

第3回 令和 4年 2月18日(金)  WEB開催（Zoomミーティング）   14名 

表彰委員会同日開催 

 

5) 懇 親 会 （2回） 

(支部総会) 第1回 令和 3年 4月23日(金) 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 

(新年会)  第2回 令和 4年 1月20日(木)  

新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 

 

 

 

２. 委員会、災害調査委員会 

1) 東北地域地盤災害研究委員会 

第1回  令和 3年 8月27日(金) ハイブリット（ホスト会場 支部事務局）17名 

 

 

2）東北地域地盤災害研究委員会 

  地盤データベース利活用小委員会 

   第1回  令和 3年 8月27日(金) ハイブリット（ホスト会場 支部事務局）17名 

   第2回  令和 3年11月15日(月) ハーネル仙台 9名 

 

地盤リスク検討小委員会 

第1回  令和 3年 9月15日(金) WEB開催（Zoomミーティング）  15人 

第2回  令和 3年11月30日(火) WEB開催（Zoomミーティング）  11名 

 



 3) 資源循環研究委員会 

   資源循環研究委員会 

     鉄鋼スラグ有効利活用小委員会 

石炭灰有効利活用小委員会 

新型コロナウィルス感染拡大防止ため中止 

 

 

4) 表彰委員会  

         令和 3年12月13日(月)  メール審議 

令和 4年 2月18日(金)  WEB開催（Zoomミーティング）   17名 

第3回常任幹事会と同日開催 

 

 

 5）地盤研究委員会 

     第1回  令和 3年 6月11日(金)  メール審議 

第2回  令和 4年 3月31日(木)  WEB開催（Zoomミーティング）   

 

 

３. 研究発表会、シンポジウム等 

1) 地盤工学フォーラム  

 令和 4年 1月20日(木)   WEB開催（Zoomウェビナー）  110名 

第1部 支部表彰(技術的業績部門)候補の発表 

第2部 講演会 

深層混合処理工法をとりまく世界 

北誥 昌樹 氏（東京工業大学環境・社会理工学院土木・環境工学系教授） 

 

 

2) 地盤工学セミナー 

 新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 

 

 

3) 地盤工学講座 オンライン開催 

日程：令和3年10月15日（金）～12月10日（金）の期間  

毎週金曜日 16：00～17：30 （全8回）  

開催形式：Zoomウェビナーによる「リアルタイム型」配信 

申込数：53名 

 

  第1回 令和 3年10月15日（金）38名 

演題：補強土壁の設計・施工概論および維持管理 

講師：志村 直紀氏（ヒロセ補強土株式会社） 

 

 



第2回 令和 3年10月22日（金）44名 

演題：トンネルの計測計画と計測結果の利用方法 

講師：田村 功氏（鹿島建設株式会社） 

 

第3回 令和 3年10月29日（金）43名 

演題：大規模盛土造成地の地盤リスクに関する最近の知見 

講師：佐藤 真吾氏（株式会社復建技術コンサルタント） 

 

第4回 令和 3年11月 5日（金）38名 

演題：液状化被害予測と対策 

講師：藤井 紀之氏（応用地質株式会社） 

 

第5回 令和 3年11月19日（金）26名 

演題：地すべり機構解析・将来予測の新手法 

－地すべりを移動をモデル化する－ 

講師：濱崎 英作氏（株式会社アドバンテクノロジー） 

 

第6回 令和 3年11月26日（金）35名 

演題：地質・地盤のリスクとリスクマネジメント 

講師：原 勝重氏（新協地水株式会社） 

 

第7回 令和 3年12月3日（金）30名 

演題：万能度土質改良機による建設発生土再利用システム 

講師：松本 年史氏（株式会社オクノコトー） 

演題：混合改良土の設計および施工管理方法について 

講師：菅野 友紀氏（株式会社ベターマネジメント） 

 

第8回 令和 3年12月10日（金）28名 

演題：軟弱地盤の理論と実際 

講師：高坂 敏明氏（株式会社ダイヤコンサルタント） 

 

 

 

４. シンポジウム・講演会・講習会・見学会  

1) 講演会 （2回） 

令和 3年 4月23日（金) 場所：オンライン開催（Zoomウェビナー）   80名 

土のモデリングと地盤の不確実性への対処 

飛田 善雄 氏（東北学院大学特別（名誉）教授） 

令和 4年 1月20日(木)   地盤工学フォーラムにおいて開催 

場所：ハイブリット（一般：オンライン参加（Zoomウェビナー））   110名 

深層混合処理工法をとりまく世界 

北誥 昌樹 氏（東京工業大学 環境・社会理工学院 土木・環境工学系） 



2) 講習会 

  土質力学遠隔授業 オンライン開催 

日程：2021 年8 月4 日（水）～ 9 月15 日（水）の期間 

毎週水曜日16:00～17:30 （全6回） 

再配信（開催日の2日後） 毎週金曜日16:00～17:30 

     開催形式：Zoomウェビナーによる「リアルタイム型」配信 

申込数：84名 

 

  第1回 令和 3年 8月 4日（水）70名 再配信 8月 6日（金） 7名  

演題：土の基本的性質 

講師：仙頭 紀明氏（日本大学） 

 

第2回 令和 3年 8月18日（水）61名 再配信 8月20日（金）10名  

演題：土の締固め 

講師：加村 晃良氏（東北大学） 

 

第3回 令和 3年 8月25日（水）47名 再配信 8月27日（金）26名  

演題：透水 

講師：大河原 正文氏（岩手大学） 

 

第4回 令和 3年 9月 1日（水）56名 再配信 9月 3日（金）14名  

演題：地盤内応力 

講師：山添 誠隆氏（秋田工業高等専門学校） 

 

第5回 令和 3年 9月 8日（水）52名 再配信 9月10日（金）14名  

演題：数値解析 

講師：山川 優樹氏（東北大学） 

 

第6回 令和 3年 9月15日（水）50名 再配信 9月 17日（金）17名  

演題：特別授業 

講師：飛田 善雄氏（東北学院大学） 

 

 

3) 見学会 

   新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 

   国土交通省東北地方整備局・(公社)土木学会東北支部をはじめ合計8機関共催 

  オンライン見学会を10月20日（水）に実施した。 

 

 

 

 

 



５. 表彰関連事業 

 【本部関係】 

【公益社団法人地盤工学会令和３年度地盤工学会功労章】 

  山口  晶 氏（東北学院大学工学部環境建設工学科 教授） 

 

 

【公益社団法人地盤工学会永年継続特別会員表彰】 

〔特別会員表彰(再表彰 60年)：1団体〕 

  東北電力株式会社 

 

〔特別会員表彰(再表彰 50年) ：1団体〕 

  株式会社新東京ジオ・システム 

 

〔特別会員表彰(再表彰 35年) ：1団体〕 

東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所 

 

 

【永年にわたる正会員への感謝状贈呈】 

五十嵐 勝 氏（株式会社ダイヤコンサルタント） 

今西  肇 氏（一般社団法人和合館工学舎） 

池本  栄一氏（株式会社東北基礎調査） 

三苫  寛 氏（ジオテックコンサルタンツ株式会社） 

 

 

 

【令和３年度 公益社団法人地盤工学会東北支部賞授与】 

【支部賞（最優秀賞）】 

受賞業績名：スレーキング性を有する高速道路盛土の劣化を考慮した維持管理手法に

関する提案 

受 賞 者：澤野 幸輝 （株式会社ネクスコエンジニアリング東北） 

長尾 和之 （東日本高速道路株式会社） 

加村 晃良 （東北大学） 

 

 

【支部賞】 

受賞業績名：国道401号博士峠における長大トンネルの施工実績 

受 賞 者：熊坂 秀人 （福島県会津若松建設事務所） 

中西 祐輔 （鹿島建設株式会社） 

金山 哲也 （鹿島建設株式会社） 

井上 勇太 （鹿島建設株式会社） 

月崎 良一 （鹿島建設株式会社） 

 



【支部賞】 

受賞業績名：鋼製エレメントの複数同時けん引による線路下横断道路 

受 賞 者：川崎 拓哉 （東日本旅客鉄道株式会社） 

池野 誠司 （東日本旅客鉄道株式会社） 

古宮 堅太郎（東日本旅客鉄道株式会社） 

 加藤 佑基 （東日本旅客鉄道株式会社） 

 丸子 文之 （東日本旅客鉄道株式会社） 

 

 

 

６. 関連団体との連携および協力 

  災害協定関係 

福島県土木部との連携・協力に関する協定に基づく講習会講師派遣 

 福島県土木部との｢災害時における調査及び防災の連携・協力に関する協定｣に基

づき、福島県土木部が実施した令和3年度福島県土木部職員専門研修に，当支部か

ら3名の講師派遣 

  講習日：令和3年10月20日        

講  師：畠  良一氏（日栄地質測量設計（株）郡山支社） 

高坂 敏明氏（（株）ダイヤコンサルタント 企画・技術本部  ） 

髙山 英作氏（（株）不動テトラ東北支店） 

 

宮城県土木部との連携・協力に関する協定に基づく講習会講師派遣 

 宮城県土木部との｢災害時における調査及び防災の連携・協力に関する協定｣に基

づき、宮城県土木部が実施した令和3年度宮城県土木部職員専門研修に，当支部か

ら3名の講師派遣 

  講習日：令和4年2月3日        

講  師：三嶋 正二氏（応用地質（株）東北事務所） 

佐藤 真吾氏（（株）復建技術コンサルタント） 

河井 正 氏（東北大学大学院工学研究科） 

 

秋田県建設部との連携・協力に関する協定に基づく講習会講師派遣行わなかった。 

 

 

 

 関連団体へ協力  

  山形県地質土壌調査業協会への講師派遣 

  講習日：令和3年12月2日（木） 

講  師：風間 基樹氏（東北大学大学院工学研究科）  

森口 周二氏（東北大学災害科学国際研究所）  

岩田 賢 様（中央開発(株)）  

 

 



刊行物,共催,協賛,後援 

(共 催) 

令和 3年 9月 3日(金) 場所：WEB開催（Microsoft Teams） 

秋田地盤研究会 第70回研究集会 

主催：秋田地盤研究会 

 

令和 3年11月25日(木) 場所：WEB開催（Microsoft Teams） 

秋田地盤研究会 第71回研究集会 

主催：秋田地盤研究会 

 

令和 4年1月25日(金) 場所：WEB開催（Microsoft Teams） 

秋田地盤研究会 第72回研究集会 

主催：秋田地盤研究会 

 

(共 催) 

令和 3年10月20日(水） オンライン見学会＋意見交換会 

技術者交流サロン（女性対象） 

見学先：国土交通省東北地方整備局発注 

成瀬ダム工事事務所工事現場 

    （受注者鹿島・前田・竹中土木特定建設工事共同企業体 

 大成・佐藤・岩田地崎特定建設工事共同企業体） 

    

共 催： 

国土交通省東北地方整備局・（公社）土木学会東北支部 

（公社）地盤工学会東北支部・（公社）日本技術士会東北本部 

（一社）日本建設業連合会東北支部・（一社）土木技術者女性の会東日本支部 

（一社）建設コンサルタンツ協会東北支部・（一社）日本橋梁建設協会東北事務所 

 

（後 援） 

令和 3年 11月8日(月) 場所：WEB開催（Zoomウェビナー） 

インフラマネジメントシンポジウム2021 

主催：公益社団法人土木学会東北支部 

 

（後 援） 

令和 4年 1月26日(水) 場所：WEB開催（Zoomウェビナー） 

土木の日特別行事 防災に関するシンポジウム 

主催：公益社団法人土木学会東北支部 

 

（後 援） 

令和 3年11月9日(火) 場所：仙台サンプラザ 

事例から学ぶ セメント系材料の基礎知識セミナー 

主催：一般社団法人セメント協会 



 

（後 援） 

令和 3年3月17日(木) 場所：グランドサンピア八戸 

セメント系固化材の利活用セミナー 

主催：一般社団法人セメント協会 

 


