第１０回地質リスクマネジメント事例研究発表会

開催案内

共催：地質リスク学会、一般社団法人全国地質調査業協会連合会
協賛：国立研究開発法人土木研究所
＜開催趣旨＞
事例研究発表会の主な目的は、建設工事等における地質リスクのマネジメントの実例を紹介し、
様々な課題を議論し共有することにあります。
＜開催要領＞
開催日：令和元年１１月１日（金） 定員：２００名
開催場所：飯田橋レインボービル
〒162-0826 東京都新宿区市谷船河原町 11 番地 飯田橋レインボービル

TEL 03-3260-4791

＜参加費＞
(1)第１部 全体会 / 第２部 事例研究発表会：参加費無料
＊参加される場合には、事前のお申込が必要ですのでご注意下さい。
＊テキストは、地質リスク学会のホームページからダウンロードしていただく形式とします。
＊地質リスク学会会員の登録（無料）は、こちら→ http://www.georisk.jp/?page_id=557
(2)懇親会： ３，０００円
＜申込方法＞
別紙「申込書」を送付して下さい。懇親会の参加費は、所定の口座に事前にお振込下さい。
お申込後、正式なご案内をファックスでお送りいたします。
＜募集期間＞
９月１７日～１０月１５日（定員になり次第、締め切ります。）
＜プログラム（予定）＞
・第１部 全体会（10:10～12:00）
開 場： 9:30
開 会： 10:00～
開会挨拶： 10:05～10:15 渡邊 法美 地質リスク学会 会長 （高知工科大学 教授）
講演①： 10:15～10:50
「国土地盤情報センターの活動について
－地盤情報の有効活用に向けて－」
秋山 泰久 （一財）国土地盤情報センター 理事
（一社）全国地質調査業協会連合会 情報化委員会委員長
（国際航業㈱ 防災環境事業部 防災ソリューション部 部長）
講演②： 10:50～11:40
「地質リスクマネジメントの現状と今後の展開について」
渡辺
寛 地質リスク学会 専門委員会 委員
（一社）全国地質調査業協会連合会 技術委員会委員
（㈱日さく 取締役 東日本支社長）
表彰式： 11:40～12：50 第２部事例研究発表会 優秀論文賞授与式
・第２部

事例研究発表会（13:00～16:50）

・懇親会

（17:00～18：30）

２４編

＊本発表会は、ジオ・スクーリングネットを運営・管理する“土質・地質技術者生涯学習協議会”が開催を
確認しており、CPD の加点対象となっております。（加点ポイント：３）
＊本発表会のお申し込み手続き関係は、(社)全国地質調査業協会連合会が担当しております。
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事例研究発表一覧（予定）
発表者
宇田川義夫
原

勝重

茂木 太郎
松崎 達二
千葉 伸一

所属先

題目

事例の種類

(株)フジタ

施工段階における岩盤判定基準・岩盤掘削工法提案による地質リスク回
避 －東日本大震災被災住民の早期高台移転を目指して－

Ａ型

新協地水(株)

豪雨時表層崩壊斜面のリスク顕在化後の対応事例

B型

基礎地盤コンサルタンツ(株)
東北支社
サンコーコンサルタント(株)
九州支社
応用地質(株) 砂防・防災事業
部

河川堤防の浸透対策における地質リスクの評価と被災メカニズムに応じ
た対策工検討
地質リスクの表現手法の検討
(データフローダイヤグラムと階層分析手法を用いた事例)
上信越道金谷山トンネルにおけるⅡ期線施工時の地質リスクを最小限に
回避した事例

A型
D型
C型

渡邊 絵美

応用地質(株) ﾒﾝﾃﾅﾝｽ事業部 新規道路の事前調査における自然由来重金属のリスク評価

D型

田中 慎吾

基礎地盤コンサルタンツ(株)

Ｄ型

柴田 達哉

（株）建設コンサルタントセンター 事前対応したが掘削時に発現した想定外の地質リスク発生事例

Ｃ型

折原 敬二

基礎地盤コンサルタンツ（株） インドネシア発電所建設工事において発現した地質リスク

D型

石川 昌幹

東邦地水(株)

切土のり面で発生した地すべり対応策検討及び既設アンカー工の応急対
策工検討及び実施

D型

池田

学

(株)エイト日本技術開発

長大切土法面における、切り下がりに応じた地すべりの誘発と対策

B型

山本 靖志

(株)エイト日本技術開発

地すべり災害ブロックにおけるアンカーチェックボーリング実施例

A型

寺井 康文

大地コンサルタント(株)

砂防施設袖の掘削による斜面崩壊のマネジメント

B型

山部

(株)建設技術研究所

地質調査結果の評価の違いによる地すべり対策工の規模縮小について

Ａ型

栗林 正樹

川崎地質(株)北陸支店

地盤改良における発現強度が極めて小さい砂質土への対応事例

Ｃ型

竹内

(株)日さく

林道開設計画および地すべり対策計画時の地すべりリスク発現事例

B型

山名 真広

基礎地盤コンサルタンツ(株)
中部支社

矢板式護岸の耐震性能照査時に発生した地質リスク評価事例

B型

松本 和正

北海道土質コンサルタント(株) 札幌市の表層に分布する表層地盤について

Ｄ型

山﨑 尚明

(株)相愛

発現した崩壊リスクを最小限に回避した事例

C型

高本 博昭

基礎地盤コンサルタンツ(株)

床掘時に発現した地質リスクと対応事例

C型

藤原 協

国際航業(株)

道路事業全体での地質リスクマネジメントの事業効果検証事例

A型

吉田 英樹

室蘭工業大学

自然由来重金属を含む土砂へのシート状吸着材の適用

D型

上原 祐治

応用地質(株) 砂防・防災事
業部 九州事務所駐在

三次元電気探査による効果的な地すべり集水井の位置選定

D型

中川 智博

基礎地盤コンサルタンツ（株） 港湾構造物を対象とした調査における地質リスク回避事例

哲

均

橋梁計画箇所に想定された活断層に対するリスク調査事例

＊リスクマネジメント事例の種類は以下の４タイプとなっております。
Ａ型：地質リスクを回避した事例
Ｂ型：地質リスクが発現した事例
Ｃ型：発現した地質リスクを最小限に回避した事例
Ｄ型：上記のＡ型、Ｂ型、Ｃ型以外の事例
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A型

FAX：０３－３５１８－８８７６

全地連事務局宛

第１０回地質リスクマネジメント事例研究発表会

参加区分
懇親会
参加者氏名 ＜午前中＞ ＜午後＞ ＜午後＞ 参加費
第1部全体会 第2部 発表会 懇親会

参加申込書

口頭
発表者

会員区分
＊○印を付けて下さい

学会会員・全地連会員
学会会員・全地連会員
学会会員・全地連会員

会社名
〒
住所
ご担当者名

電話

FAX番号

e-mail

＜ご確認事項＞
１．お申込みは、本用紙（必要事項ご記入の上）を事務局まで FAX か郵送して下さい。
なお、懇親会に参加される方は、懇親会参加費の振込票の写しも併せてお送り下さい。
（振込票をもって領収書に代えさせていただきます。
）
なお、一般企業以外の方で事前の振込等の対応が難しい場合は、別途事務局にお電話いただきご相談下さい。
２．参加費は、以下となります。
(1)第１部 全体会 / 第２部 事例研究発表会：参加費無料
(2)懇親会：３，０００円
３．会場準備の都合上、参加される行事に応じ、参加区分の欄に必ず○印をご記入下さい。
４．懇親会参加費は、事前に次の口座にお振り込み下さい。
三菱 UFJ 銀行
本郷支店 普通預金 口座番号：１０１７６７７ 口座名義：（社）全国地質調査業協会連合会
＊当協会は営利団体ではございませんので、振込手数料は貴社でご負担下さい。
５．お申込み後、ご案内をファックスでお送りいたします。
６．懇親会への参加をキャンセルされる場合は、１０月２４日までに事務局にその旨ご連絡下さい。
・１０月２５日以降の場合は、懇親会参加費の払い戻しは、お受けできません。
＜お申込みに関するお問い合わせ先＞
(社)全国地質調査業協会連合会 事務局 〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-5-13 電話:03-3518-8873
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