
ジオシシセテ fックス技術情報 ~OO (ì. :l 

会告:2006年通常総会議事録

<2005年度事業報告及び 2006年度事業計画>

1 .現況会員数 (2005年 12月 31日現在)

正会員 270名、特別会員 24社、学生会員 2 9名

(2 0 0 4年本の会員数: 正会員 286名、特別会員 22社、学生会員 30名)

2. I G S本部に対する活動

1.埋事会へのiJ¥席

龍i両副会長・嘉門理事・三木理事 (112:3 米国.Austin、6/19・20 韓国・ソウル)

2. 会員名簿の提出、本部名簿のlJJ内送付

3. 2006年の第 8回 1G Sl五l際会議の準備活動

4. その他の干111ijおよび述絡

3. 刊行物の発行事業

1. l'lq際ジオシンセティックス学会[-:J本支部会員名簿 (3月)

2. ジオシンセティックス技術情報 (3月， 7月， 11月)

3. ジオシン七ティックス人門セミナーテキスト (9Jj ) 

4 ジオシンセティックス論文集第 19巻(12月)

5. ジオテキスタイル技術委員会第2ステージ報告書 (3月)

2005年学生・教育委員会活動報告

1.委員会開催日及び内有

第 1~，JJ学 fl: ・教育委員会

期!l: ~005 ，qo 3 JJ lG Il (;.1<.) 14: 00~16 : 00 

会場.地盤工学会会議室

件名:第 9[ic11ジオシンセティックス入門セミナー講師候補者

見学会の日If寺・会員への連絡について

第 2回学生・教育委民会

期日:2005年 5月 20日(金)

会場.浜松駅待合主

件名:見学会の進め方の確認

第 3回学生・教育委員会

期日:~005 年 9 月 20 [] (火) 12:00~/13:00 

会場:日本大学理[学部 l号館 3階 131教室

件名:ジオシンセティックス入門セミナーの進め方

2 行事開催

2. 1 現場見学会

( 1 )見学場所:?兵松市平和最終処分場第二期理主地建設工事

じ!)見学行程;平成 17年 5JJ 20日(金) 12: 30~ 15 : 40 



12:30JR浜松駅集合 13 : 00 :現場事務所到着・概要説明 13 : 40現場見学

14 : 30試験室見学 14 : 50現場事務所で質疑応答 15 : 10現場事務所発

15 : 40 JR浜松駅解散

(3)参加者 32名

2. 2 第 9凹ジオシンセティックス入門セミナー

日時:2005年 9月初日(火) 13: 30'"'-' 16 : 30 

会場 :U本大学理工学部(神lI!駿河台校舎) 1 号館 3階 131教室

フログラム
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司会:北本幸義(JC 1 GS学生・教育委員会副委員長鹿島建設)

(1)開会の挨拶 北本幸義

伊勢智-(クラレ)

内村太郎(東京大学)

上田滋夫(太陽工業)

峯岸邦夫(JC 1 GS行事委員会委員長 日本大学)

ジオシンセティックスに用いられる合成繊維

ジオンンセティックス補強盛土の原理

鹿棄物処分場と遮水工
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参加者:43名(学生:27名，社会人:16 1'J) 

入門セミナー案内機関数と担当者数:26機関， 42;gJ 

3. 2005年収支実績報告

委員会設営費 十 100，000円

会議費 23，000円

見学会運営費 --6，000円

入門セミナ運営費 -3，000円

計 十68，000円

2006年学生・教育委員会活動計画

1. 委員会開催

4 [6J程!主

2. 行事開催

(1) 第 10回ジオシンセティックス入門セミナー

(2) 見学会

現場の施工状況の情報をもとに 1'"'-'2 uiJ程度実施する O

電子情報化委員会 2005年活動報告

( 1) 2005年活動報告内容

1)ニュースの定期更新:各種目際会議や国内シンポジウムの論文募集などのニュースを更新した.

2)データベースの更新:論文集や技術情報誌のデータベース化の作業を昨年に継続して実施した.

3) ICG2006HPの更新:ICG2006に関するデータを更新した.

4) IGS論文集の電子化:論文を4年で電子化する計画をたて，第 1'"'-'6恒!の論文集を電子化した.
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( 2) ~OOら年委員会設営費削(ti

収入 100，000 (2004年度委員会予算)

支11¥ 99，680 (バイト代1)0，000，'，'包子化代 49，680)
/、 l
1) 111 

電子情報化委員会 2006年活動計画

( 1 )己()()(;年活動予定内千五

1 )三 L---スの定期更新

:~ )データベースの更新

:3) [C(~~006HP の更新

I[) ，JCTGS論文集の電子化

[j )屯(-化された論文の公Ilflh式を険討

( ;?) 2006年設計費計画j

収入 100，000 (2004年度委d会子昨)

支11¥ 100，000 (バイト代 50，000，屯子化代 50，(00)

合iil' +0 

ジオシンセティックス技術情報編集委員会 2005年活動報告

( 1 )体i!t委員会の活動概佐

1 )抗 l回編集委員会(III"P 、ド1&16斗 3月 9ll，場所 東広大学 1号館セミナ一本)

ひら.3月号の進捗状況の確l沼と未入稿原稿への対応，次十J-送り原稿の検討

'05.7月号の日次実検 11、t，特集記事「災害強化復If1 Jの構成の検討，

-給付iW委員会に Iジオシンセティックス編集委員会中越地震被害・復旧工札制査htllを設置

三)zn:! [~J編集委員会([ 1Il.'f :、ド1&16年 6月 2911，場所東京大'7:1号館セミナー宅)

己005午度の編集体;!illの確iLZ

'0:).7 月号の進捗状i~tの{措id、と未入稿原稿への対応，次 ~3-送り原稿の検什

iジー十シンセティッケス編集委員会中越地震被害・復IFlL事調査団j によるi澗fttiti県の技術報心¥

の執筆担当を検，H. 凶作i'，~}，品載 )1頃を決定

・jI;j際ジオシンセテ fッケス会議横浜大会の会告記事を 18IGC-Yokohama'h務}lIj便り」として日

ιたせることと，掛か走大会IJ日催まで毎号で会議への準備状況等を報告することを決定

'05.11月号の目次京の検討

:3) 2f~ 3回編集委員会([ 111与:杓&16年 9月9日，場所:東京大学 1号館セミナ一本)

-平成 17年度技術賞，技術奨励賞への推薦候補となる技術報文の選考

'05.11月号の進捗状況の確認と未入稿原稿への対応 次号送り原稿の検討

-横浜大会のPRと会議準備情報を会員に分かりやすく提供するために， !SIGC-Yokohama事務局

便り」を，技術情報誌の前のほうに掲載することとした。

4)出4回編集委員会(日時:平成 16年 11月21)Ll，場所:東京大学 1号館セミナ一室)

'06年度の編集 ¥VG体fIJIJの決定
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'06.3月号の目次案の検討

‘06. 7月号の特集テーマの検討一 li軽量土j

(2) 2005年委員会設営費報告

.内 言f 予算 (fIJ) 実績(円) {j日l ~.←一一一寸

① 委員会経費

-編集委員会 200，000 200，000 小計

67，000 第 1回編集委t
66，000 第 2凹編集委t
6，000 第 3問編集委主

61，000 第 41司編集委t
② 講習会・出版等支出

-用語集出版費 200，000 。小計
トー

fi 入J 400，000 200，000 

m語集については，平成 17年度に編集作業を終了し出版する予定であったが， 180!l'C221 (ジオシ

ンセティックス)において，ジオシンセティックスの「用語と定義Jに関する規格案が審議Itlである

ことから，内容を再検討することとなり ，IJH肢を51ι成 18ff二度に実施することとしたため.HJMi年11¥

版費は使用されなかった。

ジオシンセティックス技術情報編集委員会 2006年活動計画

( 1 )活動計画

く全体の活動内特>

昨年度に引き続き，遅延することなく定期的な発刊となることを心掛けるとともに[伎術報~Z:J の投稿

について，シンポジウム掲載論文や他学協会の年次講演会をも範時に入才1，JC'，JGS技術賞候補論文およ

びJC-JG8技術奨励賞論文の対象に成り得るような質の高い「技術報文lの掘り起こしを積極的に行う子

定である。例年， 7月号に企画している特集記事としては，昨年，多くの事例が見られるようになったジ

オシンセティックスをJflいた「軽量土j を予定している。また，我が国におけるジオシンセティックス関

連の規格・某可1¥の整備の必要性が認識されつつあることから，180や A8TMで審議中の規格案に関する

[ 1M外情報Jを積極的に掲載していく予定である。また，特別企画iとして予定している[ジオシンセ T{

ックス関連の斤l語集Jについては， 180で審議rjlの「ジオシンセティックスに関連する用語と定義J削船

案と整合性を取りながら国内で使用されている用語も加えて編集する予定である。なお，これまでraH菜、
「修:仁博士論文概要の紹介Jなどの掲載を引き続き行うとともに，ジオシンセティック技術情報誌の体

裁向上のために実施してきたカラー口絵や文中写真の質の向上についても継続して改善に努めていく内

く具体的な活動内容>

1. ジオシンセティックス技術情報の発行

ジオシンセティック技術情報は，従来通り年 3回の発行とする。

(2006年 3月号， 2006年7月号， 2006年 11月号)

2. ジオシンセティックス用語集の出版

3.編集委員会

編集委員会においては，ジオシンセティックス技術情報を滞り無く発行するための定例業務として，日

次案の検討や原稿執筆状況の確認などを行うとともに，編集に際しての問題点の解決を行う。また.継続
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的な審議事項として，編集)f金|や内容分類の整理，技術情報の目次のHPへの掲載，テーマ特集号の設定，

新企r~Îの検討など，読者のニーズに合うように check and reviewを積極的に行う。

開催予定 :4回程度 (3) 1， 7月， 9月， 1 1月を予定)

4. 編集WG

編集WGにおいては，幹~j ~会および編集委員会で決定した編集方針に基づくジオシンセティックス技術

情報の実質的な編集作業として，原稿の内容確認などを行う。なお，今年度の編集WG分HJ.は以下に示す

通りである。また，編集W心は，必要に応じて開催するものとし，基本的にはメールで作業を行う。

3月号:主査松本委員，面IJ査:内村委員，谷[1委員

7月号:主査川崎委員，副査:小浪委員，原m委員

11月号:主査 阿村委員，面11査:新谷副委員長，桝尼委員

(2) 200G年設営費計画

平成 18年度は，例年通りの交通貨と昨年度作業をわーった特別企画の用語集出版費 (20hfl]) を加えた

以 1"の予算案としたい。

一点内 18年度予算案(円) 備考

の委員会経費

-編集委員会

-編集 WG会議

200，000 I委員会交通費

173，0001 C73，000X2回+14，000 X 1 Iplト13，000X ] 

27，000 I [日l)
W G会議交通費

C9000X3回)

|②講習会・出版号:幻i'1 I 200，000 I cz>制会・出版等支11¥L日出問 l ij語叩費

合計 I 400.000 
」

ジオメンブレン技術委員会(第IVステージ)2005年活動報告

( 1 )ジオメンブレン技術委員会 2005年活動報告

ジオメンブレン技術委員会第孔rステージ (2004年 1n "-'2006 年 12 月)では、ジオ λ ンゾ~ン(あるい

は他のジオシンセティックス)を川いた廃棄物最終処分場の埋立地や各種の貯水施設などの遮水工・JLt水

椛i告のKJm性能についての，;判I!ti子法の促案のため、現場での調官計測や既存実験データの11:.:りまとめなど

を行い、以ドの項目について検討を進めている。

1) 性能を評価する適切な試験および性能評価

2) 遮水構造の信頼'性と長期信頼性向上のための新しい提案

3) 遮ノk構造(保護材料などを合む)におけるジオメンブレンの耐久性の位置つけ

また、今後の廃棄物最終処分場におけるジオメンブレン(あるいは他のジオシンセティックス)の普及

と活用をめざし、以下の項目についても検討を進めている。

1 ) 斑東物最終処分場でのジオシンセティックスの適用とその効果

2) 新しい技術情報(モニタリンゲと管理方法、キャッピングなど)

20051，ドは、 5回の全体委員会を実施した。各委員会の議事は|す己の通りであり、 l-:に耐久性評価(試験)

マニュアルの作成に向けたデータ収集や現地調査の方法について議論を行った。
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第 3回委員会平成 17"'r L月 l日(火)、 14:00-17:00

1) 2004年活動報告・ 2005年活動計画について

2) 耐久性評価(試験)マニュアルの作成とW心について

:D 耐久性調査について

4) 遮水シートの水蒸気透過について

5) 八千代市の最終処分場の事例紹介

河'}4恒l委員会平成 17{I: 4 ) J 11日(月)、 14:00lfi:OO 

1 ) 現地調査の候補地について

2) 現地調査の)fitについて

3) 調査費用について

4) 現場見学会(浜松山平和l最終処分場第)Ull'1!ι

第 5回委員会 中一成 17{I: 6 )J 20日(月)

1) 福岡市中HJ処分場にて羽地サンプリンゲ見学

2) 今後の現地.11M査の候補地について

2-iH回委員会 〉ド成 1711' 8 n 30日(火)、 14:00-15:30

1 ) 現地調査報行と今後の候補地について

2) サンプリングしたjlfE!}(シートの評価につliて

3) 話題提供

維持管理の資絡の制度化に関する報iiIおよび案内

2f"} 7回委員会平)J見17ije 11 ) J 9日(水)、 1.1・0017・00

1) 現地調査お上びIlAHの"干価の中間報告と今後の候補地について

L) 話題提供

・rql国・フィリピン等の処分場の現状j について

( 2) 2005年委n会設計四制作

2005年度委(1会設営費報告 (n2005年 1月 l日 ~ 至 2005'q， 12 )J 31日)

科 Ll 予算

1.委員交通貨 干180，000-

2. 通信・消耗l'II' ， f~ 干20，000--
トー一一一一一一一一一一一一一一一一一

/l二入iR-t- 千200，000-
'----

決 算

'(185， 600-

干O

干185，600

司 7ひ〉
リ・A

考

第 3回委員会 Y 39，200 (1名旅費)

第 4回委員会干 69，400 (2名旅費)

第 6回委員会干 28，800 (1名旅費)

第 7回委員会干 48， 200 (2名旅費)

郵便 J副ri，資料コピー，封筒等

L ーーー



2005年度委員会特別予算報竹(自 2005年 l月 i日~子 2005年 12月 31日)

科 日 予算 決算 備 考

平和処分場(浜松市 )

'f 93， 040 

1. サンプリング調査
千220，000 干212，740

農業工乍研究所(つくば市)

干 100，800

中日i処分場(福 1M] dJ ) 
干 18，900 

ヤ一一一一一一
ワ 子 一 抗 試 験 月17子石川面

2. 通{，;. ii'i耗品費 千80.000 YS2，845-
干 52，:105 

資 半:~ nJ 刷 費

干 540 
ト ー一一一 ー 一一'一一一一一一

代計 Y:lOO， 000 干265，585

ジオメンブレン技術委員会(第IVステージ)2006年活動計画
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"l:{f度に引き続き、遮水 I~・遮水構造の l~J~J性能についての評価手法の提案のため、現場でのぷl 0'計測

や既存の')ミ験データの取りまとめなどを行い、 ドn己の項目につい vて検討を進めることにより、耐久'ドu、fflllj

(試験)マニュアルの作成を行うっ

1 ) 性能を評価する適切な試験の)JWおよび刊:能評価

2) 遮水構造の信頼性と長期{;f頼性向卜ーのための新しい提案

;n 遮水構j告(保護材料などを含む)におけるジオメンブレンの耐久'ド1:の位置づけ

2006 "1は、 5Icqの令体委員会を子Jlしている。

LOOfi句 IJJ 第 8凹委t1会 (話題促供. WGの分十円と活動内':({.について，他)

3 }J m 91司委n会 (話題提供，現地調査結果および既(/'た験データの取りまとめ，

他)

7 J:J 第 101111委員会

10月 第 11 1111委員会

12月 第 12H委員会

(話題提供，耐久性評価マ二二Lアル l次案の作成，他)

(話題提供，耐久性評価マニュアル案のンヒ!戊，他)

(話題提供，委員会の取りまとめ，他)

委H会組織

委員長: 島|同 !隆行

副委員長: 熊 谷 浩 二

1芽比式

(九州大学大学院工学研究院 付属環境システム科学研究センター)

(八戸 L業大学環境建設工学科)

(京都大学大学院地球環境学堂地球親和技術学廊)

委員: 241'， (2006.1.5現{tJ

fi3-



( 2) 2006 {I"J没営費計u11j

2006年度委員会予算(白 2006年!月 1Ll "--至 2006年 12月 31日)

科 [1 予算 考

1.委員交通費 YI95，000- 干39，000(1 [111) x5回二引 95，000-
一一一一 一 一 一

2. j副d .消耗品費 Y5， 000- 郵便，通信.資料コピー，封筒てす:
ト一一一一一 ト 一一一一一

noo，ooo-

ジオテキスタイル技術委員会 2005年活動報告

( 1) 2005年活動報告内容

ジオテキスタイル技術委員会は、ジオテキスタイルに|則する技術的な課題について検討を行うために，

4年内ijに設置された常設の委員会である。平成 10"--12年度の第 1ステージでは，補強土仁法，排水 UL
試験法に関する現状把握と課題の抽出を行った。平成 13~15年度の第2ステージでは，第 1ステージで柿

強土工法を対象に実施した「限界状態設計法の導入に関する課題 l の整理結果をもとに，例目IJの課題の~ 1， 

体的な検討を行った。

以上の背反のもとで、第 2ステージャご検討した限界状態設計法における活用を視野に入れながら、ジオ

テキスタイルの標準的なI試験方法に関して検討を行うことを目的として昨年度より 3ヵ年の予定で第 3ス

テージの活動を開始した。

委員長

話IJ蚕L11ぇ

: *J;(大学生産技術研究所

:鉄泊総合技術研究所

[in主J i閏ー

矢[J 直幸

2年目である今年度は 1}j 18日と 7Jl 25日に全体会議を開催し、試験法と設計法の 2つのwcに分かれ

て以下のmllについて分}Ijして検討した成果の中間報告と今後の作業方針の調整を行った。

l 限界状態rV~~}fで必要とされる各種特性値の測定方法の標準化

2. 1(1j外関連J，U{'¥・ISO等の動向調査

3 多様な材料を対象とした既存試験結果の開示

.1. [GS日本支nliとして性能評価試験を行う可能性の検討

ι IJij .材料をえI象とした多機I~Jによる .ft試験の実施写

( 2) 200G {j'委員会設計費報告

収入:200，000円(委員会活動費)

支出 90，800円(交通費)十109，2(JO IIJ (返納)

交通費ω内:沢:室蘭-;f[J;( 1 [~I (小，jj'59，000 ILJ) 

長野一東京 2 [111 (小計 29.800円)

*);(近郊交通時補助 2 ["1 (小計 2，000ITJ) 

ジオテキスタイル技術委員会 2006年活動計画

( 1) 200Ei年活動予定内作

最終年!主である 2006年度も、試験誌と l没計法の 2つの WGに分かれて以下のよ:t1Llについて分担!して検討

作業を継続し、最終成果を報告書としてとりまとめる ο 全体会議を!月、 7月、 12月の計 3li"il開催し、 wc;
の打ち合わせふ適宜開催する予定である。



1. 限界状態、設計で必要とされる各穐特性値の測定方法の標準化

工 海外関連基準・ rso等の動向調査

3. 多様な材料を対象とした既存試験結果の↑mぷ
4. rGS 11本支部として性能評{illII試験を行う I可能性の検討

5. H.材料を対象ょした多機関による一斉I試験の実施等

(2) 2005 勾:設常 '{~dl ，， 1 1J

収入:200，000 flJ (長t1会活動的)

支出 191， 600 [' J (交通費)十8.400円(会議費)

交通費山内訳:主!詰j-~~京 2 1111 (小計 128，0001']) 

laf-;.jJ:京 4 IIIJ (小計 59，600f'J) 

東山近郊交通J~filìU)J 4同(小，n-4， 000 F'J) 

新技術委員会 2005年活動報告

( 1 ) 2005年活動報告内容

2005年度新技術委tl会は、幹事会 3問、軽量 l:[部会 4回、処分場部会 4111J、計 11回開催された。

今年度は処分場と梓川崎l:に関する新技術を参加会社の保有技術を中心に什議してきた。

経過と|人lねは以ドにノIオ。

第 l回.幹事会;2005 {I' 2月 2I1 OJ)地盤]:，，[:会館中会議本

議事:2005年度ω)];H策定

第 2 回.軒~1 t__l二部会::~005 年 2 月 1 i ! 1 (月)地幣 1:学会館'1'会議室

議事1.新規参JJII吾川の紹介

2.幹事会報行

3.今{jJ主の活動方針

1 )研究テーマの進行状況の随時制作・ジャケットおよび発泡廃ガラスに|則する

のEPSおよびウレタン関連のテーーマの再考

.EP日r:法に関して;2005年以降の特許切れによる影響， E P S工法の刊:能設計法，耐震設計， E P 

S村山リサイクル聞東発泡スチ口一ルの利Hlrtなど

-ウレタンに関して;海外(中[r-:I，偉匡J)での施仁についてなど

3)各Ili時!IU也盤材料0)新しい施 1:'f;:秒IJや設計ついての勉強会を開催する

・タイヤチップ11廷は土工法は村 l'先生が話題提供、建設資材の再利川を勉強する0

. 7t，t'i資材全艇のライフサイクルコストにつしミての勉強会を行う。

4)海外どの軽量 LTtLの状況やhVi1ーなどを調査する。

・海外での事例，i}，¥Jltは，既(iO)補強j二工法に関連するi調査の中で軒量 t:に関連する物があれば，参

Jfにする。

. t" C Bは， 1\ 1 い|で日本の堪ríl~で行った、 H 本製の材料を使用しているので、単価がI奇い

・発泡ウレタンは，コストlfJiがネックで海外での施工実績はない。

第 3巨J.処分場部会

1. 日H与:L005年 2} j 11日(月) 15:00----17:00 場所;地盤 r学会

2. 配布資料

(資料 l) C日本υiJ)荘東物処分場'crtlし:られるジオシンセティックスJ

3. 議 'jト

1 CCi，006-.YOKOH:¥M八での発表|人Jf五の協議。 1i 本の特異性・先進性をアビールすべく、?良リーグーカt

主主を作成 v

l 処汁場の延命 íl二 J を当部会 0)1円重ijJテーーマに fgげているが、今回の発表はこれに限定せず、日本C~)

Ht!'r状i兄今世wに前{;rすーるという方針ーでまとめる。

. ~) t)ー



発表は団体名ではできないので今泉先生の何人名での投稿とし、発表の中で部会メンバーの制介に

努める。

個々の開発肢体jは各社で、の発表に任せ.万部会としては「日本の処分場におけるジオシンセティケス

の活用状況についての総説」でまとめる。

おおまかには、材料と構造・工法の両面でまとめるが、特に限定しない。

海洋土木+ジオシンセティクスの観点を取り Lげる。
IGSは)) ''(:，iQ'，n.系の人が多いので、材料についての」般的な発表でも11¥しておきたい。

延命化については、既設処分場と新設の作i設アップに分けて考えたい。

キャッピンゲシートもいれる。

検知lシステムの IJ本の特徴は。

屋根付き処分明、ケ口ーズトシステムなとも特徴的。

資料 1

リニューアル工法 05.2.19 

1.背景

JJ[I納光

近年資源循環塑社会がIUIばれるようになり、品終処分場も立地の確保、地域H::l(からの

~!VII'，~J等より既存のiI説得処分場の見直しがなされるようになった

このような背景から最終処分場のリニュー川工法をご紹介する

2.リニュ一月工法とは

NPO・LS研究協会の定義

① 不適正処分場の適tI化

② 一般廃棄物処分場の開め立て容量アップ;延命化

C;D --般廃棄物処分以のJlHめ¥'t:て容量以外の諸機能[Iij卜ー(強化)

④ 施設機能の高度化

例えば、災害防I1機能ωIflJ上、水処理性能の向上、安定化促進J性能向上、

モニタリング性能の向上、減ld;化等前処理機imOJliljL 

⑪ 景観改善と跡地利fJj~(ì;の付加価値付与

例えば$地域還jじ機能のlilJJ._ 

7TI4回.幹事会 、|勺点 17'.ド 3n 14 f] (月) pm3:00~5:00 地盤工学会 3F 会議主

議題(1 )処分以部会、日向文内容について。

( 2 )軽量土部会の今後の進め方にについて

第 5回.処分場部会判&17 {t'-4月 18日(月)pm3:00"-'5:00 地盤工学会

1.配布資料(資料 1) Iリニューアル工法JJJ[I納付オ・ル-7インク.) 

2.議事(1)中1j，1の廃棄物処分場最新情報(今泉氏)

スライド写立による現地状況の紹介と技術解説0

.寧j皮市の廃棄物収生状況と処分場

. t審陽市の遮水シートを用いた廃棄物処分場

.上海市の廃棄物収集状況と処分場

-杭州市の遮水シートを用いた処分場の建設状況

( 2 )処分場リ二 :J_~~-Jアル工法について(加納氏)

NPO・LSMの資料に基づいた処分場のリニューアル技術の紹介

①不適正処分以の適正化

鉛直遮水 1:法

埋立物処JlH~ 1 :υ、

地下ノK;jilJi卸riL
オ-1トーキャッピング工法

② A 般廃棄物処分場の容量アップ及び減量化(延命化)

高密度 rJL;
再処JlHr.w 
tE;上げ [1};

改造 Ul、



移し替え L法

それぞれが組み合わされて施[される場合が一般的

第 611I卜処分場部会

1. 平成 17年 6月日 11 (月) P M 3:00~5:00 地盤[学会 3F会議主

2. rq~イjJ 資料

(資料 1) 1200:い|γ オシシセティックス佐川量のアンケ ト調査」 今泉

(f付:口) ;環境新IHl: 加納

3. 品 'I~

( 1 )保"住マットに-)いて(江|崎氏)

・イ、織布の神宮!と型法

スパン ;t~ ~♂ド・長繊維イJ織布。強度が向い。

二一ドルパシチ:短繊維を針で絡ませて作る。治;尚で耐衝撃nに市む。

メルトゾ[ト : i容融紡糸後に高圧づらLで吹き飛ばし微細繊維不織イjJとする。

'I/J~ をm いてω実例紹介

保護マ、ソト:ゴムシ、 卜やPOシートωl::_-Fiこ敷設。

-保護マットの他には、遮光マットやドレーン材などに 1:記不織1jiが使われる。

Q : j忠光マットの耐用年数は‘J

A.:通常 2イ1'. u 供用期間中に!度の張梓えが前提。

(:0出j(ij処分場のjili本シート L (小竹氏)

愛媛県川之?L Iliの海面処分場の施工事例紹介(ビデオ)

幅 2ml¥::主GOmのシ 1、を 20枚繋いで40m幅とする。河l}1:での接合作業。

塩ビシ』屯卜())上ドに保護マットを敷設。下側には短繊維マット(二一パン)使!日。

(:nその他

?以:資料 1"見l円。 γォシンセティ 'i)7，の使用量は漸減傾1[IJ0 織布と不織(jjで大半を山一める σ

)JII納:資料 21尚iリj0 1998 "1ごに公表された 538の不適切最終処分場のうち 219施設が現在も佐)11さ

れている(北海道と鹿児島に多い)。ミニ処分場にも遮水工のぷiiqが義務付けられた。

第 7[111 幹事 会 平 成 17年 7月 1511AMI0-12

討;義I句作

*ヰ:年の新岐部I委員会運'(1:';の件

昨年から 2/'111会に分けて委員会を開催している、 3{ドを 1区切りと考えている。

委員長、MiJ委t1長、幹'J';は米年もこの体;1l'Jで進める。

第 811'卜粁量土部会:~005 'q: 7 } J 19日(月上 15: 00"-' 1 7: 00会場:地盤J:学会

配付資料;窪田委Ll資料

1.新規参)JIl委員の制介

2，窪川委1.1: EPS Ul;())最近の到1)111 J 

パワ_.*"ィントで EPSJ:法の最近の 'J~例を中心に説明

* t\~j古i緑化 *}i~ 1..緑化*ハイブリット工法*ウオールブロック

*チップドレーン 以上 5'ド例〉

行委はからの質問

1 )サイクルはil(んどいるか?仮設で使用した EPSブ口ックの再利用例がある程度。

PAT 11¥1題の件:和解した。 2005ifにEDOの基本特許は切れるが、周辺特許がその後も有効。

ハイブリッドーU);:ダウ化工(天辻委員)が開発した仁法で工費の低減に効果大。

3.矢A'J委o
* ン'オテキスタイルを111し、た軟弱地盤対策工

* *気泡混合軽 ftl~ t 
第 91日1. 1 ()月 4日(火) 13:00"-'[;J:()()軽量士郎会地盤工学会地下 A

1 . 配布資料

(1)第 3Ihl 軽量盛上部会議題Z
(2)第 21111 軽量{{)¥:L部会議事録

-[')7悶



(3) タイヤチップ混入同化処昭土のための下負荷面・出傷弾塑性モデルの構築と適用

2. 議事(1)タイヤチップ出入国化処理!:について:御手洗氏(東亜建設工業(附)

茨城大学，熊本大学， (主1;)港湾空港技術研究所，ブリヂストンと共同研究されているタイヤチップ混入

同化処理土について発表

!日化処理上にタイヤチップを混入することで，靭刊:が11'iL]二することが確認されていた.また IIJタイヤ

と新タイヤの s-S 由線は.ほぼ同ーとなることからリサイクルに fl~)Jであり，じ ()1 などの環境にも配慮

できることが確l沼されていた.最適混入本は 10'" 2 0 % ，f~U主である.

w タイヤチップ混入国化処J~!土の Fi'l仙 1M .損傷ijtp.明性モデルについて:村 J'.委員

*亜建設 L業(附， (独)港湾空港技術研究所と共同研究されているタイヤチップ混入固化処開|ーのための

ド負荷面・ HHお'jlp.塑性モヂルの構築とj白川について党友

Misesの降伏|則数に煩似モデルと下ftf::j 1Mを導入した弾塑性モデルを用いて実験結果と比較し，モデル

のイi効'性を検討されていた.検討されたモデルは予実験結果の S-S 1111線を精度良く友現していた.

(3) 委員からの ì:な質問'=1~Jti

-土中でのkWJ安定性・チップ単体で使川した場f?について・袋ぷ r法への適JIl
.動的の変形特性・遮水性についてワイヤーや繊維の除去について

第 10回.処分以部会

1. 10月 411 (火) 15:00~17:00 軽 rJ，~ _-t: l')1~会地幣 r学会

2. 議事

( 1 )話題提供 1 i港湾基司l'についてJ 点洋建設・小竹氏

港湾での構造物建造についての基準や、ジオシンセティックスの適用箇所について、また「港湾構造

物に適)1jする深層混fT処.E!I'工法の性能Jt計へのlf'Kり和lみ」について説明、今後の海洋処分場の可能性

について東京都は予1平不足で建設予定はない。大阪はフェニックス計画で作った処分場にまだ余力が

ある。!日I炉スラグによる泣深はしばらく続くと思われる。

( 2 )話題提供 2 i最終処分場機能検査資栴認定試験についてj ネオル7インク'加納氏

処分場の設計やii:I没には、個人・法人ともそれぞれいくつかの資格制度があり、 -辻rのJ主術基準

が定められているが、維持・管理については資格制度がなく技術基準がない。

NPO・LS研とcs研(ケ口ス'ドシ1テム処分場開先研究会)では下記の資持制度を創設しだけ

①オープン型最終処分場機能検在者

②被覆}~I)最終処分場機能検査者

③浸111水処理施設機能検査者

今年 12JJ 10日'"11 ! I に東京で第 1I~Jの資格I試験を実施するが、受験資格は処分場に閲する実務経

験 3年以 l二であれば;ittでもよく、多くの受験を穿っている。詳細は LS{Jfの HPを参!1nのこと。

h I lp://WWW. npo-ls;1. j p/rnember. h Iml のNEWSに111込書あり υ

~'1 11回 2005"1: 11月 30! I (木) 15-17地盤工学会にて全体会合

・リ)Jに大阪で開催された国際地盤工学会議の参加報告(今泉)

. );(部品定書関i'.FのL話題(中村)

-イタリアで開催のIrl際会議の参jJII報告 (LS研から志々 11氏?)

第 12同 2005"1: 11月 30! 1 (ノド)幹事会

flll与・場所 :~005 年 12JJ7!1 (水) 13:00"'15: 株式会社ジオテーザイン

議題; 新技術委員会としての成果をシンポジウム(七ッション等)か技術情報誌出載等で)C1< ())必要あ
り。

11;1民に対する新技術の1'1\，旧民に支持される成果(倫J~I ・説明責任)，ユピキタス，地球iMI暖化， ア

仁]・災害対策， ζ-朽化構i?14札モニタリンゲ.汚染 L壌・・・等がキーワード

新技術委員会としては、 'UlIf七に[白]けたものを目指す

同ら月日



?後のiH113は、委員による PR2{'I:，ディスカッションに外部の人による講演を加える。

(2) 2005年委員会設営費報告

11552fmi委亘-会17年度収支簿-申立両}
~--r一一一一ーーー

予算

交通費

会議費

消耗品費

I残支額出合計 トー

四
川
副
…
画

新技術委員会 2006年活動計画

(1)2006年活動予定内容

，D委員会幹事と委員は継続する。

引新技術委員会は、昨年同様に軽量土部会と処分場部会の2つのグループで構成する。

ゆ今年度は外部講師の新技術関連の講演を増やす。

(:1)新技術委員会の成果を年次講演会で報告する。

(2) 2006年設営費計画

IGS新設術委員会18年度予算計E吉宗i単位円)I 
交通費 20，000 

会議費 20，0001 

消耗品費 20，0001 

講演会費 140.0001 

合計 200，000 

ジオシンセティックス試験法委員会 2006年活動計画

( 1) iι日)"十両

ジオシンセティックス試験法をは会は，国内でほとんど木整備であるジオテキスタイル. ジオメンブレ

ン、ジオこ iンポジットケレ十戸小企ぴジオシンセティッケ関連製JIllを合むジオシンセテ fッケ製品の試験

Jir去を幣fJiliすることを目的におrI立された。

11、|際的には， 1SOflで221(ジオシンセティックス)において，ジオシンセティックスに附する国際標準が

謀議， i!ilJ定されてし ιる二とから、 1I1内における試験方法の整備にあたっては， 180規格との整合性をはか

る必佐があるつま771. これまでj也幣 r学会において、ジオシンセティックスに関する試験方法を検討して

きた経紛があり‘さろには、Jt~暫 1.'γ-会が I80庁C221 の国内審議団体であることなどから，地盤工学会

lsorrC221 [ï.]内寺門委員会(をい 1<，三木博史氏)および平成 18 年度から地盤["/"会A~líl\ rtl;に設置され

る市内;試験規格・基準委白会ジオシンセティックスWGと連携しながら作業を進めていく予定である c

'}¥j JU:は. fL体的に以トぴ)J(jI1を給付する予定であり， {f:-3 [LII程度の委員会を開催する，iI企画である。

1)グ寸シンとFイツケス f~ 1引する試験法における従来の経緯の整理

三)守f長の)，t準化作業山行H U(!II， 方法，担当機関)の策定F

引
り 調査三?引ijl
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なお，委員会メンバー案は下記の通りである。

氏 名 所 属

委員長 木幡 行宏 室蘭工業大学工学部建設システム[学科

副委員長 平井貴雄 二井化学産資(掬事業本部

ジオシンセティックスグループ 技術チーム

幹事 椋木 俊文 熊本大学工学部環境システム工学科
一 一 一一一一

委員 加納 光 ネオ・ルーフィング(掬

委員 篠田昌弘 (掬複合技術研究所技術部

委員 竜田尚希 前田工繊槻東京本社営業推進部

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 平川 大貴 東京理科大学理工学部 土木工学科

委員 桝 尾孝 之 太陽工業(掬

土木工ン〆ニアリンク'カンハ。ニ 技術開発部技術開発課

委員 宮 田喜 害 防衛大学校システム工学群 建設環境工学科

委員 矢島寿 a |明星大学理工学部土木工学科
一

(2) 2006年設営費計画

<予算案> 200，000円 (委員会活動費:資料購入，交通費および会議費)

コーポレートメンバー委員会 2005年活動報告

( 1) 2005年活動報告内容

委員会の開催 :ll)]lU(火)13:00~ 1 5:00 出席 12社

[内容]

1) 8thICG横浜への支援のお願い

8thICG横浜について展示ブースの出展の状況を伝えた。(展ノ式ブースtH展希望状況)

8thICG横浜についての現状の報告と展示ブースおよび、参加へのエントリーのお願し1した。

2) IGS口ゴマークのカタログ?等への使用について

口ゴマークの日用について IG日本部からの了解は得られているが使い方を統-しておく必

要がある。ロゴマークの使用についてのマ二ュアルのたたき台を作成し協議する。

(2) 2005年委員会設は費報告

委員会設営費 : 収入 50，000円

支出 o fTJ 
残金 50，000円

nu 
ハ
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コーポレートメンバー委員会 2006年活動計画

( L) 200() 1，1:1月間I予定内符

1 )月thTCG横浜への支援

SthlCG横浜支fJ委員会 広報部会でとりまとめた支援内容についてコ』ポレートメンバー

で支t産する。
[内容]

1)展ノ云ブ}ースへの出展|品川

:2 )スポンけーとしてのえ民

コーヒー//ランチーなどのケータリングサービス

会議パックの干:配

サッカー→のユニホーム

:2) ICS口ゴマ、ーケの力タロケてffへω使用について

Ll :Jマークの使)1I についてマ二 Lアルのたたき台の作成と運用方法についての検討

( :2) 2005 "Ie，i定日費計@j

t: I.l;，;設営費 収入 50，000円

※)会議費等で使用予定

表彰委員会 2005年活動報告

( 1 ) 2005 {I )ぬよ委員会出向出告

. 1 (; S LI本わ'jljH彰規私'U)改定

IGSII本 ~:\1)'1主の選考

~O()5 年度 1 (~δ 日本支:'il;nUl 記の行'i1を 1 1月!1Llに表彰委員会を開催し、選考した。 1:J. JJ 1 H 

シンポジウムIlfl佐川に表彰をfJった。

1 (' 1 r;s 論文1且5

詑同文jJ・篠fJ)昌弘・ I}，j村太郎

ジ寸シンセティッツス補強材の ~i~ r~j f~破断強度におけるクリもブ低減係数U)立|味に

っし/γζ

J ( [GS論文:lJ1IJj)jn
①篠尉I'，IJl、

日本と北米の補強 1:lì~fl\j造物の安全性指標と限界状態超過雌〉字

立金重 IUj'i

夕、イレタシシー特性を号麗したジオグリッド制強 i:における}'hJ>R効果

;~， H>IGS t支持irt
北本幸義・古田輝・ 111本lfj治・古川IJI:・柴田健牟・柄崎手[J孝・糸久留・八木{Jf ，11[; 

ジャケット工法について

ジオシンセティッケス技術情報， 2004年 11fJ ~J-掲載， pp.1S-23. 

唱
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4. JC-IGS技術奨励賞

([狩野真吾・小田勝由・吉田誠・三藤正明

PVC遮水シートの突起物貫入に対する変形破断プロセス

ジオシンセティックス技術情報， 2004年 3月号掲載， pp.18-23. 

②東原健ムペti橋ひかる・駒延勝広

箱烈擁壁ジオグリッド併用工法による耐震性向上の検討

ジオシンセティックス技術情報， 2004年 11月号掲載， pp.24'31. 

(2) 2005年表彰委員会設営費報告

収入 ￥150，000 (2005年度委員会予算)

支出￥71，662(賞状、盾代他備品代)

合計 +￥78，338 

表彰委員会 2006年活動計画

( 1) 2006年活動予定内容

.2006年度 1G S II本支部賞の選考

.IGS学生賞選考

(2) 2006年設営費計画

収入 ￥150，000 (2006年度委員会予算)

支出 ￥150，000 (賞状，盾代，他備品，その他経費，￥150，000)

合計 土￥0

財務委員会 2005年活動報告

(1)財務委員会の概要

財務委員会は， 2006年国際会議開催に向けた財務強化，会計処理の合理化などを目的に，学会財務に保!

する企画，運営，管理を行う委員会で，メンバーは以下の通りです。なお，本委員会は2006年実行委員会

の財務部会も兼ねております。

委員長 :舘山勝 (鉄道総合技術研究所)

副委員長:松尾信次 (クラレ)

委員 :内村太郎 (東京大学)

委 員 :平井貴雄 (三井化学産資:2006年特別会計担当)

委 員 ;赤名陽子 (三井化学産資:2006年特別会計担当)

委 員 :伊集院紀子(学会事務局:一般会計担当)

(2)平成17年度の会計報告

別紙 1に平成17年度の決算報告書を示します。本年度の特徴は以ドの通りですc

① H17年度収入実績:これまでの事柄主義的会計から発生主義的会計に変えて l年が経過した。日ドド度は、

この、会計処理方法の変更に伴い、会費収入が見かけ上、増加したが、今年度は、概ね計回jjJHjりの収
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入実績となった。

② H17年度支出実績:昨年に引き続き、事務局経費、委員会経費などの経費節約により、約271万円の支

山抑制がなされた。これらの結果から、当初計画に比べて約242万円の繰越金の増加が確保できた。

③ H17年度特別会計:特別会計への a 般会計からの総繰入れ額は1400万円 (H13""H17)、総支出額は約1020

万円 (H13~HI7) となったc この他、 H17年度は展示出展料の前払い金として約1198/j11jの収入を得

たυ

財務委員会 2006年活動計画

(1)平成18年度予算案の概要

別紙2に平成18'年度の予算案を示します。一一般会計においては，引き続き，経費抑制，事業の収益'円二の

改善、受託業務の推進などに配慮して予算案を作成しました。

特別会計に関しては， 2006年9Jl開催に向けて活動jが活発化することから、大幅な費用が予怨されますG

したがってI昏転資金の確保のために般会計から更に400万円繰り入れました(総繰り入れ額1800hfLJ)。

また、特別会計今については、実行委員会とi1!慌し、会議開催に向けて重点的に予算管聞を行う予定です。

なお、 2006年度についても引き続き事務の簡素化などによる経費節減に努めるとともに、幹事会、 2006

年実行委員会において、その都度、 A 般会計実績、特別会計実績を報告するなど、会計の透明性の僻保に

務める予定です。

目 6:3-



|別紙1: H17決算]

IGS日本支部 2005年度決算書(一般会計:収入実績)
期間:平成17年1月1日~平成17年12月31日

一般会計(収入の部)

科 目 H17予算(案) 実績(12/31) 備 考

1 .会費等収入

①平成17年度分 法人会員 5，520.00U 5，520，000 231'土X240，OOOI[l rl 
例入会員 2，080，000 1，728，000 216名 X8，000Pl/人

'{:/j.:会員 60，000 17，000 17名 Xl，OOOlll/人

滞納分 195，000 2005年以前山会費

本部還付金 法人会員還付金 253，000 232，122 22社 X100 $ /社XIOfï.~il 円/$

」郵送時払い!万し 26，589 252 $ X IOS.S11'l (小数点以下四捨五入)

(小計) 7，913，000 7，718，711 

2 講習会・出版等収入

ンンポジウム 800，000 553.000 参加費十懇N~'収入

入門セミ 7一，見''f:会他 50，000 54，000 参加費
書籍.ヒヤ、オ写版グ己 200，000 b8，500 

i!?籍1:11，f見 200，000 01 rこ;兵士宅，'iJtl¥のは，;j施 iヘンドフックJr入fJ[I，1}:1
(小計) 1，250，000 675，500 

3.受託収入

吃[1({i)f究 2，000，000 :~， '199 ， 000 土品斤センク !り

(小，:1) 2，000，000 2，1199，000 

4 広告等収入
技術的 ýf~ぷ UJ:17 600，000 GOO，OOO 

( '1 ，，;j') 600，000 bOO，OOO 

5 受取り利息等
う主取りやj忠、 100 23 

その他 o 。
(ノhH-) 100 23 

(H17年度収入合計) 11，763，100 11，493，234 .，まぽ予定通り (27万滅)

6 繰越し金

一般会計繰位し全 4，974，615 4，974，615 一般会計

特別会計繰越L{It 7，799，412 7，799，412 2006年特別た，11
(/1、，:1-) 12，774，027 12，774，027 

(収入・繰越金総合計) 24.537.127 24.267，261 

200(i1，! 1) j 

財務£い た

a''. 
J
 九、.、，F一{

 



IGS日一本支部I 20堕空度法算書£士盤会言十支出室鐘i
期間平成17年1月1日~平成17年12月31日

一般会計(支出の部)
科 自 H17予算(案) 実績(12/31) 担当委員会・備考

1 .本部国際学会費支出 担当事務局

iL人穴H コ，;):30，000 コ，3:':1，己之O:22i't x 1000 $ /H: x 105.5111J / $ 
新入会法人公民 J IH，6bO 21'lx500$/社x118.66円/$

伺人会H :， ik，ClOO 85'/，7% 271名x30 $ /名 x105.51円ノ$(小数点以下問t1;1/入)

午生会員 1) 0160名xo円/名
一一

(/ )、計) ~Ui\ ，')，()()() 3，297.676 
一一一一

2 講習会・出版等支出
/シドジ1フム 付00，000 551，505 担当行事委員会

人1'/)te'ミ! 見学主 コ(I().()OO 119，460 担当.学生教育委員会(入門セミナー7.9万、見学会パス4方J
q j; ;i~ ff 費 i:OO，O()() 。担当編集委員会

十 、 止iわ守 200，UuO 。

! 'J..H ) 1，100，(JO() 670， 9fì~j 

4 
担当 γ.オテキλヲイJkシ.オメンプレン技術委員会

受託報告書付 1& .1OO.iJOO :)62， ~J85 原稿料等29.7万、受託調査喪26.5万(C; ~1技術委員会)

報告書作成，補助作業 800，OO() 日2b、200アルハイト代，印刷i製本費

( !J、" i ， ~OO ， OOOì 1，()88，7HS 

4 控術情報発行畳 他費1T|| | l 
担当編集委員会， (名簿事務局)

技術情報誌印刷製ト 1，月日日，OOiJ 1.135，215 情報誌、名簿作成費

編北判!iJJ)J11沼町稿料 :)OO，O(JO 50，000 原稿料(凶去券)
Jt' ~，連絡 :l:J().()()O 281.630 情報誌、1'，簿依頼状発送

一一一一一
( 'J、計) ~'， 100，000 1，766，875 

5 委員会経費 担当各委員長
[11 什;委員会| ;山()，O()() fi 1:l，171 予算:J!l/事公派遣納iザ)1 fi. 7万、 council玖都;:議院!i'f:1.1 t， ，) 

ト委員云 "()，(J()(I 。

ぬifJ委員会 ~(J (J ，rJl)(J ~OO.OOO 技術情報誌裕行日IJ
11事11li j: 100.00 iわ()OOン ~Fジウム日IJ

表;jztLi f? 150.000 7 J . (， tí:~ f市，賀状作製費込み

f支iおむt1 i~ 日(lluOOi (J 

?γTぺ々イfし技術去一品工、千 90，800 
J〆オんプL:〆 UHi委員会i : !()()，()(J() 185，600 

i~f:I支￡ ?on，OOO 90，190 
'(メトヂf({~員三 i I()() 00(1 32，000 見学会，人門ぞミナ 日IJ

電子TqU1 l 99，EiHO 

出!: 50，000i 。

R，:l20 矧UWJ印刷費。通信費等ノノオンン1:/1ツクス15l:弓量L 'r f .，1:，] " :10，000 
制 一 一一一

(11、llI1Lーゴ川，0001 U07，72:l 
ー一一一一一

6 事務局経費Iその他

70，583 総会，懇mffrI 1加(川i

地取 r tl ，1 160凹iGI l;j()， llOO 
通信費 i三0.0(: 82，860 

ii'i耗品費i 川 56，930 
人者 り00，00 120，000 事務局傭人'JI，:'

幹事会i JO()，OO 103，470 会議費l幹事交通費、 iili信費資料購入な1・
その他 J ()()，OO 278，460 交通費4.9万慶弔費4.1万、送金費8.8万、九議宗7.')り(t!I

(小計)! 1，100，()OO 

(H17年度支出合計)1 11，'/88.000 

7.予備費・繰入2れ00費6年
7，7993ti L21 特別会計繰入れ費

一般会計 Hi;i'l~' '1，949，7151 

(卜j17予備費・繰入れ費合計) 12.749.1271 

(支出合計)! 24.537.127 

862，303 

9，094，327 

7，799，112 

7 ， :173 ， 5~2 

15.172.934 

24.267.261 

-計画より269万円の経費節減

1116年繰越し3，799，412円+H17年繰入れ400ノぢ円

-主として経費節減に伴う予備費の増加242万円(=269-27)

20(J同f十lij

Ht j); f，~ t~ 玄



IGS日本支部 2005年度決算書(特別会計)
期間:平成17年1月1日~平成17年12月31日

特別会計(収入の部): 
(2006年国際会議)

キヰ 目 H17予算 実績(12/31現在) 備 考

2001年度繰越し金 :仁 7~~ ，，112
3，799341002911 1 1 Hi6年直特別会計繰越金

200S 1j ~l山梨人れ金 4，000，000 4，000，000IH17年度: ー般会H卜かC)の繰入れ金

11~ ノ J~II \i1若干H蚊 1[';( o 11，リル1，50 展示受付(，::{'I'うliij払し、1:
'1¥(( iLU f[[七干1j，E! o 4 

(収入合計) 7，799，412 19.783.961 -展示出展料の前払い金による

記事)一般会計からの繰入れ総額(1400万円)

内訳(H13:350万円， H14:250万円， H15:200万円， H16 200万円， H17400万円)

特別会計(支出の部): 

科 目 H17予算 実績(12/31現在) 備 考
1.部会費

‘平F心主、1:ノ化J伺釘ηaノz¥- 100，000 19，600 実行委員会H:食代他

行事部会 100，000 3，9931IPRC会議経費(9/1j) 
学術部会 100， ()υo 37，712 アブストラケト紅白HJC:Di送付代

広報部会 100，000 S3，680 会議費、協力依頼状送付代

財務部公 ら()，000 0部会費

(小計) !:i(l. ()OO 11/1，985 

2.総務部会関係経費 担当総務部会

主1J差11会等 '450，000 12900i交通費等
|川際会議派遣費 120，000 l:l8，255シJオアロンデ {fV氏ift

sull(、tinI¥I().2他作成費 1，400，000 IS0，600 Bulletin fl() l~x ，H)民{十1&:'費(Il ulletin no.2fhU~'i t次qI芝へ)

;j、ームページ管J1Pt~ :;60，000 262，500 
(小日I) :~， :UO ， OOO 593，:155 

3‘学術部会関係経費 担当学術部会

学術関係事務hlilりj 民()lJ，UOO oγノレパイト

IPSC会議ß~Ji車 1. 1 IjO、()OO 728，597 海外1in旅費、宿泊費、合議費

(小l'卜) lメI(i().()OO 728 ， 5~!7 

4 行事関係経費 担当:行事部会

ポンりーデ fレケトリー 130，OO() 。企画・デザイン

11芸ぷ案内作成費 250，000 :3S8，500 
(小計) 380，000 388，500 

5.事務局経費 担当.事務局

'，q寄付経費 300，000 96，308 消耗品，事務日交通費等

通信費 300，000 86，199 通信費、封筒、ラベル等

事務機お (jOO，OOO 0パソコン、プリンター他

傭人TT GOO，OOO 300，000 事務長lfm人費、アルバイト

(小I汁) I，SOO，OOO 482.507 
(支出総合ii，.) b，l):20，OOO 2，307，944 

6 予備費

予1iiii:l~ 879，'112 17，47b，017 次作成 H椅費

支出.(' lJUi費総合 計 7，799，'112 19.'i付3，961

2006年l月
2006年実行を日二に財務部会

.、，{
 

.
》/&，、



~%ft2:H18予算|

IGS日本支部 2006年度一般会計予算(案)
期間:平成18年1月1日~平成18年12月31日

一般会計(収入の部): 

科 目

1f lj会、|勺費J比等lら収イ1入Itt分 ;J:人二';d
何人二二n
，、 1p，・:ll~、~ t-.'t 

本部還付令 法人会員分
( ! J、計)

2 講習会・出版等収入
シンポジウム

入r'IJセミナー，見学会他
書館，ビデオ一等販売

書籍印税
( I J 、~!.) 

3 受託収入
，，1.: "Ui}f'J't: 

(/ J、バ|一)

4 広告等収入
H付、[↑，'，tf，lι!人;tl-

( 'J、)I!1 

5 受取り利息等
J!~')fll{! 、
-{U) {IIJ， 

( 'J、111) 

(1 11州内 11υ，.0~;f- ，)

6 繰越し金
'ji党三川繰越し全

特別会計繰越し金
(ノj、計)

(収入・繰越金総合計)

H18予算(案)

G，7わO，O()()
ど， [bO，OO() 

60， ()()O 

288，000 
8，268，000 

800，000 
50，000 

200，000 
200，000 

[ ，2S0，000 

:~， 000， ()O() 

ど，000，000

い00，000
(iOO，OOO 

I()O 

o 
100 

12，118，100 

:l ， 37 :.l， ~ï22 

21，476，OJ 7 
24，849，539 

36.967.639 

実績(H18.1.1) 備 考

O!:; 1 tI :~刊， ü()OI 1 11 社

o !~I (J /(1 x H，OOO 1I 1 1人
0!60YI x 1，0001111人
0!O/24tLXI00$1紅:X120円ノ s。
0参加費十懇親会収入
0参加費。
011ニフj. ~~l u:地の設計施工ハンドブック ii入門書l。

イ。。
。。
() 。。
。
。般会，. (1I 17~~~~特別会唯一

21，476，017 2006年特別会計(ト[17年繰誠し+100万円 1

21，476，017 

21.476.017 

2006(Jl fj 

Hl持玉、i." '，'、



一般会計(支出の部): 

科 目
1 .本部国際学会費支出

法人会員

伽l人会員

学生会員

(小Jト)
2 講習会・出版等支出

シンポジウム

入門セミ寸 ，外11・l人講演会、見学会他

用語集出版符

税金、原稿料等

(ノト計)

3.受託業務支出

受託報告書作成費

報告書作成，補助作業費

(小J十)
4 技術情報発行費

技術↑III-報誌['!1k':U製本費

編集補助作業， )J日稿料他

発i失 速 絡 費

(小言n
5.委員会経費

国際連絡委員会

つーポレト委員公

編集委員合

1J事委員公

表彰委員会

民術委員会

ジオテキスタイノレiHトj安社会

ジオメンツレン'肢体I委 II会

新政外jをLJ，会
ジオンン[ゲノ一一ィックス試験法委員二ぅ

学生教育委員穴

電一I情報委員三

財務委員会

〆オンンセティッ阿佐JlJ ，1¥:了ンウー卜J司査
(ノトrl十)

6.事務局経費，その他

総会，恕間企費

JtMltl: Lγ: 二~.lJlf礼
iLuL費

1i'HL¥/J費
傭人費

幹事会

その他

(小百十)

(十118年 度支出合計)

7.予備費・繰入2れ00費6年
特別会計繰入れ費

j:00<i+予備費

(H18予備費・繰入れ費 fhi十)

(支出合計)

H18予算(案)

2，880，000 
972，000 。

3，852，000 

付00，000
~OO ， OOO 

200，000 
200，000 

l，tJOO，OOO 

100，000 
800，000 

1，200，000 

1，550，000 
500，000 
350，000 

2.400.000 

;5:iO，000 
:iO，OOO 

200，000 
100，000 
1:;0，000 
50，000 

200，000 
200，000 
200，000 
三()()，OOO
100，000 
100，000 
50，000 
50.000 

2，200，000 

100，000 
300，000 
150，000 
200，000 
600，000 
100，000 
100.000 

1，550，000 

12，602，000 

21，476，017 
2，889，622 

2，889，622 

36，967，639 

実績(1/1) 担当委員会・備考

担当・事務局

0124村:X1000市/什x120円/事
01270名 X30$ /名、， 1 :~O ドJ/ 事

0160名 XO円/名。
0担当行事委員会

0担当・学生教育委員会

0担当編集委員会(繰り越し)

0税金，原稿料Yルハ'イト代。
担当シ.オテキλヲイル，シ.オメンプレン技術委員会

0原稿料10万fIJ，受託調査費30万円(ジオテキ技術;t;_--:n0J
0アルバイト代，印刷製本費。

担当・編集委員会， (名簿.事務局)

0114075 (情報誌)十 1'i!J (名簿作成費)

0アルバイトfに原総;n。。
担当各委員長

Ol-f~ 安民会費5h+本部理ーすtj: 派遣1'('i0 1) 。
0 肢体「情報t誌発11月IJ
0シンポジウム別

0委員公費日万+J首，賞状作製決 10Ji 。。。。
0和rtQ委Hi，
0見乍会，入門セミナ}自11。。
0別刷り印刷費，Jlnfd賞'等。

担当ー事務局。
0地盤工学会謝礼+プでよ能不使用費。。
o事:拷f.;Ji樹人費

0会議費，幹事交通費、通信費資料購入?にど

0事務局4交通費，慶弔費等、送金費、謝イ念。
。

17，tJ76，017 H17年繰越し :l ， 79~AI 三ドj。
。

ー(58-

200b年l月
財務委員会



IGS日本支部 2006年度予算書案(特別会計)
期間:平成18年1月1日~平成18年12月31日

特別会計(収入の部): 
(2006年国際会議)

科 目 H18予算 実績(1/1現在) 備 考

前年年度度繰繰入越れし金
17，476，017 17，476，017 17年茂特別会計繰越金

ノ?金 4，000，000 ーー般三ゴiーからの繰入れ金(H18年度分)
展示It¥展本! 16，515，500 
;参加登録費 70，000，000 @7万円 x1，000名(目標登録数)

その他収入 19，200，000 論文集販売，パンケット，助成金等
IG日!-'ee --9，850，000 展示・参加登録費合計の10%

(収入合計) 117，3/11，517 17，176，017 

一記事) 一般会計からの繰入れ総額(1800万円)
内1沢(l-Il3:350hflJ，H14 250万円，ト11:=i:200万fIj，HIG:200万円， H17:400万円， H18:400万刊)

特別会計(支出の部): 

科 目 H18予算 実績(111現在) 備 考
1.部会質

総務部会 100，000 0部会費
行事前IS> 480，000 0部会費
学術部会 100，000 0部会費
広報部会 100，000 0部会費
財務部会 21，000 0部会費

(小計) 804，000 。
2.総務部会関係実経行費委 担当ー総務部会

員会交通費 149，000 。
登録受付外a費 付，262，S75 Q 

f3ullctin No.2， No.3/Flγer作成費 1，587，f)00 o 
;Jトームページ主主討trJ-1P:費 l，03S，500 。

n、刀7 11，:339，07:=i 。
3.学術部会関係経費 担当学術部会

II'SC会議費 1， 270，500 。
論文附処理タUi費| 3，205，125 。

/[.1シ』ーディンケスH'Iえ費 4，6S 1 ，500 。
(小;H-) 9，127，125 。

4.行事関係経費
;夏、liJ瓦 iif正しi

担当 :fj一事部会。
(! J、，i!-) 。 。

5 事務高経費 tL1汚ー事務局
:事務局経費 48:3，000 0消耗品，事務局交通費等

通1;;ilt 861，000 0通信費、封筒、ラベル等
事務機器 企120，000 0パソコン、プリンター他

傭人費 5，984，'100 0事務局傭人費、アルバイト
(! J、百十) 7，748，400 。

6 会議当日j重富貴会議
当日運営費J 62，359.289 0別紙参照

(ノh~+l 62，359，289 。
フ事後処理費

事後処理費' 150，000 OI5.liJ紙参照
(.' j、計) 150，000 。

H18年度支出合計 91，527，889 。
登録数が目標に達しなし、場合の予備費

会計八の戻人 18，000，000 。
予備 7，813，628 。
( 'J、計) 25，813，628 。

一一
(制支H出 予備費 総合，H討↑一-)一!!」Jl1に口川川3シM川肌川1ヤ刊川机ど4引札11.上'

2006主下1月

2006年実行委員会、財務部会

、.，正、ρ
り



2005年 IGS日本支部行事委員会活動報告

シンポジウム論文募集会告(技術情報.HP)原稿提出

地盤工学会へのジオシンセティッケスシンポジウム共催依頼(地盤工学会相、円西川氏)

l月 26日

4 J=l 5日

シンポジウム論文募集案内(土と基礎 6月号会告)原稿提出4月上旬

ホームページ用会告原稿提出1 n下旬

繊維学会へシンポジウム協賛および会告掲載依頼(笠原氏を通じ)5 n下旬

第 39回地盤工学研究発表会(函館市)7月 5-7日

シンポジウム投稿論文題日と概要の申込み締切り7月 15日

第 1回行事委員会開催

シンポジウム関連事項等審議(論文応募状況の確認、概要審査、プログラム概要決定・

会告原稿作成、座長・面IJ座長候補者の選定、査読要領・シンポシウム実施要領の検討、

7月 20日

懇親会計両)

本論文査読委員依頼状発送8月 17日

座長・副座長依頼日月 19日

本論文提1I¥締切8月 19日

ジオシンセテ fツクスシンポジウム論文査読依頼8 Jj 29日

および記念講演講師(一/じ i山本部賄事・東安原一哉教綬)特別講演講師(茨城大学口
u

''ty 

n叶
U

赤木俊允先生)依頼洋大学名誉教授

1i:読結果報行締切9 fl 25日

ログラム詳細編成、

明2回行事委員会開催

シンポジウム関連事項打台せ(招待者、論文査読結果取りまとめ、

先表方法、役割分担、論文集編集、論文賞・奨励賞推薦関係)

繊維学会ヘシンポジウムフログラム原稿提出(織維学会誌会告、笠原氏を通じ)

寸
寸
J

r
a
r
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n叶
υ
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F
J
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1 ()月 3日

地盤工学会ヘシンポジウムプログラム原稿提出(土と基礎 12J]i:}会告、永fllJU10月 6日

査読結果通知

本論文修正済み原稿提出締切、取りまとめ、論文集作成

印刷所へ論文集原稿入稿

10月 10日

II月 4日

第 20回ジオシンセティックスシンポジウム開催(地盤工学会館大会議室)

一般発表 (45編)、特別講演(茨城大学

亦木俊允先生)、 JC--IGS論文賞・奨励賞・伐術賞・

II月 18日

2 [j 1 L月上

'立!Jjt-i'&，教参加者 121名 (2004年 135名)、

授)、記念講演(東洋大学名誉教授

技術奨励賞表彰式、懇親会 59名 (2004年 66名)

2006年 IGS日本支部行事委員会活動計画(案)

シンポジウム論文募集会告(技術情報)原稿提出

地盤工学会へのジオシンセティッケスシンポジウム共催依頼

1
4
J
 

『
含
}
ノ

ー

2月

シンポジウム論文募集会告(土と基礎 6月号会告)原稿提出4月上旬

繊維学会へのジオシシ七ディッケスシシポジウム協賛依頼

7() 

各研究機関への論文投稿依頼

，1月上旬

tì~ 7月



7月 12-15U 地盤工学研究発表会(鹿児島)における広報活動

7月末 シンポジウム投稿論文題目と概要の申込み締切

3月上旬 第 l同行事委員会:

9 n上旬

9JlJ二台]

9 }j 8-10 1I 

10月下旬

10月ド11)

11月 f:旬

11月中旬

シンポジウム関連事項打合わせ(論文応募状況の確認、概要審査、プ[Jゲラム概要決

定・会告原稿作成、論文審査員候補者選定、査読要領・シンポジウム実施嬰領の検討、

懇組会計画)

本論文提出締切、査読依頼

シンポジウム開催案内(士と基礎 11月号会告)原稿提出

γオシシ七 i-(ックスシンポジウム査読依頼

!~一木学会全 [EJ 大会(東京)における開催案内配布

査読結果報告締切

第 2凶行事委員会:

シシポジウム関連事項打合わせ(招待者、プログラム詳細、論文査読料i県取りまとめ、

役~Iilj 分担、論文集編集、論文賞・奨励賞推薦関係)、査読結果通知

招待状発送(支部顧問、特別会員)

似正済みJJ;(稿l!jりまとめ、論文集作成

1 ~月 7 ， 8 11 j1~ 21回乙オシンセテ f、ソケスシンポジウム(予定会場:青ー森県八戸市)



行事委員会関係 2005年度収支実績と 2006年度予算

<2005年度の実績>

2005年度収支実績

内 訳 予 算 実 績 備 五吾J 

委員会交通費 90，000 16，000 交通費(7/20，9/29委員会)

通信費・消耗品等 10，000 23， 760 資料郵送代

第20凹シンポジウム 200，000 一1， 495 (1， 495円プラス)

(収入) 600，000 553，000 

(500，000) (416，000) シンポジウム参加費

(100，000) (99，000) 懇親会参加費

(34，000) 論文集購入 (8名)

(4，000) 請求書払い(会員 1名)

(支出) 800，000 551，505 

(100，000) o 会場費・設営費

(400，000) (374，430) 論文集印刷費 (250部)

(50，000) (27，000) 特別講演謝礼・交通費

(100，000) (23，760) 通信費・交通費ほか

(150，000) (126，000) 懇親会費

(315) 両替千数料

シンポジウム・懇親会参加の内訳

シンポ参加人数 収入額 懇親会参加入数 収入額

正会員 64 256，000 参加者 33 99，000 

非会員 15 90，000 

招待 14 。
優待 14 56，000 招待 26 。
学生 14 14，000 

小 計 121 416，000 小E汁 59 99，000 

参加収入総計 515，000 

論文集購入

請求書払い

日ろ

1

1

1
下

ニ一一汀

:)4，000 

4， 000 

553，000 

-72・



<2006年度の予算>

昨年度の収支実績を踏まえ、以下のような予算とした。

2006年度の予算(案)

内 訳 予 算 {萌 三ιJ 

行事委員会 100，000 

(80，000) 委員会交通費・事務局旅費

(20，000) 通信費・消耗品等

第21回シンポジウム 0青森県八戸市

(収入) 800，000 

(600，000) シンポジウム参加費

(200，000) 懇親会参加費

(支1m 800，000 

(150，000) 会場費・設営費

(400，000) 論文集印刷費250

(50，000) 特別講演謝礼・交通費

(50，000) 通信費・交通費ほか

(150，000) 懇親会費

-7:3 



IGS日本支部 2006年度 役員名簿

2006年2月

支部長 二木博史 ( (独)土木研究所) ICG2∞6実行委員会行事部会主査

副支部長 *桑野 二郎(埼玉大学) ICG2006実行委員会学術部会主査

幹事長 吋戸藤雅夫(前田工繊(株)) ICG2006実行委員会委員、新技術委員会副委員長

副幹事長 女平井 貴雄 (三井化学産資(株)) ICG2006実行委員会総務部会主査

ジオシンセティックス試験法委員会副委員長

副幹事長 宮田喜害 (防衛大学校) 電子情報化委員会委員長

会計・幹事 舘山勝 (唄オ)鉄道総合技術研究所) ICG2006実行委員会財務部会主査、財務委員会委員長

幹事 女阿部裕 (鹿島建設(株)) ICG2∞6実行委員会委員

幹事 今泉繁良 (宇都宮大学) 新技術委員会部会長、ジオシンセティ yクス使用量7ンケート調査委此会

幹事 今野誠 (日本大学) 学生・教育委員会委員長

幹事 #大谷順 (熊本大学) 国際連絡委員会委員長

幹事 合落合英俊 (九州大学) ICG2006実行委員会副委員長、表彰委員会委員長

幹事 会嘉門雅史 乙京都大学) ICG2006実行委員会副委員長

幹事 清川伸夫 (東京インキ(株)) ICG2∞6実行委員会事務局長

幹事 会熊谷浩二 (八戸工業大) ジオメンブレン技術委員会副委員長

幹事 古関潤ー(東京大学) ジオテキスタイル技術委員会委員長、 ICG2006実行委員会委員

幹事 六木幡行宏 (室蘭工業大) ICG2006実行委員会委員、 γォシ冷ティックス技術育報編集委員会委員長、

ジオシンヒティックスj鵡剣去委員会委員長

幹事 *島岡隆行 (九州大学) ICG2006実行委員会委員、ジオメンブレン技術委員会委員長

市'P'F 守E岡文夫(東京理科大学) ICG2006実行委員会委員長、技術委員会委員長

幹事 中村和之 ( (株)ジオデザイン) ICG2006実行委員会委員、新技術委員会委員長

幹事 女巻内 勝彦 (日本大学) ICG2006実行委員会副委員長

幹事 桝尾孝之 (太陽工業(株)) コーポレートメンバ一委員会委員長

1:1'Jj: *峯芹: 邦夫 (日本大学) 行事委員会委員長、新技術委員会部会長

幹事 毛利栄征 ( (独)農業工判汗究所) ICG2006実行委員会委員、表彰委員会副委員長

l抗争: 新谷秀人 (ゴ菱化学産資(株)) 編集委員会副委員長

#小田垣公つ ゆIレ側)

's:務局 内村太郎 (東京大学)

宇務)，;j 伊集院紀子 (IGS口本支部事務局)

よと}d~顧問 赤木俊允 (東洋大学名誉教授)

支i'll5顧問 岩崎高砂j ( (株)エス・エヌ・テーエンジニア)

主;'f[嬬員問 田中 1支 (神fi大学名誉教授、 (財)建設工学工研究所)

去、(¥1)顧問 福岡正日 ( (株)マネージメントシステムji阿国センター)

~ì官房員問 山内豊聡 ()L1'li大学名誉教授、山内研究所)

大 I'HT:、 #新任、
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国際連絡委員会 委 員 長 : 大 谷 順

コーポレートメンバ一委員会 委員長:桝尾孝之 副委員長:飯島健

編集委員会 委員長:木幡行宏 副委員長:新谷秀人

行事委員会 委員長:峯岸邦夫

表彰委員会 委員長:落合英俊 副委員長:毛利栄征

技術委員会 委員長:龍岡文夫

(1)ジオテキスタイル技術委員会 委員長:古関潤一 副委員長:矢口 直幸

(2)ジオメンブレン技術委員会 委員長:島岡隆行 副委員長:熊谷浩て

副委員長:勝見武

(3)新技術委員会 委員長:中村和之 副委員長:伊雌雅夫

①廃棄物処分場部会 部会長:今泉繁良

②軽量土部会 部会長:峯岸邦夫

(4)ジオシンセティックス試験法委員会 委員長:木幡行宏 副委員長:平井貴雄

学生・教育委員会 委 員 長 : 今 野 誠 副委員長:北本幸義

電子情報化委員会 委員長:宮田喜害

財務委員会 委 員 長 : 舘 山 勝 副委員長:松尾伝次

ICG2006実行委員会 委員長:龍岡文夫 副委員長:巻内勝彦

副委員長:落合英俊 副委員長:嘉門雅史

事務局長:清JII 伸夫
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