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第 32回 幹事会 議事録 

日 時：令和 3 年（2021 年）2 月 9 日（火）17 時 00 分～19 時 00 分 

会 場：Zoom（TV 会議）   

参加者：立花，山田，福田，大串，岸田，細倉，小倉 

欠席者：高橋，大久保，伊東，野島       【敬称略】 

 

◆主要議題：① 各自治体の協定締結および関連事項について 

② 支部相談案件の状況と今後の体制について 

③ 規約改正について 

④ 総会および研修会について     

 

【確認事項】 

1．第 31 回幹事会議事録（案）                 立花支部長【資料 32-1 参照】 

  ・立花支部長から議事録の内容が説明され、原案どおり承認された。 

    

【報告事項】                      

2．判定士会本部の動向                      

1）地盤品質判定士会 2020 年度第 6 回幹事会報告      大串幹事【資料 32-2-1 参照】 

大串幹事から本部幹事会において報告・検討された内容として下記の要点が報告された。 

   ・相談員登録規定（案）について、本部技術委員会に加えて宅地防災部、神奈川支部、関西支部、 

総務企画委員会で各1名検討をしている。 

  ・共有サーバーが1月 4日から使用できる状態になった。 

   ・中部支部設立の準備が進んでいる。 

 

2）自治体との協定について             

① 横浜市との協定締結後の意見交換会について 

3 者意見交換会（2 月 3 日）報告            立花支部長・山田幹事【資料 32-2-2 参照】 

・神奈川支部の活動を横浜市に説明した。 

・横浜市建築士事務所協会、横浜市の他部署や HP では有料相談となることをもう少し強調する 

 よう要望した。 

・意見交換会については随時実施する旨を確認した。 

・横浜市建築士事務所協会の協会員には斜面対策工事の設計が可能な会社もあるため、タイアッ

プの可能性も考えられる。 

 

② 宅地耐震化に関する打合せについて 

 宅地耐震化支援業務意見交換会（2/5）報告   山田幹事【資料 32-2-3 参照】 

  ・横浜市では、専門家（地盤品質判定士）の派遣についてまだ具体的な検討が進んでいない。 

  ・3 月に横浜市が住民説明会を実施する。 
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・４月以降に、再度、判定士会との意見交換の場を設定する予定。 

    ・他の市町村でも宅地耐震化に関して、PR できるのではないか。 

 

   ③ 逗子市との協定について 

逗子市との協定締結(案)           大串幹事【資料 32-2-4 参照】 

大串幹事より逗子市との協定案に関して報告がされた。 

・協定締結へ向けて素案を経て、修正案について協議中である。 

    ・提携状況に関しては、崖地の点検業務の講師派遣があったが、コロナによる緊急事態宣言発出の

ため中止となった。 

    ・HP は相互リンクがされている。 

 

     ④ 川崎市との協定について 

   ・福田幹事より進捗なしの説明報告あり。 

   ・逗子市と同様の協定を提出し、課内で調整をいただいている。 

   ・立花支部長より 12 月中旬に HP の相互リンクを協議し、1/14 付けでリンクを完了している。 

 

3．神奈川支部関連              

1）総務委員会活動報告                      

   総務委員会報告      福田幹事【資料 32-3-1 参照】 

 ・逗子市との協定の報告 

  前述 

 ・川崎市、相模原市の協定教協の報告 

   前述 

 

2）技術委員会活動報告 

横浜宣言に向けた検討状況について    山田幹事【資料 32-3-2 参照】 

・2020 年 12 月 23 日 産総研地質調査総合センターを訪問し、ジオビューなどに関して意見交換 

・第 5 回斜面防災世界フォーラム（WLF5：2021 年 11 月に京都で開催）の京都 2020 コミット 

メント（地域防災力の向上と連携ほか）に、横浜市と共同で 1 頁アブストラクトの出すことで合意した。 

 

ボランティア講師募集について     山田幹事【資料 32-3-3 参照】  

・小学校向け KISTEC（神奈川県総合技術研究所）の体験出前授業への講師を現在募集中 

・上記件に関し、E＆E セミナー数名と意見交換会を実施した。 

               

3）逗子市関連報告 

  前述 
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4）支部事務局報告                         

  神奈川支部 規約改定について     福田幹事【資料 32-3-5 参照】 

 ・2021/02/05 での規則改定（案）の説明がされた。 

  ・主な改定事項は以下のとおり。 

  法人化に伴う名称変更、事業内容、監事（会計監査）の追加、総会の追加など。 

一部議論を行ったが時間がなく、また細部について福田、大串幹事および立花支部長で調整のうえ、今後

はメール審議を行うことになった。 

 

  名簿作成について                        細倉幹事 

 ・進捗なし。 

  サーバー・本部／支部 HP の更新 

 ・使用できる人やアクセス権限に関して、議論が必要である。 

  相談業務清算 

 ・現在は止まっているが、本部経理では数か月に 1 回程度で実施する方向で調整している。 

 ・各委員会で次年度の予算案を提出する必要がある。 

【検討事項】                   

４．相談案件の状況と今後の相談体制について     

  ① 概要について      立花支部長 

  ・急激に相談案件が増えている。 

  ② 相談案件の状況報告について 

     

 相談案件一覧      立花支部長【資料 32-4-1】 

  最近の相談案件状況（横浜市）    立花支部長【資料 32-4-2, 32-4-3】 

   ③ 相談案件の担当者 

    ・コロナで案件相談（面談および現地踏査）を控えている。 

    ・公募で応募者が少なく幹事で半数近くは幹事分担、対応している現状がある。 

    ・マンション案件について、管理会社の場合あるいは組合員の一部の方からの相談の場合は、 

管理組合の合意を前提に相談を受け入れている。  

・現状では何とかこなしている状況だが、横浜市のみならず県内各市からの相談案件が増え 

 てきた時にどこまで対応可能化が懸念事項である。 

    ・山田幹事より輪番も考えなければならない可能性も含め、市民相談への対応について集中的に議

論すべきと提案あり。 

    ・小倉幹事より巡検などを踏まえ、実際に流れを試してみると、担当者も増えるのではないかと提

案。 

  ④ 地盤相談マニュアル（案）について  

 ・12 月に施行を開始した。今後、案件対応を通じて随時修正や改善をしていく。 

     ・細倉幹事より HP の問い合わせ頁について以下の提案あり、了承された。 

     「問合せフォーム」と「宅地の地盤相談」が混用され、相談窓口担当者の手間がかかっているが、

問合せ自体はないので「問合せフォーム」削除し、「宅地の地盤相談」だけにしたらどうか。 
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その際、「問合せフォーム」についている自動応答機能は、「宅地の地盤相談」に移行する。 

⑤今後について 

    山田幹事より 

・コロナの状況もあるが、今年度の野外巡検は厳しい状況と報告あり、了承された。 

   ・山田幹事より相談案件に関して、対応委員会を作ることも視野に入れる必要があると提案があり、   

次回の幹事会で議論予定。例えば、複数の判定士が在籍する地元企業などとのサポート体制の構  

築など 

    

５．次期総会について 

① 2021 年の総会（4/18 午前中@社会福祉センター）  【資料 32-5-1】 

4 月 18 日（日）9 時～12 時 横浜市社会福祉センター8FA・B 大会議室（定員 54 名）  

※ハイブリッド（対面+Zoom）で計画⇒会場が使用不可の場合は Zoom で 

② 研修会 

・ 例年通り総会時に研修会を行うか、実施する場合はどのような内容とするかについて、支部技術委   

員会で議論する。複数の候補が挙げられた。 

 

６．その他 

① 地盤工学会のディスカッションセッションに例年通り支部から投稿したいので応募いただきたい。

② 次回幹事会予定： 2021 年 4 月 13 日（火） 

  議長（小倉幹事予定）・議事録・時間は細倉幹事に一任した。 

※次年度の幹事会も偶数月の第 2 火曜日開催を原則とすることで合意した。 

 

＜資料＞ 

【資料 32-1】第 31 回神奈川支部幹事会議事録案 (201208)  

【資料 32-2-1】2020 年度第 6 回幹事会(本部)議事録 (210112） 

【資料 32-2-2】3 者意見交換会議事録メモ (210203) 

【資料 32-2-3】横浜市宅地耐震化支援業務意見交換メモ(210205) 

【資料 32-2-4】逗子市協定書案 

【資料 32-3-1】総務委員会報告 

【資料 32-3-2】横浜宣言に向けた検討状況について (210205) 

【資料 32-3-3】R3 ボランティア講師募集案内 

【資料 32-3-5】神奈川支部 規約改定 

【資料 32-4-1】 相談案件一覧_2020 年度_1E 現在 

【資料 32-4-2】 最近の相談案件状況_横浜市報告 2020 年末現在 

【資料 32-4-3】 最近の相談案件状況_横浜市報告 2021 年 1 月末現在 

【資料 32-5-1】2021 総会＆研修会スケジュール（案）(210209) 

以上 

                             以上 小倉 原案 (20210209) 記 


