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第 35回 幹事会 議事録 

日 時：令和 3 年（2021 年）6 月 16 日（水）18 時 00 分～20 時 00 分 

会 場：社会福祉センター902 会議室、Zoom（TV 会議）併用 

参加者（7 名）：（会場）立花、細倉、大串、西村 （Web）山田、岸田、小倉 

欠席者（4 名）：福田、野島、高橋、大久保 

     担当者：議長・山田、議事録・大串                 【敬称略】 

 

◆主要予定議題：① 自治体対応（川崎市、逗子市、横浜市、宅地防災部会との連携を含む） 

② 共有サーバー 

③ 市民相談案件の対応 

  
【確認事項】 

１． 第 34 回幹事会議事録（案） （野島）【資料 35-1 参照】 

→高橋氏を欠席に修正、その他については原案どおり承認された。 

 

【報告・検討事項】  

２．判定士会本部の動向                      

1）本部幹事会議事録 5/11  大串・立花【資料 35-2 参照】 

   →本部委員会のポイント・神奈川支部関連について報告。 

2）現況報告（JGS 理事会）5/11  立花【資料 35-3 参照】 

   →地盤工学会への報告資料について。判定士 1,134 名、士補 225 名を確認。 

3）社員総会 6/14 立花【資料 35-4 参照】 

   →6 月 14 日の社員総会内容について。決算および予算、事業計画について承認された。 

    神奈川支部の協定締結についての掲載内容について、意見を述べたことを報告。 

    地盤相談会の相談件数、金額内容の詳細についても説明したことを報告。 

4）宅地防災部会 6/10 山田 口頭説明 

   →川崎市への対応：市民相談対応、フォローしていきたい 

    横浜市への対応：市の担当者が変更。大規模盛土関連の住民への説明、フォローを行う 

    各支部自治体対応、支部で部会を立ち上げて対応してもらう方向で検討している。とのこと。 

    関連して、逗子部会の位置づけについて質問があり、現在は支部内の部会であるが、今後については 

    高橋部会長（本日欠席）を交えた検討が必要。 

 

３．神奈川支部関連              

1）総務委員会活動報告  

＜自治体関係＞ 

・川崎市 4/19＆5/20 大串・立花 【資料 35-5，35-6 参照】 

   →川崎市と判定士活用の新たな仕組みを検討中で、要請に基づき費用について参考見積提出。 

    見積の書式は本部で検討いただいたもので、今後のドラフトとなる予定。 

    （質問）葛飾区の相談会、派遣や費用交渉、などは本部のどこが窓口になっているのか？ 
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       →現状は承知していない。 

川崎市の仕組みについて、どこの所掌とすべきか本部に問題を提起中。 

・横浜市 4/28（資料）立花【資料 35-7 参照】 

   →横浜市との意見交換に使用した資料。 

マンション案件の対応方針変更について説明し、市の HP も修正された。 

・相模原市 5/24 福田委員長欠席につき立花から口頭説明 

   →協定については、できるだけ早い段階で締結したいとのこと。 

    なお、6 月 15 日に市から協定案が届いた。プレス発表や締結式についても案が届いており今後、 

本部を含めて具体的な手続きを進めていく。 

・逗子市 プレスリリース（市＆日経デジタル 6/3 付け）大串【資料 35-8 参照】 

   →逗子が行う、崖に関連する実証実験の内容について逗子市よりプレス発表が行われた。 

  （意見）「評価」を判定士会が実施するような発表になっているが、判定士会の立場はアドバイザー 

であることを再確認する必要がある。 

   崖カルテのような点検項目がキチンと整備されてないのであれば、整備に向けた支援もしていくのがよい。 

2）技術委員会活動報告 山田                    

・NPO ブルーアース 5/21 開催オープンサロン（岸田） 

「神奈川県周辺の地形・地質と災害」（小倉） 口頭説明 

  →講義内容について説明。小倉氏の当日の資料はブルーアースのサイトで出席者は確認できる。 

   （質問）今後もセミナーに協力していくのか？→毎月様々なテーマでセミナーが開催されて  

おり、テーマによっては技術委員会として対応していきたい。 

（意見）市民団体との連携は支部としても進めていただきたいが、負担にならない範囲での対応を 

願いしたい。 

・技術委員会開催 5/28 口頭説明 

   →支部第 2 回の研修会について打ち合わせを行なったことを報告。 

・支部第 2 回研修会（ブラッシュアップセミナー）計画  【資料 35-9 参照】 

   →7 月下旬～8 月中旬に開催予定。オンラインで開催する予定。対象者は登録相談員。 

一方通行の説明会ではなく、質疑（ディスカッション）の時間を多くとる方法が良いのでは？ 

本部との連携が必要＆神奈川以外の地区からの参加もあり得ることを念頭に検討する。 

山田委員長の調整で研修会の内容について講師予定の皆様で講演内容のすり合わせを行う。 

・支部第 3 回研修会（講演会）口頭説明 

   →講演会を 9 月 or10 月に開催予定。アイディアを募集。技術委員会にて案を作成する。 

・5thWorld Landslide Forum 1 頁アブストラクト 【資料 35-10 参照】 

   →日本地滑り学会が担当し京都で開催される会議。締め切り間際のため、日本語原案を作成。横浜市にも 

チェックをしていただく予定。確認完了後、英訳を行う予定。気づきの点があったら今週中に山田氏へ    

連絡。判定士会側の著者名は山田・立花氏に一任。 

    （意見）略称について JAGE のほか、JPSE（判定士会）を入れた方がよろしいのでは？ 

        協議件数は 2020 年度として 52 件に訂正する。 

3）支部事務局報告 細倉【資料 35-11 参照】 

   →新規支部会員が 4 名増。 

相談員登録は本部一括管理。支部会員以外で活動地域を神奈川としている方が 5 名おり、 
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内 1 名が新規入会した。 

    共有サーバーのログインを試して欲しい。（今回の議事録を共有サーバーに入れてみる） 

幹事会の運営は、提示の日程で当番制にて行う。 

4）市民相談関係 

・相談案件リスト（2021 年度）【資料 35-12 参照】 

   →資料を各自で確認 

・相談案件の分析結果【2020 年度】【資料 35-13 参照】 

   →資料を各自で確認 

・相談マニュアルの改善（Ver.1.1＆Ver.1.2） 口頭説明 

   →資料を各自で確認 

    Ver.1.1 および Ver.1.2 の主要改善点を説明。 

・相談員登録制度および公募の運用について 立花【資料 35-14 参照】 

   →神奈川県を活動地域としている登録相談員に対して募集案内を行う。 

    支部会員を優先とする。簡単な相談は経験浅い方。難解な相談を経験豊かな方にお願いする。 

など提示の方針が了承された。 

・相談員向け講座の企画案 立花【資料 35-15 参照】 

  →ミニ講座として少人数で講座を行う。平日と土日いずれかの 2 回開催を実施する案について。 

   調整会議のメンバーにてメール意見交換を行う。 

5）その他 

・立花氏が出演した番組の DVD を、今後様々な研修会等で利用できるように編集。 

編集費用 17,600 円について、神奈川支部経費で計上予定。（6/19 の一次試験資格付与講習会でも流す予定） 

 

＜資料＞ 

【資料 35-1】第 30 回神奈川支部幹事会議事録案（201013）  

【資料 35-2】★2021 年度第 1 回幹事会 議事録(210511) 

【資料 35-3】地盤品質判定士関連の現況報告(05 月会員支部部会）210511-01 

【資料 35-4】【修正版】2021 年度定時社員総会資料 210614_01 

【資料 35-5】1 川崎市訪問メモ 210419 

【資料 35-6】2 川崎市訪問メモ 210520 

【資料 35-7】最近の相談案件状況_横浜市報告 210428 

【資料 35-8】1 プレスリリース 逗子市 20210604 

【資料 35-8】2 プレスリリース-日経デジタル 20210603 

【資料 35-9】2021 ブラッシュアップ研修会（案）20210531 

【資料 35-10】WLF5-One-Page-Abstract- JAGE and  City of Yokohama 

【資料 35-11】幹事会_事務局 

【資料 35-12】相談案件対応状況_2021 年度_210610 現在 

【資料 35-13】相談案件の分析結果【2020 年度】 

【資料 35-14】相談員登録制度および公募の運用について_神奈川支部 210605 

【資料 35-15】登録相談員ミニ講座企画案 210528 

以上 


