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第43回 幹事会 議事録 

日 時：令和 4 年（2022 年）10 月 12 日（水）18 時 00 分～20 時 10 分 

会 場：社会福祉センター901 会議室、Zoom（TV 会議）併用 

参加者（10 名）：（会場参加：7 名）立花、高橋、今村、山田、小倉、堀田、神川 

（Zoom 参加：3 名）福田、沼上、岸田  

  欠席者（ 3 名）：野島、大串、西村         

  担当者：議長・小倉、議事録・岸田                  【敬称略】 

 

◆主要予定議題：① 自治体主催住宅地盤市民相談会（横浜市、川崎市、厚木市、相模原市） 

        ② 総務委員会・技術委員会・宅地地盤相談室の活動報告と今後の予定 

③ 神奈川支部市民相談対応状況 

  
【確認事項】 

1． 第 42 回幹事会議事録（案） ：小倉【資料 43-1】 

→原案通り承認された。 

 

【報告／審議事項】  

２．判定士会本部の動向                      

→立花支部長より本部幹事会に関して、下記の報告があった。 

1）本部幹事会（9/13）の報告 ：立花【資料 43-2】 

①講習会システム改修（文科省通達に沿って「倫理 CPD ポイント」の記載可能に、費用

¥50,000 は既に承認済）を報告。「至急改修を実施する」が付帯された。 

 ②会友募集（現在 5 名が応募、9/13 理事会で承認予定）。法人会友も募集開始する。規則

を総務企画委員会で原案作成予定。〔法人会友のメリットは、バナー広告、講習会等に

判定士価格で参加可能。年会費は 6 万円、ただし、本年度は 3 万円。〕【資料 43-3・4】 

神奈川支部では、今村事務局長から会員に通知予定。 

 ③収支予測：宅地防災技術講演会、相談員研修（公共、ブラッシュアップ）が中止。    

安心安全講習会が 3月に延期などで 12月に残金が不足する可能性がある。回避策 （受

託業務の部分払い、法人会友の募集）を講じる予定。 

 ④東北支部が、11/22 に「大規模盛土造成地の地震被害地見学会（第 2 回）」を実施予定

で、11/8 締切りで募集中。中国支部が、11/26 に「中国支部設立記念セミナー －住宅

基礎超世設計の現状と将来について－」を実施予定で、11/19 締切りで募集中。 

2）本部技術委員会報告 

①「2022 年度 相談員研修〔一般〕－登録相談員になるための必須講座－」2022.11.28

（月）Zoom ウェビナーでオンライン開催。参加費：¥4,000、CPD3.5 ポイント。 

  講師として、神奈川支部から立花支部長、高橋副支部長、福田委員長が講師予定。 

【資料 43-14】 

 

【資料44-1】 
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３．神奈川支部関連【資料 43-5】（支部関係者：敬称略） 

1）総務委員会活動報告〔自治体主催住宅地盤市民相談会関係中心〕 

  →福田総務委員長より神奈川支部総務委員会事項に関して、下記の報告があった。 

  ①横浜市崖地相談会 実施報告【資料 43-6】 

   9/2、9/3 に中区「横浜市技能文化会館」で実施。それぞれの日に 12 件ずつ、  

計 24 件の相談に対応。相談員は、9/2：立花･西村･堀田、9/3：今村･川口･古市、 

   両日共、受託担当者として、福田が対応。なお、両日共、横浜市建築防災課から

4 名が参加。相談対象は、擁壁（20 件）･崖（11 件）･斜面（11 件）が多かった

（重複してカウント）。市のご担当からもお礼の言葉があった。 

  ②横浜市西区 2 回目 市民相談会計画報告（口頭報告） 

   1/30 に西区相談会第 2 回目を実施予定。 

  ③横浜市栄区 市民相談会 開催計画報告（口頭報告） 

   開催日程は未定。年明けの開催を希望しているが、年度内は難しいかもしれない。 

  ④川崎市 市民相談会 計画進行状況【資料 43-7】 

   8/23 に、川崎市原課長･石川係長･相野谷氏と打合せ（支部出席者：立花･高橋･

福田･神川･大串）。正式見積書を提出。相談会開催スケジュールを決定（麻生区：

11/26、多摩区平日：12/2、（同）土日：1/21、高津区：2/14、宮前区：2/26）。説

明に用いる TV モニター（パソコン）を準備している。市民相談会の反響が大き

いので、来年度予算を増額要求の予定。 

  ⑤厚木市 協定締結へ向けて【資料 43-8】（立花支部長から補足説明があった） 

   10/4 に、櫻井係長と打合せ（支部出席者：立花･福田）。厚木市も他市と同様の協

定書締結を希望。締結式（11 月の見込み）には、市長･室長･整備局（部長）・危

機管理課課長、判定士会：北詰理事長･本部幹事･立花･福田の出席を予定。協定

書の第 4 条（責任及び損害の負担）第 2 項「乙の支援業務に故意または重過失

が認められない場合、乙は責任を負わない」の条文が入っている。 

相互リンクの開設を、横浜･川崎･相模原･逗子の例を説明して提案⇒先方で検討。 

  ⑥相模原市 訪問（口頭報告） 

   10/12 に、訪問（支部出席者：立花･福田）。他市の事例研究に関して、先方の熱

意が感じられた（立花支部長から補足説明）。 

  ⑦横浜市覚書【資料 43-9】（立花支部長から説明があった） 

   2020.10.26 付けで締結した協定書に基づき、本年 9//12 覚書を締結した。横浜市

は総務局長名、判定士会は神奈川支部長名で調印。支部では事務手続きに村岡氏

が尽力、本部では関係者の稟議決裁済み。 

 

2）技術委員会活動報告 

→山田技術委員長より神奈川支部技術委員会事項に関して、下記の報告があった。 

①E＆E セミナー（防災・2022）案内チラシ【資料 43-10】（岸田から説明） 

 第１～３回：11/24、12/8、12/15（木）午後、NPO ブルーアース・地域国土強靱化

研究所と共同主催で開催予定。Zoom のみ、参加料無料。特に、第２回は神奈川支部
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がコーディネートして、前半：市民相談事例の報告、後半：産総研斎藤氏・川崎市石

川係長らから講義。加えて、第１回には支部川嶋会員、第３回には神川幹事から講義。 

 毎回、60 名の参加を目標としているので、奮って参加して欲しい（既に、NPO のサ

イトから申込み可能！）併せて、自治体関係者への PR をお願いしたい。 

②巡検下見・説明会実施要領【資料 43-11】 

西村幹事を中心に、2/11 の説明会実施に向けて、10/22 から技術委員会メンバーで 3 

つのコース（法面･斜面、擁壁(1)、擁壁(2)）を下見する予定。 

⇒サポーターの活躍の場として下見の段階から検討して欲しい（立花支部長）。 

③E＆E セミナー及び巡検に関して予算案（概算）（当日資料） 

 E&E セミナーや巡検の行事に関して、講演者、担当者に所定の日当を予算の範囲内

で支給したい。⇒他組織とのバランスをとること、自治体等へ PR に努めることに留

意して実施することで、幹事会として承認。 

④川崎市図書館での「大人の理科教室」液状化セミナー（口頭報告）（岸田補足説明） 

 10/15、技術委員会の岸田、小倉、山田が担当して、ペットボトルを使って参加者が

液状化実験装置を作成して、『実見』して土の特性を理解して、「地震時の避難」での

留意点を見出す講義を実施予定（NPO ブルーアースと連携）。 

⑤横浜市関連 金網工法について（口頭報告） 

 年内を目処に、横浜市が取りまとめる擁壁の補強工法としての「金網工法」の報告書

へ、アドバイザーとしてのコメントを検討して、市との意見交換会に対応したい。 

⑥横浜市金沢区高舟台自治会役員との意見交換会（口頭報告） 

 10 月末に、自治会役員と支部関係者が意見交換の予定。 

 

3）宅地地盤相談室 

→立花相談室長より宅地地盤相談室事項に関して、下記の報告があった。 

   ①相談対応件数（口頭報告） 

    今年度前半（４～９月）計 60 件に対応した。その他に、福田委員長が上述したとお

り、横浜市（西区･市建築局）の相談会での相談が計 36 件ある。概ね 10 件／月と平準

化しており、滞留が余り生じずに廻っている。 

   ②相談対応状況（口頭報告） 

  対応が難しい大規模団地の擁壁の案件があり、お断りした。その際に、自治会での自主

点検の手順を講習する提案をしたところ、前向きな回答があった。具体的には、国土交

通省から本年４月に出された「健全度マニュアル・チェックリスト」をイメージしてい

る。技術委員会のメンバーの協力を得たい。 

    ⇒「ある団地では、古い大谷石積みの擁壁の例もあり、自主点検は大変良い取組みで参

考になる」、「1970 年代の住都公団の設計方法を検証することにもなり、興味深い」、「古

い変状した擁壁への対応･判断は難しい」、「斜面上に敷地境界がある崖下での案件も、技

術的にも法的にも対応が難しい」等のコメントがあった。 

    ⇒「市の情報開示の制約があり公開は難しいが、相談室での検討会などでメンバー間で

の共有が図れることが望ましい」との要望があり、相談室で企画することになった。 
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4）支部事務局 

→今村事務局長より支部事務局事項に関して、下記の報告があった。 

  ①事務局報告【資料 43-12】 

   ・福祉センターの予約に ID・インターネットログインパスワードが必要になった、 

URL 等必須事項を幹事長から配信予定（その後、10/15 22：37 に配信された） 

   ・「電子帳簿保存法」（所轄：国税庁）に沿って、ファイル名を記載してください（判定士

会本部では 9/13 から実施済） 

   ・Zoom の使用時、ホストのアドレス（現在、本部小田部事務局長）に入るワンタイムパ

スワードが、スタートする際必要となることが多くなっている。Zoom 会議を主催する

場合には注意して欲しい。 

    ⇒「Zoom のセキュリティーが厳しくなっており、当支部でも契約するべきである」と

の意見が出された。⇒事務局を中心に検討することとした。 

   ②事務局会計報告【資料 43-13】 

   ・資料にあるとおり、本年度の支部支出計画に対して、9/30 現在、上半期 4～9 月の支出

処理状況はごく一部に留まっている。本部への請求や各自の立替え分等の処理を促進し

て欲しい。 

 

【その他】 

①E&E セミナーNo.21 で、可能であれば HP でも、市民相談者の実施例を紹介したいの

で、対応できないか（山田）。 

 ⇒西区のアンケート結果の開示について問合せ、許可を得て送付する（福田）。 

②技術士同様に地盤品質判定士も、「技術者倫理」の年間１CPD ポイントが必要となる。

相談員研修では神奈川支部のメンバーが講師を務めるので、その面からも奮って受講し

て欲しい（立花）。 

③横浜市の相談会の相談員への支払い額等を支部長と詰めて開示する予定なので、協力を

お願いしたい（福田）。 

④本部･支部の運営費率、交通費等を定めているので、必要があれば問い合せて欲しい 

（立花）。 

⑤外部発表･講演会発表した論文･報文をそのまま HP 等に掲載することは、著作権法上難

しいが、パワーマネージメント資料は許されるので掲載を進めて欲しい（立花）。 

 

・次回幹事会 2022 年 12 月 14 日（水）（担当者）議長：岸田、議事録：高橋 

 

＜資料＞ 
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以上 岸田 記 


