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令和 2年度 公益社団法人砂防学会中四国支部 定時総会 

議事次第 

 

 

 

議 題 ： 

1. 令和元年度中四国支部事業報告について 

2. 令和 2 年度中四国支部役員の交代について 

3. 令和 2 年度中四国支部事業計画(案)について 

4. 令和 2 年度中四国支部予算(案)について 

 

 

配布資料 

資料-1  公益社団法人砂防学会中四国支部 令和元年度事業報告 

資料-2  公益社団法人砂防学会中四国支部 令和 2 年度運営委員名簿 

資料-3  公益社団法人砂防学会中四国支部 令和 2 年度事業計画(案) 

資料-4  公益社団法人砂防学会中四国支部 令和 2 年度予算(案) 

 

 

以上 
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(公社)砂防学会中四国支部 令和元年度事業報告 

1.活動方針 

 地域に密着した活動を通して、砂防に関する技術の交流、技術の向上、情報交換等を図

るとともに、中国地域（山口、島根、鳥取、岡山、広島）と四国地域(愛媛、香川、徳島、

高知)における災害発生時の緊急調査体制を迅速に整え、行政機関等との災害協定を締結し、

災害の実態・原因の迅速な解明、二次災害の防止や災害復旧への貢献、関係機関への情報

提供、一般の市民の土砂災害に対する知識や認識の向上等を図る。 

 

2.活動実績 

以下の行事・活動を実施した。 

日程 内容 場所 参加者 備考 

4/4(木) 第 3 回運営委員会 広島市 20 名  

4/25(木) 
2019 年度中四国支部定時総会及びシンポ

ジウム 
広島市 

総会：31 名出席 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：104 名 
主催 

5/28(火) 令和元年度第 1回 4学会連絡協議会 広島市   

5/31(金) 平成 31 年度土砂災害防止「県民の集い」 東広島市  後援 

6/14(金) 
（公社）日本地すべり学会関西支部講習会 

UAV・GNSS 講習会 
徳島県三好市 19 名 共催 

8/23(金)～

24(土) 
2019 年度現地見学会および討論会 愛媛県宇和島市 

現地見学会：30 名 

討論会：42 名 
主催 

9/7(土) 
（公社）日本技術士会 2019 年度防災講演

会 
岡山市  共催 

9/30(月) 
広島大学防災・減災研究センター1 周年記

念オープンディスカッション 
東広島市  後援 

10/12(土) 
鳥取県 

「土砂災害・水害に関するシンポジウム」 

鳥取県東伯郡 

湯梨浜町 
 後援 

10/18(金)

～19(土) 

砂防学会中四国支部・日本地すべり学会関

西支部現地見学会および討論会 

（討論会は広島大学大学院総合科学研究

科「リスク研究プロジェクト」協賛） 

坂町、東広島市 
現地見学会：39 名 

討論会：54 名 
主催 

11/13(水) 「砂防学を考える」講習会 岡山市 59 名 主催 

12/5(木) 令和元年度第 2回 4学会連絡協議会 広島市   

 

資料-1 
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■令和元年度砂防学会中四国支部 シンポジウム 

 4/25 広島 特別講演・話題提供 

  特別講演「いのちを守る気象情報」 NHK 広島放送局  勝丸恭子 

  ・「広島西部山系砂防事務所における取り組み」 広島西部山系砂防事務所  大塚尚志 

  ・「平成 30 年 7 月豪雨災害を踏まえた広島県の取組み」 広島県砂防課長  山本悟司 

  ・「平成 30 年 7 月豪雨における消防活動の状況等について」 広島市消防局  久保富嗣 

 コーディネーター 広島大学  海堀正博 

 

■令和元年度砂防学会中四国支部・現地討論会（四国） 

 8/23 現地見学 愛媛県西予市、宇和島市、意見交換 10：00～21：00 

 8/24 話題提供・討論会 9：30～15：00 

  ・「平成 30 年 7 月豪雨の概要と土砂災害の特徴」 愛媛県砂防課長  清家伸二 

  ・「平成 30 年 7 月豪雨における宇和島市吉田町の国道・渓流災害」 春口孝之、高柳朝一 

  ・「平成 30 年 7 月豪雨災害時の四国山地砂防事務所の取組み」四国山地砂防事務所  星野久史 

  ・「共助を目的とした自治会が運営する警戒避難システム」 岡山理科大学  佐藤丈晴 

  ・「砂防事業における CIM 試行業務事例」 荒谷建設コンサルタント  稲村貴志、白石友則 

 コーディネーター 中四国支部  山下祐一 

 

■令和元年度砂防学会中四国支部・地すべり学会関西支部 現地討論会（広島） 

 10/18 現地見学 広島県安芸郡坂町小屋浦、東広島市黒瀬地区、意見交換 12：30～20：00 

 10/19 話題提供・討論会 

  ・「平成 30 年豪雨災害を踏まえた広島県の取組み」 広島県砂防課長  山本悟司 

  ・「東広島地区民有林直轄治山事業について」 近畿中国森林管理局  津脇晋嗣 

  ・「危ない地形・地質の見分け方」 地すべり学会  上野将司 

  ・「山間部における土砂災害の危険度と防災対策」 広島大学 長谷川祐治 

 コーディネーター 広島大学  海堀正博 

 

■令和元年度砂防学会中四国支部「砂防を考える」講演会 

 11/13 岡山理科大学 13：00～16：50 

  ・「砂防事業と砂防技術者の現状」 鳥取大学名誉教授  藤村 尚 

  ・「中国地方における砂防技術者の不足の現状と課題」 岡山理科大学  佐藤丈晴 

  ・「岡山県の砂防事業の現状と人材」 岡山県防災砂防課長  仁摩慎一 

  ・「国土交通省砂防事業の現状と人材」 中国地方整備局河川調査官  吉村元吾 

  ・「砂防事業と人材」 京都大学名誉教授  水山高久 

  ・「砂防学会、大学の砂防関係教育・研究者の人材に係る緊急アピール」中四国支部  山下祐一 

 コーディネーター 中四国支部  山下祐一 
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3.決算報告 

令和元年度の決算報告を以下に示す。 

日程 内容 摘要 予算 収入 支出 備考 

4/4(木) 第 3 回運営委員会 会場費ほか 10,000 10,000 4,760  

4/25(木) 
2019 年度中四国支部定時総会及び

シンポジウム 

会場費ほか 50,000 50,000 24,720 
主催 

講師謝礼・交通費 80,000 80,000 65,847 

5/28(火) 令和元年度第1回4学会連絡協議会 － － － －  

5/31(金) 
平成 31 年度土砂災害防止「県民の

集い」 
－ － － － 後援 

6/14(金) 
（公社）日本地すべり学会関西支部

講習会 UAV・GNSS 講習会 
－ － － － 共催 

8/23(金)～

24(土) 
2019 年度現地見学会および討論会 

貸切バス － 78,000 90,000 

主催 
保険・会場費・CPD

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ認定料 
40,000 40,000 24,210 

講師謝礼・交通費 50,000 50,000 34,160 

9/7（土） 
（公社）日本技術士会 2019 年度防災

講演会 
－ － － － 

共催 

費用負担なし 

9/30(月) 

広島大学防災・減災研究センター 

1 周年記念オープンディスカッシ

ョン 

－ － － － 後援 

10/12（土） 
鳥取県「土砂災害・水害に関するシン

ポジウム」 
－ － － － 後援 

10/18(金)～

19(土) 

砂防学会中四国支部・日本地すべり

学会関西支部現地見学会および討

論会 

（討論会は広島大学大学院総合科学

研究科「リスク研究プロジェクト」協賛） 

講師謝礼・交通費 50,000 50,000 － 
主催 

参加費徴収・費

用精算は日本地

すべり学会が担

当。 
資料印刷代ほか 10,000 10,000 － 

11/13（水） 「砂防学を考える」講習会 

会場費ほか 
30,000 30,000 

－ 主催 

岡山理科大より

無償提供 

CPD ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ認定料 5,000 

講師謝礼・交通費 20,000 20,000 37,600 

12/5（木） 令和元年度第2回4学会連絡協議会 － － － －  

9～11 月 
中四国地域でのシンポジウム・勉強

会等 
会場費ほか 30,000 30,000 0 未実施 

適宜 土砂災害発生時の緊急調査  40,000 40,000 0 未実施 

 雑費 印刷費・事務費等 20,000 20,000 20,000  

合計   430,000 508,000 306,297  

※収支上、収入欄に予算額を記載しているが、支出は本部支払い。 
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(公社)砂防学会中四国支部 運営委員の交代について 

   

資料-2 

地域 役割
砂防学会

正会員
所属 部署 氏名 備考

○ 広島大学大学院先進理工系科学研究科　教授 海堀　正博 2020/4：所属変更
副支部長 ○ 岡山理科大学生物地球学部生物地球学科　准教授 佐藤　丈晴

○ 鳥取大学名誉教授 藤村　尚
○ 鳥取大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻　准教授 中村　公一

島根大学大学院総合理工学研究科地球資源環境学領域　教授 汪　発武
○ 山口大学大学院創成科学研究科　教授 鈴木　素之
○ 広島工業大学環境学部地球環境学科　教授 田中　健路 2019/10：役職変更
○ 広島大学大学院先進理工系科学研究科　准教授 長谷川　祐治 2020/4：所属変更
○ 福山市立大学都市経営学部都市経営学科　准教授 加藤　誠章
○ 中国地方整備局河川部　河川調査官 吉村　元吾

副支部長
中国地方整備局河川部　土砂防災対策分析官（広島豪
雨土砂災害対策推進室長）

江角　信良

中国地方整備局河川部河川計画課　課長補佐 岡崎　尚也 2020/4：交代
○ 中国地方整備局広島西部山系砂防事務所　事務所長 熊澤　至朗 2020/4：交代

近畿中国森林管理局計画保全部治山課　課長 蓮尾　秀平
近畿中国森林管理局広島森林管理署　署長 梅木　洋一

○ 広島県土木建築局砂防課　課長 山本　悟司
広島県農林水産局森林保全課　課長 山崎　裕実
鳥取県県土整備部治山砂防課　課長 山根　裕文
島根県土木部砂防課　課長 若槻　和浩

島根県農林水産部森林整備課　課長
(島根県農林水産部森林整備課治山ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ)

吾郷　誠治
(石田　祐児) 2020/4：担当者交代

岡山県土木部防災砂防課　課長 今井田　義明 2020/4：交代
岡山県農林水産部治山課　課長
（岡山県農林水産部治山課　総括副参事）

石原　匡師
（池田　郁美）

2020/4：交代

山口県土木建築部砂防課　課長 野嶋　秀範 2020/4：交代
山口県農林水産部森林整備課　課長 松永　茂樹

支部監事 ○ 中電技術コンサルタント（株） 荒木　義則
支部監事 ○ 復建調査設計（株） 中井　真司
支部長 ○ （株）テクニコ　広島支社 山下　祐一

○ (株)エイト日本技術開発　地盤技術グループ 海原　荘一
会計 ○ (株)荒谷建設コンサルタント 崎田　博史

○ (株)ウエスコ 伊達　裕樹
シンワ技研コンサルタント株式会社 本社設計部 多田　潔史
藤井基礎設計事務所 藤井　俊逸

○ 中電技術コンサルタント（株） 桑田　志保
事務局 ○ 復建調査設計（株） 中瀬　有祐

○ 広島市自主防災会連合会　顧問 原田　照美 もと広島市安佐南区伴地区自主防災会連合会会長

○ 広島市防災士ネットワーク代表 柳迫　長三 もと安佐北消防署

36名

地域 役割
砂防学会

正会員
所属 部署 氏名 備考

副支部長 ○ 高知大学教育研究部自然科学系理工学部門　教授 笹原　克夫 2020/4：所属変更
○ 愛媛大学農学部　准教授 戎　信宏

四国地方整備局河川計画課　課長 星尾　日明 2020/4：交代
副支部長 ○ 四国地方整備局四国山地砂防事務所　事務所長 星野　久史

四国森林管理局治山課　課長 尾木　浩典
徳島県県土整備部砂防防災課　課長
（徳島県県土整備部砂防防災課　主査兼係長）

川人　啓二
（北原　亘）

2020/4：交代

徳島県農林水産部農林水産基盤整備局森林整備課　課長 井関　廣幸
香川県土木部河川砂防課　課長
（香川県土木部河川砂防課　砂防・防災G　副主幹）

稲田　健治
（鴨田　貴夫）

2020/4：担当者交代
担当者のみへ連絡

香川県環境森林部みどり整備課　課長
（香川県環境森林部みどり整備課森林土木グループ　副主幹）

穴吹　浩之
（船井　尚）

高知県土木部防災砂防課　課長 松下　一樹
高知県治山林道課　課長 二宮　栄一
愛媛県土木部河川港湾局砂防課　課長 福田　英伸 2020/4：交代

愛媛県農林水産部森林局森林整備課　課長 西浦　政隆
2020/4：交代
治山係　矢野係長

13名
計49名

※括弧内は窓口，赤字は変更

四国

大学・研
究機関関

行政関係

※括弧内は窓口，赤字は変更

中国

大学・研
究機関関

係

行政関係

民間コン
サル関係

住民防災
リーダー
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(公社)砂防学会中四国支部 令和 2 年度事業計画(案)  

1.活動方針 

 地域に密着した活動を通して、砂防に関する技術の交流、技術の向上、情報交換等を図

るとともに、中国地域（山口、島根、鳥取、岡山、広島）と四国地域(愛媛、香川、徳島、

高知)における災害発生時の緊急調査体制を迅速に整え、行政機関等との災害協定を締結し、

災害の実態・原因の迅速な解明、二次災害の防止や災害復旧への貢献、関係機関への情報

提供、一般の市民の土砂災害に対する知識や認識の向上等を図る。 

 

2.活動内容案 

以下の行事・活動を実施する予定である。 

日程 内容 場所 備考 

4/9(木) 第 4 回運営委員会 広島市 中止 

4/21(火) 令和 2 年度中四国支部定時総会及びシンポジウム 広島市 
延期予定 
主催 

6/1(月) 令和 2 年度土砂災害防止「県民の集い」 尾道市 中止,後援 

10 月 
砂防学会中四国支部・日本地すべり学会関西支部現地

見学会および討論会 
徳島県三好市 共催 

10/17(土) 
2020 年度 防災講演会「防災・減災に関する取り組み」

（日本技術士会中国支部岡山県支部） 
岡山市 共催 

11 月 砂防講習会（人材育成） 鳥取市 主催 

6 月～2 月 地域での防災研修への協力  後援 

適宜 土砂災害発生時の緊急調査   

 第 4 回運営委員会及び令和 2 年度土砂災害防止「県民の集い」は、新型コロナ感染拡大

を受けて中止となりました。今年度の支部活動は、新型コロナ感染の収束状況により実施

の可否を判断します。 

  

資料-3 
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(公社)砂防学会中四国支部 令和 2 年度予算(案)  

1.収入 

砂防学会本部からの助成金       30 万円 

 

2.支出 

総会・シンポジウム等の会場費・備品使用料金等    24 万円 

雑費（印刷費、事務費、災害調査用腕章等）      6 万円 

合計         30 万円 

 

＜参考＞ 

日程 内容 摘要 支出 備考 

4/21(火) 
令和 2 年度中四国支部定時総会及びシ

ンポジウム 

会場費ほか 40,000 延期予定 

主催 講師謝礼・交通費 60,000 

10 月 
砂防学会中四国支部・日本地すべり学

会関西支部現地見学会および討論会 
会場費ほか 40,000 共催 

10/17(土) 
2020 年度 防災講演会「防災・減災に関

する取り組み」 
－ － 共催 

11 月 砂防講習会（人材育成） 
会場費ほか 50,000 

主催 
講師謝礼・交通費 50,000 

6～2 月 地域での防災研修への協力 － － 後援 

適宜 土砂災害発生時の緊急調査  40,000  

 雑費 印刷費・事務費等 20,000  

合計   300,000  

 

 

以上 
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