公益社団法人 地盤工学会

公益出版部会

平成２９年度 第２回

議事録
日 時：平成２９年７月１１日（火）10：00～12：00

会 場：地盤工学会３階中会議室

部 長

高橋 章浩

○

副会長

菊池 喜昭

● 理 事

石川 達也

×

部 員

鈴木健一郎

○

部 員

野田 利弘

× 部 員

宮田 喜壽

●

部 員

岸田

潔

●

部 員

渡邉 康司

○ 部 員

杉本 映湖

○

部 員

越村 賢司

○

部 員

榎本 忠夫

○

（事務局：新田、小畑、（内藤）
）

●：電子会議出席

議事録確認
1. 議事録者の指名 ……(別紙-1) p.1
・杉本が指名された。
2. 前回議事録の確認：公益出版部会（5/8） ……(別紙-2) pp.2-4
・高橋部長より前回議事録が説明され、承認された。

審 議 事 項
公益出版部（全体）
1.規程の変更について …… (別紙-3) pp.5-6
・組織名変更に伴う規定の変更が確認された。

会誌運営委員会
1. 平成 29 年度会誌編集委員構成について …… (別紙-4) p.7
2. 平成 29 年度会誌講座委員構成について …… (別紙-5) p.8
・平成 29 年度会誌編集委員および会誌講座委員構成が確認された。

Soils and Foundations 編集委員会
1. 平成 29 年度 Soils and Foundations 委員構成について …… (別紙-6) pp.9-11
・平成 29 年度の S＆F 委員構成が確認された。
2. Soils and Foundations 購読者増加策 …… (別紙-7) pp.12-13
・①過去の著者、査読者への DM での勧誘（オンライン購読料が 8000 円であることのアピール）、②海外の編集
者の近畿意中のオンライン購読権付与、③2016 年以降に論文掲載された責任編集者への 1 年間のお試しオンラ
イン購読権付与を行う。→理事会審議事項
・outstanding reviewer へのお試しオンライン購読権付与については制度についてもう少し検討する。

地盤工学ジャーナル編集委員会
特になし

出版企画 WG（旧：出版企画委員会）
1. 環境地盤工学入門の増刷について……（別紙-8）pp.14-18
・300 部増刷する
2. 出版計画書について……（別紙-9）pp.19-25
・「地盤技術者のための FEM シリーズ①～③（三分冊）
」および「支持力入門改訂」の出版計画書が説明された。
→理事会審議事項
・「支持力入門」についてはプログラムの提供方法をダウンロード方式にするための方法を検討する。

3. 「河川堤防の調査・検討から維持管理まで」の出版延期について …… (別紙-10) p.26
・出版を 7 月から 10 月に延期することが認められた。→理事会審議事項

報告・確認事項
公益出版部（全体）
1. 平成 29 年度公益出版部収支報告（29 年 6 月末現在） …… (別紙-11) pp.27-28, (添付資料-1)
・高橋部長より収支報告が説明された。
2. 理事会（5/19、6/16（書面会議）
）開催報告…… (別紙-12) pp.29-37
・ダイバーシティ促進のための会費減免者」は学会誌が電子版で配布されることが提案され、承認された。

会誌運営委員会
1. 前回議事録（案）
（6/22）の確認 …… (別紙-13) pp.38-40
・鈴木部員より報告があり、内容が確認された。
2.「地盤工学会誌」の発行，目次 …… (別紙-14) pp.41-42
①29 年 8 月号（H29.8.1 発行予定）
②29 年 9 月号（H29.9.1 発行予定）
・鈴木部員より報告があり、内容が確認された。

Soils and Foundations 編集委員会
1. 前回議事録（6/28）の確認 ……(別紙-15) pp.43-45
・宮田部員より報告があり、内容が確認された。
2. Soils and Foundations 編集・発行 進捗状況について …… (別紙-16) p.46
8 月号（Vol.57，No.4）:8 月 31 日発行予定
・宮田部員より報告があり、内容が確認された。

地盤工学ジャーナル編集委員会
1. 地盤工学ジャーナル編集・発行 進捗状況について …… (別紙-17) p.47
6 月号（Vol.12，No.2）:6 月 30 日発行
・岸田部員より報告があり、内容が確認された。

出版企画 WG（旧：出版企画委員会）
1. 各編集委員会および出版作業進捗状況報告 …… (添付資料-2)
・渡邉 WG 長より報告があり、内容を確認した。
・
「河川堤防の調査・検討から維持管理まで」は初版部数、価格を WG で決める必要がある。
2.技術普及委員会：講習会開催予定など……(別紙-18) p.48, (添付資料-3)
・渡邉 WG 長より報告があり、内容を確認した。
3.その他
・
「役立つ！地盤リスクの知識」は残部数約 200 冊のうち、180 冊程度が汚損本であるが、カバー、スリップを
交換することにより再度販売できる見込みであるため、交換のための準備を進める。

そ の 他
1. 学会誌電子版の今後について…… (別紙-19) p.49
・冊子版から電子版への切り替えは現状通り年 1 回とする。
・電子版、冊子版両方の入手希望には応じない。
・HP に電子版申込受付フォームを用意する。
・発行から 1 年経過した HP 掲載の電子版記事は、電子図書室掲載版に揃えてコピーロックをかけない。
2. 学会誌掲載の口絵ホームページ URL について…… (別紙-20) p.50

・事務局より学会誌掲載の口絵 HP の URL が短縮されたことが報告された。
3.RCCM 資格更新時に配布される DVD への転載許諾について
・RCCM 資格更新時に配布される DVD へ、地盤工学会書籍の図の転載許可を求める依頼があった。
・DVD は無料で配布されるが、CD 配布時の講習会は有償であることから、過去の扱いや当該書籍作成時の著者と学
会の契約関係を事務局で調べ、メールで審議することとなった。
------------------------------------------------------------------------------------------------------●次回理事会（7/28）への提案事項の確認

●次回以降理事会開催日
29 年：7/28（金），9/29（金），10/27（金）
【書面】，11/24（金），12/22（金）
【書面】，
30 年：1/26（金），2/23（金）＜書面会議＞，3/16（金）
※8 月は休会

★次回部会開催日：平成 29 年 9 月 12 日（火） 地盤工学会 3 階中会議室
以 上

