公益社団法人 地盤工学会

公益出版部会

平成２９年度 第４回

議事録
日 時：平成２９年１１月１５日（水）10：00～12：00

会 場：地盤工学会３階中会議室
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（事務局：新田、小畑）

△：電子会議出席
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空欄：未回答

議事録確認
1. 議事録者の指名 ··································································· (別紙-1) p.1
・渡邊部員が指名された。
2. 前回議事録の確認：公益出版部会（9/12） ········································ (別紙-2) pp.2-4
・高橋部長から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. 学会誌の今後について ·························································· (別紙-3) pp.5-8
2. 学会誌電子版について ·························································· (別紙-4) pp.9-11
・電子版へ移行することにより、電子図書室の利用が無料となる。
（通常は、2000 円/年が必要）
・電子版から冊子版への変更は可能であるが、アナウンスは行わない。
・会誌の電子化に関しては、部会から電子化 WG へ意見を出していくこととなった。
3. ショッピングカート重複登録者の対応について········································ (別紙-5) p.12
・重複登録者に関しては、会員データベースへ登録されている情報に統一することとなった。
4. 予算案と事業方針（まえぶん）················································ (別紙-6) pp.13-24
・平成 30 年度予算案
✓SF の国内購読料収益を修正した。
（税抜き→税込み）
✓FEM の出版費用を平成 30 年度に計上していたが、出版が延期になったため 2 次案で修正する。
✓全体としては、ほぼ実績ベースの予算となっている。ただし、学会誌に関しては 10％が電子版へ移行すると
して予算案を作成した。
・平成 30 年度事業計画
✓平成 30 年度事業計画に関して確認した。
✓新規事業を検討すべきではないかとの意見があった。
✓新規事業に関しては、現状の予算を考慮して審議することとなった。この際、他学会との連携も視野に入れ
て検討する。
5.「事業企画賞」候補案および審査員選出 ········································ (別紙-7) pp.25-38
・公益出版部からのエントリーがないことを確認した。
・審査員は岸田部員を推薦することとなった。
6. 創立 70 周年記念事業委員会の委員選出
・公益出版部からは鈴木部員を推薦することとなった。

会誌運営委員会
特になし

Soils and Foundations 編集委員会
特になし

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. 学会書籍の増刷について ······················································· (別紙-8) pp.39-42
・増刷候補の書籍に関して、見積りを依頼することとなった。
・増刷する理由（販売状況など）を作成することとなった。

報告・確認事項
公益出版部（全体）
1. 理事会（9/29、10/27（書面会議）
）開催報告 ····································· (別紙-9) pp.43-53
・高橋部長から理事会の報告（9/29、10/27）があり、内容を確認した。
2. 平成 29 年度公益出版部収支報告（29 年 9 月末現在） ················(別紙-10) pp54-55. (添付資料-1)
・平成 29 年度公益出版部収支を確認した。
・書籍の在庫状況に関して、在庫がゼロの状況を継続すべきではないとの意見があった。

会誌運営委員会
1. 前回議事録（案）
（10/5）の確認 ············································· (別紙-11) pp.57-59
・前回議事録に関して、内容を確認した。
2.「地盤工学会誌」の発行，目次 ··············································· (別紙-12) pp.60-62
①30 年 1 月号（H30.1.1 発行予定）
・平成 30 年 1 月号の内容を確認した。
②30 年表紙デザイン
・平成 30 年度の学会誌表紙デザインを確認した。

Soils and Foundations 編集委員会
1. 前回議事録（10/3、10/26）の確認 ············································ (別紙-13) pp.63-64
・前回議事録を確認した。
2. Soils and Foundations 編集・発行 進捗状況について ······························ (別紙-14) p.65
12 月号（Vol.57，No.6）:12 月末発行予定
・12 月号（Vol.57，No.6）について報告があり、内容を確認した。

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-15) p.66
12 月号（Vol.12，No. 4）: 12 月末発行予定
・12 月号（Vol.12，No. 4）について報告があり、内容を確認した。
2. 地盤工学ジャーナル テンプレートの変更について ······························· (別紙-16) pp.67-73
・付録の書き方を追記した。

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 ·························(別紙-17) pp.74-75 (添付資料-2)
・各編集委員会の進捗状況を確認した。
・FEM 編集委員会の出版延期に関して、工程の修正と遅延理由を作成することとなった。
2. 書籍の見直し···································································· (別紙-18) p.76
・見直し対象書籍および担当を確認した。
3. その他
・技術普及委員会：講習会開催予定など ······························(別紙-19) pp.77-79 (添付資料-3)
書籍を利用した講習会の予定を確認した。

そ の 他
1. 「役立つ！！地盤リスクの知識」の不良在庫改装（完了報告） ························· (別紙-20) p.80
・不良在庫の改装に関して、完了したことが報告された。
------------------------------------------------------------------------------------------------------●次回理事会（11/24）への提案事項の確認

●次回以降理事会開催日
11/24（金）
，12/22（金）
【書面】
，30 年：1/26（金）
，2/23（金）＜書面会議＞，3/16（金）

★次回部会開催日：平成 30 年 1 月 12 日（金）

階

会議室
以 上

