
本号の編集にあたって
地盤工学会の設立70周年及び公益社団法人化後の10年間の歩みを振り返るとともに，将来を

担う若手技術者とともに地盤工学の将来を考えるために，本号を「地盤工学会70周年記念号」

として，編集・刊行します。

地盤工学会設立70周年記念事業について，本部・支部での取り組みの概要を紹介しています。

その一つとして2019年 7 月にさいたま市で開催した第54回地盤工学研究発表会における特別講

演会の中から，東京工業大学名誉教授の見吉昭先生の講演内容を掲載しています。

公益社団法人化後の10年間の歩みと今後の活動について，国際地盤工学会（ISSMGE）との

連携や国際会議の開催等（国際部），地盤工学会誌等の出版物（公益出版部），JGS 基準や JIS
規格と ISO への対応（基準部），地盤工学研究発表会や電子図書室等（調査研究部），災害関連

の会長特別委員会（災害連絡会議）を各部の代表者から報告頂きました。

これらを受けて，地盤工学の将来を担う若手の座談会「2020年代，地盤工学会に何を期待す

るか」を掲載しています。本座談会では，各支部から推薦頂いた大学（教員，学生）や民間企業

等の若手会員に出席頂きました。若手会員からの率直な意見を掲載しており，若手からシニアま

で，皆様の今後の活動の参考になるものと期待しております。

2020年 4 月号より地盤工学会誌は電子版となり誌面も一新します。電子版に対応したコンテ

ンツや速報性を高めた記事の編集・発行に努めますので，今後とも皆様からの地盤工学会誌に対

する忌憚のないご意見を頂きますようお願い申し上げます。

渦 岡 良 介（うずおか りょうすけ)

地盤工学会のホームページ URL https://www.jiban.or.jp/

国際地盤工学会ホームページ http://www.issmge.org/

編集兼発行者公益社団法人 地盤工学会
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