
４．現地研修会

Aコース（日光・足尾方面：足尾砂防，稲荷川砂防 他）

参加申込は締め切りました。

Bコース（那須・さくら方面：倉ヶ崎急傾斜，蛇尾川砂防 他）

参加申込は締め切りました。

５．参加費

・一般会員 ７，０００円（非会員１０，０００円）

・学生会員 ３，５００円（非会員５，０００円）

・意見交換会費 ６，０００円

コアタイム終了後，研究発表会会場から意見交換会

会場（ホテル東日本宇都宮）まで，また意見交換会会場

から JR宇都宮駅・東武宇都宮駅まで無料バスを運行

します。台数，座席に限りがあります。ご了承下さい。

・現地研修会費

Aコース ５，０００円（昼食代含む）

Bコース ５，０００円（昼食代含む）

注：参加費は全額前納し，返却はいたしません。

６．参加および宿泊等申し込み

研究発表会，現地研修会，宿泊，意見交換会等の参加

申し込みにつきましては，「栃木大会実行委員会」より

�JTB関東法人営業宇都宮支店に受付業務を委託してお

ります。概要集掲載原稿の投稿を行った方も必ず参加申

し込みを行って下さい。

詳細については，後述の

・参加および宿泊のご案内

・お申込み方法等のご案内

・参加および宿泊等お申込書

の項をご覧下さい。

なお，栃木大会実行委員会より�JTB関東法人営業宇

都宮支店に受付業務を委託している旨の委任状が必要な

場合には「８．お問い合わせ先」にお問い合わせ下さい。

７．「栃木大会」実行委員会

委員長 執印 康裕 宇都宮大学農学部

委 員 堀田 紀文 筑波大学生命環境系

委 員 山川 陽祐 筑波大学生命環境系

委 員 岡本 雅人 農林水産省林野庁関東森林管理局計画保全部治山課

委 員 出口 桂輔 国土交通省関東地方整備局河川部河川計画課

委 員 増渕 充 栃木県環境森林部森林整備課

委 員 竹中 弘幸 栃木県県土整備部砂防水資源課

委 員 黒須 孝宏 宇都宮市建設部河川課

平成２７年度（公社）砂防学会定時総会並びに研究発表会「栃木大会」

定時総会並びに研究発表会「栃木大会」実行委員会

平成２７年度（公社）砂防学会定時総会並びに研究発表会を，下記の要領で開催いたしますのでお知ら

せします。多数のご参加と研究発表をお願いいたします。

なお「砂防学会研究発表会」は，CPD（技術者継続教育）の履修実績として申請することができます。

（CPD（技術者継続教育）に関するお問い合わせ先：砂防学会事務局 TEL：０３―３２２２―０７４７）

�．平成２７年度（公社）砂防学会定時総会並びに研究発表会「栃木大会」実施要領

１．期 日 平成２７年５月２０日�～２２日�
２．会 場 栃木県総合文化センター

（〒３２０―８５３０ 宇都宮市本町１―８ TEL：０２８―６４３―１０００（代））

３．日 程 （下記の日程表のとおり）

５月２０日� 受付 企画セッション（一般公開）
昼食 研究発表会 特別講演 定時総会 コアタイム

休憩 意見交換会
ポスターセッション・企業展示・行政展示

５月２１日�
研究発表会 昼食 コアタイム 研究発表会

ポスターセッション・企業展示・行政展示

５月２２日� 現地研修会（２コースから選択）

※表中の斜体字（特別講演，企画セッション，行政展示及び企業展示）については市民に公開します。

８：３０ ９：００ １０：００ １２：００ １３：００ １４：００ １５：００ １６：００ １７：００ １８：００ １９：００ ２１：００

（１）



委 員 沼尾 三男 （一社）全国治水砂防協会栃木県支部（日光市建設部維持管理課）

委 員 伊澤 仁一 （一社）建設コンサルタンツ協会関東支部栃木地域委員会

委 員 山口 文芳 （一社）栃木県地質調査業協会

委 員 渡邉 勇雄 （一社）栃木県建設業協会

委 員 久保 章 公益財団法人とちぎ建設技術センター

委 員 宮崎 一義 栃木県砂防ボランティア協会

委 員 杉浦 信男 公益社団法人砂防学会事務局

８．お問い合わせ先

平成２７年度（公社）砂防学会定時総会並びに研究発表

会「栃木大会」実行委員会事務局

〒３２０―８５０１ 栃木県宇都宮市塙田１―１―２０

栃木県県土整備部砂防水資源課内

阿久津・吉沢・増渕・金子

TEL：０２８―６２３―２４５４ FAX：０２８―６２３―２４５６

１．発表者の資格

発表者は，発表申込時点と研究発表時点において砂防

学会の個人の正会員か学生会員に限ります（グループで

の発表の場合は，発表者が会員であることが必要です）。

なお，発表者とは，口頭発表の場合は実際に会場におい

て口頭で発表するもの（１名）を指し，ポスター発表で

は，コアタイムに実際に説明する者（代表者１名）を指

します。原則として，発表者としての件数は口頭発表も

しくはポスター発表のどちらか一件とします（なお発表

者以外の共著者の場合はこの限りではありません）。発

表の申し込みは平成２７年２月１３日に締め切りました。

また企画セッションについては，重複制限から除外す

るものとします。

２．発表内容

土石流，山崩れ，表面侵食，地すべり，地震や噴火に

起因した土砂流出等の土砂災害およびそれらの防止工事，

斜面緑化，森林水文，森林が土砂流出に与える影響，土

砂災害減災と生態系保全，砂防の社会的評価に関するも

ので，原則として学会等に未発表のものに限ります。

３．発表方法

企画セッションおよび一般口頭発表は，パソコン接続

のプロジェクターのみで行います。発表者は USBメモ

リーにファイルを格納して持参して下さい。OHPおよ

びスライドの使用はできません。パソコンの OSは

Windows７，ソフトは Power Point２０１３です。発表前に

パソコン等で動作確認をしておいて下さい。

４．特別講演

稲葉 久雄 氏（日光東照宮宮司）

演題「平和の光 日光東照宮から」

５．企画セッション（一般公開）

平成２７年度研究発表会では，一般口頭発表ならびに

ポスターセッションの他に以下の課題の企画セッション

を設定いたします。

［ソフト対策の現状と課題］

コーディネーター：小杉賢一朗（京都大学）

近年，“未曾有の豪雨”による土砂災害が毎年のよう

に発生している。“未曾有の豪雨”の引き起こす土砂災

害は，砂防施設の配置（ハード対策）のみで防ぐことは

難しく，災害を最小限に抑えるためには警戒避難（ソフ

ト対策）が重要となる。

しかし，例えばハザードマップが整備されていても住

民への周知が不十分で警戒避難に生かされていない。土

砂災害の恐れが高まった場合に地方気象台と都道府県の

共同で発令される“土砂災害警戒情報”をもとに，市町

村が住民に対しての“避難勧告や避難指示”を出すこと

になっているが，短時間に強い雨が降った場合は，“土

砂災害警戒情報“が発令される前や，発令後短時間のう

ちに土砂災害が発生し，“避難勧告や避難指示”が間に

合わないといった事例が見られる。

本セッションでは，近年の災害の事例からソフト対策

の課題を抽出・整理し，それら課題を解決する方策につ

いて議論する。

６．若手優秀発表賞

本大会では，優れた調査研究を行い口頭発表した若手

学会員（平成２７年４月１日現在３５歳以下）を対象とし

て，その功績を称えるとともに，若手学会員の研究意欲

の高揚と砂防に関する調査研究の進展を目的として，砂

防学会研究発表会若手優秀発表賞を設けます，審査を希

望される方は，原稿投稿システムの申し込み時に「若手

優秀発表ノミネート」項目にチェックして下さい。

７．概要集掲載原稿の投稿

概要集掲載原稿の投稿は，すべて原稿投稿システムに

よるオンライン（砂防学会ホームページ内「砂防学会研

究発表会・シンポジウム」の「平成２７年度研究発表会

（栃木）」（http : //www.jsece.or.jp/indexj.html）からアクセ

ス）で受け付けます。下記の原稿作成要領に従って原稿

を作成し，PDF形式（２MB以下）に変換して投稿して

下さい。ポスターセッションによる発表についても概要

集掲載が必要です。投稿期限は，平成２７年４月３日�
（厳守）です。投稿期限以降は受け付けられませんので，

期限厳守をお願いいたします。なお，投稿を行っても参

加申し込みにはなりません。参加申し込みは別途行って

下さい。

８．研究発表要領に関するお問い合わせ先

〒３０５―８５７２ 茨城県つくば市天王台１―１―１

筑波大学生命環境系

堀田 紀文

TEL：０２９―８５３―７２４３

E-mail : hotta.norifumi.ge@u.tsukuba.ac.jp

�．平成２７年度砂防学会研究発表会要領
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本大会では昨年度の新潟大会と同様に，完成原稿は

PDF入稿とします。ミスプリント防止のために，PDF

ファイルの原稿をそのまま縮写（約９５％）し，印刷の

上，概要集を作成しますので，以下の諸点に留意の上，

鮮明な原稿の提出をお願いします。

１．原稿書体

原稿は原則としてMSワード等のワープロソフトで作

成して下さい。

２．原稿用紙および文字のサイズ

用紙サイズは A４とし，上１５mm，下２５mm，左２０

mm，右１０mmを確保して下さい。

１行の文字数および１ページの行数は自由とします。

ただし，文字のサイズは１０ポイント以上とします。

３．原稿枚数

２枚とします。１枚あるいは３枚以上は受け付けません。

４．題名および氏名

題名は第１行目の中央に書き，１行あけて所属，発表

者名（連名の場合は発表者の先頭に○印を付ける）を右

側に寄せて書いて下さい。題名は本文よりやや大きめに

書いて下さい。１行あけて本文を書き始めて下さい。

５．使用する文字

使用する文字や仮名遣いは，原則として「常用漢字表」

「現代仮名遣い」に従って書いて下さい。

６．改行

改行した場合の次の行は，必ず１字あけて書き始めて

下さい。

７．文字の割付

句読点，（ ），：，引用記号および１桁アラビア数字

には１マスをあて，アルファベットおよび２桁以上のア

ラビア数字には２字で１マスをあてて下さい。

８．見出し番号

本文の章，節等には次の記号を使用して下さい。

章 １，２，３

節 １．１，１．２，１．３

節以下 １．１．１，１．１．２，１．１．３

９．参考文献

内容に関係のある参考文献を最後にあげて下さい。

１０．図表

図表はすべてクリアにし，原則として本文の間の所定

の位置に挿入して下さい。図表等の左右に余白ができた

ときは，その部分にも本文を記入して下さい。

１１．写真

写真を使用する場合は，白黒印刷にも耐える鮮明なも

のとして下さい。また，図表と同様，本文の間の所定の

位置に挿入して下さい。

１２．原稿のPDF化と取り扱い

完成した原稿は，PDF化ソフト（例えば Adobe社

Acrobat等）を用いて PDFファイル（２MB以下）にし

て下さい。原稿にはページ番号を入れないで下さい。

なお，PDF化された原稿からそのまま概要集を作成

しますので，不鮮明なものについては再提出をお願いす

ることがあります。ご了承下さい。

１３．原稿作成要領に関するお問い合わせ

〒３０５―８５７２ 茨城県つくば市天王台１―１―１

筑波大学大学院生命環境科学研究科

堀田 紀文

TEL：０２９―８５３―７２４３

E-mail : hotta.norifumi.ge@u.tsukuba.ac.jp

ポスター発表１件あたりのポスター掲示範囲の大きさ

は，幅９０cm，高さ１８０cmです。この範囲内でポスタ

ーを作成し，掲示して下さい。

�．砂防学会研究発表会概要集作成要領

	．ポスターセッション掲示


．現地研修会

●Aコース（日光・足尾方面：足尾砂防，稲荷川砂防 他） 参加申込は締め切りました。

●Bコース（那須・さくら方面：倉ヶ崎急傾斜，蛇尾川砂防 他） 参加申込は締め切りました。

の２コースがあります。この機会に是非ご参加下さい。

●Aコース（日光・足尾方面：足尾砂防，稲荷川砂防 他）

【参加費５，０００円】（内訳：バス等交通費＝４，０００円，昼食＝１，０００円）

お願い：稲荷川砂防では工事用道路（１．５～２km程度）を徒歩で移動する場合がありますので，歩きやす

い服装・靴でご参加下さい。

（３）



このたび平成２７年５月２０日�～２２日�の３日間，栃木県総合文化センターにて，「平成２７年度（公社）砂防学会定
時総会並びに研究発表会」が開催されます。ご参加の皆様の参加および宿泊お申し込みを，株式会社 JTB関東法人営

業宇都宮支店にて担当させていただくことになりました。つきましては，全国各地より参加される皆様方に宿泊プラン

のご案内を申し上げます。何卒，ご利用賜りますようお願い申し上げます。

１．お申し込み方法

参加・現地研修会・意見交換会・宿泊等のお申し込みは，一括して JTB関東法人営業宇都宮支店にて受付を行いま

す。インターネットからお申し込み下さい。なお，インターネットからのお申し込みは，平成２７年４月２７日�までと
させていただきます。それ以降は FAXまたは E-mailにてお申込み下さい。

砂防学会公式ホームページアドレス：http：／／www.jsece.or.jp／indexj.html

（「平成２７年度研究発表会（栃木）」のページに，申し込み用ホームページへのリンクが掲載されています）

また，インターネット申し込みが不都合な場合は，申込書に必要事項をご記入の上，お問い合わせ先まで郵送，FAX

または E-mailにてお申し込みいただくことも可能です。お支払いについては�銀行振込，クレジットカード支払い
より選択が可能です。いずれの場合も，ご旅行（ご宿泊）代金の入金確認後，宿泊予約確認書をご返信致します。

�銀行振込をご選択の場合－－－費用明細書等を返信させていただきますので，ご確認の上，所定の期日までにお振り
込み下さい。 ※振込手数料は，お客様負担でお願い致します。

クレジットカード支払いをご選択の場合－－－個人情報保護，誤送信による事故防止の観点より，FAXでのカード

情報の送信はお受け致しておりません。当方よりお電話にてクレジットカード情報のご確認をさせていただきます。

ご利用をいただけるクレジットカード－－－－－VISA／Master／JCB／AMEX／Diners

※ご旅行（ご宿泊）代金全額を引き落としさせていただきますのでご了承下さい。

お申し込みいただきました参加費・現地研修会費・意見交換会費・宿泊代金等を平成２７年５月１２日�までにご入金い
ただきますよう，お願いいたします。

２．宿泊プランのご案内

◆ご宿泊取扱日：平成２７年５月１９日�・２０日�・２１日�・２２日�
（上記以外の宿泊日を希望の場合はお問い合わせ下さい）

◆表示の宿泊料金は１泊朝食付，諸税およびサービス料を含むお１人様あたりの代金です。朝食なしの設定はございま

せん。

●Ｂコース（那須・さくら方面：倉ヶ崎急傾斜，蛇尾川砂防 他）

【参加費５，０００円】（内訳：バス等交通費＝４，０００円，昼食＝１，０００円）

《注意事項》

１．各コース共，出発時刻の１５分前にご集合となります。（時間厳守でお願い致します）

２．各コース共，コース途上において昼食となります。

３．解散地点は，Aコースが東武日光駅，JR宇都宮駅，Bコースが JR那須塩原駅，JR宇都宮駅となります。

４．天候・道路状況・現場状況により，到着が変更になる場合があります。（解散地点からの帰路列車等手配の際には，

時間に余裕を持って予約をお願いします）

�．平成２７年度 （公社）砂防学会定時総会並びに研究発表会 参加および宿泊等のご案内

５／２２
�

JR宇都宮駅東口 ＝＝ 足尾（砂防） ＝＝ 中宮祠（砂防） ＝＝ 昼食（中宮祠周辺）
８：３０出発
＝＝ 稲荷川砂防（砂防） ＝＝ 東武日光駅 ＝＝ JR宇都宮駅東口

１６：００頃到着 １７：００頃到着

５／２２
�

JR宇都宮駅東口 ＝＝ 倉ヶ崎（急傾斜） ＝＝ 那須岳（火山噴火） ＝＝ 昼食（那須湯本周辺）
８：３０出発
＝＝ 蛇尾川（砂防）＝＝ JR那須塩原駅 ＝＝ JR宇都宮駅東口

１５：００頃到着 １７：００頃到着

（４）



３．昼食のご案内

会場周辺の昼食箇所は混み合う場合があります。会場でお召し上がりいただけるよう，お弁当をご用意しております。

設定日：平成２７年５月２０日（水）１２時～１３時

５月２１日（木）１２時～１３時

４．申込締切日

平成２７年４月２７日� インターネット申し込みの場合 入金は平成２７年５月１２日�までにお願いします。
平成２７年５月１３日� 郵送，FAXまたは e-mail申し込みの場合 入金は大会前日（平成２７年５月１９日�まで
にお願いします。

５．お申し込み後の変更・取消について

お申し込み後に変更・取消が生じた場合は，専用サイトにて弊社宛にご連絡をお願いします。

お申し込み後の取消は，下記のとおり取消料を申し受けます。

※取消日は，ご利用開始日の前日から起算とします。（現地研修出発日，宿泊日等）

※取消のお申し出が，営業時間外および休日の場合は，翌営業日が取消日となります。

予約に関する条件は，予約ホームページ内の旅行条件（募集企画旅行契約）にて必ずご確認下さい。

６．個人情報の取り扱いについて

お送りいただきました個人情報につきましては，ご連絡のために利用させていただく他，お申し込みいただいた旅

行において運送・宿泊機関等が提供するサービスの手配・受領のための手続き，あるいは「平成２７年度（公社）砂防

学会定時総会並びに研究発表会」の円滑な運営のために必要な範囲内で利用いたします。

ホテル名
お１人様あたり宿泊料金

（１泊朝食付・諸税サービス料金込）
会場までの所要時間
宇都宮駅からの所要時間

ホテル東日本宇都宮
（宇都宮市上大曽町４９２―１）

※意見交換会会場

A１ シングル １２，０００円 会場までタクシー１５分
宇都宮駅からバス１０分A２ ツイン １０，０００円

宇都宮東武ホテルグランデ
（宇都宮市本町５―１２）

B シングル ８，８００円
会場まで徒歩５分

宇都宮駅からバス１０分

ホテル丸治
（宇都宮市泉町１―２２）

C シングル ８，２００円
会場まで徒歩８分

宇都宮駅からバス１０分

ホテル・ザ・セントレ宇都宮
（宇都宮市本町４―１１）

D シングル ７，２００円
会場まで徒歩３分

宇都宮駅からバス１０分

★ご希望のホテル・部屋タイプは，申込順に受付させていただきます。満室の場合もございますので，
あらかじめご了承願います。

昼食弁当 幕の内弁当（お茶付） １，０００円（税込）

取消料 ２１日前以前 ２０～８日前 ７～２日前 前 日 当 日
出発後・
無連絡

参加費 無 料 １００％（全額） １００％（全額） １００％（全額） １００％（全額） １００％（全額）

現地研修会 無 料 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％（全額）

意見交換会 無 料 無 料 １００％（全額） １００％（全額） １００％（全額） １００％（全額）

宿 泊 無 料 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％（全額）

昼 食 無 料 無 料 １００％（全額） １００％（全額） １００％（全額） １００％（全額）

（５）



参加登録・現地研修会・意見交換会・宿泊予約の流れ

登録ステップ 内容

�学会ホームページ http：／／www.jsece.or.jp／indexj.html

参加登録ページ 登録する項目【参加（学会）】，【現地研修会】，【意見交換会】，【宿泊】を選択し，
申込みボタンをクリック

�登録について
●個人情報登録
●参加登録
●宿泊予約

●支払方法

登録用の ID（登録メールアドレス）とパスワードを設定入力
複数人の登録をする際は，（団体人数）をクリックし代表者以外の人数を選択の上，
各参加者の申込みのご入力をお願いいたします。
入力完了後，ご指定のメールアドレスに自動返信メールが来ますのでご確認下さい。

クレジットカード，コンビニ，ペイジー，銀行振込のいずれかにてお支払い下さい。
※お支払い締切日：５月１２日�

�確認メール返信 登録・予約内容が自動返信され，登録・予約完了
（今後の変更取り消しはマイメニューから行って下さい）

�登録・予約の確認 変更・取り消し・内容確認ページから内容の確認可能でございます。

�変更・取得 変更・取り消し・内容確認ページからの内容の変更・取消可能でございます。
※参加登録の変更・取消は４月２７日� 以降不可（２７日の変更は可能）

�書面発行について
●予約確認書

●ご請求書

支払い方法を選択し入金頂いた後，予約確認書が印刷できます。
予約確認書はマイページの予約確認メニューから【確認書表示ボタン】をクリックしていただき，
ご出力下さい。
請求書は【見積書 請求書発行ボタン】をクリックしていただき，ご出力下さい。
※請求書は支払い前のみ発行できます。お支払い後，請求書は発行できませんのでご注意下さい。

参加登録をされた方は，ホームページの説明にしたがって，参加費等の支払い手続きを行って下さい。インターネット申し込
みの事前参加登録は，２０１５年１月１５日�～２０１５年４月２７日�です。インターネット申し込みが不都合な場合は，申込書に
必要事項を記入の上，郵送，FAXまたは e-mailでお申し込みいただくことも可能です。その場合は２０１５年５月１３日�を申込
締切日とさせていただきます。

●お問い合わせ先（受付業務代行）

JTB関東法人営業宇都宮支店
「平成２７年度（公社）砂防学会定時総会並びに研究発表会」係

T E L：０２８―６１４―２１７１／FAX：０２８―６１４―２００５
e-mail：hojineigyoutsunomiya_op@kanto.jtb.jp

〒３２０―０８０１宇都宮市池上町４番１号 宇都宮東栄ビル３・４階
営業時間：月～金曜 ９：３０～１７：３０，土・日曜・祝祭日は休業

※ FAX，e-mailは終日受付可能ですが，変更・取消の場合は上記営業時間内にお願いいたします。

（６）
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