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全国地質調査業協会連合会 ジオ・ラボ ネットワーク事務局：協同組合土質屋北陸 
・北海道土質試験協同組合  ・協同組合土質屋北陸        ・関東土質試験協同組合   
・中部土質試験協同組合   ・協同組合関西地盤環境研究センター ・協同組合岡山県土質試験センター 
・協同組合島根県土質技術研究センター・協同組合広島県土質試験センター ・宮崎県地質調査業協同組合 

    なお、記事に関するお問い合わせは各組合へお願いいたします。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
関東土質試験協同組合                                  mail to： uketuke@kstc.or.jp   
１. 関東土質試験協同組合の第４３回通常総会が５月２８日（木）に組合試験所会議室に於いて開

催されました。コロナ禍の中、役員以外の組合員及び役員の半数が委任状あるいは議決権行使書を活

用した総会でした。また年一回の組合員との交流の場である懇親会も中止となりました。 
 総会では２０１９年度決算報告、２０

２０年度予算等が承認され、新たな年度

が始まりました。 
人の移動がままならない状況ですが、

ＨＰでのコラムの連載、動的試験関連設

備の拡充報告等、多くの組合員や外部の

方々に組合を知っていただき、興味をも

って利用いただけるネット環境整備に今

後とも注力していきたいと考えておりま

す。 
 第４３回 通常総会開催状況（組合会議室）2020.5.28 
                                      （文責：池田） 
 

 

２. 動的変形試験機が稼働しました 

令和 2年 2月 14、17日でテスコ株式会社製の

動的変形試験機が搬入されました。この試験機

は、（JGS 0541-2009）「土の繰返し非排水三軸試

験方法〔液状化試験〕」と（JGS 0542-2009）「地

盤材料の変形特性を求めるための繰返し三軸試

験方法」が行えます。当組合では今まで、「地盤

材料の変形特性を求めるための繰返し三軸試験

方法」が出来なかったのですが、これからは自

前で出来るようになります。試験機の検証も終

わり、今年度より動的変形試験機が稼働してお

ります。4 連なので消化能力が高いです。これ

からも組合にどうか御発注願います。 

動的変形試験機 
               （文責：石倉） 
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【研修編】 
中部土質試験協同組合                           mail to：info@geolabo-chubu.com 
●室内配合一軸試験の所内研修会 
 令和2年7月8日(水)～9日(木)に，職員研修の一環として，技術部職員全員で，室内配合一軸試

験を実施しました．研修内容としては，地盤工学会基準（締固めをしない供試体作成方法）とセメン

ト協会標準試験方法（3層，1.5kgランマーで落下高20cm，12回突固め）での供試体を作成し，24
時間養生後，一軸圧縮試験を実施しました．特に，供試体作製時の

混合，作製，恒温恒湿炉内養生（20℃程度，湿度95%程度）の各

段階における留意点を確認しながら実地研修を実施しました． 
 今後の配合試験受注時に，職員間での相互支援を行うとともに同

一技術品質での配合試験結果を提出できるように，今後も研鑽を積

んでいきたいと思います．                               

 
 

       （文責：法安 章二） 
【役員改選編】 
 中部土質試験協同組合では，令和2年5月18日(月)に，第41回通常総会を当組合会議室にて開催

しました．新型コロナウイルスの影響で開催規模を縮小し，出席は議長・理事・監事のみとし，議決

権行使書および委任状を含めた決議を行った結果，全議案が可決承認されました．さらに，役員改選

を行い，今後2年間，次の方々の顧問・役員で運営して参ります． 
・ 顧  問 浅岡  顕  （名古屋大学名誉教授，(公財)地震予知総合研究振興会） 

・ 理 事 長 伊藤 重和 （東邦地水株式会社） 
・ 副理事長 大橋  正  （基礎地盤コンサルタンツ株式会社） 
・ 専務理事 法安 章二 （中部土質試験協同組合） 
・ 理  事 相山 外代司（川崎地質株式会社） 
・ 理  事 阿部 暢夫 （冨士開発株式会社） 
・ 理  事 小川 博之 （株式会社アオイテック） 
・ 理  事 瀨古 一郎 （中央開発株式会社） 
・ 監  事  噂  耕司 （青葉工業株式会社） 
・ 監  事 牧村 直樹 （玉野総合コンサルタント株式会社） 

 
 
 

 

（供試体作製状況）  （研修内容をPPTによる解説で再確認） 
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北海道土質試験協同組合                        http://www.src.or.jp/ 
原位置試験実施時の安全確保について 

当組合では営業品目に原位置試験があるため、フィールドに出て試験をすることも多いです。その

場合フィールドには色々な危険が潜んでいます。今回は私たちがフィールドで安全に試験をするため

に持ち歩いているものの一部を紹介します。 
1. クマよけの鈴：クマの生息していそうな現場に携帯します。鳴らして歩くとクマと出会い頭で合

う可能性が少なくなるかも…。効果のほどはわかりませんが昔から使われている。 
2. クマスプレー：クマの生息密度が高い現場に行くときに携帯します。携帯しているという安心感

が大切、なぜならクマと出会ったらクマに向かって冷静にスプレーなんか絶対にできないから。 
3. ポイズンリムーバー＆エピペン：スズメバチに刺されたりマムシに噛まれたりした時や、アナフ

ラキシーショックに対処するため。スズメバチはおっかない(怖いの北海道弁)。 
4. 黒球式熱中症計：熱中症の危険性を警告する機械。夏場の日中の日なたでは警告が鳴りっぱなし

になる。活動してはいけない環境なのか？やはり人間の感覚も大切。 
熱中症対策キット：塩分タブレット、経口補水液などがセットになったもの。タブレットの味が美味

しくないと現場担当からよくクレームが来ます。         （文責：中川 範彦） 
 
 
 
協同組合 関西地盤環境研究センター              mail to：info@ks-dostu.or.jp   
 5月28日（木）組合会議室において、第40期通常総会を開催致しました。 
今年度はコロナウィルスの影響により、最小限の出席者とし、組合員の皆様には書面議決により 

ご出席頂き、すべての議案ともご承認頂きました。 
 又、水害対策のため本年2月から実施しておりました、Ａ棟2階の改修工事並びに1階に設置し

ておりました試験機器（圧密、三軸、動的等）の2階への移設も完了致しました。 
 コロナウィルスが終息致しましたら、ぜひ一度見学にお越し下さい。お待ちしております。 
  

 
  

                   （文責：森  辰義） 
 
 

工事中写真 完成写真 
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協同組合広島県土質試験センター                        mail to： office@hiroshima-soil.jp 
 令和2年5月22日、ひろしま国際ホテルにおいて第38回通常総会を開催する予定でしたが、新

型コロナウイルスの影響で、書面出席をベースに当センターにおいて同日開催することとなりまし

た。理事・組合員5名(書面出席を含め15社)出席のもと、藤原理事長が議長に就任し、審議の結果

下記の議案などが承認されました。 
 ・令和元年度事業報告及び決算承認の件 
 ・令和2年度事業計画及び予算承認の件 
 令和元年度においては売上目標3,800万円に対し、年間売上4,802万円(計画比126％)と目標を大

きく上回ることができ、4期連続予算超えの結果となりました。令和2年度はコロナの影響で先行き

が不透明ではありますが、更なる効率化を計り、今できることに最大限の努力をして参りたいと思い

ます。         （文責：岩城基子）                            
 
 
 
 
協同組合土質屋北陸                                        mail to：infp@doshitsuya.or.jp 
 
6月19日（金）第39回通常総会を開催。 
すべての審議が可決されました。 
役員改選があり次の通りとなりました。 
＜再任＞ 
理事長：市山勉   （株式会社エオネックス） 
副理事長：矢野好二 （能登建設株式会社） 
専務理事：森川和重 （協同組合土質屋北陸） 
理事：高木仁志   （北海技建株式会社） 
理事：滝田喜久男  （興信工業株式会社） 
理事：尾蔵丈房   （株式会社ホクコク地水） 
理事：田中謙次（株式会社田中地質コンサルタント） 
理事：松島一敏   （共栄興業株式会社） 
監事：普輪崎賢彦  （株式会社カナイワ） 
監事：古一力    （古一地下開発株式会社） 

以上（敬称略） 
 
売上目標：9千5百万円 組合数目標：50社 
令和2年度に向けて発進しました。 
詳しくはホームページでご確認ください。 
HP https://doshitsuya.or.jp/             
 
 
 
 

https://doshitsuya.or.jp/
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＜研修＞ 
令和２年７月１８日（土）北陸地盤工学研究会 主催 

「高窪層上部から大桑層下部にかけて挟在する凝灰岩見学会」 
（金沢大学環日本海域環境研究センター 塚脇真二）に参加しました。 

露頭１：高窪層最上部上涌波凝灰岩の岩相 
露頭２：上涌波凝灰岩から大桑層下部の凝灰岩にかけて 
場 所：軽石採取現場（金沢市釣部）・・・・金沢市内より車で20分 

 

１．軽石採取現場 
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写真1-1：露頭の位置 

  
 
 
 
 

  

 
太古の歴史を感じるとともに、層による地盤の強さ、弱さなど地域の特性を知る良い機会でした。 

（文責：森川和重） 

写真1-2：上涌波凝灰岩．平行葉理や

斜交葉理が発達する白色軽石凝灰岩． 
写真1-3：大桑層下部の砂質泥岩・泥

岩に挟在するOB3凝灰岩（露頭2）． 

写真1-4：大桑層下部に挟在する含角礫

軽石凝灰岩の下涌波凝灰岩（露頭3）． 
写真1-5：高窪層上部の砂質泥丹，同層最上

部の上涌波凝灰岩，その上位の大桑層下部． 


