
 

 

Ⅲ．本 部 行 事 

 

１．平成25年度全国大会 

 

（1） H25.9.4～6 日本大学生産工学部津田沼キャンパス 

1）基調講演会（H 25.9.5） 日本大学生産工学部津田沼キャンパス 参加者数：771名 

会長講演：「信頼される土木学会を目指して社会貢献を実践する」  

   土木学会会長  橋本鋼太郎 

特別講演：「21世紀のインフラ整備をどう考えるか-歴史に学びつつ」  

   東京大学名誉教授 御厨 貴 

 

2）全体討論会（H 25.9.5）        日本大学生産工学部津田沼キャンパス 参加者数：585名  

テーマ  「土木が築いた今日と、切り拓くべき未来」 

コーディネーター ：岸井隆幸（日本大学教授） 

パネリスト      ：足立敏之（国土交通省技監） 

 ：小池幸男（千葉県県土整備部長） 

 ：西郷真理子（(株)まちづくりカンパニーシープネットワーク代表／(社)チームまち

づくり専務理事／東大まちづくり大学院非常勤講師）  

 ：二羽淳一郎（東京工業大学教授） 

  ：林  康雄（鉄建建設(株)代表取締役執行役員副社長） 

 

3）特別セッション（H 25.9.6） 日本大学生産工学部津田沼キャンパス 参加者数：700名 

テーマ  「これからの社会インフラの維持管理・更新のあり方」  

座長 ：鈴木基行（東北大学教授） 

話題提供者      ：石橋忠良（JR東日本コンサルタンツ取締役会長 技術本部長） 

 ：岩波光保（東京工業大学教授） 

 ：小澤一雅（東京大学教授）  

 ：佐々木正昭（青森県県土整備部道路課総括主幹） 

  ：鳥居謙一（国土技術政策総合研究所河川研究部長） 

大臣講演      太田昭宏（国土交通大臣） 

 

4）研究討論会（H 25.9.4、6）     日本大学生産工学部津田沼キャンパス 参加者数：2,130名 

討論会題：27題 

 

5）第68回年次学術講演会        日本大学生産工学部津田沼キャンパス 

  1 講 演 数 

 Ⅰ 部 門 604題 

 Ⅱ 部 門 208題 

 Ⅲ 部 門 342題 

 Ⅳ 部 門 147題 

 Ⅴ 部 門 623題 

 Ⅵ 部 門 576題 

 Ⅶ 部 門 136題 

 CS部門 283題 
 

  計  2,919題 

  2 延べ参加者数  参加者数：12,958名 



 

 

  3 優秀講演者の表彰  表彰者数：186名 

 

5）国際関連行事（H 25.9.4～5） 日本大学生産工学部津田沼キャンパス 

  1 海外からの参加者  4ヶ国政府関係者、7協定学協会、1団体、5海外分会より 36名 

2 延べ参加者数  参加者数：133名 

 

6）交流会（H 25.9.5） 日本大学生産工学部津田沼キャンパス 参加者数：406名 

 

7）百周年記念討論会（H 25.9.5） 日本大学生産工学部津田沼キャンパス 参加者数：260名 

 



 

 

 

2．講演会、シンポジウム、研究発表会 

 

1) H25.4.15 平成25年度 地震工学委員会第1回研究会 土木会館講堂 

  講演題数：1題 参加者数：81名      

2) H25.4.19   No.132 土木の語り部と“東京土木百景”観光工学サロン 四ツ谷駅 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

3) H25.4.20～21 第59回構造工学シンポジウム 東京工業大学 

      講演題数：111題 参加者数：256名 

4) H25.5.10   No.134 土木の語り部と“東京土木百景”観光工学サロン 門前仲町駅 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

5) H25.5.11～12  JABEE 認定・審査における「土木および土木関連分野」、 

     「環境工学およびその関連分野」審査講習会 土木会館講堂 

     講演題数：12題 参加者数：51名 

6) H25.5.17   トンネル工学セミナー 土木学会 講堂 

     講演題数：2題 参加者数：68名 

7) H25.5.17   No.135 土木の語り部と“東京土木百景”観光工学サロン 東京駅 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

8) H25.5.24   No.136 土木の語り部と“東京土木百景”観光工学サロン 四ツ谷駅 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

9) H25.5.30 応用力学委員会 逆問題小委員会講演会 岡山大学 東京サテライトオフィス 

     講演題数：2題  

10) H25.5.31   No.137 土木の語り部と“東京土木百景”観光工学サロン 浅草橋駅 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

11) H25.5.31～6.1 環境水理部会研究集会2013 in 一ノ関 一関文化センター 

                      講演題数：17題 参加者数：42名 

12) H25.6.1～2  第47回土木計画学研究発表会（春大会） 広島工業大学五日市キャンパス 

      講演題数：449題 参加者数：1,026名 

13) H25.6.6～7    2013年度河川技術に関するシンポジウム 東京大学弥生講堂 

           講演題数：97題 参加者数：422名 

14) H25.6.7   No.138 土木の語り部と“東京土木百景”観光工学サロン 浅草橋駅 

     講演題数：1題 参加者数：3名 

15) H25.6.10   台湾・楊 秋興大臣講演会 土木学会講堂 

     「台湾の行政経営における土木技術者の役割」 講演題数：1題 参加者数：80名 

16) H25.6.21   第5回公共調達シンポジウム 土木学会 講堂 

     講演題数：10題 参加者数：151名 

17) H25.6.22   東日本大震災土木史シンポジム 東北大学青葉山キャンパス 

      講演題数：7題 参加者数：130名 

18) H25.6.22～23  第33回土木史研究発表会 東北大学青葉山キャンパス 

      講演題数：51題 参加者数：120名 

19) H25.6.26      海洋開発委員会特別シンポジウム「各地域における津波対応 

     および防災計画の現状、および今後の方策」 米子コンベンションセンター 

      講演題数：6題 参加者数：89名 

20) H25.6.27～6.28    第38回海洋開発シンポジウム 米子コンベンションセンター 

      講演題数：211題 参加者数：358名 

21) H25.7.5     CIMに関する講演会（札幌） 札幌市生涯学習センター講堂 



 

 

      講演題数：5題 参加者数：136名 

22) H25.7.6   留学生向け企業説明会 土木学会講堂 

      参加企業：12社 講演数：1題 参加者数：55名 

23) H25.7.10～11  第17回鉄道工学シンポジウム 土木会館講堂 

      講演題数：34題 参加者数：86名 

24) H25.7.17     CIMに関する講演会（福岡） 天神ビル11号会議室 

      講演題数：5題 参加者数：148名 

25) H25.7.17～18  第16回性能に基づく橋梁等の耐震設計に関するシンポジウム 土木会館講堂ほか 

      講演題数：73題 参加者数：148名 

26) H25.7.26   No.145 土木の語り部と“東京土木百景を”観光工学サロン 四ツ谷駅 

     講演題数：1題 参加者数：2名 

27) H25.7.27     第7回夏休み親子見学会（東京）      相鉄・ＪＲ直通線、西谷トンネル工事現場 

     講演題数：1題 参加者数：25名 

28)  H25.7.28         第5回土木と学校教育フォーラム 土木会館 講堂 

      講演題数：5題 参加者数：74名 

29) H25.7.31   「複合構造物を対象とした防水・排水技術の現状」および「巨大地震に対する複合構造物

の課題と可能性」 土木学会 講堂 

     講演題数：11題 参加者数：55名 

30) H25.8.1   建設マネジメント委員会 研究成果発表会・表彰式 土木学会 講堂 

     講演題数：7題 参加者数：78名 

31) H25.8.2   第16回鋼構造と橋に関するシンポジウム 法政大学 

      講演題数：8題 参加者数：108名 

 

32) H25.8.9     第47回 夏期講習会「都市の防災について」  土木会館 講堂 

講演題数：2題                         参加者数：38名 

33) H25.8.22～23    第18回水シンポジウム2013 in こうち 高知市文化プラザ 

      講演題数：5題 参加者数：440名 

34) H25.8.23   No.147 土木の語り部と“東京土木百景を”観光工学サロン 浅草橋駅 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

35) H25.8.26～27    第49回水工学に関する夏期研修会 名古屋工業大学 

      講演題数：16題 参加者数：204名 

36) H25.8.29～30  第12回木材利用研究発表会                     土木学会・講堂  

           講演題数：15題                        参加者数：120名 

37) H25.8.30   No.148 土木の語り部と“東京土木百景を”観光工学サロン 四ツ谷駅 

     講演題数：1題 参加者数：2名 

38) H25.9.3   第16回応用力学シンポジウム 東京大学 

      講演題数：82題 参加者数：137名 

39) H25.9.4～6  第15回 インターナショナルサマーシンポジウム 日本大学 

     講演題数：67題 

40) H25.9.5   第7回自然災害リスクに関するJFES・JSCE・AIJ・WFEOジョイント 日本大学 

     国際シンポジウム 講演題数：8題 参加者数：50名 

41) H25.9.5   国際若手技術者ワークショップ 日本大学 

      講演題数：2題 参加者数：35名 

42) H25.9.5   トンネル技術講演会 土木学会 講堂 

     講演題数：4題 参加者数：135名 

43) H25.9.6   No.149 土木の語り部と“東京土木百景を”観光工学サロン 浅草橋駅 



 

 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

44) H25.9.10 平成25年度 地震工学委員会第2回研究会 土木会館講堂 

      講演題数：1題 参加者数：47名 

45) H25.9.17   地球環境 一般公開講演 東北大学 

      講演題数：2題 参加者数：83名 

46) H25.9.17～18  第21回地球環境シンポジウム 東北大学 

      講演題数：82題 参加者数：108名 

47) H25.9.17～18   第38回土木情報学シンポジウム 土木会館講堂他 

      講演題数：48題 参加者数：180名 

48)  H25.9.18          国内石油・天然ガス資源の現況と今後の展望 土木会館 CD会議室 

      講演題数：1題 参加者数：41名 

49) H26.9.24   次世代の下水道を考えるシンポジウム リファレンス駅東ビル 

      講演題数：2題 参加者数：51名 

50) H25.9.24      応用力学フォーラム（北海道地区）「数値流体力学の最前線」 北海道大学 

      講演題数：3題 参加者数：27名 

51) H25.9.27      CIMに関する講演会（名古屋） 名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール 

           講演題数：5題 参加者数：132名 

52) H25.10.2      CIMに関する講演会（広島） まちづくり交流プラザ 

           講演題数：5題 参加者数：85名 

53) H25.10.10      CIMに関する講演会（仙台） せんだいメディアテーク 

           講演題数：5題 参加者数：113名 

54) H25.10.11   建設用ロボット委員会 談話会 土木会館AB会議室 

    講演題数：2題 参加者数：36名 

55) H25.10.16      CIMに関する講演会（高松） ホテルマリンパレスさぬき 瀬戸A 

           講演題数：5題 参加者数：57名 

56) H25.10.17 応用力学委員会（東北地区）特別講演会 その1   東北大学 

        講演題数：1題                          参加者数：45名 

57) H25.10.19～20    第41回環境システム研究論文発表会 九州大学 

      講演題数：126題 参加者数：199名 

58) H25.10.20   第6回土木ふれあいフェスタ ららぽーと柏の葉 

     講演題数：1題 参加者数：600名 

59) H25.10.24～25 第33回地震工学研究発表会 東京大学生産技術研究所 

      講演題数：150題 参加者数：199名 

60) H26.10.29   鋼構造技術継承講演会～経験豊富な先人に学ぶ次世代への承継技術～ 土木学会講堂 

      講演題数：2題 参加者数：51名 

61) H25.11.2～4     第48回土木計画学研究発表会（秋大会） 大阪市立大学 

      講演題数：334題 参加者数：792名 

62) H25.11.6   土木建設技術発表会2013 土木会館講堂他 

      講演題数：47題 参加者数：193名 

63) H25.11.7        「津波による橋梁構造物に及ぼす波力の評価」 

に関する成果報告会 東京大学武田ホール 

講演題数：13題 参加者数：105名 

64) H25.11.7   建設マネジメントに関する地域シンポジウム（広島） 広島YMCA国際文化センター 

     講演題数：3題 参加者数：173名 

65) H25.11.7～8      第1回土木建築情報学国際会議（ICCBEI） 東京国際交流会館（プラザ平成） 

      講演題数：73題 参加者数：269名 



 

 

66) H25.11.12        第60回海岸工学講演会前日シンポジウム 広島国際会議場 

     「巨大津波災害に備えるための国土強靭化の役割」 

      講演題数：5題 参加者数：97名 

67) H25.11.13 2013年制定コンクリート標準示方書「規準編」発刊に伴う 

報告会ならびに特別講演会 土木学会講堂 

      講演題数：8題 参加者数：100名 

68) H25.11.13～15    第60回海岸工学講演会 広島国際会議場 

      講演題数：316題 参加者数：713名 

69) H25.11.15      CIMに関する講演会（大阪） 大塚商会 関西支店 

           講演題数：5題 参加者数：137名 

70) H25.11.15   No.159 土木の語り部と“東京土木百景を”観光工学サロン 四ツ谷駅 

     講演題数：1題 参加者数：4名 

71) H25.11.16   京都・滋賀水害調査速報会 キャンパスプラザ京都 

     講演題数：8題 参加者数：73名 

72)  H25.11.19        土木の日シンポジウム2013 土木会館 講堂 

      講演題数：2題 参加者数：86名 

73) H25.11.19～21   第50回環境工学研究フォーラム 北海道大学 

      講演題数：171題 参加者数：311名 

74) H25.11.21～22  第23回トンネル工学研究発表会 土木学会 講堂および会議室 

     講演題数：66題（特別講演含む） 参加者数：185名 

75) H25.11.21～22  「木材産業の最前線」現地検討会                    茨城県内 

          見学場所：4カ所                         参加者数：17名 

76) H25.11.22   No.160 土木の語り部と“東京土木百景を”観光工学サロン 四ツ谷駅 

     講演題数：1題 参加者数：2名 

77) H25.11.26   コンクリートの施工性能の照査・検査システムに関するシンポジウム  土木会館講堂 

      講演題数：12題  参加者数：84名 

78) H25.11.26 第2回地震・津波に関するシンポジウム ヴェルクよこすか 

      講演題数：15題 参加者数：108名 

79) H25.11.26 第16回地震防災技術懇話会 土木学会AB会議室 

      講演題数：1題 参加者数：36名 

80) H25.11.27      CIMに関する講演会（金沢） 石川県勤労者福祉文化会館 

           講演題数：5題 参加者数：46名 

81) H25.11.28       安全問題討論会‘13 土木会館講堂他 

      講演題数：27題 参加者数：51名 

82) H25.11.29   No.161 土木の語り部と“東京土木百景を”観光工学サロン 東京駅 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

83) H25.12.2     基礎水理シンポジウム 土木学会講堂 

           講演題数：6題 参加者数：48名 

84) H25.12.5   建設マネジメントに関する地域シンポジウム エルガーラホール 

     講演題数：5題 参加者数：180名 

85) H25.12.5～6     第18回舗装工学講演会 福岡大学 

      講演題数：28題 参加者数：113名 

86) H25.12.6   No.162 土木の語り部と“東京土木百景を”観光工学サロン 高田馬場駅 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

87) H25.12.6     第5回「相互連関を考慮したライフライン減災対策に関するシンポジウム」  

土木学会講堂 



 

 

      講演題数：18題 参加者数：41名 

88) H25.12.9      CIMに関する講演会（東京） 土木学会講堂 

           講演題数：7題 参加者数：127名 

89) H25.12.10   復興事業マネジメントに関する講演会 土木学会 講堂 

     講演題数：7題 参加者数：111名 

90) H25.12.11   第31回建設マネジメント問題に関する研究発表・討論会 土木学会 講堂および会議室 

     講演題数：47題 参加者数：94名 

91) H25.12.12   流域圏シンポジウム 首都大学東京秋葉原キャンパス 

      講演題数：9題 参加者数：42名 

92) H25.12.13   No.163 土木の語り部と“東京土木百景を”夜景観光サロン 浅草駅 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

93) H25.12.13      第9回景観・デザイン研究発表会 シンポジウム    東京工業大学大岡山キャンパス 

     「スーパーエンジニアリングによる土木のものづくり」  

      講演題数：5題 参加者数：90名 

94) H25.12.14～15   第9回景観・デザイン研究発表会 東京工業大学大岡山キャンパス 

      講演題数：75題 参加者数：272名 

95) H25.12.16   流域管理と地域計画の連携に関するワークショップ 土木学会講堂 

      講演題数：7題 参加者数：64名 

96) H25.12.16      米国CIM技術調査団報告会 土木学会AB会議室 

           講演題数：4題 参加者数：61名 

97) H25.12.18 応用力学委員会（東北地区）特別講演会 その2   東北大学 

        講演題数：2題                          参加者数：35名 

98) H25.12.20   No.164 土木の語り部と“東京土木百景を”夜景観光サロン 四ツ谷駅 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

99) H26.1.7 地震工学委員会 平成25年度第3回研究会 土木会館講堂 

      講演題数：1題 参加者数：72名 

100)H26.1.9～10     第42回岩盤力学に関するシンポジウム 土木会館 

           講演題数：60題 参加者数：173名 

101) H26.1.10   No.166 土木の語り部と“東京土木百景”観光工学サロン 四ツ谷駅 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

102) H26.1.15 応用力学委員会（東北地区）特別講演会 その3   東北大学 

        講演題数：3題                          参加者数：39名 

103) H26.1.21～22  第19回地下空間シンポジウム、見学会 早稲田大学国際会議場、他 

      講演題数：36題 参加者数：258名 

104) H26.1.24      CIMに関する講演会（沖縄） 沖縄県市町村自治会館 

           講演代数：6代                         参加者数：58名 

105) H26.1.24    木材利用シンポジウムin高知                     高知県高知市 

講演題数：5題                      参加者数：83名 

106) H26.1.26      第13回土木学会デザイン賞授賞式 土木会館講堂 

      講演題数：8題 参加者数：85名 

107) H26.1.27   第38回環境システムシンポジウム「環境影響評価における配慮書手続の効果的運用に向けて」  

        土木会館講堂 

      講演題数：5題 参加者数：87名 

108) H26.1.29      CIMに関する講演会－米国CIM技術調査報告会－（大阪） 大塚商会 関西支社 

           講演題数：6題 参加者数：33名 

109) H26.1.31      応用力学フォーラム（沖縄地区） 琉球大学 



 

 

      講演題数：2題 参加者数：22名 

110) H26.1.31   No.169 土木の語り部と“東京の土木百景を”夜景観光サロン！ 四ツ谷駅 

     講演題数：1題 参加者数：2名 

111) H26.2.7   No.170 土木の語り部と“東京の土木百景を”夜景観光サロン！ 四ツ谷駅 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

112) H26.2.12   国際センターシンポジウム講演会「日本の建設企業の海外進出を考える」 土木学会講堂 

     (第1回)「現状と問題点から学ぶ建設業のグローバル展開と人材マネジメント」 

      講演題数：2題 参加者数：78名 

113) H26.2.14      CIMに関する講演会－米国CIM技術調査報告会－（東京） 日比谷コンベンションホール 

           講演題数：5題 参加者数：78名 

114) H26.2.20      応用力学フォーラム（北海道地区） 北海道大学 

      講演題数：2題 参加者数：16名 

115) H26.2.24         第2回土木 a la mode 土木会館 講堂 

      講演題数：3題 参加者数：113名 

116) H26.3.4～6       第58回水工学講演会 神戸大学 

      講演題数：274題 参加者数：478名 

117) H25.3.4   第26 回アゲールシンポジウム 神戸大学 

      講演題数：1題 参加者数：139名 

118) H26.3.4   河川災害に関するシンポジウム 神戸大学 

      講演題数：5題 参加者数：163名 

119) H26.3.5          第58回水工学講演会特別講演 神戸大学 

      講演題数：2題 参加者数：142名 

120) H26.3.12   日本・インドネシア土木技術セミナー 土木学会講堂 

      講演題数：4題 参加者数：81名 

121) H26.3.13      平成25年度 第2回エネルギー委員会講演会 土木会館EF会議室 

 ―低炭素まちづくりに向けた宇都宮の取り組み― 

           講演題数：1題 参加者数：28名 

122) H26.3.17   国際センターシンポジウム講演会「日本の建設企業の海外進出を考える」 土木学会講堂 

     (第2回)「海外で勝つために市場の変化に応じた建設ビジネスモデルとは」 

      講演題数：2題 参加者数：66名 

123)H26.3.18     第5回木材利用シンポジウム エッサム本社ビル(神田） 

講演題数：4題 参加者数：58名 

124)H26.3.31     コンクリ－トあと施工アンカ-工法設計・施工指針(案）発刊に伴う講習会 

       四ツ谷・スクワ-ル麹町 

講演題数：5題 参加者数：153名 

 

3．講習会、セミナー 

1) H25.4.17～18 2012年制定コンクリート標準示方書発刊に伴う講習会（大阪会場） 大阪国際会議場 

      講演題数：6題 参加者数：206名 

2) H25. 4.17～19 iRIC Version2.0講習会 土木会館講堂 

                      講演題数：21題 参加者数：66名 

3) H25.7.5     センサ高度利用に向けた講習会 土木会館講堂 

      講演題数：5題 参加者数：85名 

4) H25.7.19   「土木構造物のﾗｲﾌｻｲｸﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ～方法論と実例，ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ～」 

発刊に伴う講習会 土木会館講堂 

      講演題数：7題 参加者数：102名 



 

 

5) H25.8.6 土木学会による実務者のための耐震設計入門（基礎編） 土木会館講堂 

     講演題数：5題 参加者数：81名 

6) H25.9.19～20   東日本大震災における宮城県地方被災地の現地視察会          宮城県内被災箇所 

講演題数：1題  参加者数：37名 

7) H25.10.1～2    平成25年度 構造工学における有限要素法の基礎と応用講習会 土木会館講堂 

      講演題数：11題 参加者数：39名 

8) H25.10.11 2013年制定コンクリート標準示方書発刊に伴う講習会（東京会場） サイエンスホール 

      講演題数：4題 参加者数：150名 

9） H25.10.15    第1回断層変位評価にかかわる調査と広域応力の評価      土木学会・AB会議室 

           講演題数：３題 参加者数：60名 

10) H25.10.16      2013年制定コンクリート標準示方書発刊に伴う講習会（大阪会場） 大阪国際交流センター 

      講演題数：4題 参加者数：140名 

11) H25.10.24      第2回データモデルセミナー 土木会館講堂 

           講演題数：7題 参加者数：35名 

12)  H25.10.28        第4回ダイバーシティ推進フォーラム 土木会館 講堂 

      講演題数：2題 参加者数：57名 

13) H25.10.30 土木学会による実務者のための耐震設計入門（実践編） 土木会館講堂 

     講演題数：7題 参加者数：38名 

14) H25.11.8         平成25年度 施工計画講習会 

「施工計画の基礎・最新PJ事例・維持管理の方向性」 土木会館講堂 

      講演題数：7題 参加者数：36名 

15) H25.11.12     第38回トークサロン「東日本大震災復興フォローアップセミナー」（1回目） 

       中央大学後楽園キャンパス 

           講演題数：4題 参加者数：37名 

16) H25.11.12   FRPと鋼との接合技術に関する講習会 土木学会 講堂 

     講演題数：2題 参加者数：62名 

17) H25.11.14・28、12.5 「トンネル・ライブラリー 山岳トンネルのインバート―設計・施工・維持管理―」講習会 

土木学会 講堂、建設交流館、北海道建設会館 

     講演題数：5題 参加者数：141名 

18) H25.11.25         地盤工学から見た堤防技術シンポジウム 土木会館講堂 

     講演題数：23題 参加者数：68名 

19) H25.11.29   空港・港湾・鉄道の重荷重舗装に関する講習会（東京会場） 土木学会講堂 

      講演題数：4題 参加者数：34名 

20) H25.12.2 「鋼橋の疲労対策技術」講習会（大阪会場） 建設交流館 

 講演題数：7題 参加者数：42名 

21) H25.12.3 「鋼橋の疲労対策技術」講習会（東京会場） 土木会館講堂 

 講演題数：7題 参加者数：41名 

22) H25.12.4     若手／中堅技術者のための技術講習会 土木会館講堂 

           講演題数：6題 参加者数：24名 

23) H25.12.4      若手／中堅技術者のための技術講習会 土木会館講堂 

           講演題数：6題 参加者数：24名 

24) H25.12.6   空港・港湾・鉄道の重荷重舗装に関する講習会（福岡会場） 福岡大学 

      講演題数：4題 参加者数：29名 

25) H25.12.12     第13回地震災害マネジメントセミナー 土木会館講堂 

     講演題数：4題 参加者数：76名 

26)  H25.12.17    第2回主断層・副断層の変位評価 土木学会・AB会議室  



 

 

  講演題数：2題 参加者数：41名 

27) H25.12.18      第25回鋼構造基礎講座「鋼橋の設計法－その歴史変遷，最新情報から未来の設計法まで－」 

土木会館講堂 

      講演題数：6題 参加者数：84名 

28) H25.12.20     第38回トークサロン「東日本大震災復興フォローアップセミナー」（2回目） 

       早稲田大学西早稲田キャンパス 

           講演題数：4題 参加者数：46名 

29) H26.1.15      第26回鋼構造基礎講座「鋼橋の維持管理－迫りくる大修繕時代に備えて－」 

土木会館講堂 

      講演題数：6題 参加者数：81名 

30) H26.1.16 鋼・合成構造標準示方書「維持管理編」講習会（東京） 土木会館講堂 

 講演題数：6題 参加者数：61名 

31) H26.1.25         地盤工学セミナー「地盤に起因する建築紛争の解決に向けてPart2」 日本大学 

                 講演題数：8題 参加者数：211名 

32) H26.1.27     第38回トークサロン「東日本大震災復興フォローアップセミナー」（3回目） 

   土木会館 講堂 

           講演題数：3題 参加者数：60名 

33) H26.1.29 鋼・合成構造標準示方書「維持管理編」講習会（大阪） 大阪市立大学文化交流センター 

 講演題数：6題 参加者数：48名 

34) H26.2.5      若手／中堅技術者のための技術講習会 土木会館講堂 

           講演題数：8題 参加者数：48名 

35) H26.2.7   路面テクスチャとすべりに関する講習会（東京会場） 土木学会講堂 

      講演題数：3題 参加者数：42名 

36) H26.2.19   FRP水門設計・施工指針（案）講習会 土木学会講堂 

      講演題数：2題 参加者数：49名 

37) H26.2.21   路面テクスチャとすべりに関する講習会（北海道会場） 寒地土木研究所 

      講演題数：3題 参加者数：34名 

38) H26.2.4         土木 ISO セミナー －土木分野の ISO および CEN における国際規格化の動向と 

 我が国への影響－ 土木会館講堂 

           講演題数：8題 参加者数：28名 

39) H26.3.７   #68 土木計画学ワンデイセミナー          東京海洋大学越中島キャンパス 

      「超高齢社会を支える効率的かつ信頼性の高いロジスティクスシステム」 

      講演題数：7題  参加者数：24名 

40) H26.3.8   #69 土木計画学ワンデイセミナー                  土木学会講堂 

      「交通まちづくり －実践のこれまでとこれから－」 

      講演題数：12題  参加者数：79名 

41) H26.3.14   地下空間の防災・減災セミナー ～水害時の避難を中心に～ 

 グランフロント大阪ナレッジキャピタル 

      講演題数：6題 参加者数：50名 

42) H26.3.14   土木学会環境工学委員会ワークショップ －環境工学は21世紀に何をすべきか？ 

 東京大学工学部 

      講演題数：17題 参加者数：60名 

43) H26.3.28   #70 土木計画学ワンデイセミナー                  土木学会講堂 

      「東日本大震災後の交通と輸送：先代からの報告」 

      講演題数：8題  参加者数：40名 
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