
 

 

Ⅲ．本 部 行 事 

 

１．平成26年度全国大会 

 

（1） H26.9.10～12 大阪大学豊中キャンパス 

1）基調講演会（H 26.9.11） 大阪大学豊中キャンパス 参加者数：900名 

会長講演：「あらゆる境界をひらき、持続可能な社会の礎を築く」  

   土木学会会長  磯部雅彦 

特別講演：「シヴィル」ということの意味  

   哲学者/大谷大学教授、せんだいメディアテーク館長 

大阪大学名誉教授（前総長） 鷲田清一 

 

2）全体討論会（H 26.9.11）        大阪大学豊中キャンパス 参加者数：900名  

テーマ  「百年の計、変わらぬ使命感と進化する土木」 

コーディネーター ：建山和由（立命館大学教授） 

パネリスト      ：阪口 秀（（独）海洋研究開発機構 数理科学･先端技術研究分野長） 

 ：佐藤友美子（追手門学院大学特別任用教授） 

 ：髙木康志（日本電信電話(株)ネットワーク基盤技術研究所長）  

：内藤智之（世界銀行東アジア大洋州地域総局東京開発ラーニングセンターマネージ

ャー） 

  ：藻谷浩介（ (株)日本総合研究所調査部主席研究員） 

 

3）土木学会100周年記念土木遺産国際シンポジウム（H 26.9.10）大阪大学豊中キャンパス 参加者数：700名 

テーマ  「土木遺産の地平 ～地域の核から世界遺産まで～」  

基調講演 ：マイルズ･オグリソープ（ヒストリックスコットランド産業遺産政策責任者） 

パネリスト      ：中村良夫（東京工業大学名誉教授） 

 ：ヒラリー･オレンジ（ロンドン大学応用考古学研究センタープロジェクトマネージャ） 

 ：浅田利嗣（歴史街道推進協議会広報部長）  

 ：北河大次郎（文化庁文化財調査官、東京大学客員教授） 

コーディネーター  ：岡田昌彰（近畿大学理工学部社会環境工学科教授） 

通訳         ：中西裕美子（大阪府教育委員会事務局文化財保護課） 

 

4）研究討論会（H 26.9.10、12）     大阪大学豊中キャンパス 参加者数：1,841名 

討論会題：27題 

 

5）第69回年次学術講演会        大阪大学豊中キャンパス 

  1 講 演 数 

 Ⅰ部門 623題 

 Ⅱ部門 213題 

 Ⅲ部門 379題 

 Ⅳ部門 135題 

 Ⅴ部門 641題 

 Ⅵ部門 709題 

 Ⅶ部門 132題 

 CS部門 269題 
 

  計  3,101題 



 

 

  2 延べ参加者数  参加者数：14,807名 

  3 優秀講演者の表彰  表彰者数：201名 

 

6）国際関連行事（H 26.9.10～13） 大阪大学豊中キャンパス 

  1 海外からの参加者  12ヶ国･地域、2海外分会、計 16名 

2 延べ参加者数  参加者数：311名 

 

7）交流会（H 26.9.11） ホテル阪急エキスポパーク 参加者数：587名 

 

8）100周年記念討論会（H 26.9.11） 大阪大学豊中キャンパス 参加者数：243名 

 

9）橋梁模型コンテスト（H 26.9.10～12） 大阪大学豊中キャンパス 参加者数：2,011名 

 

10）映画会（H 26.9.10～12） 大阪大学豊中キャンパス 参加者数：414名 

 

11）2014年豪雨による水害・土砂災害緊急調査報告会 大阪大学豊中キャンパス 参加者数：449名 

 

12）エクスカーション  大阪大学豊中キャンパス 参加者数：138名 

 

13）どぼくカフェ   参加者数：60名 

 



 

 

2．講演会、シンポジウム、研究発表会 

 

1) H26.4.3   世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ 第1回シンポジウム 土木学会講堂 

     「アジアとヨーロッパを結ぶ－ボスポラス海峡横断鉄道工事」 

      講演題数：9題 参加者数：130名 

2) H26.4.17 Jean-Noel Roux教授講演会 筑波大学 

      講演題数：1題 参加者数：24名 

3) H26.4.18 平成26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：70名 

4) H26.4.22   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3回)「事業の多様化に向けて－海外企業の事業展開の現状」 

      講演題数：2題 参加者数：72名 

5) H26.4.25～26 第60回構造工学シンポジウム 京都大学 

      講演題数：113題 参加者数：246名 

6) H26.5.10～11  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：70名 

7) H26.5.10～11  第17回応用力学シンポジウム 琉球大学 

      講演題数：121題 参加者数：213名 

8) H26.5.23 丸太打設液状化対策工法見学会 高知市仁井田新築（木材団地内） 

  講演題数：2 題 参加者数：67 名 

9) H26.5.29～30 環境水理部会研究集会2014 in 岐阜 岐阜市生涯学習センター 

                      講演題数：4題 参加者数：69名 

10) H26.5.31   留学生向け企業説明会 土木学会講堂 

      参加企業：12社 参加者数：47名 

11) H26.6.5～6    2014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：87題 参加者数：453名 

12) H26.6.7～8  第49回土木計画学研究発表会（春大会） 東北工業大学 

      講演題数：412題 参加者数：997名 

13) H26.6.20   現地見学会（34回土木史研究発表会） 東京都中央区（永代橋、勝鬨橋など） 

      講演題数：1題 参加者数：11名 

14) H26.6.21   土木史研究委員会 特別講演・討論会（34回土木史研究発表会） 

 日本大学生産工学部 津田沼キャンパス 

      講演題数：2題 参加者数：7名 

15) H26.6.21～22  第34回土木史研究発表会 日本大学生産工学部 津田沼キャンパス 

      講演題数：53題 参加者数：125名 

16) H26.6.25   第6回公共調達シンポジウム 土木学会 講堂 

       講演題数：8題 参加者数：106名 

17) H26.6.26～6.27    第39回海洋開発シンポジウム 朱鷺メッセ 

      講演題数：204題 参加者数：403名 

18) H26.7.1～2  第17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：83題 参加者数：147名 

19) H26.7.3   セメント系構築物と周辺地盤の化学的相互作用に関するシンポジウム 土木学会講堂 

     講演題数：16題 参加者数：130名 

20) H26.7.9～10  第18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：95名 

21) H26.7.17     CIM講演会2014（札幌） 札幌市教育文化会館 

      講演題数：4題 参加者数：137名 

22) H26.7.18      断層変位評価小委員会講演会・第4回構造物への影響からみた断層変位評価 

 土木学会講堂 

講演題数：2題 参加者数：81名 

23) H26.7.24～25    第13回木材利用研究発表会 土木会館 講堂 

      講演題数：17題 参加者数：77名 

24) H26.7.25     CIM講演会2014（福岡） 天神ビル大会議室11号 

      講演題数：4題 参加者数：170名 

25) H26.7.26     第8回夏休み親子見学会（関東会場）   東京外かく環状道路 市川中工区 工事建設現場 

     講演題数：1題 参加者数：30名 

26) H26.7.26     第8回夏休み親子見学会（関西会場） 

神戸市水道局 大容量送水管（奥平野工区）整備工事建設現場 

     講演題数：1題 参加者数：10名 

27) H26.7.31   地下空間研究委員会研究活動報告会 土木学会講堂 

       講演題数：7題 参加者数：41名 

28）H26.7.31    第48回 夏期講習会「都市の水水害」 京都大学防災研究所宇治川オープンラボラトリー 

講演題数：1題                         参加者数：34名 

29) H26.8.4   第17回鋼構造と橋に関するシンポジウム 法政大学 

      講演題数：10題 参加者数：108名 

30) H26.8.5   世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ 第2回シンポジウム 土木学会講堂 

     「フーバーダムバイパス－コロラドリバー橋」 

      講演題数：6題 参加者数：118名 

31) H26.8.6     東日本大震災による橋梁等の被害分析小委員会中間報告会  土木会館 講堂 

講演題数：11題 参加者数：116名 

32) H26.8.8   建設マネジメント委員会 成果発表会・表彰式 土木学会 講堂 

       講演題数：4題 参加者数：72名 

33) H26.8.21～22    第19回水シンポジウム2014 in ながさき、見学会 長崎ブリックホール、他 

      講演題数：4題 参加者数：484名 

34) Ｈ26.8.22 50+50特別シンポジウム 東海道新幹線と首都高 1964東京オリッピックに始まる50年の軌 

  跡 日本教育会館 一ツ橋ホール 

     講演題数：9題 参加者数：713名 

35) H26.8.25～26    第50回水工学に関する夏期研修会 北九州工業大学 

      講演題数：16題 参加者数：202名 

36) H26.8.29      CIM講演会2014（仙台） エルパーク仙台 

           講演題数：4題 参加者数：141名 

37)  H26.8.31          第６回土木と学校教育フォーラム 土木会館 講堂 

      講演題数：8題（別途ポスター形式の発表17編） 参加者数：94名 

38) H26.9.3   特別講演会「地球環境問題に貢献する日本の土木技術」 中央大学駿河台記念館 

      講演題数：3題 参加者数：105名 

39) H26.9.3～5  第22回地球環境シンポジウム 中央大学駿河台記念館 

      講演題数：102題 参加者数：147名 

40) H26.9.4   一般公開シンポジウム「土木分野における適応に向けた気候変動研究の将来展望」 

中央大学駿河台記念館 

      講演題数：5題 参加者数：145名 



 

41) H26.9.5      CIM講演会2014（高松） サンポートホール高松 

           講演題数：4題 参加者数：54名 

42）H26.9.10     全国大会討論会：グローカルな支点で見直そう，土木分野におけるNPO・NGO活動を！   

                                                                   大阪大学 全学教育推進連携C306 

講演題数：2題                         参加者数：50名 

43) H26.9.10   第16回 インターナショナルサマーシンポジウム 大阪大学 

     講演題数：65題 

44) H26.9.10～13  100周年記念国際若手技術者ワークショップ 大阪大学 

       参加者数：51名 

45) H26.9.11   トンネル技術史講演会 ホテルプラザオーサカ 

       講演題数：2題 参加者数：144名 

46) H26.9.13 安全・安心・安定な社会づくりに向けた地域継続計画討論会 高槻市役所総合センター 

  講演題数：1題 参加者数：60名 

47) H26.9.18   「断層変位の確率論的評価手法について」 土木学会講堂 

     講演題数：1題 参加者数：86名 

48) H26.9.19      CIM講演会2014（名古屋） 名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール 

           講演題数：4題 参加者数：121名 

49) H26.9.24      応用力学フォーラム（関東地区）「計算力学イブニングセミナー」 中央大学 

      講演題数：2題 参加者数：20名 

50) H26.9.24～25   第39回土木情報学シンポジウム 土木会館講堂他 

      講演題数：80題 参加者数：228名 

51) H26.10.1 平成26年度 地震工学委員会第2回研究会 土木会館AB会議室 

      講演題数：2題 参加者数：42名 

52) H26.10.2         応用力学フォーラム（中部地区）「地震・津波災害へ備えるために」 名城大学 

      講演題数：3題 参加者数：30名 

53) H26.10.3      CIM講演会2014（広島） サテライトキャンパスひろしま 

           講演題数：4題 参加者数：96名 

54) H26.10.4～5     第42回環境システム研究論文発表会 産業技術総合研究所 

      講演題数：103題 参加者数：167名 

55) H26.10.8      地震工学委員会主催「どぼくカフェ」 まちなかキャンパス長岡 

      講演題数：1題 参加者数：10名 

56) H26.10.9～11  第34回地震工学研究発表会、見学会 まちなかキャンパス長岡、他 

      講演題数：134題 参加者数：224名 

57) H26.10.17      CIM講演会2014（大阪） 大塚商会 関西支社 

           講演題数：4題 参加者数：112名 

58) H26.10.19   第7回土木ふれあいフェスタ イオンモール神戸北 

       講演題数：1題 参加者数：350名 

59) H26.10.21        断層変位評価小委員会講演会・第５回断層変位評価の解析技術     土木学会・AB会議室 

            講演題数：3題 参加者数：47名 

60) H26.10.21   「これからの遮音壁について考える」公開シンポジウム 

 松本市あがたの森文化会館  本館２階  大会議室 

      講演題数：5題 参加者数：58名 

61) H26.10.21～22    第11回 構造物の衝撃問題に関するシンポジウム 土木会館講堂 

      講演題数：2題 参加者数：42名 

62) H26.10.22   「これからの遮音壁について考える」現地検討会 伊那ＩＣ/飯田ＩＣ南 

      講演題数：2題 参加者数：38名 



 

63) H26.10.27         応用力学フォーラム（関西地区）「水災害時の流体力と非難行動を考える」 京都大学 

      講演題数：3題 参加者数：30名 

64) H26.10.28     原子力土木委員会・公開講演会「原子力専門家と市民との係り」   土木学会・講堂 

講演題数：2題 参加者数：85名 

65) H26.10.29～30 第8回道路橋床版シンポジウム 土木学会講堂およびA・B会議室 

      講演題数：63題 参加者数：177名 

66) H26.11.1～3     第50回土木計画学研究発表会（秋大会） 鳥取大学 

      講演題数：336題 参加者数：754名 

67) H26.11.11        第61回海岸工学講演会前日シンポジウム 広島国際会議場 

     テーマ1「南海トラフ巨大津波等への備え」、テーマ2「IPCC第6次評価報告書」 

      講演題数：11題 参加者数：114名 

68) H26.11.12   建設マネジメントに関する地域シンポジウム（北海道） 北海道大学 

       講演題数：3題 参加者数：242名 

69) H26.11.12～13 第５回FRP複合構造・橋梁に関するシンポジウム 土木学会講堂他 

       講演題数：23題 参加者数：79名 

70) H26.11.12～14    第61回海岸工学講演会 ウィンクあいち 

      講演題数：299題 参加者数：660名 

71) H26.11.14      CIM講演会2014（沖縄） 沖縄県立博物館・美術館 

           講演題数：4題                         参加者数：64名 

72) H26.11.19   100周年記念防災に関する国際円卓会議 土木学会講堂 

     講演題数：9題 参加者数：157名 

73) H26.11.20   100周年記念国際フォーラム JPタワーホール＆カンファレンス 

     “社会インフラの豊かな生活への貢献” 

     講演題数：13題 参加者数：228名 

74) H26.11.20   100周年記念事業 土木学会講堂 

     社会インフラ（道路施設）の維持管理に関する国際集会 

     講演題数：7題 参加者数：30名 

75) H26.11.25   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：71名 

76) H26.11.26   土木建設技術発表会2014 土木会館講堂他 

      講演題数：41題 参加者数：183名 

77) H26.11.27       安全問題討論会’14 土木学会講堂および会議室 

      講演題数：25題 参加者数：53名 

78) H26.11.28   第2回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：75名 

79) H26.11.28      CIM講演会2014（富山） 富山県農協会館 

           講演題数：4題 参加者数：78名 

80) H26.12.1     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：59名 

81) H26.12.2       2014年度応用力学講演会「激甚化する豪雨災害」 東京大学地震研究所 

       講演題数：4題 参加者数：65名 

82) H26.12.3   世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ 第3回シンポジウム 土木学会講堂 

     「パハン・セランゴール導水トンネル」 

      講演題数：5題 参加者数：124名 

83) H26.12.4～5  第24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：72題（特別講演含む） 参加者数：235名 

84) H26.12.5   第10回景観・デザイン研究 シンポジウム グランフロント大阪 

      講演題数：4題 参加者数：153名 

85) H26.12.6～7   第10回景観・デザイン研究発表会 大阪工業大学 

      講演題数：84題 参加者数：296名 

86) H26.12.9       第2回地盤工学から見た堤防技術シンポジウム 地盤工学会 

       講演題数：17題 参加者数：63名 

87) H26.12.10 平成26年度 地震工学委員会第3回研究会 土木会館講堂 

      講演題数：1題 参加者数：43名 

88) H26.12.10   建設マネジメントに関する地域シンポジウム（四国） 高知会館 

       講演題数：4題 参加者数：112名 

89) H26.12.11   第32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：109名 

90) H26.12.11～12     第19回舗装工学講演会 土木学会講堂 

      講演題数：39題 参加者数：119名 

91) H26.12.15      欧州CIM技術調査報告会（東京） 土木学会AB会議室 

           講演題数：5題 参加者数：45名 

92) H26.12.16～18 第21回鉄道技術政策総合シンポジウム（J-Rail2014） 朱鷺メッセ 

      講演題数：200題 参加者数：438名 

93) H26.12.17       火山地域における土砂災害発生メカニズムと社会的対応に関する研究集会 地盤工学会 

      講演題数：4題 参加者数：75名 

94) H26.12.19      CIM講演会2014（東京） 日比谷コンベンションホール 

           講演題数：4題 参加者数：167名 

95) H26.12.20～22   第51回環境工学研究フォーラム 山梨大学 

      講演題数：128題 参加者数：239名 

96) H26.12.22       応用力学フォーラム（東北地区）「工学のための最適化数学の基礎」 東北大学 

       講演題数：4題 参加者数：27名 

97) H26.12.24   第42回環境システムシンポジウム「地球温暖化の適応策を考える」 

        桜美林大学四ツ谷キャンパス 

      講演題数：5題 参加者数：67名 

98) H27.1.8～9     第43回岩盤力学に関するシンポジウム 土木会館 

           講演題数：59題 参加者数：149名 

99) H27.1.14 1995年兵庫県南部地震20周年講演会 土木会館講堂 

      講演題数：4題 参加者数：97名 

100) H27.1.16      欧州CIM技術調査報告会（東京） 大塚商会 本社 

           講演題数：5題 参加者数：104名 

101) H27.1.22      欧州CIM技術調査報告会（大阪） 大塚商会 関西支社 

           講演題数：5題 参加者数：74名 

102）H27.1.22    津波研究に関連する最新の話題(その1)             弘済会館 ４階梅 

           講演題数：3 参加者数：72名 

103)H27.1.22～23  第20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：35題 参加者数：401名 

104) H27.1.25      第14回土木学会デザイン賞授賞式 土木学会講堂 

      講演題数：8題 参加者数：105名 

105) H27.2.3      建設技術研究委員会30周年事業 記念講演会 前田建設工業本社 

           講演題数：2題 参加者数：131名 



 

106) H27.2.13      「映像と講演の夕べ ～世界遺産富岡製糸場と土木～」 土木学会講堂 

           講演題数：3題 参加者数：85名 

107) H27.2.17     第6回 断層変位評価小委員会講演会                 土木学会講堂 

           講演題数：2題 参加者数：54名 

108) H27.2.26      談話会 「新たな作業領域に挑戦するロボット技術の開発について」 土木会館講堂 

           講演題数：3題 参加者数：67名 

109) H27.2.27   建設産業グローバルビジョン講演会 東京大学 

     「世界のリーダーと語る建設産業のグローバル展開」 

     ～世界のコンサルタントに学ぶ編～ 

      講演題数：6題 参加者数：220名 

110) H27.3.10   第27 回アゲールシンポジウム 早稲田大学 

      講演題数：2題 参加者数：206名 

111) H27.3.10   河川災害に関するシンポジウム 早稲田大学 

      講演題数：3題 参加者数：241名 

112) H27.3.10～12     第59回水工学講演会 早稲田大学 

      講演題数：249題 参加者数：472名 

113) H27.3.11         第59回水工学講演会特別講演 早稲田大学 

      講演題数：2題 参加者数：140名 

114)H27.3.11     第6回木材利用シンポジウム 土木学会講堂 

講演題数：5題 参加者数：51名 

115)H27.3.18       「原子力発電所周辺斜面の安定性評価の高度化－地震作用の増大にそなえて－」 

土木学会講堂 

講演題数：6題 参加者数：112名 

116) H27.3.23   世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ 第4回シンポジウム 土木学会講堂 

     「世界を結ぶ国際インフラ： 

港湾インフラシステム輸出戦略とパシルパンジャン港建設プロジェクト」 

      講演題数：6題 参加者数：120名 

 

3．講習会、セミナー 

1) H26.5.22     「パッケージ型インフラ輸出の促進に向けて 

～建設技術者が果たすべき役割～」に関する講習会 土木学会講堂 

     講演題数：6題 参加者数：52名 

2) H26.5.23     がれきの処分と有効利用に関する調査研究小委員会「成果報告会」 土木学会講堂 

     講演題数：6題 参加者数：57名 

3) H26.6.3        トンネル構造物のコンクリ－トに対する耐火工設計施工指針(案）発刊に伴う講習会 

         土木学会講堂 

講演題数：7題                          参加者数：66名 

4) H26.6.6   トンネル工学セミナー 土木学会 AB会議室 

       講演題数：2題 参加者数：63名 

5) H26.6.10   平成26年度構造工学委員会セミナー 土木会館 講堂 

       講演題数：3題 参加者数：120名 

6) H26.6.27   №.23 ドボジョッキー「土木の語り部」体験会！ ド・ヴォーク中野 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

7) H26.7.4   「設計基準体系における安全性照査ガイドライン」に関する講習会 土木会館 講堂 

     講演題数：8題 参加者数：50名 

8) H26.7.16   「鉄筋コンクリート設計システム研究小委員会(340委員会)第2期」 



 

および「社会基盤施設の設計と維持管理の連係システムの構築 

に関する研究小委員会(344委員会)」合同成果報告会 土木学会講堂 

     講演題数：10題 参加者数：78名 

9) H26.8.7 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：90名 

10) H26.8.18 「腐食した鋼構造物の性能回復」講習会（東京会場） 土木学会講堂 

 講演題数：11題 参加者数：94名 

11) H26.8.22   複合構造ずれ止めの性能評価に関する講習会 土木学会講堂 

     講演題数：8題 参加者数：55名 

12) H26.9.1～2  国際サマーセミナー2014 土木会館 

     講演題数：4題 参加者数：23名 

13) H26.9.18～19  東日本大震災における岩手県沿岸南部地方被災地の現地視察会    岩手県内被災箇所 

講演題数：5題  参加者数：47名 

14) H26.9.22 「腐食した鋼構造物の性能回復」講習会（広島会場） 広島工業大学広島校舎 

 講演題数：11題 参加者数：105名 

15) H26.9.24   №24 ドボジョイ観光興学・「土木の語り部」体験講習会！ ド・ヴォーグ中野 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

16) H26.9.30     コンクリート構造物の品質確保研究委員会ワークショップ 

 「品質確保マネジメントの現場での実践と，今後の展望」 土木学会講堂 

     講演題数：3題 参加者数：57名 

17) H26.10.1     「大河津分水可動堰記録保存検討委員会」成果報告会 土木学会講堂 

     講演題数：5題 参加者数：60名 

18) H26.10.2～3    平成26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：42名 

19) H26.10.23 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：8題 参加者数：75名 

20) H26.10.25   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：5題 参加者数：55名 

21) H26.11.7         平成26年度 施工計画講習会 

「施工計画のポイントとＣＩＭへの取り組み」 土木会館講堂 

      講演題数：6題 参加者数：79名 

22) H26.11.10     第39回トークサロン（1回目） 東日本大震災復興フォローアップセミナー 

  「生活・生産の場としての漁村再生」 中央大学後楽園キャンパス 

          講演題数：5題 参加者数：40名 

23) H26.11.11     「大河津分水可動堰記録保存検討委員会」成果報告会 アオーレ長岡 

     講演題数：5題 参加者数：122名 

24) H26.11.12   FRPによるコンクリート構造の補強設計に関する講習会 土木学会講堂 

     講演題数：7題 参加者数：79名 

25) H26.11.13   FRP複合構造に関する講習会 土木学会講堂 

     講演題数：8題 参加者数：79名 

26) H26.11.25   №198 ドボジョイ東京・土木観光百景ウォーク！ ＪＲ新宿駅 

     講演題数：1題 参加者数：2名 

27) H26.12.8   「公共工事設計施工標準請負契約約款」説明会 土木学会講堂 

     講演題数：1題 参加者数：26名 

28) H26.12.12   歩行者系舗装入門（安全で安心な路面を目指して）の講習会 土木学会講堂 



 

     講演題数：2題 参加者数：58名 

29) H26.12.13～14 №6 ドボジョグ東京・観光アスリート工学！ 四ツ谷駅 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

30) H26.12.15     第14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：5題 参加者数：53名 

31) H26.12.15    第39回トークサロン（2回目）東日本大震災復興フォローアップセミナー 

     「津波対策技術のフロンティア」 中央大学後楽園キャンパス 

          講演題数：3題 参加者数：30名 

32) H26.12.18      第27回鋼構造基礎講座「鋼橋の維持管理－維持管理の現況と今後のあり方－」 

土木会館講堂 

      講演題数：5題 参加者数：73名 

33) H27.1.10   土木計画学ワンデイセミナー NO.71 自転車利用環境計画の進展と課題 

 土木学会講堂 

      講演題数：7題 参加者数：134名 

34) H27.1.15     行動する技術者セミナー ～沖縄で育む「行動する技術者」（西部支部沖縄会との共催） 

 沖縄県立博物館美術館講堂 

           講演題数：2題、パネルディスカッション：１題 参加者数：109名 

35) H27.1.16      第28回鋼構造基礎講座「実務者のための橋梁維持管理－鋼橋部位別の課題と補修事例－」 

土木会館講堂 

      講演題数：5題 参加者数：74名 

36) H27.1.22 土木計画学ワンデイセミナー NO.72 航空輸送に関する高度なモデル化と統計分析手

法の政策への応用：手法論と政策論 土木学会講堂 

      講演題数：6題 参加者数：116名 

37) H27.1.23 土木計画学ワンデイセミナー NO.73 震災20年をむかえた災害研究のこれまでとこれ

から～土木計画学の視点から デザイン・クリエイティブセンター神戸KIITO３ 

      講演題数：7題 参加者数：22名 

38) H27.1.24         地盤工学セミナー「地盤に起因する土木・建築紛争の解決に向けてPart3」 日本大学 

                 講演題数：9題 参加者数：172名 

39) H27.1.26      第39回トークサロン（3回目）東日本大震災復興フォローアップセミナー 

     「海岸地域の総合的利用管理」 土木会館 講堂 

          講演題数：3題 参加者数：44名 

40) H27.1.27 トンネル・ライブラリー第27号「シールド工事用立坑の設計」に関する講習会 

土木学会講堂 

 講演題数：7題 参加者数：120名 

41) H27.1.28 №27 ドボジョッキー＝土木の語り部・体験会！ ド・ヴォーグ中野 

  講演題数：1題 参加者数：1名 

42) H27.2.4       第40回土木学会トークサロン 「インフラの呪縛－公共事業はなぜ迷走するのか」 

土木会館 講堂 

          講演題数：1題 参加者数：19名 

43) H27.2.6     「発電所環境アセスメント迅速化に資する技術開発の 

動向と展望」報告会 土木学会AB会議室 

     講演題数：2題 参加者数：54名 

44) H27.2.24 №202 土木の語り部とドボジョイ百景ウォーク！ JR四ツ谷駅 

  講演題数：1題 参加者数：1名 

45) H27.2.28   地下空間の防災・減災セミナー 地下浸水の対策と課題～名古屋・大阪を事例として～ 

 中部大学名古屋キャンパス 

      講演題数：5題 参加者数：89名 



 

46) H27.2.28～3.7   第16回途上国の環境問題を見て考える全国学生ツアー ネパール（カトマンズ） 

      講演題数：1題 参加者数：13名 

47) H27.3.9 土木計画学ワンデイセミナー NO.74 交通関連ビッグデータは土木計画の研究と実務

に何をもたらすか？ 東京工業大学蔵前工業会館内 「くらまえホール」 

      講演題数：12題 参加者数：181名 

48) H27.3.13   「地下構造物のアセットマネジメント-導入に向けて-」に関する講習会 土木学会講堂 

      講演題数：6題 参加者数：93名 

49) H27.3.14 土木計画学ワンデイセミナー NO.75 「少子高齢社会における子育てしやすいまちづく

り～大都市と地方都市、都心と郊外、どちらが子育てしやすいか？～」 土木学会講堂 

      講演題数：8題 参加者数：70名 

50) H27.3.18     「二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術の現況と展望」 土木学会EF会議室 

     講演題数：2題 参加者数：42名 

51) H27.3.25 第3回土木 a la mode                        土木学会AB会議室 

      「大地の手触り～住まう大地、恵みの大地～」 

      講演題数：2題  参加者数：20名 

52) H27.3.27 土木計画学ワンデイセミナー NO.76 「幹線旅客交通のフロンティア」 土木学会講堂 

      講演題数：7題 参加者数：75名 

 

 



 

 

4．国際交流（受入） 

 

H26.6.13 JSCE韓国分会 李 東郁韓国分会長 

 JSCE台湾分会 柯 武徳台湾分会幹事長 

 土木学会定時総会出席 

H26.9.7～15          トルコ土木学会 Mr. Engin Nacaroglu 

 ミャンマー工学会 Mr. Si Thu Win 

 モンゴル土木学会 Mr. Ankhbayar Ulziidiidermaa 

 2014年STGプログラム参加 

H26.9.10            JSCE韓国分会 李 東郁韓国分会長 

 JSCE台湾分会 柯 武徳台湾分会幹事長 

 H26年度全国大会 研究討論会参加 

H26.10.31 JICA研修生プログラム JICA研修プログラムによる土木学会訪問 JICA研修生 一行 

H26.11.17～18 米国土木学会 Dr. David D. Stevens 会長一行 

 中国土木水利工程学会 Prof. Luh-Maan Chang 他 

オーストラリア工学会 Mr. Jeff. R. Howard 

 インドネシア土木構造工学会 Prof. Iswandi Imran 

 バングラデシュ工学会 Dr. Shamim Z. Bosunia 会長、Mr. Abdur Rouf 

 パキスタン工学会 Mr. Sohali Bashir 

 大韓土木学会 Prof. Jae Woo Park他 

  モンゴル土木学会 Prof. Ganzorig Erdene 会長一行 

 フィリピン土木学会 Dr. Erenesto S de. Castro 他 

 ベトナム土木学協会連合 Mr. Truong Phu Cuong 他 
 ACECC 第27回理事会（ECM）東京会議 参加 

H26.11.18～21 米国土木学会 Dr. David D. Stevens 会長一行 

中国土木工程学会 Prof. Li Young Sheng 副会長一行 

 中国土木水利工程学会 Prof. Liang Jenq-Leu 一行 

オーストラリア工学会 Mr. Jeff. R. Howard 

 ヨーロッパ土木技術者評議会 Mr. Gozard Humar 

 タイ工学会 Dr. Withit Pansuk 

 インドネシア土木構造工学会 Prof. Iswandi Imran 

 インドネシア公共事業省 Mr. Hartanto 局長一行 

 香港工程師学会 Mr. Victor K.Y.Lo 

 英国土木学会 Mr. David Balmforth 

 バングラデシュ土木学会 Dr. Shamim Z. Bosunia 会長一行 

 パキスタン工学会 Mr. Sohali Bashir 

 オランダ王立工学会 Prof. J.K.Han Vrijling 

大韓土木学会 Prof. Myung Pil Shim 会長 一行 

  モンゴル土木学会 Prof. Ganzorig Erdene 会長一行 

ミャンマー工学会 Prof. Saw Htwe Zaw 一行 

 ネパール技術者協会 Mr. Sachindra Kumar Dev 

 フィリピン土木学会 Mr. David Sanchez 会長一行  

ベトナム土木学協会連合 Mr. Tran Ngoc Hung 会長一行 

 ベトナム構造建設技術協会 Mr. Nguyen Van Cong 副会長一行 

 JSCE台湾分会 陳 景文分会長一行 

韓国分会 李 東郁分会長 

モンゴル分会 Prof. Ganzorig Erdene 前分会長一行 

トルコ分会 ベイザ・タスキントルコ分会幹事長 



 

 

100周年記念式典および国際シンポジム参加 

H26.11.19  中国土木工程学会 Prof. Li Young Sheng 副会長一行 

 中国土木工程学会―JSCEミーティング 

H26.11.19  大韓土木学会 Prof. Myung Pil Shim 会長 一行 

大韓土木学会-JSCE ミーティング 

H26.11.19 JSCE台湾分会 陳 景文分会長一行 

JSCE韓国分会 李 東郁分会長 

JSCEモンゴル分会 Prof. Ganzorig Erdene 前分会長一行 

 JSCEトルコ分会 ベイザ・タスキントルコ分会幹事長 

2014年海外支部会議参加 

 

5．国際交流（派遣） 

H26.5.21  第 3 回 CJV 技術セミナー 

  ベトナム：ハノイ 橋本 鋼太郎 土木学会長、国際センターベトナム担当ファン・ハウ・ユイ・ウォック(清水建設

(株))、清水 亨国際センター次長(国土交通省)、日比谷 啓介土木学会技術推進機構長、

小浪 尊宏(国土交通省)、波津久 毅彦(首都高速技術㈱)、澁谷有希子 国際センター参加 

H26.6.13～14  モンゴル土木学会年次大会参加 

モンゴル：ウランバートル 山口 栄輝 国際センターモンゴル担当(九州工業大学)、森戸 義孝(国土交通省)、 

 宮武 義昭（土木研究所） 

H26.6.23～24  ワークショップ“公共交通の運賃政策 

 ベトナム：ハノイ  兵藤 哲朗 国際センターベトナム担当(東京海洋大学)、 東京メトロ(株)他 

 H26.8.25～27 EIT-JSCE ジョイント・インターナショナルシンポジウム 

   タイ・バンコク       大津 宏康岩盤力学委員（京都大学大学院）、他委員会関係者 

 H26.8.28～29 JSCE-KSCE-台湾公共工程学会ジョイントセミナー 

 韓国・釜山 山崎 惟義西部支部長（福岡大学）李 東郁韓国分会、陳 景文台湾分会長、 

 柯 武徳台湾分会幹事長、他  

H26.9.19～20 JSCE 土木技術セミナー(新ウランバートル国際空港建設プロジェクト) 

モンゴル：ウランバートル 山口 栄輝 国際センターモンゴル担当(九州工業大学)、松川 圭輔（千代田化工建設） 

H26.10.6  JSCE インドネシア分会開所記念セミナー 

インドネシア：ジャカルタ 小野 武彦 土木学会元会長（清水建設(株)）、石田 東生国際センターインドネシア担当(筑

波大学)、曽根 真理 国際センターインドネシア担当（国土技術政策総合研究所）、 

 北 直紀 国際戦略委員会委員（清水建設(株)）、七條 牧夫 国際戦略委員会副幹事長 

(国土交通省) 

H26.10.7～8  道路交通・トンネルセミナー 

インドネシア：ジャカルタ 小野 武彦 土木学会元会長（清水建設(株)）、石田 東生国際センターインドネシア担当(筑

波大学)、曽根 真理 国際センターインドネシア担当（国土技術政策総合研究所）、 

 北 直紀 国際戦略委員会委員（清水建設(株)）、七條 牧夫 国際戦略委員会副幹事長 

(国土交通省)ほか 

H26.10.7～11  米国土木学会（ASCE）年次大会参加 

パナマ共和国：パナマ 磯部 雅彦 土木学会長、橋本 鋼太郎 土木学会前会長、石井 弓夫土木学会元会長、 

 大西 博文 土木学会専務理事、土橋 浩 国際センター米国担当(首都高技術(株))、 

 荒木 祐宏(清水建設(株))、井口 達也（大林組(株)）、大西 英之(鹿島建設(株))、清水 弘

幸(荒川知水資料館)、白鳥 明 (一財)首都高速道路技術センター）、細谷 学（大成建設

(株)）、油島 栄蔵（大林組(株)）、澁谷 有希子 土木学会国際センター 

H26.10.9  米国土木学会－JSCE ミーティング 



 

 

パナマ共和国:パナマ 磯部 雅彦 土木学会長、橋本 鋼太郎 土木学会前会長、石井 弓夫土木学会元会長、 

   大西 博文 土木学会専務理事、土橋 浩 国際センター米国担当(首都高技術(株))、 

        白鳥 明 (一財)首都高速道路技術センター）、澁谷 有希子 土木学会国際センター 

H26.10.22～24  大韓土木学会（KSCE）年次大会参加 

韓国：大邱  磯部 雅彦 土木学会会長、山川 朝生 国際センター長代行兼次長、大嶋 匡博 土木学会

関東支部長（大成建設(株)）、影山 雄 土木学会関東支部(清水建設(株))、勝地 弘 横浜

国立大学教授、江上 和也 国際センター韓国担当((株)エコー)、菊地 崇 土木学会国際セ

ンター 

H26.11.13～15   フィリピン土木学会（PICE）年次大会参加 

フィリピン：レガスピ 石井 弓夫 土木学会元会長（(株)建設技術研究所） 

H26.11.28  JSCE-PICE ジョイントセミナー「台風ハイヤンによる災害調査と分析，両国にお 

フィリピン：マニラ ける今後の海岸防災における課題」 

   田島 義満 海岸工学委員会委員(東京大学)、安田 誠宏(京都大学)、西村 宏明(京都大

学)、ほか 

H26.12.6～7  中国土木水利工程学会（CICHE）年次大会参加 

台湾：高雄  上田 多門 国際センター長(北海道大学)、山川 朝生 国際センター長代行兼次長（日本工

営）、中村 光 名古屋大学教授、大内 雅博 国際センター台湾担当(高知工科大学)、エレ

ン・ワン 国際センター台湾担当((株)近代設計) 

H26.12.19 JSCE-ホーチミン工科大学ジョイントセミナー 

ベトナム：ホーチミン  石塚 敬之 国際センターベトナム担当((株)TTES)、菅沼 忠久（(株)TTES）、土屋 宗典(長

野計器(株))他 

H27.1.13  JSCE-VFCEA 防災や環境と調和した持続的な海洋観光開発に関するジョイントセミナー 

ベトナム:ニャチャン 高木 泰士海洋開発委員(東工大)、他委員会メンバー 

    

6．交 流 会 

1）H26.6.13 平成26年度定時総会（通算第100回）に伴う交流会： 

ホテル メトロポリタンエドモンド 参加者数：265名 

2）H26.9.8 平成24年度土木学会全国大会に伴う交流会： 

ホテル阪急エキスポパーク 参加者数：587名 

3）その他、『講演会』、『講習会』、『シンポジウム』等の開催時に随時開催 

 

7．｢土木の日｣および｢くらしと土木の週間｣に関する各種行事 

1）H26.9.20～10.31 土木コレクション2014 HANDS+EYES 行幸地下ギャラリー 

2）H26.11.19～22 土木コレクション2014 HANDS+EYES 新宿西口広場では 

｢土木の日｣行事の詳細は｢Ⅳ．支部行事｣欄の各支部｢土木の日｣および｢くらしと土木の週間｣行事をご参照のこと。 

 

8．記者発表関連 

H26.4.8 記者会見の開催について（社会インフラ維持管理・更新の重点課題検討特別委員会） 

H26.4.17 記者発表のご案内：（社会インフラ維持管理・更新の重点課題検討特別委員会／安全問題研究委員

会・小委員会） 

H26.5.20 「平成25年度土木学会賞」に関する記者発表会のご案内 

H26.5.21 「土木技術者の倫理規定」の改定のお知らせ 

H26.5.29 第39回報道機関懇談会のご案内 

H26.6.3 「土木学会創立100周年記念切手」のお知らせ 

H26.6.3 「技術評価証授与式」開催のご案内 



 

 

H26.6.5 土木学会創立100周年記念出版『土木コレクション2014 HANDS＋EYES』を発刊しました 

H26.6.13 平成26年度定時総会 

H26.6.17 平成26年度土木学会会長「記者共同インタビュー」のご案内 

H26.6.23 「東京メトロコレクション」＆「土木コレクション」開催のお知らせ 

H26.8.26 平成２６年広島豪雨災害合同緊急調査団について 

H26.9.27 現場見学ツアー第５弾のご案内 

H26.10.10 平成26年度土木学会選奨土木遺産が決まりました 

H26.10.27 第40回報道機関懇談会の開催について 

H26.11.17 創立100周年ウィーク（11月18日～24日）のご案内 

H27.2.19 第41回報道機関懇談会のご案内 

H27.3.16 土木学会特別表彰決定のお知らせ 

H27.3.25 第3回土木 a la mode（アラモード）のご案内 

 

9．他学会との共催、協賛、後援 

1）共  催 

平成 26 年 

（1） H26.4.25～26 第 60 回構造工学シンポジウム 構造工学委員会 京都府 

（2） H26.5.12 第 27 回環境工学連合講演会                  環境工学委員会 東京都 

（3） H26.5.31     持続可能な琵琶湖流域のマネジメント                総務部門    滋賀県 

（4） H26.7.10～11 安全工学シンポジウム 2014                         安全問題研究委員会 東京都 

（5） H26.7.15 第 49 回地盤工学研究発表会：特別セッション～地盤工学会における 

ダイバーシティの実現～                               教育企画・人材育成委員会 福岡県 

（6） H26.7.25～26 第 9回日本モビリティ･マネジメント会議（ＪＣＯＭＭ） 土木計画学委員会 北海道 

（7） H26.8.28 第 14 回建設ロボットシンポジウム 建設用ロボット委員会 東京都 

（8） H26.9.26～28 理論応用力学講演会（第 63 回） 応用力学委員会 東京都 

（9） H25.7.23 日本環境共生学会主催シンポジウム「地域の継承にむけて」         総務部門     徳島県 

（10）H26.10.27～28  第 58 回材料工学連合講演会 コンクリート委員会 京都府 

（11）H26.11.20～21 キャビテーションに関するシンポジウム（第 17 回）                 水工学委員会 東京都  

（12）H26.12.3～5    第 23 回風工学シンポジウム                            構造工学委員会 東京都  

（13）H26.2.12      第 14 回日本地震工学シンポジウム 地震工学委員会 千葉県  

平成 27 年 

（14）H27.2.23     地盤に関する解析技術（個別要素法）講習会 地盤工学委員会 東京都 

 

2）他に協賛104件、後援101件、 

上記の他に国際センター関係：協賛２件、後援５件 

 

3）国際会議 

《主  催》 

 H26.11.20     社会インフラ(道路施設)の維持管理に関する国際ワークショップ  構造工学委員会、東京 

《共  催》 

H26.5.21           第 3 回 CJV 技術セミナー 国際センター、ベトナム分会、ベトナム・ハノイ 

H26.6.12           第 4 回 CJV 技術セミナー 国際センター、ベトナム分会、ベトナム・ハノイ 

H26.6.23～24  ワークショップ“公共交通の運賃政策 国際センター、ベトナム分会、ベトナム・ハノイ 

H26.8.28           第 5 回 CJV 技術セミナー 国際センター、ベトナム分会、ベトナム・ハノイ 

H26.8.28～29     JSCE-KSCE-台湾工程学会ジョイントセミナー 西部支部、韓国分会、台湾分会、韓国・釜山 

H26.9.5～7          JSCE-EIT ジョイントセミナー 岩盤力学委員会、タイ・バンコク 

H26.9.13           第 8 回 AIJ-WFEO-JFES-JSCE 合同国際シンポジウム 国際センター、神戸市 



 

 

H26.9.19           JSCE 土木技術セミナー 国際センター、モンゴル分会 モンゴル・ウランバトル 

H26.9.26           第 6 回 CJV 技術セミナー 国際センター、ベトナム分会、ベトナム・ハノイ 

H26.10.7～8      道路交通・トンネルセミナー 国際センター、インドネシア分会、インドネシア・ジャカルタ 

H26.10.13～17 第 8回アジア地域岩の力学シンポジウム（ARMS8) 岩盤力学委員会 北海道 

H26.11.14         第 7 回 CJV 技術セミナー 国際センター 国家建設大学、ベトナム・ハノイ 

H26.11.28          JSCE-PICE ジョイントセミナー 海岸工学委員会、フィリピン・マニラ 

H26.12.19          JSCE-ホーチミン工科大学ジョイントセミナー 国際センター、ベトナム分会, ベトナム・ホーチミン 

H27.3.14～18       国連防災世界会議 土木学会、国土交通省、宮城・仙台市 

 

2）他に協賛12件、後援17件 


