
 

Ⅲ．本 部 行 事 

 

１．平成27年度全国大会 

 

（1） H27.9.16～18 岡山大学津島キャンパス 

1）基調講演会（H 27.9.17） 岡山プラザホテル 参加者数：800名 

会長講演：次代に繋ぐ土木技術者の「志」と「熱意」  

   土木学会会長  廣瀬典昭 

特別講演：土木工学と土木技術者の使命－津田永忠の偉業と地方交通再生に学ぶ-  

   両備ホールディングス（株）会長兼ＣＥＯ 小嶋光信 

 

2）全体討論会（H 27.9.17）        岡山大学津島キャンパス 参加者数：900名  

テーマ  「地域とともに確かな未来を築く土木技術～新たなる第一歩～」 

コーディネーター ：阿部宏史（岡山大学理事・副学長） 

パネリスト      ：池内幸司（国土交通省技監） 

 ：後藤千恵（ＮＨＫ解説委員） 

 ：須田久美子（鹿島建設(株)東京外環地中拡幅準備事務所所長）  

：太田 昇（岡山県真庭市長） 

  ：桑子敏雄（東京工業大学大学院社会理工学研究科教授） 

：加藤せい子（ＮＰＯ法人吉備野工房ちみち理事長） 

 

３）第70回年次学術講演会        岡山大学津島キャンパス 

  1 講 演 数 

 Ⅰ部門 623題 

 Ⅱ部門 240題 

 Ⅲ部門 423題 

 Ⅳ部門 137題 

 Ⅴ部門 654題 

 Ⅵ部門 794題 

 Ⅶ部門 141題 

 CS部門 282題 
 

  計  3,294題 

  2 延べ参加者数  参加者数：16,391名 

  3 優秀講演者の表彰  表彰者数：281名 

 

4）研究討論会（H27.9.16、18）     岡山大学津島キャンパス 参加者数：1,758名 

討論会題：30題 

 

 

5）交流会（H27.9.18） 岡山プラザホテル 参加者数：658名 

 

6）中国支部特別企画「地域の安全・安心に向けた新たなる第一歩～広島土砂災害を教訓に～」 

岡山大学津島キャンパス 参加者数：70名 

 

7）国際関連行事（H 27.9.16～17） 岡山大学津島キャンパス 

  1 海外からの参加者  12ヶ国･地域、2海外分会、計 21名 

2 延べ参加者数  参加者数：224名 



 

 

8）映画会（H27.9.16～18） 岡山大学津島キャンパス 参加者数：261名 

 

9）パネル展示（H27.9.16～18） 創立五十周年記念館大中小会議室 参加者数：351名 

 

10）土木コレクション2015 in 岡山（H27.9.16～20）岡山シティミュージアム 参加者数：758名 



 

2．講演会、シンポジウム、研究発表会 

 

1) H27.4.21 平成27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：78名 

2) H27.4.22～25    流量観測ワークショップ 信濃川（新潟県小千谷市付近） 

      講演題数：1題 参加者数：50名 

3) H27.4.25～26 第61回構造工学シンポジウム 東京工業大学 

      講演題数：107題 参加者数：654名 

4)  H27.5.13 ネパール地震 地震被害調査結果 速報会  

東京大学生産技術研究所 コンベンションホール 

  講演題数：1題 参加者数：197 名 

5) H27.5.16～17  第18回応用力学シンポジウム 金沢大学 

      講演題数：99題 参加者数：208名 

6) H27.5.18～19 環境水理部会研究集会2015 in 京都 京都大学防災研究所連携研究棟大セミナー室 

                      講演題数：19題 参加者数：77名 

7) H27.5.19    原子力土木委員会 公開講演会「歴史に学ぶ防災論 関東大震災は語る」 土木会館講堂 

           講演課題：１題                        参加者数：92 名 

8) H27.6.6～7  第51回土木計画学研究発表会（春大会） 九州大学 伊都キャンパス 

      講演題数：435題 参加者数：920名 

9) H27.6.8     「センシング情報社会基盤」講習会 土木学会講堂 

           講演題数：10 題 参加者数：135 名 

10) H27.6.10～11   2015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：497名 

11) H27.6.19   現地見学会（35回土木史研究発表会） 第一白川橋梁、立野橋梁など 

      講演題数：3題 参加者数：25名 

12) H27.6.20    土木史研究委員会 シンポジウム ～『世界遺産のなかの土木遺産を考える』～（35回土

木史研究発表会） 熊本大学 

      講演題数：2題 参加者数：30名 

13) H27.6.20～21  第35回土木史研究発表会 熊本大学 

      講演題数：41題 参加者数：90名 

14) H27.6.22～6.23    第40回海洋開発シンポジウム 神戸国際会議場 

      講演題数：202題 参加者数：450名 

15) H27.7.1      CIM講演会2015（東京） 東京国立博物館 

講演題数：5題 参加者数：335名           

16)H27.7.3     断層変位評価に関するシンポジウム                土木学会 講堂 

          講演題数：14                          参加者数：128 

17) H27.7.7～8  第18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：79題 参加者数：150名 

18) H27.7.11    歴史と風景から「みなとヨコスカ」の魅力を探る講演会 ヨコスカベイサイドポケット 

      講演題数：4題 参加者数：211名 

19) H27.7.14   「火災を受けた鋼橋の診断補強ガイドライン」講習会 土木会館 講堂 

      講演題数：6題 参加者数：108名 

20) H27.7.15      CIM講演会2015（仙台） 仙台福祉プラザ ふれあいホール 

           講演題数：5題 参加者数：192名 

21) H27.7.16～17  第19回鉄道工学シンポジウム 土木会館講堂 



      講演題数：33題 参加者数：76名 

22) H27.7.23       流量観測の高度化に関する勉強会 土木会館 講堂 

      講演題数：14題 参加者数：71名 

23) H27.7.25      第9回 夏休み親子現場見学会         東京外環自動車道 市川地区工事建設現場 

講演題数：4題 参加者数：26名 

24) H27.7.29     CIM講演会2015（福岡） 天神ビル 大会議室 

      講演題数：5題 参加者数：225名 

25) H27.7.31   宅地の液状化対策の現地視察会 潮来市内液状化対策現地 

       講演題数：2題 参加者数：30名 

26) H27.8.5   東日本大震災による橋梁等の被害分析小委員会最終報告会（東京） 土木学会 講堂 

      講演題数：4題 参加者数：117名 

27) H27.8.6～7    第14回木材利用研究発表会 土木会館 講堂 

      講演題数：28題 参加者数：59名 

28) H27.8.7   第18回鋼構造と橋に関するシンポジウム 早稲田大学 

      講演題数：11題 参加者数：204名 

29) H27.8.7   東日本大震災による橋梁等の被害分析小委員会最終報告会（大阪） 建設交流館 

      講演題数：4題 参加者数：68名 

30）H27.8.10 環境工学委員会・次世代下水道小委員会講演会「次世代の下水道における衛生的課題とそ

の対応」 

      北海道大学 

講演題数：4題 参加者数：129名 

 31）H27.8.21    第49回 夏期講習会「最新の建設技術と歴史的建造物の技術的価値」 

   日本工学院専門学校 

           講演題数：2題             参加者数：53名 

32) H27.8.22～23  市民普請大賞全国交流会議2015 三島市民文化会館他 

      講演題数：8題 参加者数：115名 

33) H27.8.24～25    第51回水工学に関する夏期研修会 横浜国立大学 

      講演題数：16題 参加者数：159名 

34) H27.8.24   東日本大震災による橋梁等の被害分析小委員会最終報告会（仙台）  

東北大学 片平さくらホール 

      講演題数：4題 参加者数：52名 

35) H27.8.25     CIM講演会2015（札幌） 北農健保会館 

      講演題数：5題 参加者数：159名 

36) H27.8.26   東日本大震災による橋梁等の被害分析小委員会最終報告会（福岡）  

九州大学 西新プラザ 

      講演題数：4題 参加者数：61名 

37) H27.8.27～28    第20回水シンポジウム2015 in ふくい、見学会 アオッサ(福井駅前) 

      講演題数：6題 参加者数：538名 

38) H27.8.31        第7回土木と学校教育フォーラム 土木会館 講堂 

      講演題数：7題 参加者数：99名 

39) H27.9.2～4  第23回地球環境シンポジウム 北海道大学工学部フロンティア応用科学研究棟 

      講演題数：70題 参加者数：155名 

40) H27.9.3   一般公開シンポジウム「新しいエネルギーシステムの構築に向けた土木の貢献」、「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」 

北海道大学工学部フロンティア応用科学研究棟 

      講演題数：5題 参加者数：414名 



41) H27.9.10      CIM講演会2015（新潟） 新潟県民会館 

           講演題数：5題 参加者数：153名 

42) H27.9.28 平成27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：28名 

43) H27.9.30      CIM講演会2015（名古屋） ウインクあいち 

           講演題数：5題 参加者数：135名 

44) H27.10.6～7  第35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：128題 参加者数：188名 

45) H27.10.8～9    第40回土木情報学シンポジウム 土木会館 講堂および会議室 

      講演題数：75題 参加者数：258名 

46) H27.10.17～18  第43回環境システム研究論文発表会 北海道大学工学部フロンティア応用科学研究棟 

      講演題数：109題 参加者数：169名 

47) H27.10.19       河川・海岸の土砂水理に関するワークショップ 土木会館 講堂 

      講演題数：9題 参加者数：155名 

48) H27.10.21      CIM講演会2015（大阪） 大阪国際交流センター 小ホール 

           講演題数：5題 参加者数：148名 

49) H27.10.22   木材利用シンポジウム in 秋田 公開シンポジウム 秋田市民交流プラザ 

      講演題数：6題 参加者数：163名 

50) H27.10.23   木材利用シンポジウム in 秋田  現地検討会 秋田市周辺から由利本荘市方面 

      講演題数：4題 参加者数：62名 

51) H27.10.30      CIM講演会2015（高松） サンポートホール高松 

           講演題数：5題 参加者数：65名 

52) H27.11.5,6   第11回複合・合成構造の活用に関するシンポジウム 土木学会講堂他 

     講演題数：54題 参加者数：117名 

53) H27.11.11      第1回・土木史サロン 土木学会講堂 

           講演題数：4題 参加者数：83名 

54) H27.11.11～13    第62回海岸工学講演会 タイム24ビル(東京臨海副都心台場) 

      講演題数：296題 参加者数：767名 

55) H27.11.12      CIM講演会2015（広島） 広島市南区民文化センター スタジオ 

           講演題数：5題 参加者数：97名 

56) H27.11.18   土木の日シンポジウム2015 土木学会講堂 

      講演題数：4題 参加者数：71名 

57) H27.11.18      CIM講演会2015（長野） 長野市生涯学習センター 

           講演題数：4題 参加者数：49名 

58) H27.11.18      CIM講演会2015（高知） 高知新聞放送会館 高新文化ホール 

           講演題数：4題 参加者数：77名 

59) H27.11.19   土木建設技術発表会2015 土木会館講堂他 

      講演題数：47題 参加者数：193名 

60) H27.11.21～23     第52回土木計画学研究発表会（秋大会） 秋田大学 手形キャンパス 

      講演題数：341題 参加者数：733名 

61) H27.11.25      CIM講演会2015（福井） 福井市文化会館 大会議室 

           講演題数：4題 参加者数：58名 

62) H27.11.25       安全問題討論会’15 土木学会講堂他 

       講演題数：29題 参加者数：46名 

63)H27.11.26 原子力土木委員会・講演会「リスクコミュニケーション－リスク情報の共有・意思疎通と信頼－」 

京都大学東京オフィス 会議室 



             講演題数：１                         参加者数：57名 

64) H27.11.26～27  第25回 トンネル工学研究発表会 土木会館講堂他 

      講演題数：58題 参加者数：192名 

65) H27.11.27     第3回地震・津波に関するシンポジウム 学校法人常翔学園 教育施設 大阪センター 

      講演題数：1題 参加者数：87名 

66) H27.11.27～29    第52回環境工学研究フォーラム 日本大学 

      講演題数：97題 参加者数：178名 

67) H27.11.28       環境工学委員会・一般公開シンポジウム「今後の水環境保全に貢献する下水道システ 

ムの技術的課題と管理手法」                      日本大学                              

      講演題数：5題 参加者数：94名 

68) H27.11.28   景観開花。2015 公開最終審査会 東北大学青葉山キャンパス 

      講演題数：2題 参加者数：82名 

69) H27.12.１   第33回 建設マネジメント問題に関する研究発表・討論会 土木学会講堂他 

      講演題数：43題 参加者数：115名 

70) H27.12.2       第3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：18題 参加者数：90名 

71) H27.12.3   第3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：94名 

72) H27.12. 4      CIM講演会2015（沖縄） 沖縄県立博物館 講堂 

           講演題数：5題                         参加者数：78名 

73) H27.12. 7      CIM講演会2015（鹿児島） 鹿児島市民文化ホール 市民ホール 

           講演題数：4題                         参加者数：135名 

74) H27.12.7     基礎水理シンポジウム 土木学会講堂 

           講演題数：5題 参加者数：106名 

75) H27.12.8       応用力学講演会 2015「データ同化とその応用」 土木学会講堂 

       講演題数：3題 参加者数：51名 

76) H27.12.9       地震工学委員会設立60周年記念講演会（平成27年度 第3回研究会） 土木学会 講堂 

       講演題数：1題 参加者数：77名 

77) H27.12.9      CIM講演会2015（岩手） 盛岡市民文化ホール 小ホール 

           講演題数：4題                          参加者数：59名 

78) H27.12.10～11     第20回舗装工学講演会 金沢商工会議所 

      講演題数：36題 参加者数：87名 

79) H27.12.11   第11回景観・デザイン研究 シンポジウム 烏山区民会館 ホール 

      講演題数：4題 参加者数：133名 

80) H27.12.12～13   第11回景観・デザイン研究発表会 国士舘大学 

      講演題数：72題 参加者数：264名 

81) H27.12.12～13    研究集会「海洋・海岸における波動の解析モデルの現状と展望」九州大学応用力学研究所 

      講演題数：10題 参加者数：13名 

82) H27.12.15   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：9題 参加者数：64名 

83) H27.12.15  2015 年関東・東北豪雨災害 土木学会・地盤工学会合同調査団関東グループ 速報会 

 主婦会館 

      講演題数：10題 参加者数：167名 

84) H28.1.7 第6回インフラ・ライフライン減災対策シンポジウム 土木会館 講堂 

      講演題数：35題 参加者数：79名 



85) H28.1.8～9     第44回岩盤力学に関するシンポジウム 土木学会 講堂 

           講演題数：80題 参加者数：149名 

86) H28.1.12   公開シンポジウム「鉄道と木」 土木学会 講堂 

      講演題数：5題 参加者数：44名 

87)H28.1.15    「鋼コンクリ－ト合成床版設計・施工指針(案）」講習会      土木学会 講堂 

         講演題数：8                          参加者数： 77名 

88)H28.1.21～22  第21回地下空間シンポジウム、見学会 早稲田大学国際会議場ほか 

      講演題数：33題 参加者数：421名 

89) H28.1.28      2011年東北地方太平洋沖地震5周年講演会 土木学会 講堂 

      講演題数：5題 参加者数：88名 

90) H28.1.30      第15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：117名 

91) H28.2.25    第46回環境システムシンポジウム「東日本大震災復興における環境配慮」 土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：103名 

92）H28.3.1～2    東日本大震災5周年シンポジウム 発明会館 ホール 

講演題数：7題 参加者数：279名 

93)H28.3.8      2016年台南地震（台湾）地震被害調査結果 速報会 東京大学生産技術研究所 

講演題数：6題 参加者数：59名 

94)H28.3.8     第7回木材利用シンポジウム 土木学会講堂 

講演題数：6題 参加者数：52名 

95)H28.3.10     災害発生時における無人化施工技術の最新動向 土木研究所 

講演題数：5題 参加者数：62名 

96) H28.3.14   第28回アゲールシンポジウム 東北工業大学八木山キャンパス 

      講演題数：3題 参加者数：250名 

97) H28.3.14   河川災害に関するシンポジウム 東北工業大学八木山キャンパス 

      講演題数：3題 参加者数：250名 

98) H28.3.14～16     第60回水工学講演会 東北工業大学八木山キャンパス 

      講演題数：234題 参加者数：465名 

99) H28.3.15         第60回水工学講演会特別講演 東北工業大学八木山キャンパス 

      講演題数：2題 参加者数：165名 

 

3．講習会、セミナー 

1) H27.5.14     第3回データモデルセミナー 土木学会 会議室 

     講演題数：6題 参加者数：70名 

2) H27.5.22   複合構造標準示方書［2014年版］講習会（東京） 土木学会講堂 

     講演題数：3題 参加者数：136名 

3) H27.5.26   №207 土木の語り部とドボジョイ百景ウォーク！ ＪＲ四ツ谷駅麹町口 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

4) H27.5.28   №208 土木の語り部とドボジョイ百景ウォーク！ ＪＲ四ツ谷駅麹町口 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

5) H27.6.4     「アルミニウム合金材の鋼橋への活用技術ならびにアルミニウム合金土木構造物設計・製

作指針(案)に関する講習会」                 土木学会 講堂 

              講演題数：9                       参加者数：50名

6) H27.6.5   トンネル工学セミナー AB会議室 

     講演題数：2題 参加者数：49名 

7) H27.6.19   第7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：103名 

8) H27.6.27～28  №12 ドボジョグはオリンピック観光興学を走る！ ＪＲ四ツ谷駅麹町口 

     講演題数：1題 参加者数：4名 

9) H27.7.7   社会インフラの維持管理戦略講演会 東京大学武田ホール 

     講演題数：3題 参加者数：233名 

10) H27.7.17   №33 土木の語り部・体験教室！ ド・ヴォーグ中野 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

11) H27.7.24   地下空間ライブラリー第1号「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：9題 参加者数：58名 

12) H27.7.27 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：123名 

13) H27.8.3   建設マネジメント委員会研究成果発表会及び表彰式 土木学会講堂 

     講演題数：4題 参加者数：48名 

14) H27.8.21   №211 ドボジョイ百景「第五次産業土木」ウォーク！ ＪＲ中野駅北口 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

15) H27. 8.28～29 №14 ドボジョグはオリンピック観光興学を走る！ ＪＲ四ツ谷駅麹町口 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

16) H27.9.3～4    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：2題  参加者数：32名 

17) H27.9.17   トンネル技術史講演会 メルパルク岡山 

     講演題数：2題 参加者数：74名 

18) H27.9.18   №35 土木の語り部・体験教室！ ド・ヴォーグ中野 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

19) H27.9.29      平成27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：79名 

20) H27.10.1   「公共土木設計施工標準請負契約約款」・ 

     「維持管理等の入札契約方式ガイドライン(案)」説明会 土木学会講堂 

     講演題数：2題 参加者数：46名 

21)H27.10.6    「アルミニウム合金材の鋼橋への活用技術ならびにアルミニウム合金土木構造物設計・製

作指針(案)に関する講習会」         大阪大学中之島センター７階セミナー室 

           講演題数：9題                      参加者数：25名 

22) H27.10.16  №36 土木の語り部・教室！ ド・ヴォーグ中野 

     講演題数：1題 参加者数：1名 

23) H27.10.22     第42 回土木学会トークサロン 

  「防災とレジリエンス再考」 中央大学後楽園キャンパス 

          講演題数：1題 参加者数：約110名 

24)H27.10.23         応用力学フォーラム（関西地区）「応用力学の視点から河川における魚の生態を考える

集い－魚道を例にして－」 京都大学 

      講演題数：2題 参加者数：27名 

25) H27.10.23  「トンネルライブラリー・シールドトンネルにおける切拡げ技術（仮称）」講習会 

      土木学会講堂 

     講演題数：6題 参加者数：107名 

26) H27.10.18    第8回土木ふれあいフェスタ2015 アリオ倉敷 

     講演題数：1題 参加者数：486名 

27) H27.10.30  複合構造標準示方書［2014年版］講習会（北海道） 北海道大学 



     講演題数：3題 参加者数：40名 

28) H27.10.30   地下空間の防災・減災セミナー 地下浸水とその課題 

  - 東京・名古屋・京都・大阪を事例として - 土木学会 講堂 

      講演題数：5題 参加者数：110名 

29) H27.11.6   「第11回複合・合成構造の活用に関するシンポジウム」事前参加申込者限定 

     「JR新橋駅改良工事現場見学会」 ＪＲ新橋駅 

     講演題数：1題 参加者数：28名 

30) H27.11.6   第1回地下空間維持管理セミナー 長崎大学 文教キャンパス 総合教育研究棟 

      講演題数：4題 参加者数：57名 

31) H27.11.9   建設マネジメントに関する地域シンポジウム 仙台市情報産業プラザ多目的ホール 

     講演題数：4題 参加者数：47名 

32) H27.11.10 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：73名 

33) H27.11.13  複合構造標準示方書［2014年版］講習会（大阪） 大阪工業大学 

     講演題数：3題 参加者数：35名 

34) H27.11.24       応用力学フォーラム（東北地区）「計算力学コロキウム」 東北大学 

       講演題数：2題 参加者数：27名 

35) H27.11.26       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：1題 参加者数：22名 

36) H27.11.30  ODA活用小委員会 中間報告書説明会 土木学会講堂 

     講演題数：1題 参加者数：74名 

37) H27.12.3      第29回鋼構造基礎講座「鋼橋RC床版の劣化（疲労・ASR・塩害）とその対策」 

金沢大学サテライト・プラザ 

      講演題数：6題 参加者数：71名 

38) H27.12.4   第17回地震防災技術懇話会 土木学会 講堂 

     講演題数：1題 参加者数：32名 

39) H27.12.4         平成27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：7題 参加者数：73名 

40) H27.12.11  複合構造標準示方書［2014年版］講習会（福岡） 福岡大学 

     講演題数：3題 参加者数：31名 

41) H27.12.14        平成27年度 地盤工学セミナー「火山噴火と土砂災害」 土木会館講堂 

                講演題数：8題 参加者数：83名 

42）H27.12.18       応用力学フォーラム（北海道地区）「人間活動と自然システム」 北海道大学 

      講演題数：2題 参加者数：32名 

43) H27.12.18      第30回鋼構造基礎講座「鋼構造物(鋼橋)の防食設計と防食技術」 

土木会館講堂 

      講演題数：6題 参加者数：45名 

44) H27.12.26,27,29,30 

     №217 ドボジョイ百景・歩いて学ぶ観光工学！ 中野駅 

     講演題数：1題 参加者数：2名 

45）H28.1.6 土木計画学ワンデイセミナー No.77 持続可能かつ住みやすい都市を創る都市物流シ

ステム 土木学会講堂 

      講演題数：11題 参加者数：69名 

46）H28.1.13         応用力学フォーラム（中部地区）「水と土粒子の流れ 最先端の解析技術～水工学・地

盤工学からのアプローチ～」 名城大学 

      講演題数：2題 参加者数：49名 



47) H28.1.15   「公共土木設計施工標準請負契約約款」・ 

     「維持管理等の入札契約方式ガイドライン(案)」説明会（広島） 広島工業大学 

     講演題数：2題 参加者数：38名 

48) H28.1.15   鋼コンクリート合成床版設計・施工指針講習会 土木学会講堂 

     講演題数：7題 参加者数：70名 

49) H28.1.19   「公共土木設計施工標準請負契約約款」・ 

     「維持管理等の入札契約方式ガイドライン(案)」説明会（札幌） 札幌国際ビル会議室 

     講演題数：2題 参加者数：98名 

50) H28.1.19     第15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：49名 

51) H28.1.22   「公共土木設計施工標準請負契約約款」・ 

     「維持管理等の入札契約方式ガイドライン(案)」説明会（大阪） エル大阪 

     講演題数：2題 参加者数：70名 

52) H28.1.25   平成27年度構造工学委員会セミナー 土木会館 講堂 

       講演題数：6題 参加者数：69名 

53) H28.1.27   「公共土木設計施工標準請負契約約款」・ 

     「維持管理等の入札契約方式ガイドライン(案)」説明会（名古屋） 名古屋工業大学 

     講演題数：2題 参加者数：25名 

54) H28.2.4   「公共土木設計施工標準請負契約約款」・ 

     「維持管理等の入札契約方式ガイドライン(案)」説明会（福岡） アクロス福岡 

     講演題数：2題 参加者数：19名 

55) H28.2.15   「公共土木設計施工標準請負契約約款」・ 

     「維持管理等の入札契約方式ガイドライン(案)」説明会（四国） サンポートホール高松 

     講演題数：2題 参加者数：31名 

56）H28.2.20 土木計画学ワンデイセミナー No.78 「少子高齢社会における子育てしやすいまちづく

り～親の視点と子どもの視点～」 東京大学工学部 

      講演題数：8題 参加者数：72名 

57) H28.2.23   「公共土木設計施工標準請負契約約款」・ 

     「維持管理等の入札契約方式ガイドライン(案)」説明会（仙台） エル・パーク仙台 

     講演題数：2題 参加者数：130名 

58) H28.3.4～3.5  逆問題スプリングスクール          TKP東京駅前カンファレンスセンター 

「土木工学における観測・計測データ活用のフロンティア」  

      講演題数：13題 参加者数：104名 

59) H28.3.5   地下空間の防災・減災セミナー 対策と課題 - 名古屋・大阪を事例として - 

 関西大学うめきたラボラトリー 

      講演題数：5題 参加者数：44名 

60) H28.3.7     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：27名 

61) H28.3.7   ケースメソッドを利用した模擬授業 土木学会講堂 

       講演題数：1題 参加者数：52名 

62）H28.3.11   土木工事の技術的安全性確保・向上に関する シンポジウム 土木学会講堂 

       講演題数：5題 参加者数：48名 

63）H28.3.14     土木ＩＳＯセミナ－「国際規格の動向と次期港湾基準の国際化・国際展開に向けて」 

                                          土木学会 講堂 

           講演題数：6                          参加者数：89名 

64) H28.3.23      応用力学フォーラム（四国地区）「コンクリート構造物の最先端の点検技術」 愛媛大学 



      講演題数：3題 参加者数：35名 

65）H28.3.28      応用力学フォーラム（中国地区）「個別要素法による地盤解析」 岡山大学 

      講演題数：2題 参加者数：105名 

 



4．国際交流（受入） 

 

H27.8.6        ミャンマー建設省 Mr. Kaw Linn 副大臣一行 

H27.9.8        エジプトトンネル学会 Dr. Ashraf Abo Kraisha一行 

H27.9.12～18        中国土木工程学会 Mr. Jun Li 

 ミャンマー工学会 Mr. Jess Anthony P. ALcid 

 フィリピン土木学会 Mr. Ankhbayar Ulziidiidermaa 

 インドネシア工学会  Mr. Andi Subban Mustari 

 ベトナム土木協会 Mr. Dang Quoc Su 

  ミャンマー工学会 Ms. Hmwe Kyu 

 2015年STGプログラム参加 

H27.9.16            JSCE韓国分会 金 在権分会長一行 

 JSCE台湾分会 陳 景文分会長一行 

 JSCEトルコ分会 Prof. Bayza Taskin 幹事長 

 JSCEタイ分会 Dr. Samart Rachapolsitt 分会長一行 

 JSCEベトナム分会 関 陽水分会長 

 H27年度全国大会 海外支部会議参加 

H27.9.16  JSCE韓国分会 朴 慶夫元分会長、李 東郁前分会長 

 JSCE台湾分会 李 徳河前分会長、柯 武徳幹事長 

JSCE国際センター交流Gr.            Phan Huu Duy Quoc、白 彬、郭 勝華、Hassan Ammar、 

Thi Ha、Esmael Mohamed Omer 

 H27年度全国大会 特別討論会参加 

H27.11.13 JICA研修生プログラムによる土木学会訪問 JICA研修生 一行 

H27.12.11 英国土木学会 来会        Prof. Robert Mair 2017年英国土木学会会長 

  曽我健一 JSCE英国分会長 

H28.3.2 中国土木工程学会 来会       李 永盛 中国土木工程学会副理事長 一行 

   

 

5．国際交流（派遣） 

 

H2７.４.16  JSCE-VCA ジョイントセミナー 

ベトナム・ハノイ            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)、 

H.27.5．20                EASTS-JICA-JSCE ジョイントセミナー 

ベトナム・ハノイ  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)、 

ベトナム分会長 関 陽水（アルメック）、東急バス関係者他 

H27.6.15  EASTS-JICA-JSCE ジョイントセミナー 

ベトナム・ハノイ   国際センタータイ担当 福田 敦（日本大学）、ベトナム分会長 関 陽水（アルメック） 

H２７.6.18～20  モンゴル土木学会(MACE)年次大会参加 

モンゴル・ウランバートル 国際センターモンゴル担当 山口栄輝 (九州工業大学)、恵崎孝之(国土交通省)、 

 藤田智弘（土木研究所） 

H27.７.8～10  タイ工学会（EIT）土木会議参加 

タイ・パタヤ  国際センタータイ担当 福田 敦（日本大学） 

H27.8.26.  JSCE-PICE ジョイントセミナー 

フィリピン・マニラ 土木学会国際部門主査理事 横田 弘（北海道大学）、丸山久一(長岡技術科学大学)、 

大島義信(土木研究所)、安田誠宏(京都大学)、西田孝弘(京都大学)、他 

H27.10．11～12  米国土木学会（ASCE）年次大会参加 

 アメリカ・ニューヨーク 廣瀬典昭土木学会会長、塚田幸広土木学会専務理事、堀越研一（大成建設）、 



国際センター米国グループ担当 井口達也（大林組） 

今村 崇(鹿島建設)、勝濱良博（日本工営）、澁谷有希子 (国際センター) 

H27.10.28～30 大韓土木学会（KSCE）年次大会参加 

 韓国・群山 廣瀬典昭土木学会会長、間瀬 肇(京都大学防災研究所)、勝濱良博（日本工営）、 

 国際センター韓国グループ担当 白 彬（長大） 

H27.10.29～30  アジア土木学協会連合協議会（ACECC）理事会参加 

韓国・群山  ACECC 代表 日下部 治（茨城工業高等専門学校）、ACECC 担当委員会委員長 山口栄

輝(九州工業大学)、ACECC 担当委員会 幹事長 中野雅章（日本工営）、ACECC 事務総

長堀越研一（大成建設）、ACECC 事務総長補佐 芹野恵美子 

H27.11.20～21  中国土木水利工程学会（CICHE）年次大会参加 

台湾・台北  国際センター長 上田多門(北海道大学)、金井 誠(大林組)、澁谷有希子(国際センター) 

H27.12.1 JSCE -ビンズオン省－ホーチミン工科大学ジョイントセミナー 

ベトナム・ビンズオン省  国際センターベトナムグループ担当 兵藤哲朗（東京海洋大学）、ベトナム分会長 関 陽水

（アルメック）、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)、他 

Ｈ27.12.27～28            国際センター中国担当 張 鋒(名古屋工業大学) 

H28.1.7～9 国際センターミャンマー担当 清水哲夫（首都大学東京） 

ミャンマー・ヤンゴン 

H28.2.29～3.1 日尼土木技術セミナー 

インドネシア・ジャカルタ 国際センターインドネシア担当 村田重雄(国土技術政策総合研究所)、清水哲夫（首都大学

東京/ 国際センターミャンマー担当） 

H28.3.21～22 第 2 回 MES-JSCE ジョイントシンポジウム 

ミャンマー・ヤンゴン 国際センター長代行 山川朝生（日本工営）、塚田幸広土木学会専務理事、 

国際センターミャンマー担当 清水哲夫（首都大学東京）、他 

 

6．交流会 

1） H27.6.12             平成 27 年度定時総会（通算第 101 回）に伴う交流会： 

             ホテルメトロポリタンエドモント               参加者数：318 名 

2）H27.9.17       平成 27 年度土木学会全国大会に伴う交流会： 

             岡山プラザホテル                      参加者数：625 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）H27.11.19～22 土木コレクション2015 Rivers and Bridges 新宿西口広場イベントコーナー 

｢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 

H27.5.15 「技術評価証授与式」開催のご案内 

H27.5.26 「平成26年度土木学会賞」に関する記者発表会のご案内 

H27.6.5 第42回報道機関懇談会のご案内 

H27.6.12 平成27年度定時総会（通算第101回）のお知らせ 

H27.6.15 土木広報センター：土木界の新しい広報体制 土木学会に設置して6月15日から活動を開始 

H27.6.16 平成27年度土木学会会長「記者共同インタビュー」のご案内 

H27.7.6 土木学会・地盤工学会・日本地震工学会合同2015年ネパール地震災害調査団地震被害調査結果 

報告会の開催について 

H27.8.20 国際ラウンドテーブルミーティング「ビッグデータ時代の社会資本の整備―持続可能な社会を目指して」 



のお知らせ 

H27.9.8 「土木コレクション2015 in 岡山」開催のお知らせ 

H27.9.13 常総市豪雨災害調査について 

H27.9.14 平成27年度土木学会選奨土木遺産が決まりました 

H27.9.15 「技術評価証授与式」開催のご案内 

H27.9.25 2015年関東・東北豪雨災害_土木学会・地盤工学会合同調査団の結成について 

H27.10.28 第43回報道機関懇談会のご案内 

H27.11.13 「土木コレクション2015 Rivers and Bridges」開催のお知らせ 

H27.12.15 2015年関東・東北豪雨災害_速報会・記者会見のご案内 

H28.2.3 東日本大震災5周年シンポジウム 「この5年間を、復興の加速と次への備えに活かすために」 

のお知らせ 

H28.2.18 第44回報道機関懇談会のご案内 

H28.2.26 ジャカルタにおいて地域開発に関するオープンセミナーを開催 

～ 観光や道路整備・利活用の観点から地域開発を考える ～ 

H28.3.14 現場見学ツアー『国道357号 本牧地区「横浜ベイブリッジ接続橋梁」 

開通式直前ウォーキング等』のご案内 

H28.3.17 ミャンマーにおいて第２回MES-JSCEジョイントシンポジウムを開催 

H28.3.18 ２０１６年３月１６日に第１回土木広報戦略会議を開催 

～土木界の広報戦略を策定する横断的な場として関係団体の協力体制を構築～ 

 

9．他学会との共催、協賛、後援 

1）共  催 

平成 27 年 

（1） H27.4.25～26 第 61 回構造工学シンポジウム 構造工学委員会 京都府 

（2） H27.5.15 第 28 回環境工学連合講演会                  環境工学委員会 東京都 

（3） H27.6.23     宅地地盤の品質評価に関する技術講習会              地盤工学委員会 東京都 

（4） H27.7.8～10  第 52 回アイソトープ・放射線研究発表会                  原子力土木委員会・地球環

境委員会  東京都 

（5） H27.7.16 原子力総合シンポジウム2015                                  原子力土木委員会 東京都 

（6） H27.7.24～25 第 10 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） H27.9.1 第 50 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～

                                       ダイバーシティ推進委員会 北海道 

（8） H27.9.7～9 第 15 回建設ロボットシンポジウム 建設用ロボット委員会 大阪府 

（9） H27.9.26 震災復興を超えた食と農の環境共生のかたち                  総務部門  茨城県 

（10）H27.10.14～16  第 8回構造物の安全性・信頼性に関する国内シンポジウム（JCOSSAR 2015 ）構造工学委員会                            

東京都 

（11）H27.10.19    河川・海岸の土砂水理に関するワークショップ                水工学委員会 東京都  

（12）H27.12.1     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 

（13）H27.12.9～11  第 22 回鉄道技術連合シンポジウム（Ｊ－ＲＡＩL2015) 土木計画学研究委員会 東京都  

平成 28 年 

（14）H28.1.23     平成 27 年度自転車利用環境向上会議 in 京都 土木計画学研究委員会 京都府 

(15)H28.2.6      地盤品質セミナー「地盤紛争の解決に向けてー紛争事例から学ぶー」   地盤工学委員会 東京都 

(16)H28.3.8      公開シンポジウム「第 2 回理論応用力学シンポジウム」             応用力学委員会 東京都 

(17)H28.3.16     原子力総合シンポジウム 2016                                    原子力土木委員会 東京都 

 

2）他に協賛111件、後援109件、 



上記の他に国際センター関係：後援2件 

 

3） 国際会議 

《主  催》 

  

《共  催》 

H27.8.21～22    IABSE-JSCE Joint Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ ｏｎ Ａｄｖａｎｃｅｓ ｉｎ Ｂｒｉｄｇｅ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ-Ⅲ 

 国際センター、鋼構造委員会、バングラデシュ ダッカ 

H27.10.11～14    第 6 回建設工学・プロジェクトマネジメントに関する国際会議 建設マネジメント委員会、国際センター、 

韓国・釜山 

H27.11.10～12  第 7 回鉄道技術国際シンポジウム 2015 構造工学委員会 千葉県 

H27.11.28        WECC2015「河川技術が果たすイノベーションと社会貢献」国際シンポジウム  国際センター 京都府 

H27.12.2～4     EcoDesign2015 国際会議（9th International Symposium on Environmentally Conscious Design and 

Inverse Manufacturing) 環境システム委員会 東京都 

 

2）他に協賛4件、後援13件 

 


