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１．平成28年度事業報告、決算関係 
 

Ⅰ．定 時 総 会 お よ び 役 員 会 等 
 

1．定時総会  H28.6.10    ホテル メトロポリタンエドモント（東京都千代田区） 

出 席 者：20,314 名（うち委任状 20,137 名を含む） 

会員数：33,568 名 

定足数：16,784 名 

 

（1） 議  案： 

  1）平成 27 年度事業報告の件 承認 

  2）平成 27 年度決算報告の件 承認 

  3）平成 27 年度監査報告の件 承認 

 4）理事及び監事選任 承認 

 5）平成 28 年度事業計画（報告事項） 

 6）平成 28 年度収支予算（報告事項） 

  

（2） 表  彰： 

   〔土木学会賞の授与〕 

 

功 績 賞 1. 家村 浩和   1. 稲村 肇      1. 川島 毅       1. 河田 惠昭 

1. 草柳 俊二       1. 小松 利光    1. 津野 洋       1. 依田 照彦 

 

 

技 術 賞  1. 御堂筋共同溝事業 

－上向きシールド工法とＲＳＦセグメント等を採用した設計施工事業－ 

1. 圏央道桶川北本地区函渠その１工事 

－ハーモニカ工法マルチタイプを採用したアンダーパスの築造－ 

1．列車運行時間帯における地盤変状リスクを低減した新しい非開削線路下横断工法 

－圏央道・JR高崎線交差部二ツ家こ道橋新設工事 地盤切削 JES工法－ 

1. CIM時代の先駆けとなるフィルダムの ICT施工による建設と管理 

 －胆沢ダム建設事業－ 

1. 臨海都市部の液状化が懸念される地域における既設改築を伴うジャンクションの建

設 

－阪神高速大和川線 三宝ジャンクション建設工事－                 

1. 東日本大震災で被災した市街地復興プロジェクトを支える復興版ＣＭ方式 

－女川駅周辺地区の早期復興を実現したチーム女川からの発信－ 

1. 荷重増による鉄道シールドトンネルの変状に対する恒久的な対策工事 

－高島トンネル補強工事－ 

               1. スリップフォーム工法による世界最大容量ＬＮＧ地上式貯槽の建設 

－大阪ガス泉北製造所第一工場 ５号ＬＮＧタンク設置（土木）工事－                  

1. 人と公共交通優先の歩いて楽しいまちづくり「四条通歩道拡幅事業」 

1. 首都圏の鉄道輸送サービスを飛躍的に改善する上野東京ライン開業 
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－都心部で数多くの設備改良を行うことにより実現した鉄道ネットワークの再構築－ 

1. ネパール国シンズリ道路建設事業 

－計画から 30年の時をかけて高低差 1,300m、全長 160kmの山岳道路を完成－ 

1. 津波により被災した JR仙石線復旧ならびに仙石・東北本線接続線整備の計画・設計・

施工 

－まちづくりと一体とした早期の復旧に向けた取組み－                  

1. 北陸新幹線（長野・金沢間）開業 

―北信越地域と首都圏・関西圏との連携・交流の画期的な促進― 

1. 生まれ変わる武蔵水路 

－首都圏の「水の大動脈」の機能を発揮しつつ、施設の長寿命化を実現した改築工事－ 

環 境 賞 1. ナノ磁性除染剤を用いた放射性セシウム汚染焼却飛灰の減容化技術に関する実用化

研究 

大成建設株式会社，並木 禎尚，ＤＯＷＡエレクトロニクス株式会社 

1. 沈下促進工法による東京港新海面処分場 Cブロックの延命化事業 

東京都港湾局，五洋建設株式会社 

 1. 町民の早期帰還を目指す広野町クリーンプロジェクト  

  清水建設株式会社，広野町 

1. 耳川水系総合土砂管理「耳川をいい川にする～森林とダムと川と海のつながり～」 

宮崎県県土整備部河川課，九州電力株式会社耳川水力整備事務所 

 

研究業績賞 1. 橋口  公一 

 

論 文 賞 1. 中島  章典   NGUYEN MINHHAI 

1. 林    敬大   立川  康人   椎葉 充晴 

1. 小谷  仁務   横松  宗太 

1. 小林  孝一   鹿野    裕   六郷 恵哲 

1. 福林  良典   本庄  由紀   木村 亮 

1. 杉村  佳寿   村上  進亮   鵜飼 隆広 

 

論文奨励賞 1. 田村  洋 1. 辰巳  大介 1. 青柳 和平 1.  小谷  仁務 

1. 前島  拓 1. 清家  美帆 1. 鈴木 亮介 

 

吉 田 賞 

1） 研究業績部門 

1. 鈴木  基行 1. 大津 宏康     1. 佐藤 良一 

  2） 論文部門 

1. 堀口  賢一     山口  明伸      丸屋  剛     武若 耕司 

 

田 中 賞 

       1）業績部門 

       1. 長井  正嗣 1. 加島  聡 1. 越後  滋 

2） 論文部門 

1. 青木  圭一    渡邉  晋也     三加  崇  宮永 憲一  睦好 宏史 

1. 山崎  伸介    加藤  弘務    宇佐美 勉  森 翔梧    野呂 直以 葛  漢彬 

1. 原田  哲夫   生田  泰清    佐々木謙二   大畑 裕志   徳山ミョーキン 
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1. 武田  健太   田中  泰司     下村  匠   山口 貴幸   陸 賢  

井林 康    村上  祐貴 

 

3） 作品部門 

1. つばさ橋  

1. 横浜環状北線トラス橋（大熊川トラス橋） 

1. 桶川高架橋 

 
技術開発賞 1. 中村 泰介   清水 正巳   八重田義博     三浦   久     末吉 常彦 

1. 坂田   昇   渡邉 賢三   温品  達也     藤岡彩永佳    石田 哲也 

1. 鎌田 敏郎  後藤 淸    石堂    暁    山﨑 尊志     浅野 雅則 

1. 清宮   理   間瀬 肇     仲保   京一    八尋 明彦      佐野 正佳 

1. 磐田 吾郎   伊藤 哲     斎藤   有佐    木野村有亮     東芝 崇 

 

出版文化賞  1. 武部 健一  

  1.  佐々木 葉    真田 純子    中村晋一郎     仲村 成貴     福井 恒明 

 

国際貢献賞 1. 宍戸 達行 1. 竹村 公太郎 1. 福本 勝司 

 1. Romeo S. Momo  

 

国際活動奨励賞 1. 赤池 広康 1. 芦田 雅秀 1. 池田 哲郎 1. 木村 隆之 

 1. 齋藤 正浩 1. 瀬岡 正彦 1. 高橋 徹 1. 高橋 宏明  

 1. 中野 穣治 1. 南條 大助 1. 西野 滋博       1. 林 泰正 

1. 松野 憲司 1. 丸二 信彦 1. 山村 直史      1. 吉田 剛 

  

国際活動協力賞 1. WONG KUOK HUNG 1. PHAN HUU DUY QUOC     1. 曽我 健一 

   

技術功労賞  1. 石渡 和彦 1. 大石 立美 1. 尾畑 喜代和 1. 佐々木 裕   

1. 立石 義孝 1. 花田 則昭 1. 林下 敏則 1. 藤田 定吉   

1. 堀田 哲夫 1. 吉富 幸雄 

 

〔吉田賞選考委員会の表彰〕 

1） 吉田研究奨励賞  

 1.  川崎 佑磨 1.  江口 康平  

 

（3） 名誉会員称号授与 

 家村 浩和 稲村 肇 今木 甚一郎 大西 有三  

大沼 博志      川島 毅        國井 義彦      久保 喜延  

小谷 健一       杉 晟          鈴木 輝之       龍岡 文夫  

部田 哲雄 中島 裕之      中山 隆弘     野池 達也 
                     Zeki Hasgür        平野 道夫           廣谷 彰彦 
 

（4） 新任理事および監事の選任および役員変更登記 
       ［敬称略］ 

役 職 名 退 任 留 任 新 任 

理事・会 長 廣瀬 典昭  田代 民治 

理事・副会長 河原 能久 田中 仁 岡安 章夫 
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 甲村 謙友  島岡 隆行 

 前川 宏一  霜上 民生 

   中尾 成邦 

専 務 理 事  塚田 幸広  

理    事 赤木 寛一 青木 伸一 遠藤 元一 

 久保田 尚 石田 悦一 大石 久和 

 土屋 幸三郎 熊本 義寛 岡本 正 

 野田 豊範 桑野 玲子 熊本 直樹 

 橋本 典明 古賀 徹志 小室 俊二 

 松原 雄平 飛田 善雄 田中 茂義 

 水鳥 雅文 那須 清吾 中川 一 

  南荘 淳 前野 詩朗 

  濵田 士郎 松本 伸 

  前川 秀和  

  森北 佳昭  

  八嶋 厚  

  横田 弘  

  渡邉 浩  

監    事 牧浦 信一 廣畑 彰一 巾 淳二 

 

新任理事および監事の選任  平成 28 年 6 月 10 日 

 

（5） 特別講演 

 講演者 ：前川宏一（副会長、東京大学大学院教授） 

 講演題目：「コンクリート構造の設計・施工と管理に向けた知識の構造化」 
 

2．臨時総会  H28.12.16    公益社団法人土木学会（東京都新宿区） 

出 席 者：24,974 名（うち委任状 24,965 名を含む） 

会員数：34,727 名 

定足数：23,152 名 

 

（1） 議  案： 

  1）定款の変更の件 承認 
 
 

2．理 事 会 

    定  例：平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月まで 

1) 審議事項：95 件 

平成 27 年度第 6 回理事会（平成 28 年 5 月 13日） 

1． 平成 27年度 事業報告 

2． 平成 27年度 決算 

3． 監査報告 

4． 平成 27年度 土木学会賞授賞 
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5． 平成 28年熊本地震被災会員の会費減免 

6． 社会インフラ健康診断書 

7． 社会インフラ維持管理・更新の 

8． 会員の入退会 

9． フェロー会員の認定 

10． 東日本大震災特別委員会の活動報告と今後の体制 

11． 学術文化事業助成申請 

12． 公益増進事業助成申請 

13． 規程類の改正 

14． 平成 28年度支部長の承認 

15． 委員長の交代 

16． 他機関との共催 

17． 新規受注研究 

18． 技術評価受注（更新） 

19． 2016年度 国際交流活動計画（派遣計画含む） 

20． 土木学会出版物の翻訳出版許可について 

 

平成 28 年度臨時理事会（平成 28 年 6 月 10 日） 

1． 会長の選定 

2． 任期中の副会長の退任 

3． 副会長の選定 

4． 次期会長の選任 

5． 顧問の承認 

6． 支部長の承認 

7． 担当会務の決定 

8． その他、今後の予定 

 

平成 28 年度第 1 回理事会（平成 28 年 7 月 8 日） 

1． 土木学会定款の変更  

2． 平成 28年度予算の変更  

3． 会員の入退会 

4． フェロー会員の認定 

5． 規程類の改正 

6． 支部長の交代 

7． 委員長の交代 

8． 他機関との共催 

9． 新規受注研究 

10． 技術評価受注（新規） 

11． 2016年度国際交流活動計画（派遣計画含む） 

12． 公益増進事業助成申請 

 

平成 28 年度第 2 回理事会(平成 28 年 9 月 16日)  

1． 定款の変更 
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2． 平成 29年度事業計画及び予算編成の基本方針 

3． 会員の入退会 

4． フェロー会員の認定 

5． 平成 28年熊本地震被災会員の会費減免 

6． 平成 28年度臨時総会の開催 

7． 平成 28年度予算変更 

8． 土木学会選奨土木遺産の選考 

9． 学術文化事業助成 

10． 公益増進資金への寄附 

11． 公益増進事業助成 

12． 平成 30年度全国大会実施支部 

13． 委員長の交代 

14． 規程類の改正及び制定 

15． 他機関との共催 

16． 新規受注研究 

17． 技術評価受注（更新） 

18． 技術評価結果（更新） 

19． 第 8回アジア土木技術国際会議（CECAR8）、組織委員会の設置 

 

平成 28 年度第 3 回理事会（平成 28 年 11 月 18 日） 

1． 平成 28年度上半期会計報告 

2． 減災・防災委員会 設置の提案 

3． 産業競争力懇談会（COCN）推進テーマ、プロジェクトへの参加 

4． 会員の入退会 

5． フェロー会員の認定 

6． 委員長の交代 

7． 関西支部地域貢献事業への寄附申込 

8． 規程類の改正 

9． 他機関との行事共催 

10． 新規受注研究 

11． 技術評価結果（更新） 

12． 2016年度国際交流活動計画（派遣計画含む） 

 

平成 28 年度第 4 回理事会（平成 29 年 1 月 20 日） 

1． 平成 29年度定時総会の招集 

2． 定時総会の電磁的方法による開催通知 

3． 会員の入退会 

4． フェロー会員の認定 

5． 土木学会認定土木技術者資格審査 

6． 規程類の改正 

7． 他機関との行事共催 

8． 公益増進資金への寄附 

9． 委員長の交代 
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10． 平成 28年度の土木学会出版計画（追加） 

11． 平成 29年度土木学会出版計画 

12． 技術評価結果（更新） 

13． 2016年度国際交流活動計画（派遣計画含む） 

14． 最高裁判所への専門委員候補者の推薦 

 

平成 28 年度第 5 回理事会（平成 29 年 3 月 17日） 

1． 平成 29年度役員候補者選考 

2． 平成 28年度名誉会員推挙 

3． 平成 29年度事業計画 

4． 平成 29年度予算 

5． 会員の入退会 

6． フェロー会員の認定 

7． 学術文化事業への寄附 

8． 学術文化事業助成 

9． 公益増進事業助成 

10． 関西支部地域貢献事業への寄附申込 

11． 規程類の改正 

12． 委員長の交代 

13． 新規受注研究 

14． 役員賠償責任保険の保険料の学会負担 

15． 最高裁判所への専門委員候補者の推薦 

16． 提言「土木分野での木材利用拡大に向けて」 

17． 技術評価結果（報告） 

18． 事務局の体制 
 

2) 報告事項：71 件 
 

2-1．技術者資格評議会  0 回 
 

3．正副会長会議 

   （平成 27 年度第 6 回：平成 28 年 5 月 13 日、平成 28 年度第 1 回：平成 28 年 7 月 8 日、 

第 2 回：平成 28 年 9 月 16 日、第 3 回：平成 28 年 11 月 18 日、第 4 回：平成 28 年 12 月 16 日、 

第 5 回：平成 29 年 1 月 20 日、第 6 回：平成 29 年 3 月 17 日） 

1） 懸案事項の事前協議 

2） 平成 28 年度表彰関係委員会、名誉会員候補者選考委員会の理事委員の委嘱 

3） 平成 29 年度役員選出について 

4） その他 
 

4．次期会長候補者選考会議（平成 28 年 12 月 16 日） 

1）次期会長候補者推薦手続き、選考会議運営ルールの確認 

2）平成 29 年度次期会長候補者の選考 

3）その他 
 



 

8 

5．運営会議・予算会議・部門会議 

・運営会議 

第1回（平成29年1月19日） 

1） 平成29年度予算原案の審議 

2） その他 

・予算会議 

第 1 回（平成 28 年 8 月 26 日） 

   1）平成 29 年度事業計画・予算の編成手順について 

   2）平成 29 年度事業計画・予算編成の基本方針について 

   3）その他 

第 2 回（平成 28 年 11 月 24 日） 

   1）平成 29 年度事業計画・予算の編成手順の確認 

   2）平成 29 年度事業計画・予算要求集計結果について 

   3）平成 29 年度事業計画・予算の作成方針について 

   4）その他 

予算ヒアリング（平成 28 年 12 月 8 日） 

1）平成 29 年度事業計画・予算要求についての部門ヒアリング 

・部門会議 

(1) 企画部門 部門会議 3 回 （企画委員会と共催） 

(2) ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部門 部門会議 2 回 （土木広報戦略会議と共催） 

(3) 国際部門 部門会議 1 回 （国際戦略委員会と共催） 

(4) 教育企画部門 部門会議 2 回 （教育企画・人材育成委員会と共催） 

(5) 社会支援部門 部門会議 0 回  （メール審議 4 回） 

(6) 調査研究部門 部門会議 6 回  （研究企画委員会と共催、他にヒアリング 1 回） 

(7) 出版部門 部門会議 6 回 （出版委員会と共催） 

(8) 情報資料部門 部門会議 1 回  （メール審議 2 回） 

(9) 総務部門 部門会議 4 回  （メール審議 4 回） 

(10) 財務・経理部門 部門会議 3 回 （他に資金運用部会 1 回） 

(11) 会員・支部部門 部門会議 6 回  

(12) 技術推進機構運営会議 7 回 
 

6．支部長会議 

第 1 回（平成 28 年 7 月 8 日） 

1）会長支部訪問報告 

2）支部の活動状況 

3）本部・支部の連携強化 

4）その他 
 
 

第 2 回（平成 28 年 12 月 2 日） 

1）全国大会関係 

2）意見交換 

3）その他 
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7．支部幹事長・事務局合同連絡会議（平成 29 年 1 月 19 日） 1 回 

1） 平成 28 年度第 2 回支部長会議報告 

2） 平成 29 年度支部事業計画・収支予算書および 

平成 28 年度支部決算見込ならびに 

平成 28 年度事業報告・決算書類の提出依頼 

3） 平成 29 年度全国大会実施計画 

       4） 会員・支部部門報告 

5） 本部からの報告・要望事項 

6） 支部からの報告・要望事項 

7） 意見交換 
 

8．歴代会長会議（平成 28 年 6 月 24 日） 1 回 

1) 平成 28 年度会長特別タスクフォース 

2) 防災減災・災害復興への学会の取組み 

3) 社会インフラ健康診断 

4) 国際センター、土木広報センターの活動報告 

5) 学会の現況報告 

6) 意見交換 
 

9．関係学協会会長懇談会 

1) 日本建築学会・土木学会 正副会長懇談会（平成 28 年 10 月 24 日）1 回 

(1) 日本建築学会近況報告 

(2) 土木学会近況報告 

(3) 懇談・意見交換  

   1) 中長期計画 

  2) 表彰制度 

  3) 国内外における人材育成 

  4) オンラインサービスの充実 

  5) その他 

 

2) 建設系 7 学協会会長懇談会（平成 28 年 12 月 14日） 1 回 

(1) 各学協会の現況と重点課題等報告 

(2) 個別課題に関する意見交換 

①学会の社会に対する位置づけ，役割りを明確にするための活動紹介と課題 

②情報発信の事例紹介と課題 

(3) その他 

 

 


