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１．平成29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  H29.6.9    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：21,647 名（うち委任状 21,533 名を含む） 

会員数：33,568 名 

定足数：16,784 名 

 

（1） 議  案： 

  1）平成 28 年度事業報告の件 承認 

  2）平成 28 年度決算報告の件 承認 

  3）平成 28 年度監査報告の件 承認 

 4）理事及び監事選任 承認 

 5）平成 29 年度事業計画（報告事項） 

 6）平成 29 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. 青山 俊樹   1. 岡田 憲夫     1. 金澤 寛       1. 川島 一彦 

1. 小林 昭一       1. 小山 幸則    1. 善 功企       1. 髙山 知司 

1. 三浦 清一       1. 虫明 功臣 

 

 

技 術 賞  1. 日本初の地下鉄営業線の平面交差解消事業 

－鉄道７路線の安定輸送を可能にした東京メトロ有楽町線・副都心線連絡線設置工事－ 

東京地下鉄(株)，佐藤・熊谷・大日本建設工事共同企業体，熊谷・佐藤・大日本土木

建設工事共同企業体，清水・前田建設工事共同企業体 

1．世界初２函体同時沈設による大型ニューマチックケーソン施工 

－千住関屋ポンプ所建設工事－ 

東京都下水道局，大林・大本建設共同企業体（特） 

1. 福島第一原子力発電所汚染水対策工事 

 －海水配管トレンチ/スクリーンポンプ室閉塞工事－ 

東京電力ホールディングス(株)，鹿島建設(株) 

1. 最小限のインフラで最大級の効果を発揮する雪害対策の確立 

－北陸新幹線、富山・石川県内－ 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

1. 高度な無人化施工技術を核とした総合的なi-Constructionによる緊急災害対応 

－阿蘇大橋地区斜面防災対策（直轄砂防災害関連緊急事業）－ 

国土交通省九州地方整備局，(株)熊谷組 

1. 「外ボルト締結型コンクリート中詰鋼製セグメント」の気中組立工法による３次元複

合曲線管渠の構築 
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－中突堤ポンプ場放流渠築造工事－ 

神戸市建設局，大成建設(株) 

               1. 新たなシールドトンネル拡幅技術を用いた分合流部の建設 

－横浜北トンネル馬場出入口分合流部－ 

首都高速道路(株)，大林・奥村・西武特定建設工事共同企業体 

1. 全断面機械掘削早期閉合工法による脆弱地山への挑戦 

―中部横断道・八之尻トンネル― 

中日本高速道路(株)東京支社南アルプス工事事務所，清水建設(株)・岩田地崎建設

(株)特定建設工事共同企業体 

1. 超高層ビル建設における営業線鉄道函体アンダーピニングと透し掘り連壁 

－リニア名古屋駅の一部となるＪＲゲートタワー新設－ 

東海旅客鉄道(株)建設工事部，大成・鹿島特定建設工事共同企業体 

1. 首都中枢部の浸水軽減と皇居内濠の水質改善に寄与する第二溜池幹線の建設 

  東京都下水道局建設部，東京都下水道局第二基幹施設再構築事務所，東京都下水道局

中部下水道事務所 

1. 鉄道橋りょう下部の狭隘空間における水中鋼矢板圧入工法の開発 

  (独)水資源機構，東日本旅客鉄道(株)，東鉄工業(株)，(株)技研製作所 

1. 東北地方における高耐久ＲＣ床版の施工 

  国土交通省東北地方整備局，(株)大林組，三井造船鉄構エンジニアリング(株)，(株)

ＩＨＩインフラ建設，(株)横河ブリッジ，東京大学，日本大学，横浜国立大学，前橋

工科大学 

1. 北海道新幹線（新青森・新函館北斗間）開業 

―津軽海峡線開通より28年、本州と北海道を結ぶ高速鉄道新時代― 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構北海道新幹線建設局，(独)鉄道建設・運輸施設

整備支援機構青森工事事務所，北海道旅客鉄道(株)，東日本旅客鉄道(株)東北工事事

務所 

1. 百間川河口水門増築事業－治水・歴史・環境の調和を目指した最新技術 

～日本最大のライジングセクターゲート－ 

国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所 

1. 津波により被災したJR常磐線駒ヶ嶺・浜吉田間の内陸移設復旧 

－まちづくりと一体となって運転再開前倒しを実現した復旧の取組み－ 

東日本旅客鉄道(株)，宮城県，福島県，山元町，新地町 

1. 新宿駅南口地区基盤整備事業 

－三層の人工地盤からなる交通結節点を民間ビルと一体で実現へ－ 

国土交通省関東地方整備局東京国道事務所，東日本旅客鉄道(株)東京工事事務所 

1. 高速神奈川7号横浜北線の建設 

－周辺環境の保全に配慮した都市高速道路－ 

首都高速道路(株) 

1. タジキスタン国ハトロン州ピアンジ県給水改善計画 

  在タジキスタン日本国大使館，(独)国際協力機構，タジキスタン国住宅サービス公社，

大日本土木(株)，(株)エイト日本技術開発 

   

環 境 賞 1. 超電導磁気分離と鉄粉による重金属汚染土の浄化技術の開発と実用化 
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鹿島建設(株)，(株)MS エンジニアリング 

1. VOCs汚染地下水の有用微生物による早期浄化技術とその安全性評価手法の開発 

大成建設(株)，福田雅夫，江崎孝行，野尻秀昭，(国研)産業技術総合研究所 

(独)製品評価技術基盤機構 

 1. 木片コンクリートによる斜面の緑化対策技術の研究 

  (株)大林組 

1. 住民合意を踏まえた道路維持管理に伴う放射性物質汚染土砂の環境影響低減プロ

ジェクト 

福島県，応用地質(株)，西松建設(株)，佐藤工業(株)，(国研)産業技術総合研究所， 

早稲田大学 

1. オマーン油田地帯における環境保全技術からのサステイナブル都市創出プロジェ

クト 

清水建設(株)，(株)ユーグレナ 

1. 熊本県の県北の環境拠点として地域と調和し、地域に貢献する公共関与最終処分

場「エコアくまもと」の建設と運営 

（公財）熊本県環境整備事業団，鹿島建設(株) 

 

研究業績賞 1. 応募なし 

 

論 文 賞 1. 竿本 英貴  加瀬 祐子  森   宏  吉見 雅行  堀川 晴央  阿部信太郎 

1. 内田 龍彦  福岡 捷二 

1. 高井 敦史  川島 光博  勝見  武  乾    徹  岩下 信一  大河原正文 

1. 清水 英範 

1. 前島   拓   子田 康弘   岩城 一郎  内藤 英樹  岸良   竜   鈴木 康範 

大田 孝二   鈴木 基行 

1. 山崎 崇央  石田 哲也 

1. 田中 周平  辻  直亨   水谷 沙織   西川 博章   藤井 滋穂 

 

論文奨励賞 1. 廣部紗也子 1. 田中 智大 1. 河野 哲也 1. 大澤 実 

1.  小倉 大季 1. 水谷大二郎 1. 吉田 彩乃 

 

吉 田 賞 

1） 研究業績部門 

1. 大即 信明 

  2） 論文部門 

1.  佐藤 英明   宮澤 伸吾 

 

田 中 賞 

       1）業績部門 

       1. 宮田 利雄 1. 森安 宏 1.辰巳 正明 

2） 論文部門 

1. 阪上 隆英   和泉 遊以    水野  浩 

1. 舘石 和雄   早田 直広    判治  剛      清水  優 

 

3） 作品部門 



 

4 

1. オスマン・ガーズィー橋（俗称：イズミット湾横断橋） 

1. 新名神武庫川橋 

1. 朝明川橋 

1. 首都高速 1 号羽田線 勝島地区橋梁（PC ゲルバー橋の連続化） 

1. 片品川橋の耐震補強 

 
技術開発賞 1. 平田 隆祥     野村 敏雄     佐々木一成     吉田浩一郎    玉滝 浩司 

1. 浜田 文年    足達 康軌     天野  元輝     若山  真則     松尾 陽介 

1. 宮川 豊章     青木 圭一     萩原  直樹     廣瀬    誠     木村 美紀 

1. 大木 智明     浦島   理     尾形伸一郎     小西    真     本保 裕文 

1. 三浦   悟     林   健二     菅原  俊幸     浜本   研一    嶋田健二郎 

 

出版文化賞  1.稲場紀久雄 

  1. 川島 一彦 

 

国際貢献賞 1. 菊川 滋 1. 都甲 明彦 1. 土肥 穣 

 1. Dr. Ir Mochamad Basoeki Hadimoeljono 

 

国際活動奨励賞 1. 大塚 洋一 1. 小川 智之 1. 梶原 良治 1. 亀廼井 寿明 

 1. 川崎 隆 1. 小泉 幸弘 1. 下山 和彦      1. 園部 直明 

1. 綱川 浩太 1. 中川 康之 1. 藤熊 昌孝      1. 松木 洋忠 

 1. 松本 高之 1. 三輪 恭久 

 

国際活動協力賞 1. HASSAN AMMAR   1. 趙 勝川       1. Somnuk Tangtermsirikul 

1. Tuenjai FUKUDA  1. A.F.M. SAIFUL AMIN 

   

技術功労賞  1. 佐藤 勇樹 1. 島峰 徹夫 1. 清水 幸一 1. 須藤 英明 

  1. 髙橋 広行 1. 武内 正博 1. 立石 和秀 1. 登坂 弘光 

  1. 中村 隆良 1. 古山 章一 

 

〔吉田賞選考委員会の表彰〕 

1） 吉田研究奨励賞  

 1. 西村 和朗 1. 直町 聡子 1. 橋本 永手      1. 田中 豊 

 

（3） 名誉会員称号授与 

 魚本 健人 江﨑 哲郎 大島 一哉 大島 俊之  

加賀屋 誠一    金澤   寛      神山   眞      川上   洵  

河田 惠昭         熊谷恒一郎     小松 利光       鈴木 幸一       

高橋 喜一 武山 正人      田﨑 忠行     橋口 誠之 
                     廣瀬 典昭         堀    正幸          三木 千壽          宮池 克人 

山本 正明         依田 照彦           
 

（4） 新任理事および監事の選任および役員変更登記 
 

役 職 名 退 任 留 任 新 任 

理事・会 長 田代 民治  大石 久和 
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理事・副会長 田中 仁 岡安 章夫 上田 多門 

  島岡 隆行 遠藤 元一 

  霜上 民生  

専 務 理 事  塚田 幸広  

理    事 青木 伸一 岡本 正 五道 仁実 

 石田 悦一 熊本 直樹 淺見 郁樹 

 熊本 義寛 小室 俊二 倉内 公嘉 

 桑野 玲子 田中 茂義 京谷 孝史 

 古賀 徹志 中川 一 高橋 一朗 

 飛田 善雄 前野 詩朗 勝地  弘 

 那須 清吾 松本 伸 茅野 正恭 

 南荘 淳  佐々木 葉 

 濵田 士郎  須野原 豊 

 前川 秀和  兪  朝夫 

 森北 佳昭  髙山 純一 

 八嶋 厚  小林潔司 

 横田 弘  堀  智晴 

 渡邉 浩  西田 純二 

   氏家  勲 

   藤本  聡 

監    事 廣畑 彰一 巾 淳二 三浦  隆 

 

新任理事および監事の選任  平成 29 年 6 月 9 日 

 

（5） 特別講演 

 講演者 ：田中 仁（副会長、東北大学大学院教授） 

 講演題目：「ベトナムの沿岸災害と国際協力－アソシエイトメンバーとの連携－」 

 

2．理 事 会 

    定  例：平成 29 年 4 月から平成 30 年 3 月まで 

1) 審議事項：75 件 

平成 28 年度第 6 回理事会（平成 29 年 5 月 12 日） 

1． 平成 28 年度 事業報告 

2． 平成 28 年度 決算 

3． 監査報告 

4． 平成 28 年度 土木学会賞授賞 

5． 社会インフラ維持管理・更新の重点課題検討特別委員会の活動継続 

6． 会員の入退会 

7． フェロー会員の認定 

8． 関西支部地域貢献事業への寄附申込 

9． 平成 29 年度会長特別委員会の設置  

10． 規程類の改正 
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11． 支部長の承認 

12． 他機関との共催 

13． 委員長の交代 

14． 新規受注研究 

15． 技術評価（新規）受注 

16． 2017 年度 国際交流活動計画（派遣計画含む） 

17． 平成 29 年度の土木学会出版計画（追加） 

18． 土木学会出版物の翻訳出版許可について 

 

平成 29 年度第 1 回理事会（平成 29 年 7 月 7 日） 

1． 社会インフラ健康診断書 

2． 平成 29 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． 学術文化事業助成申請 

6． 公益増進事業助成申請 

7． 平成 29 年度会長特別委員会「国土・土木と AI 懇談会」の設置 

8． 規程類の改正 

9． 委員長の交代 

10． 他機関との共催 

11． 新規受注研究 

12． 2017 年度国際交流活動計画（派遣計画含む） 

13 技術評価受注（新規） 

 

平成 29 度第 2 回理事会(平成 29 年 9月 22日)  

1． 平成 30 年度事業計画及び予算編成の基本方針 

2． 会員の入退会 

3． フェロー会員の認定 

4． 支部交付金等算出方式等の見直しについて（改定案） 

5． 土木学会会費の減免措置の適用について（提案） 

6． 土木学会選奨土木遺産の選考 

7． 公益増進資金への寄附申込 

8． 関西支部地域貢献事業への寄附申込 

9． 学術文化事業助成 

10． 平成 31 年度全国大会実施支部 

11． 支部長の承認 

12． 委員長の交代 

13． 規程類の改正 

14． 新規受注研究 

15． 技術評価受注（新規） 

16． 2017 年度国際交流活動計画（派遣計画含む） 

 

平成 29 年度第 3 回理事会（平成 30 年 1 月 19 日） 
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1． 平成 30 年度定時総会の招集 

2． 会員の入退会 

3． フェロー会員の認定 

4． 土木学会認定土木技術者資格審査  

5． 支部地域貢献資金への寄附申込（北海道支部、関西支部） 

6． 公益増進資金への寄附申込 

7． 公益増進資金助成申請 

8． 規程類の改正 

9． 委員長の交代 

10． 新規受注研究 

11． 平成 30 年度土木学会出版計画 

12． 最高裁判所への専門委員候補者の推薦 

13． 技術評価結果 

14． 技術評価（更新）受注 

 

平成 29 年度第 4 回理事会（平成 30 年 3 月9日） 

1． 平成 30 年度役員候補者選考 

2． 平成 29 年度名誉会員推挙 

3． 平成 30 年度事業計画 

4． 平成 30 年度予算 

5． 会員の入退会 

6． フェロー会員の認定 

7． 関西支部地域貢献資金への寄附申込 

8． 公益増進資金への寄附申込 

9． 公益増進資金助成申請 

10． 学術文化事業助成申請 

11． 規程類の改正 

12． 委員長の交代 

13． 新規受注研究 

14． 事務局の体制 

 

 

2) 報告事項：45 件 

 

2-1．技術者資格評議会  0 回 

 

3．正副会長会議 

   （平成 28 年度第 6 回：平成 29 年 5 月 12 日、平成 29 年度第 1 回：平成 29 年 7 月 7 日、 

第 2 回：平成 29 年 9 月 22 日、第 3 回：平成 29 年 12 月 15 日、第 4 回：平成 30 年 1 月 19 日、 

第 5 回：平成 30 年 3 月 9 日） 

1） 懸案事項の事前協議 

2） 平成 29 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 30 年度役員選出について 

4） その他 
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4．次期会長候補者選考会議（平成 29 年 12 月 15 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 30 年度次期会長候補者の選考 

3）その他 

 

5．運営会議・予算会議・部門会議 

・運営会議 

第1回（平成30年1月18日） 

1） 平成30年度予算原案の審議 

2） その他 

・予算会議 

第 1 回（平成 29 年 8 月 25 日） 

   1）平成 30 年度事業計画・予算の編成手順について 

   2）平成 30 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 29 年 11 月 24 日） 

   1）平成 30 年度事業計画・予算の編成手順の確認 

   2）平成 30 年度事業計画・予算要求集計結果について 

   3）平成 30 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 29 年 12 月 13 日） 

1）平成 30 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 5 回  （研究企画委員会と共催） 

(7) 出版部門 部門会議 7 回 （出版委員会と共催） 

(8) 情報資料部門 部門会議 0 回  （メール審議 4 回） 

(9) 総務部門 部門会議 2 回  （メール審議 4 回） 

(10) 財務・経理部門 部門会議 3 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       5 回  （メール審議 1 回） 

 

6．支部長会議 

第 1 回（平成 29 年 7 月 7 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 
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第 2 回（平成 30 年 1 月 19 日） 

1）全国大会関係 

2）意見交換 

3）その他 

 

7．支部幹事長・事務局合同連絡会議（平成30年 1 月 18 日） 1 回 

1） 平成 29 年度第 2 回支部長会議報告 

2） 平成 30 年度支部事業計画・収支予算書および 

平成 29 年度支部決算見込ならびに 

平成 29 年度事業報告・決算書類の提出依頼 

3） 平成 30 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 29 年 6 月 23 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 29 年 10 月27日）1 回 

(1) 土木学会近況報告 

(2) 日本建築学会近況報告 

(3) 懇談・意見交換  

   1) レジリエンスの確保 

  2) AI への取組み 

  3) 知的生産者の公共調達について 

  4) 低炭素化社会の推進に向けた取り組み 

  5) その他 

 

2) 建設系 7 学協会会長懇談会（平成 29 年 12 月13日） 1 回 

(1) 各学協会の現況と重点課題等報告 

(2) 意見交換 

 (3) その他 

 

 


