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Ⅲ．本 部 行 事 

 

１．平成29年度全国大会 

 

（1） H29.9.11～13 九州大学伊都キャンパス 

1）基調講演会（H 29.9.12） アクロス福岡 福岡シンフォニーホール 参加者数：1,040名 

会長講演：土木の「領域」を再考し、主張ある土木を構築しよう 

   土木学会会長  大石久和 

特別講演：ともに生きるための公共事業−フレンチ・エンジニアの「社会経済」思想 

   東京女子大学教授 栗田啓子 

特別講演：九州から日本を動かす！  

   九州経済連合会会長 麻生 泰 

 

 

2）全体討論会（H 29.9.12）        アクロス福岡 福岡シンフォニーホール 参加者数：1,427名  

テーマ  「土木と公共、地域と世界の観点から」 

コーディネーター ：塚原健一（九州大学大学院工学研究院付属アジア防災センター教授） 

パネリスト      ：米良充典（宮崎県商工会議所連合会会頭） 

 ：濱崎 隆（一般社団法人九州観光推進機構九州観光広報センター次長） 

 ：村川友美（株式会社 River Village. 代表取締役）  

：松永千晶（九州大学大学院工学研究院助教） 

 

3) 第72回年次学術講演会        九州大学伊都キャンパス 

  1 講 演 数 

 Ⅰ部門 675題 

 Ⅱ部門 227題 

 Ⅲ部門 538題 

 Ⅳ部門 151題 

 Ⅴ部門 618題 

 Ⅵ部門 979題 

 Ⅶ部門 199題 

 CS部門 272題 
 

  計  3,659題 

  2 延べ参加者数  参加者数：27,510名 

  3 優秀講演者の表彰  表彰者数：240名 

 

4）研究討論会（H29.9.11、13）     九州大学伊都キャンパス 参加者数：2,569名 

討論会題：29題 

 

 

5）交流会（H29.9.12） ソラリア西鉄ホテル 参加者数：565名 

 

6）国際関連行事（H 29.9.11～12） 九州大学伊都キャンパス 

  1 海外からの参加者  9ヶ国･地域、計34名 

2 延べ参加者数  参加者数：192名 

 

8）映画会（H29.9.11～13） 九州大学伊都キャンパス 参加者数：232名 
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9）パネル展示（H29.9.11～13） ソラリアプラザ1Fイベントスペースゼファ 参加者数：1,155名 
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2．講演会、シンポジウム、研究発表会 

 

1) H29.4.13     地盤地震防災に関する講演会 東京大学生産技術研究所 

      講演題数：2題 参加者数：79名 

2) H29.4.22 構造工学委員会特別講演「東京都における都市基盤施設の予防保全型管理」 北海道大学 

      講演題数：1題 参加者数：114名 

3) H29.4.22～23 第63回構造工学シンポジウム 北海道大学 

      講演題数：117題 参加者数：217名 

4) H29.4.26 2016年熊本地震1周年報告会 九州大学百年講堂大ホール 

      講演題数：12題 参加者数：351名 

5) H29.4.28 土木計画学ハンドブック出版記念シンポジウム 土木学会 講堂 

  講演題数：3題 参加者数：61名 

6) H29.5.13    JABEE 認定・審査における「土木及び関連の工学分野」、 

     「環境工学及び関連のエンジニアリング分野」受審校研修会 土木会館講堂 

     講演題数：6題 参加者数：50名 

7）H29.5.16      世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ（第９回）          土木会館講堂 

講演題数：5題  参加者数：107名 

8) H29.5.20～21  第20回応用力学シンポジウム 京都大学吉田キャンパス 

      講演題数：73題 参加者数：225名 

9) H29.5.23 地震工学委員会 平成29年度 第1回研究会 土木学会 講堂 

      講演題数：16題 参加者数：116名 

10) H29.6.1      コンクリートにおける水の挙動研究小委員会(JSCE349)報告会およびシンポジウム 

中央大学 後楽園キャンパス 

      講演題数：12題 参加者数：59名 

11) H29.6.6 公開講演会「学会が原子力安全組織システムの防護の厚みに貢献するために」土木会館 講堂 

  講演題数：1題 参加者数：86名 

12) H29.6.10～11  第55回土木計画学研究発表会（春大会） 愛媛大学 

      講演題数：486題 参加者数：1009名 

13) H29.6.15～16  2017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：119題 参加者数：601名 

14) H29.6.13   高知市新庁舎丸太打設液状化対策工法見学会 高知市新庁舎建設工事作業所 会議室 

      講演題数：1題 参加者数：59名 

15）H29.6.21        第95回イブニングシアター「土木学会映画コンクール受賞作品」 土木会館講堂 

     講演題数：1題 上映件数：1件 参加者数：71名 

16) H29.6.23   第37回土木史研究発表会 エクスカーション 駒沢給水塔 駒沢給水塔 

      講演題数：1題 参加者数：9名 

17) H29.6.24    第37回土木史研究発表会 シンポジウム 『震災と土木史』 東京工業大学 

      講演題数：2題 参加者数：67名 

18) H29.6.24～25  第37回土木史研究発表会 東京工業大学 

      講演題数：40題 参加者数：107名 

19) H29.6.27    CIM講演会2017（東京） 中央大学 駿河台記念館 

      講演題数：10題 参加者数：310名 

20) H29.6.30 コンクリート構造物の設計と連成型性能評価法に関する研究小委員会(第1期)成果報告会 

土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：61名 
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21) H29.6.26～6.27   第42回海洋開発シンポジウム 仙台国際センター 

      講演題数：174題 参加者数：400名 

22) H29.6.28      津波シンポジウム－これまでの変化とこれからの対応－ 東北大学災害科学国際研究所 

      講演題数：1題 参加者数：78名 

23) H29.7.2         第2回ドボ博街歩き「近代鉄道の駅・橋をめぐる」 千代田区周辺 

     講演題数：1題 参加者数：33名 

24) H29.7.4～5  第20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：85題 参加者数：330名 

25) H29.7.4    CIM講演会2017（仙台） せんだいメディアパーク 

      講演題数：10題 参加者数：87名 

26) H29.7.8   オープンキャンパス土木学会2017 ～くらしを支える土木～ 土木会館 講堂ほか 

      講演題数：12題 参加者数：217名 

27) H29.7.12～13  第21回鉄道工学シンポジウム 土木会館講堂 

      講演題数：40題 参加者数：98名 

28) H29.7.26    CIM講演会2017（大阪） 西日本建設業保証(株)貸会議室 

      講演題数：10題 参加者数：159名 

29) H29.7.28 コンクリート構造物の品質・耐久性確保マネジメント研究小委員会 成果報告会 

≪東京会場≫ エッサム神田ホール2号館 

  講演題数：6題 参加者数：124名 

30) H29.7.28 平成29年度構造工学委員会主催テクニカルセミナー         東京大学工学部 

  講演題数：3題 参加者数：22名 

31)H29.8.3         世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ（第10回）                土木会館講堂 

講演題数：8題  参加者数：105名 

32) H29.8.4    CIM講演会2017（札幌） ACU SAPPORO 

      講演題数：10題 参加者数：135名 

33) H29.8.4   第20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：233名 

34) H29.8.6         第9回土木と学校教育フォーラム 土木学会 講堂ほか 

  「次期学習指導『要領』における防災学習」  

      講演題数：5題，模擬授業1題                   参加者数：90名 

           パネルディスカッション：1題、ポスター発表：17題  

35) H29.8.8～9    第16回木材利用研究発表会 土木会館 講堂 

        講演題数：15題 参加者数：52名 

36) H29.8.9   次世代下水道小委員会講演会「関西発・下水道研究の最前線」 

キャンパスプラザ京都 第3講義室 

参加者数：66名 

37) H29.8.10    橋梁の対津波設計に関するシンポジウム 土木会館 講堂 

      講演題数：11題 参加者数：37名 

38) H29.8.23 第96回イブニングシアター「港湾空港土木特集」 土木会館講堂 

     講演題数：1題 上映件数：2件 参加者数：106名 

39) H29.8.24    CIM講演会2017（名古屋） ウインクあいち 

      講演題数：10題 参加者数：135名 

40)H29.8.30     講演会「海外における建設ロボットの現状と将来展望」       土木会館 講堂 

講演題数：1                         参加者数：115名 

41) H29.8.31～9.1    第53回水工学に関する夏期研修会 大阪大学 

      講演題数：16題 参加者数：189名 
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42) H29.8.24    全国木橋サミット 2017 in つるた  鶴田町 国際交流会館 国際交流ホール 

      講演題数：7題 参加者数：308名 

43) H29.8.25    木橋サミット2017 in つるた【バスツアー】  つがる富士見荘 

      講演題数：1題 参加者数：17名 

44) H29.9.15   第3回土木史サロン 土木学会 講堂 

      講演題数：6題 参加者数：93名 

45) H29.9.6～8  第25回地球環境シンポジウム 神戸大学 

      講演題数：81題 参加者数：118名 

46) H29.9.6   一般公開シンポジウム「未来世紀都市創出〜地球環境とエネルギーそして防災〜」 

神戸大学 

      講演題数：6題 参加者数：58名 

47) H29.9.7   土木学会地球環境委員会シンポジウム「地球温暖化とパリ協定ー世界の未来のためにー」            

神戸大学 

      講演題数：3題 参加者数：57名 

48) H29.9.14 地震工学委員会 平成29年度 第2回研究会 土木学会 講堂 

      講演題数：3題 参加者数：95名 

49) H29.9.26    CIM講演会2017（広島） サテライトキャンパスひろしま 

      講演題数：10題 参加者数：68名 

50) H29.9.27    「爆発・衝撃作用を受ける土木構造物の安全性評価」に関する講習会（東京）  

土木学会 講堂 

      講演題数：9題 参加者数：79名 

51) H29.9.28～29   第42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：91題 参加者数：518名 

52) H29.10.6    CIM講演会2017（高松） サンポート54 

      講演題数：10題 参加者数：49名 

53) H29.10.11～13 第37回地震工学研究発表会・見学会 くまもと県民交流館他 

      講演題数：170題 参加者数：491名 

54) H29.10.11～14  第5回土木学会台湾土木遺産視察 台湾 烏山頭ダム施設、日月潭発電所ほか 

      講演題数：3題 参加者数：19名 

55) H29.10.14    2016年熊本地震に関わる一般市民向け講演会 熊本市総合体育館・青年会館ホール 

      講演題数：3題 参加者数：101名 

56) H29.10.17    第97回イブニングシアター「鉄道特集」 土木会館講堂 

     講演題数：1題 上映件数：2件 参加者数：102名 

57) H29.10.21～22  第45回環境システム研究論文発表会 大阪大学 

      講演題数：95題 参加者数：150名 

58) H29.10.25   「爆発・衝撃作用を受ける土木構造物の安全性評価」に関する講習会（金沢）  

金沢大学 

      講演題数：9題 参加者数：30名 

59) H29.10.25～27    第64回海岸工学講演会 TKP札幌駅カンファレンスセンター 

      講演題数：303題 

 参加者数：713名 

60) H29.10.27    CIM講演会2017（金沢） 石川県地場産業振興センター 

      講演題数：10題 参加者数：66名 

61) H29.11.2    CIM講演会2017（沖縄） 沖縄県立博物館 

      講演題数：10題 参加者数：39名 

62) H29.11.11   未来の土木コンテスト 技術検討会 土木会館 講堂 
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      講演題数：2題 参加者数：63名 

63) H29.11.20   CIM講演会2017（福岡） 天神ビル 

      講演題数：10題 参加者数：82名 

64) H29.11.22 コンクリート構造物の品質・耐久性確保マネジメント研究小委員会 成果報告会 

≪高松会場≫および四国における品質確保に関するシンポジウム    高松国際ホテル 

      講演題数：5題 参加者数：111名 

65) H29.11.23   土木の日シンポジウム2017 土木会館 講堂 

      講演題数：2題 参加者数：73名 

66) H29.12.7   平成29年度 第５回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：88名 

67) H29.12.13      第98回イブニングシアター「ダム特集」 土木会館講堂 

     講演題数：1題 上映件数：2件 参加者数：113名 

68) H29.11.7   土木建設技術発表会2017 土木会館講堂他 

      講演題数：43題 参加者数：184名 

69) H29.11.3～5     第56回土木計画学研究発表会（秋大会） 岩手大学 

      講演題数：357題 参加者数：800名 

70) H29.11.15     断層帯近傍における地震動評価に関するシンポジウム 土木学会 講堂 

      講演題数：17題 参加者数：78名 

71) H29.11.21   第5回河川堤防技術シンポジウム 土木会館講堂 

      講演題数：26題 参加者数：107名 

72) H29.11.22   「爆発・衝撃作用を受ける土木構造物の安全性評価」に関する講習会（札幌）  

寒地土木研究所 

      講演題数：9題 参加者数：38名 

73) H29.11.29       安全問題討論会’17 土木学会講堂他 

       講演題数：25題 参加者数：52名 

74) H29.11.30～12.1 第27回トンネル工学研究発表会 土木会館講堂他 

      講演題数：76題 参加者数：244名 

75) H29.12.12       応用力学講演会 2017 土木学会講堂 

       講演題数：3題 参加者数：42名 

76) H29.12.12～14    第24回鉄道技術・政策総合シンポジウム(J-Rail2017) 新潟朱鷺メッセ 

      講演題数：224題 参加者数：459名 

77) H29.12.5         第35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：42題 参加者数：124名 

78) H29.12.11  第5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：98名 

79) H29.12.6   基礎水理シンポジウム 土木学会講堂 

     講演題数：7題 参加者数：37名 

80) H29.11.17～18    第54回環境工学研究フォーラム 岐阜大学 

      講演題数：122題 参加者数：212名 

81) H29.11.18  環境工学委員会・一般公開シンポジウム「人口減少社会における環境工学の展開」 

岐阜大学 

      講演題数：2題 参加者数：98名 

82) H29.11.20  水インフラ更新小委員会シンポジウム「人口減少社会における水道経営～安心・安全を未 

来につなぐための処方箋～」                     土木学会講堂 

      講演題数：6題 参加者数：119名 
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83) H29.12.7～8  第22回舗装工学講演会 札幌市教育文化会館 

 講演題数：42題 参加者数：124名 

84) H29.12.1   景観・デザイン委員会20周年記念シンポジウム 京都大学 国際科学イノベーション棟 

      講演題数：4題 参加者数：241名 

85) H29.12.2～3   第13回景観・デザイン研究発表会 京都大学 

      講演題数：102題 参加者数：318名 

86) H29.12.19 地震工学委員会 平成29年度 第3回研究会 土木学会 講堂 

      講演題数：4題 参加者数：56名 

87)H30.1.10～12  第45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：71題 参加者数：152名 

88) H30.1.11     公開講演会「地層処分ー技術的背景と日本の地質環境ー」       土木学会 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：80名 

89) H30.1.20   未来の土木コンテスト 最終選考会・表彰式 日本科学未来館 

      講演題数：5題 参加者数：135名 

90) H30.1.23      木材利用シンポジウムin長崎 ホテル セントヒル長崎 

      講演題数：4題 参加者数：148名 

91)H30.1.23～24  第23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：301名 

92) H30.1.21      第17回土木学会デザイン賞授賞式 土木学会 講堂 

      講演題数：14題 参加者数：168名 

93)H30.1.24         世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ（第11回）                 土木会館講堂 

講演題数：7題  参加者数：108名 

94) H30.1.29     CIM講演会2017（第2回東京） 中央大学 駿河台記念館 

      講演題数：9題 参加者数：250名 

95) H30.2.15 イラン・イラク国境付近で発生した地震被害調査報告会 土木学会 講堂 

      講演題数：7題 参加者数：47名 

96) H30.2.20   次世代下水道小委員会講演会「下水中資源活用の最前線」 

ホテルマイステイズ札幌アスペン 

講演題数：5題                         参加者数：73名 

97) H30.3.5～7      第62回水工学講演会 岡山大学津島キャンパス 

      講演題数：258題 参加者数：499名 

98) H30.3.5   第30回アゲールシンポジウム 岡山大学津島キャンパス 

      講演題数：2題 参加者数：135名 

99) H30.3.5    河川災害に関するシンポジウム 岡山大学津島キャンパス 

      講演題数：3題 参加者数：151名 

100) H30.3.6         第62回水工学講演会特別講演 岡山大学津島キャンパス 

      講演題数：3題 参加者数：155名 

101)H30.3.7      第9回木材利用シンポジウム 土木学会 講堂 

      講演題数：2題 参加者数：69名 

102)H30.3.12 第99回イブニングシアター「日本初の地下鉄建設」 土木会館講堂 

     講演題数：1題 上映件数：1件 参加者数：148名 

103)H30.3.22    国際ワークショップ 「CIM/BIM の国際動向とこれからの展開」 土木会館 講堂 

     講演題数：5題 参加者数：75名 

104)H30.3.22～23  2017 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) 銀座ブロッサム 

     講演題数：13題 参加者数：510名 
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3．講習会、セミナー 

1) H29.4.18   「社会インフラ メンテナンス学と健康診断」講習会（広島会場） 広島YMCA 

     講演題数：8題 参加者数：76名 

2) H29.4.19   「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕様書」説明会<東京会場＞ 

 土木学会講堂 

     講演題数：6題 参加者数：67名 

3) H29.4.20    2016年8月北海道豪雨災害土木学会調査団報告会in帯広 とかちプラザ 

     講演題数：5題 参加者数：266名 

4) H29.4.26～29    流量観測技術ワークショップ 信濃川（新潟県小千谷市付近） 

      講演題数：1題 参加者数：50名 

5) H29.4.28   「社会インフラ メンテナンス学と健康診断」講習会（仙台会場） 仙台国際センター 

      講演題数：8題 参加者数：112名 

6) H29.5.15   「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕様書」説明会<福岡会場＞ 

 エルガーラホール 

     講演題数：5題 参加者数：12名 

7) H29.5.15        第42回土木学会トークサロン 土木会館 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：27名 

8）H28.5.18   若手／中堅実務者のためのコンクリート技術講習会 

     -構造物設計の基本と施工・維持管理との連携- 土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：64名 

9）H29.5.22 異業種交流セミナー・シリーズ（第3回） 土木学会 AB会議室 

 講演題数：1題                                                  参加者数：44名 

10) H29.5.22   「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕様書」説明会<広島会場＞ 

 広島工業大学広島校舎 

     講演題数：5題 参加者数：23名 

11)H29.5.23   「社会インフラ メンテナンス学と健康診断」講習会（札幌会場） 北海道大学 

      講演題数：8題 参加者数：114名 

12) H29.5.24   「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕様書」説明会<名古屋会場＞ 

 名古屋工業大学4号館1階ホール 

     講演題数：5題 参加者数：13名 

13) H29.5.26   第5回データモデルセミナー 土木学会 AB会議室 

     講演題数：7題 参加者数：68名 

14) H29.5.26    土木計画学ワンデイセミナー NO.85 これからの空港と次世代航空交通システムの進化 

 日本大学駿河台キャンパス１号館 

      講演題数：9題 参加者数：127名 

15) H29.6.1～2 環境水理部会研究集会2017 in 鹿児島 鹿児島大学稲盛会館 

                      講演題数：32題 参加者数：80名 

16) H29.6.1     「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕様書」説明会<大阪会場＞ 

 建設交流館 

     講演題数：5題 参加者数：32名 

17) H29.6.8     「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕様書」説明会<札幌会場＞ 

 札幌国際ビル 

     講演題数：5題 参加者数：29名 

18) H29.5.24   トンネル工学セミナー2017 土木学会 AB会議室 

     講演題数：2題 参加者数：60名 
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19) H29.6.9   第3回地下空間維持管理セミナー RCC文化センター 

     講演題数：6題 参加者数：54名 

20）H29.6.16 第18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：54名 

21) H29.6.20     「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕様書」説明会<仙台会場＞ 

 ハーネル仙台 

     講演題数：5題 参加者数：48名 

22) H29.6.22     「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕様書」説明会<高松会場＞ 

 サンポートホール高松 

     講演題数：5題 参加者数：19名 

23) H29.6.27   第9回公共調達シンポジウム 土木学会講堂 

     講演題数：9題 参加者数：110名 

24) H29.7.3 平成29年度セミナー「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：120名 

25） H29.7.3    第1回環境システムイブニングセミナー 土木会館 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：20名 

26） H29.7.20    第2回環境システムイブニングセミナー 土木会館 A会議室 

       講演題数：1題 参加者数：21名 

27)H29.7.8        オープンキャンパス土木学会2017                    土木学会 

           講演題数：12題                        参加者数：215名 

28) H29.7.19   第1回 橋梁技術の温故知新セミナー 土木学会講堂 

     講演題数：1題 参加者数：134名 

29) H29.7.21   「構造物の更新・改築 －プロセスの紐解き－」講習会 土木学会講堂 

     講演題数：9題 参加者数：71名 

30) H29.7.22    土木計画学ワンデイセミナー NO.86 スマート・プランニングの活用と今後の展望 

 東京大学工学部14号館，141教室 

      講演題数：6題 参加者数：119名 

31)H29.7.22     最新建設用ロボット技術の紹介 2017             港湾空港技術研究所内 

           講演題数：5題                        参加者数：203名 

32) H29.7.28   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：5題 参加者数：84名 

33) H29.7.29   夏休み親子現場見学会 相鉄・東急直通線、新横浜駅他工事 

     講演題数：1題 参加者数：32名 

34）H29.7.31  岩の力学オンライン講義勉強会 宇都宮大学 

      講演題数：2題 参加者数：24名 

35) H29.8.1   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：5題 参加者数：69名 

36)H29.8.1      土木工事で使われるロボット展                     関東技術事務所内 

           講演題数：3題                        参加者数：408名 

37)H29.8.22     第18回 異分野技術者との交流会                土木学会AB会議室 

           講演題数：1題                         参加者数：23名 

38) H29.8.28   地盤の地震応答解析 -夏の講習会2017- 土木会館 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：126名 

39)H29.8.28   「社会インフラ メンテナンス学と健康診断」講習会（大阪会場） 建設交流館 

      講演題数：8題 参加者数：97名 
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40) H29.9.21     平成29年度エネルギー委員会第1回公演会「エネルギー政策とそれを支える技術」 

 土木学会ＡＢ会議室 

      講演題数：1題 参加者数：37名 

41）H29.9.25   岩盤力学イブニングセミナー（第3回） 土木学会講堂 

      講演題数：1題 参加者数：74名 

42） H29.9.27    第3回環境システムイブニングセミナー 土木会館 A会議室 

      講演題数：1題 参加者数：14名 

43) H29.10.6     第4回地下空間維持管理セミナー ハーネル仙台 

      講演題数：6題 参加者数：88名 

44) H29.10.12～13    平成29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：68名 

45) H29.10.10       応用力学フォーラム（東北地区）「補強土工法の現状と展望」 東北大学 

       講演題数：1題 参加者数：31名 

46) H29.10.10   どぼくカフェ熊本 土木×スポーツ×熊本 ~チャレンジする熊本のいま~ 

@オモケンパーク 

      講演題数：1題 参加者数：55名 

47） H29.10.16    第4回環境システムイブニングセミナー 土木会館 A会議室 

      講演題数：1題 参加者数：42名 

48) H29.10.22      第10回土木ふれあいフェスタ2017 イオンモール福津 

     講演題数：13題 参加者数：426名 

49) H29.10.26      第33回鋼構造基礎講座「鋼橋の架設および解体撤去工法－より一層の安全性と品質の向上 

に向けて－」                           土木学会 講堂 

      講演題数：6題 参加者数：68名 

50) H29.10.27       応用力学フォーラム（関西地区）                    京都大学 

       講演題数：3題 参加者数：27名 

51) H29.10.27      平成29年度セミナー「土木学会による実務者のための耐震設計入門：実践編」 

土木学会 講堂 

講演題数：5題 参加者数：72名 

52）H29.11.6    土木技術者実践論文集セミナー ～土木技術者の『実践』の共有と更なる向上に向け～ 

               土木学会 講堂 

     講演題数：7題 参加者数：81名 

53） H29.11.6    第5回環境システムイブニングセミナー 土木会館 A会議室 

      講演題数：1題 参加者数：16名 

54) H29.11.17   平成29年度 施工計画講習会 土木会館講堂 

      講演題数：8題 参加者数：70名 

55) H29.11.20  建設マネジメントに関する地域シンポジウム 名古屋工業大学講堂ホール 

     講演題数：4題 参加者数：113名 

56）H29.11.18    道路トンネル建設現場（シード工法）の見学会 横浜環状北西線の建設現場 

     講演題数：1題 参加者数：93 

57) H29.11.22  熊本地震の現地視察会 熊本県内被災地 

     講演題数：4題 参加者数：35名 

58)H29.11.24       第3回留学生向け現場見学会・企業説明会  国道9号京都西共同溝シールド工事現場他 

                    講演題数：2題  参加者数：17名 

59) H29.11.27   「既設安全性評価」，「SHM意思決定」に関する合同講習会 土木会館講堂 

      講演題数：16題 参加者数：88名 

60) H29.11.28      第34回鋼構造基礎講座「鋼橋設計法の変遷」－設計法の変遷から学ぶ設計者のあり方－ 
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土木会館 講堂 

      講演題数：5題 参加者数：81名 

61）H29.12.4   岩盤力学イブニングセミナー（第4回） 土木学会講堂 

      講演題数：4題 参加者数：43名 

62) H29.12.4     「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕様書」説明会 

 土木学会講堂 

     講演題数：6題 参加者数：27名   

63）H29.12.9 地下空間の防災・減災セミナー2017（大阪） 関西大学梅田キャンパス 

  講演題数：6題 参加者数：59名 

64）H29.12.12 見学会／東京駅周辺地下空間ネットワーク－地下歩行空間ネットワークの改良と拡充－ 

 東京駅周辺地下歩行空間 

  講演題数：5題 参加者数：43名 

65） H29.12.15   第6回環境システムイブニングセミナー 土木会館 A会議室 

        講演題数：1題 参加者数：13名 

66)H29.12.16       第5回留学生向け企業説明会                           土木会館講堂 

                    講演題数：3題  参加者数：37名 

67) H29.12.13       日韓ジョイントワークショップ                  土木会館 講堂 

      講演題数：11題 参加者数：42名 

68) H29.12.20       応用力学フォーラム（東北地区） 

「最前線で活躍する建設コンサルタント技術者による実務の紹介」  東北大学 

       講演題数：2題 参加者数：24名 

69) H29.12.20 第5回地下空間維持管理セミナー 岐阜大学 サテライトキャンパス 

  講演題数：6題 参加者数：88名 

70) H29.12.21 「複合構造の耐荷メカニズム －多様性の創造－」講習会 土木会館講堂 

  講演題数：7題 参加者数：55名 

71）H29.12.22      応用力学フォーラム（西部地区） 九州大学西新プラザ 

      講演題数：3題 参加者数：42名 

72）H29.12.24  第2回インフラオープンデータ・ビックデータ利活用ワークショップ  

東京大学生産技術研究所 

      講演題数：8題 参加者数：70名 

73) H30.1.12   平成29年度 地盤工学セミナー 土木会館講堂 

     講演題数：5題 参加者数：102名 

74) H30.1.12    土木計画学ワンデイセミナー NO.87 「3次元モデルが変えるまちづくりの計画論」 

 弘済会館 4階 楓 

      講演題数：11題 参加者数：73名 

75）H30.1.16      応用力学フォーラム（中部地区） オリックス名古屋錦ビル 

      講演題数：2題 参加者数：93名 

76）H30.1.19      応用力学フォーラム（中国地区） 岡山・オルガホール4Ｆ会議室 

      講演題数：3題 参加者数：27名 

77) H30.1.23    土木計画学ワンデイセミナー NO.89 土木計画学セミナー 「国土・県土整備の技術と

実践」 －人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考える－ 中部会場 

 ウインクあいち 

      講演題数：5題 参加者数：64名 

78) H30.1.25 コンクリート舗装の設計・施工・維持管理に関する講習会（東京会場） 土木学会講堂 

  講演題数：4題 参加者数：60名 

79) H30.1.26 ＣＯ2輸送・貯留に関する技術動向と今後の課題 土木学会講堂 

  講演題数：9題 参加者数：76名 
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80) H30.1.30   平成29年度構造工学委員会セミナー 土木会館 講堂 

       講演題数：2題 参加者数：120名 

81) H30.1.31   第17回地震災害マネジメントセミナー「復興活動から考える減災・防災」 

土木会館 AB会議室 

  講演題数：4題 参加者数：39名 

82）H30.1.31    地方創生シンポジウム 千葉県南房総市，安房郡鋸南町 土木学会 講堂 

     講演題数：3題 参加者数：97 

 

83) H30.1.31    土木計画学ワンデイセミナー NO.90  土木計画学セミナー 「国土・県土整備の技術

と実践」 －人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考える－ 東北会場 

 TKPガーデンシティ仙台勾当台 ホール２ 

      講演題数：5題 参加者数：92名 

84) H30.2.1    「爆発・衝撃作用を受ける土木構造物の安全性評価」に関する講習会（福岡）  

九州大学医学部 

      講演題数：9題 参加者数：44名 

85) H30.2.2 欧州におけるSMAの現状 土木学会ＡＢ会議室 

  講演題数：2題 参加者数：45名 

86) H30.2.5    土木計画学ワンデイセミナー No92  大災害に道路ネットワークはどう備えるか？ ～

道路防災機能評価の新たな展開～    香川県高松市 髙松サンポート合同庁舎 

      講演題数：8題 参加者数：67名 

 

87) H30.2.13    土木計画学ワンデイセミナー NO.91  土木計画学セミナー 「国土・県土整備の技術

と実践」 －人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考える－ 九州会場 

 第三博多偕成ビル 

      講演題数：5題 参加者数：103名 

88) H30.2.14   異分野の研究室訪問・見学会 防衛大学校，港湾空港技術研究所 

     講演題数：9題 参加者数：28名 

89) H30.2.16 コンクリート舗装の設計・施工・維持管理に関する講習会（広島会場）  

広島工業大学広島校舎堂 

  講演題数：4題 参加者数：33名 

90) H30.2.21 第3回人にやさしい地下空間セミナー 土木学会講堂 

  講演題数：3題 参加者数：76名 

91) H30.2.28 コンクリート舗装の設計・施工・維持管理に関する講習会（大阪会場）  

エル・おおさか 

  講演題数：4題 参加者数：57名 

92）H30.3.6   岩盤力学イブニングセミナー（第5回） 土木学会講堂 

      講演題数：1題 参加者数：46名 

93) H30.3.6 「コストプラスフィー契約に関する報告書」説明会 土木学会講堂 

  講演題数：1題 参加者数：69名 

94) H30.3.12 コンクリート舗装の設計・施工・維持管理に関する講習会（札幌会場）  

エル・おおさか 

  講演題数：4題 参加者数：45名 

95) H30.3.14 平成29年度第２回エネルギー委員会講演会「エネルギー政策を巡る最近の動向」 

 土木学会講堂 

  講演題数：1題 参加者数：68名 

96）H30.3.26        計算力学フォーラム in 福井        福井大学 
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      講演題数：3題 参加者数：27名 

97) H30.3.29    土木計画学ワンデイセミナー NO.93  地域アセットマネジメントの実装へ向けて ー

地域ニーズに応じたインフラ管理とはー     土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：117名 

98) H30.3.30    土木計画学ワンデイセミナー NO.94  都市間旅客交通ワンデーセミナー －都市間旅

客交通の基礎的特徴とデータ－    日本大学理工学部駿河台キャンパス 

      講演題数：5題 参加者数：93名 

 

 

4．国際交流（受入） 

H29.4.5         Tunnel Euralpin Lyon Turin Commission講演会 Mr. Ｊｅａｎ-Ｆｒａｎｃｏｉｓ Ｃｏｒｔｅ一行 

H29.5.11        マレーシア工学会Sabah支部来会 Mr Haji Yahiya Kahar支部長他30名 

H29.5.18～19 第2回JSCE-CICHEジョイントワークショップ参加      呂良正中国土木水利工程学会長他16名 

H２９.７.14        インドネシア公共事業省大臣来日 Dr. Mochamad Basoeki大臣, Hermanto Dardak 長官他28名 

H29.9.10～16 ミャンマー工学会 Mr. Pau Sian Musan 

 ベトナム土木協会 Mr. Mai Hoang Ba 

 モンゴル土木学会 Mr. Ganzorig Tsevelsuren 

  トルコ分会 Ms. Tugce Ceran 

 フィリピン土木学会 Mr. Al-Adzhar P. Usman 

 タイランド分会 Mr. Pomnarong Lueanpech 

 2017年STGプログラム参加 

H29.9.10            JSCE韓国分会 金在権分会長、李東郁前分会長 

 JSCE台湾分会 柯武徳幹事長 

 JSCEタイ分会 Prof. Varameth Vichensan幹事長 

 JSCEトルコ分会  Assoc. Prof. Bayza Taskin幹事長 

 H28年度全国大会 海外支部会議参加 

 

5．国際交流（派遣） 

H29.4.23～25 アジア土木学協会連合協議会（ACECC）理事会参加 

ネパール・カトマンズ ACECC 会長 日下部 治（国際圧入学会）、ACECC JSCE 代表 山口栄輝(九州工業大学)、

ACECC 企画委員会委員長 岡村未対（愛媛大学）、ACECC 技術委員会会長 中野雅章（日

本工営）、ACECC 担当委員会委員長 佐藤愼司（東京大学）、ACECC 事務総長堀越研一（大

成建設）、ACECC 担当委員会 岩井裕正（名古屋工業大学）、ACECC 事務総長輔佐 田中裕

子 

H29.8.23～25 VCA ジョイントセミナー 

ベトナム・ハノイ 渡邊博志（土木研究所） 

H29.9.21～23 アジア土木学協会連合協議会（ACECC）理事会参加 

モンゴル・ウランバトル ACECC 会長 日下部 治（国際圧入学会）、ACECC JSCEＥ代表 山口栄輝(九州工業大学)、

ACECC 企画委員会委員長 岡村未対（愛媛大学）、ACECC 技術委員会会長 中野雅章（日

本工営）、ACECC CECAR8 組織委員会委員長 茅野正恭（鹿島建設）、ACECC CECAR8 組

織委員会幹事長 木村亮（京都大学）、ACECC 担当委員会委員長 佐藤愼司（東京大学）、

ACECC 事務総長堀越研一（大成建設）、ACECC CECAR8 組織委員総務・財務部会 今村崇

（鹿島建設）、ACECC TC21 委員長 竹内邦良（ＩＣＨＡＲＭ），ACECC TC21 委員 勝濱良博

（日本工営）、倉岡千郎（日本工営）、山本芳樹（日本工営）、ネトラ・プラカシュ・バンダリ（愛媛

大学）、荒木田勝（アジア防災センター）、ACECC TC16 委員 坂井康一（東京大学） 
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H29.10.8～11    米国土木学会（ASCE）年次大会参加 

米国・ニューオーリンズ  大石久和土木学会会長、塚田幸広土木学会専務理事、以後有希夫（パシフィックコンサルタ 

                 ンツ）、湯浅岳史（会員・企画課）、澁谷有希子(国際センター) 

H29.10.18～20   大韓土木学会（KSCE）年次大会参加 

韓国・釜山   土木学会副会長・国際センター長 上田多門(北海道大学)、矢吹信喜（大阪大学）、蒔苗耕治

   (宮城大学)、国際センター韓国グループ担当 江上和也（エコー）、澁谷有希子（国際センター） 

H29.10.28～29  YTU-MES-JSCE ジョイントシンポジウム 

ミャンマー・ヤンゴン 白土博通（京都大学）、国際センターミャンマーグループ担当 ティハ（日本工営）、国際センター 

   ミャンマーグループ担当 山田耕治(日本工営)、湯浅岳史（会員・企画課）、澁谷有希子(国際

   センター)   

H29.11.26～12.2 World Engineering Forum 2017 

イタリア・ローマ  地震工学委員会 吉見雅行（産業技術総合研究所）、 地震工学委員会 豊岡亮洋（鉄道総合

   技術研究所）  

H29.11.28～30  フィリピン土木学会（PICE）年次大会参加 

フィリピン・マニラ 塚田幸広土木学会専務理事、国際センター長代行 山川朝生(日本工営）、朝倉俊弘（京都大

   学）、石本一鶴（日本工営）、澁谷有希子（国際センター） 

H29.12.1～2  中国土木水利工程学会（CICHE）年次大会参加 

台湾・台北  塚田幸広土木学会専務理事、国際センター台湾グループ担当 白旗弘実（東京都市大学）、 

   若手パワーアップ小委員会 田村洋（東京工業大学）、原倖平（九州大学）、森川ダニエル（九州

   大学大学院）、澁谷有希子（国際センター） 

H30.1.20   日越大学セミナー 

ベトナム・ハノイ  加藤浩徳（東京大学）、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） 

H30.2.20～21  JSCE-Turkey Joint Seminar on Earthquake Resistant Design –ISO23469 and Turkish Code 

トルコ・イスタンブール 本田利器（東京大学）、庄司学（筑波大学）、吉見雅行（産業技術 

総合研究所）、一井康二（関西大学）、野津厚（港湾空港技術研究所）、久保淳一郎（東日本旅

   客鉄道）、澁谷有希子(国際センター)  

H30.3.26～28  YTU-MES-JSCE ジョイントシンポジウム フォローアップミーティング 

ミャンマー・ヤンゴン 土木学会副会長・国際センター長 上田多門(北海道大学)、白土博通（京都大学）、国際セン 

     ターミャンマーグループ担当 ティハ（日本工営）、澁谷有希子(国際センター)  

 

6．交流会 

1） H29.6.9            平成 29 年度定時総会（通算第 103 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：298名 

2）H29.9.17      平成 29 年度土木学会全国大会に伴う交流会： 

      ソラリア西鉄ホテル 参加者数：565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）H29.11.20～24   土木コレクション2017 未来の東京を見つけに、土木を巡る。  

新宿駅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 
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H29.4.7 アジア土木学協会連合協議会（ACECC） 

第8回アジア土木技術国際会議（CECAR8）組織委員会がキックオフ。 

H29.4.13 第48回報道機関懇談会のご案内 

H29.5.15 「平成28年度土木学会賞」に関する記者発表会のご案内 

H29.5.16 世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ 第９回シンポジウムの開催について 

H29.5.22 5月22日（月）、「異業種交流セミナー・シリーズ」の第3回を開催 

平成28年度会長特別タスクフォース「現場イノベーションプロジェクト」の一環 

H29.5.29 第49回報道機関懇談会のご案内 

H29.6.1 6月1日（木）、「現場イノベーションプロジェクト」シンポジウムを開催 

平成28年度会長特別タスクフォースの約１年間の活動を総括 

H29.6.13 平成29年度土木学会会長「記者共同インタビュー」のご案内 

H29.6.13 「CIM講演会2017」 2017年6月27日の東京会場から全国で開催 

H29.6.23 会長特別委員会「レジリエンスの確保に関する技術検討委員会」2017年6月23日に第１回委員会を開催 

H29.7.4 「未来の土木コンテスト」の募集を開始しました 

H29.8.7 「2017インフラ健康診断書（試行版）」公表の記者発表のご案内 

H29.8.8 会長特別委員会「国土・土木とAI 懇談会」2017年8月8日に第１回懇談会を開催 

H29.9.25 「平成29年度選奨土木遺産」に関する記者発表会のご案内 

H29.10.6 「第８回アジア土木技術国際会議」（8th CECAR）におけるプロジェクト賞候補および功績賞候補の募集 

H29.10.24 未来の土木コンテスト 第一次選考の結果について 

H29.11.1 JMOOC講座を土木学会認定e-ラーニングとして継続教育（CPD）の対象といたします 

H29.11.2 未来の土木コンテスト 技術検討会のお知らせ 

 －全国の小学生の夢のアイデアをプロがカタチにします－ 

H29.11.8 第50回報道機関懇談会のご案内 

H29.11.14 「土木の日」の記念イベントの開催にともなう取材について 

H29.11.15 土木学会支部創立記念式典を開催いたします 

H29.11.16 デザイン賞2017 授賞対象作品が決まりました 

H29.11.17 全国9割の事業体で水道料金値上げが必要？安心・安全を未来につなぐための議論を始めます 

H29.11.20 「技術評価証授与式」開催のご案内 

H29.12.26 いよいよ決戦。小学生の夢のアイデアがプロの手でカタチに！！ 

－「未来の土木コンテスト」最終選考会・表彰式の開催－ 

H30.1.10 高レベル放射性廃棄物の地層処分と地域の科学的特性について紹介します 

H30.1.16 デザイン賞2017 授賞式を開催いたします 

H30.1.17 近年の地震災害の教訓を踏まえインフラ・ライフラインの専門家が最新の知見を発表します 

H30.1.17 世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ 第11回シンポジウム 

世界最大級の中央径間を誇る吊橋「オスマン・ガーズィー橋建設工事」 

H30.1.19 人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考えます 

H30.1.24 道路舗装の長寿命化に向けてコンクリート舗装が改めて見直されつつあります！ 

H30.2.1 「道の駅」が地方創生に果たす役割は？ 首長・リーダーの視点と行動に迫る 

H30.2.5 2/5（月）「技術評価証授与式」開催のご案内 

H30.2.8 ドボ博「四国インフラ解剖」展ほかオープン 記者発表会のご案内 

H30.3.5 木材利用によるレガシーの創成に向けて 

 

 

9．他学会との共催、協賛、後援 

1）共  催 

平成 29 年 
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（1）H29.4.11～12  i-Construction セミナー ～CIM 情報化施工 本格化の時代へ～  

                                                   建設用ロボット委員会  広島県・鳥取県 

（2）H29.4.20     講習会「ロボット化する建設重機」                       建設用ロボット委員会 東京都 

 

（3） H29.6.8 原子力総合シンポジウム2017                                 原子力土木委員会 東京都 

（4） H29.6.8    平成 29 年度第 1回 RIC 講演会基調講演「2016 年 8 月北海道豪雨災害土木学会調査団報告会   

in 札幌」                           水工学委員会 北海道 

（5） H29.6.17      自然の恵みに感謝する豊かな食と農づくり               総務部門 青森県 

（6） H29.6.23    日本学術会議公開シンポジウム 「低炭素・健康な生活と社会の実現への道筋             

 環境システム委員会 東京都 

（7） H29.6.30 i-Construction×GIS による社会インフラ管理の革新      土木情報学委員会 東京都 

（8） H29.7.1 第54回アイソトープ・放射線研究発表会                        原子力土木委員会 東京都 

（9） H29.7.5～7 安全工学シンポジウム 2017 安全問題研究委員会 東京都 

（10） H29.7.12 第 52 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 名古屋 

（11） H29.7.28～29 第 12 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 福岡県 

（12） H29.8.28～30 第 17回建設ロボットシンポジウム「建設・土木・ロボットの融合による建設産業の新たな展開」          

建設用ロボット委員会 東京都 

(13) H29.9.1     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 

（14）H28.9.11   公開シンポジウム「設計者・コンサルタントを対価の多寡で選んで良いのか 知的生産者の公共調

達に関わる法整備 -会計法・地方自治法の改正-」     教育企画・人材育成委員会 東京都        

（15）H29.9.23   日本環境共生学会主催公開シンポジウム「気候変動への適応策と緩和策―地域からの統合的展開―」

 総務部門 高知県 

（16） H29.10.31 Puebla 地震（メキシコ）の被害調査報告会           地震工学委員会 東京都 

（17） H29.11.8～9  平成 29 年度建設技術フォーラム                      建設用ロボット委員会 埼玉県 

（18） H29.11.9～10 第 12 回 複合・合成構造の活用に関するシンポジウム  複合構造委員会 東京都 

（19）H29.11.21   平成 29 年度工学教育調査研究連合委員会企画シンポジウム―イノベーションのための工学教育に 

必要な工学教育のイノベーション 教育企画・人材育成委員会 東京都 

（20） H29.11.30   平 2９度課題設定ワークショップ 自動自律（拠点建設）・地産地消（資源利用）合同分科会プログラム 

～宇宙探査と地上技術の連携・相乗的発展に向けて～         建設用ロボット委員会 東京都 

（21） H29.12.1    小名浜港 海上 GPS 高精度測位講習会                  建設用ロボット委員会 福島県 

平成 30 年 

（22） H30.1.18      第 8回インフラ・ライフライン減災対策シンポジウム・現場見学会 

 地震工学委員会 新潟県 

（23） H30.1.24～25 2017 年度 港湾及び海洋土木技術者のための ROV 等水中機器類技術講習会のご案内 

建設用ロボット委員会 神奈川県 

(24)H30.1.27    地盤品質セミナー「地盤を原因とした土木・建築障害対策への地盤品質判定士へのニーズと役割」   

地盤工学委員会 東京都 

(25)H30.3.5      「第 3 回理論応用力学シンポジウム」                        応用力学委員会 東京都 

(26)H30.3.18    一般社団法人日本原子力学会シンポジウム東京電力福島第一原子力発電所の廃炉ー廃炉の論点と

展望ー                                                  原子力土木委員会 東京都 

(27)H30.3.19   シ ン ポ ジ ウ ム 「 南 海 ト ラ フ 巨 大 地 震 の 広 域 被 災 に 備 え る 減 災 活 動 の 現 状 と 将 来 」             

地震工学委員会 東京都 
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(28)H30.3.18    一般社団法人日本原子力学会シンポジウム東京電力福島第一原子力発電所の廃炉ー廃炉の論点と

展望ー                                                  原子力土木委員会 東京都 

 

 

2）他に協賛123件、後援107件、 

上記の他に国際センター関係：後援4件、共催1件 

 

3） 国際会議 

《主  催》 

  

《共  催》 

H29.9.13       第 11 回災害リスク管理に関するジョイント国際シンポジウム “The 11th Joint International 

Symposium on Disaster Risk Management” 国際センター 福岡県 
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