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Ⅳ．支 部 行 事 

1．北海道支部 

（1）通常総会（H29.4.23） ホテル札幌ガーデンパレス 

（2）商議員会 2回 

（3）幹事会 2回 

（4）事業担当幹事会 11回 

（5）委員会等 7回 

（6）支部行事 

1）講習会 

第 1 回「コンクリートの構造物における品質を確保した生産性向上に関する提案」講習会（H29.5.30） 

北大学術交流会館   題数：6 題   参加人数：56 名 

2）年次技術研究発表会（H30.1.27） 

 北海道大学   発表件数：209 件   参加人員：958 名 

  3）土木学会北海道支部選奨土木遺産見学会（H29.10.21） 

   南幌町・晩翠遊水地、舞鶴橋、ゆにガーデン、滝の上発電所及び夕張市・石炭博物館 

   参加人員： 35 名 

4）VISIT（職場訪問）事業 

各地区合同（H29.9.8）                             参加人員: 16 名 

      石狩湾新港発電所建設現場、新石狩大橋施工現場・3･3･304 南大通 

                   （北大、道科学大、北見工大、室工大、北海学園、函館高専、社会人） 

5）札幌市生涯学習講座［市民カレッジ］ 

    講演「～ロマンあふれる！巨大建造物～ダムの工事現場を見に行くバスツアー～」（H29.11.2） 

札幌市生涯学習センター   参加人員：29 名 

現場見学（H29.11.2）                新桂沢堤体建設第１期工事   参加人員：26 名 

6）支部創立 80 周年記念事業 

    土木コレクション HANDS＋EYES パネル展（H29.11.16～17） 

札幌駅前通り地下歩行空間 北 3 状交差点広場   見学者：1,900 名 

    土木の現場ツアー(H29.11.16) 

豊平川水道水源水質保全事業、寒地土木研究所   参加人員：19 名 

    若手技術者交流サロン(H29.11.17) 

                           ホテル札幌ガーデンパレス     参加人員：24 名 

        記念祝賀会 

                                                     ホテル札幌ガーデンパレス    参加人員：152 名 

7）「土木の日」関連行事 

   ①札幌地区事業 

・親子現場見学会（H29.7.31） 

      千歳川晩翠遊水地、定山渓ダム、小樽内発電所、豊平川水道水源水質保全導水路新設工事 

           参加人員：76 名 

    ・選奨土木遺産認定書授賞式と「支部創立 80 周年記念」講演会（H29.11.17） 

ホテル札幌ガーデンパレス 2F「丹頂」   参加人員：291 名 

   ②北見地区事業 

    ・おもしろ科学実験（H29.8.5） 〔後援行事〕          北見工業大学   加人員：573 名 
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    ・PR イベント・現場見学会（市民対象）（H29.10.22） 〔共催行事〕 

  北見芸文ホール    参加人員：400 名 

見学場所：常呂川左岸北見北上南 6 号災害復旧工事、見晴橋                           

                                       参加人員：19 名 

・映画会（高校生対象）（H29.11.13･14  2回） 

北見工業高校   参加人員：104名 

・書道展・表彰式（小中学生対象）（H29.11.22～27） 

HNKギャラリー・北見工大   応募：139点 

   ③苫小牧地区事業 

    ・体験学習（H29.8.19～20） 〔共催行事〕      苫小牧工業高等専門学校   参加人員：725 名 

・市民のための見学会（H29.9.9） 〔共催行事〕        日高自動車道   参加人員： 41 名 

・土木に関する展示（H29.10.21～22） 〔共催行事〕 

 苫小牧工業高等専門学校   参加人員：1,850 名 

・科学実験教室（H29.10.14） 〔共催行事〕       苫小牧市（イオン）   参加人員：150名 

④室蘭地区事業 

    ・オープンラボ伊達（H29.8.27） 〔共催行事〕 伊達市防災センター   参加人員：150 名 

・オープンラボ in 室蘭（H29.9.23） 〔共催行事〕 室蘭工業大学   参加人員：100 名 

・河川環境学習体験フェスタ 2017（H29.10.1） 〔共催行事〕 

室蘭市内知利別川   参加人員：200 名 

・トラスコンテスト in 室蘭（H29.11.19） 〔共催行事〕 室蘭工業大学   参加人員： 80 名 

⑤函館地区事業 

・学校見学会（H29.5.20） 〔後援行事〕 函館工業高等専門学校   参加人員： 120 名 

・体験学習会（H29.8.5～6） 〔後援行事〕 函館工業高等専門学校   参加人員： 40 名 

    ・土木技術体験講座「土木技術紹介＋ドボククイズ」（H29.10.21～22） 〔共催行事〕 

函館工業高等専門学校   参加人員：400 名 

・橋を作ってみよう（H29.11.11） 〔共催行事〕 函館工業高等専門学校   参加人員：  5名 

（7）刊行物出版 

  1）論文報告集題 74 号（CD-ROM）250 枚 発行：平成 30 年 1 月 

 （8）広報活動 

1）ホームページの更新 

2）メールマガジンの配信 

3)土木ｉの配信 

（9）シビルネット活動 

1）シビルネットカードの作成 

・平成 28 年度の選奨土木遺産 2 種のカード作成完了 

2）SNS シビルネット北海道（Face Book)を利用した広報活動 

・web サイトの管理・運営（業務委託） 

・支部幹事、会員からの投稿促進、連携他の機関との情報共有及び投稿推進 

 

2.東北支部 

（1）商議員会 3 回 

（2）支部総会（H29.5.25） ホテルメトロポリタン仙台 

（3）役員会（H29.12.7） エル・ソーラ仙台 
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（4）幹事会 4回 

1）総務部会 3回 

2）土木の日行事部会 5回 

3）継続教育部会 2回 

（5）特別委員会 

1）東北支部選奨土木遺産選考委員会 1 回 

2）支部設立 80 周年実行委員会 3 回 

各部会・WG 会議（適宜開催） 

記念誌部会・記念講演部会・表彰部会 

支部設立 80 周年記念事業（H29.11.3～12.9） 

どぼく＋マンガ展（H29.11.3～11.26） 多賀城図書館３F 展示スペース 

参加者：557 名（土・日・祝日のみカウント） 

関連行事の開催 

・ブラタガジョウ（H29.10.29）           多賀城市  参加者 講演 12 名 ／ 町歩き 8 名 

 ※技術者交流サロン 

・ダムカレー施工体験とダムカードの解説（H29.11.23） 

ダムカードの解説  参加者: 30 名 ／ ダムカレー施工体験  参加者: 24 名 

・建設 IoT 紹介（H29.11.25） 参加者：UAV 体験  35 名 ／ VR 体験  28 名 

・絵本読み聞かせ（H29.11.26） 午前・午後各 1 回     参加者：午前 31 名 ／ 午後 26 名 

    記念式典（H29.12.7） ホテルメトロポリタン仙台  参加者：142 名 

     式典・記念講演・東北支部功労賞授与・祝賀会 

     支部功労賞（平成 20 年～平成 29 年までの 10 年間の支部活動へ功績者表彰）授与 28 名 

記念シンポジウム（H29.12.9）                             仙台国際センター  参加者：280 名 

テーマ｢先人に学ぶ地を読む力｣ 

 ※土木の日特別行事 

写真展｢UNDER CONSTRUCTION  in 東北｣（H29.12.5～10）  電力ビルグリーンプラザ 参加者：1,700 名 

※土木の日特別行事 

主催：（公社）土木学会東北支部・（一社）日本建設業連合会東北支部 

（6）支部行事 

1）「コンクリート構造物における品質を確保した生産性向上に関する提案」に関する講習会（H29.4.27） 

                                  仙台国際センター  参加者： 75名 

2）現場見学会（H29.10.4）                        気仙沼市  参加者： 44名 

気仙沼大島架橋・三陸沿岸道路気仙沼湾横断橋 

3）東北の土木技術を語る会（H29.10.5）            せんだいメディアテーク  参加者：108名 

テーマ「気仙沼大島架橋」「三陸沿岸道路気仙沼湾横断橋」 

4）第9回 東北地方の橋梁保全に関するシンポジウム（H30.1.30）    仙台国際センター  参加者：380名 

テーマ「インフラ・メンテナンスの 新動向」 

5）東北支部技術研究発表会（Ｈ30.3.3）                  日本大学  参加者：540名 

・発表論文：369編（高校生セッション11編） 

・同日開催 学生交流会  日本大学  参加者： 69名 

6）技術者交流サロン 

第1回 現場見学・意見交換会（H29.7.21～22） 女性対象           山形県  参加者：43名 

東北中央自動車道（南陽高畠～山形上山間）工事/玉川第二発電建設所工事 
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※（公社）地盤工学会東北支部・（一社）土木技術者女性の会東日本支部 

（一社）日本建設業連合会東北支部・（一社）日本橋梁建設協会東北事務所 コラボ 

第2回 ブラタガジョウ（H29.10.29）若手技術者対象      多賀城市  参加者 講演12名 ／ 町歩き8名 

多賀城周辺を散策 東京スリバチ学会 コラボ ※80周年記念事業合同開催  

第3回 現場見学・意見交換会（H29.11.17） 女性対象         福島県相馬市  参加者： 36名 

東北中央自動車道 相馬福島道路 相馬西道路 塩手山トンネルおよび今田高架橋工事 

※国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所 (一社)土木技術者女性の会東日本支部 コラボ 

第4回 意見交換会（H30.1.12） 女性対象          オーク仙台貸し会議室  参加者： 23名 

※(一社)土木技術者女性の会東日本支部 コラボ 

第5回 意見交換会（H30.1.17） 若手技術者対象     東北大学青葉山キャンパス  参加者： 26名 

※(一社)建設コンサルタンツ協会東北支部 コラボ 

（7）「土木の日」及び「くらしと土木の週間」関連行事、その他市民参加行事 

1）土木の日特別行事（H29.12.7）                 仙台国際センター  参加者：280 名 

テーマ ｢先人に学ぶ地を読む力｣ 

※支部設立80周年記念シンポジウム 

2）写真展 ｢UNDER CONSTRUCTION  in 東北｣（H29.12.5～10） 電力ビルグリーンプラザ  参加者：1,700 名 

※東北支部 80 周年記念事業写真展 

主催：（公社）土木学会東北支部・（一社）日本建設業連合会東北支部 

3）土木の日関連行事 秋田ブランチ「雄物川改修１００周年記念パネル展」（H29.11.25～26） 

秋田市にぎわい交流館Ａｕ（あう）  参加者：150 名 

（8）調査・研究会活動 

1）技術開発・研究奨励賞選考委員会 2回 仙台市 

2）総合技術賞選考委員会 1回 仙台市 

3）学生見学会（各大高専における学生対象の見学会開催）への活動支援 7 校 

（9）本部及び他学協会との共催・後援・協賛等 

〔本部主催〕 

1）土木学会認定上級および 1 級技術者資格試験（H29.9.2） ハーネル仙台 

〔共催行事〕 

1） ～忘れない、水害への備え～羽越水害 50 年行事（H29.4.18～8.26） 

※主催：羽越水害 50 年行事実行委員会                          山形県 

2） 選奨土木遺産認定記念フォーラム（H29.6.16） 

 ※主催：選奨土木遺産認定記念フォーラム実行委員会   仙台市民サポートセンター 参加者：100 名 

3） 歴史探訪 川村孫兵衛重吉～ゆかりの地巡り～（H29.7.21～8.31） 

※主催：宮城県石巻市、国土交通省東北地方整備局北上下流河川事務所 石巻市、萩市 参加者：282 名 

4）学園参加型関連行事（H29.10.14～15）            東北工業大学  参加者：合計 100 名 

東北工業大学大学祭「土木の日」企画展示 

5）「景観開花。2017」                         東北大学  参加者： 71 名 

テーマ「新陳代謝」（一次審査会Ｈ29.10.23 公開 終審査会Ｈ29.12.9） 

※主催：景観開花実行委員会 

6）「青森土木フォーラム第 10 回記念大会」（H29．11.11）    八戸市市民会館  参加者：600 名 

※主催：青森土木フォーラム実行委員会 

7）with Dam Night in SENDAI（H29.11.17）         

   ※主催：一般社団法人ダム工学会             多賀城市図書館  参加者： 60 名 
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8）「東北港湾空港合同勉強会 平成 29 年度若手技術者発表会」（H29.11.22） 

 ※主催：東北港湾空港合同勉強会         東北地方整備局港湾空港会議室  参加者：136 名 

9）地盤工学フォーラム東北 2017（平成 29 年度（第 36 回）研究討論会）（H30.1.24） 

 ※主催：(公社)地盤工学会東北支部                ハーネル仙台  参加者：136 名 

10）第 23 回庄内・社会基盤技術フォーラム（H30.1.25） 

 ※主催：庄内・社会基盤技術フォーラム運営委員会 

  1.基調講演 2.研究・事例発表会 18 題            東北公益文科大学  参加者：295 名 

〔協賛行事〕 

1）夏休み子ども科学キャンパス（Ｈ29.7.25～26 10.10～11） 

※主催：子どもキャンパス実行委員会        東北大学  参加者：仙台市内小学生延べ 378 名 

サポートスタッフ：延べ 216 名 

〔後援事業〕 

1）建設技術公開「EE 東北’17」（H29.6.7～8） 

※主催：EE 東北実行委員会                   夢メッセみやぎ  出展者数：869 社 

2）みやぎボイス 2017「計画・制度とそこから零れ落ちるもの」（H29.7.1） 

   ※主催：みやぎボイス連絡協議会              せんだいメデｨアテーク 参加者：160 名 

3）学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ 2017（第 11 回）（H29.7.16） 

※主催：NPO 法人 natural science                 東北大学  参加者：10,580 名 

  4）コンクリート構造物の長寿命化対策に関わる技術講習会（H29.7.20）（H29.8.1） 

   ※主催：一般社団法人日本建設保全協会       仙台福祉プラザふれあいホール  参加者：175 名 

                              青森福祉プラザ県民ホール  参加者：231 名 

5）「コンクリート構造物の補修・補強に関するフォーラム 2017」 

～構造物の健康寿命を延ばすためのシナリオ～（H29.8.4） 

※主催：(一社)コンクリートメンテナンス協会東北支部   秋田市にぎわい交流館 AU  参加者：117 名 

6) 常磐自動車道開通 20 周年記念技術フォーラム in 郡山（H29.9.7～8） 

 ※主催：NEXCO 東日本郡山管理事務所                青陵山倶楽部  参加者：120 名 

7）3.11 を忘れない～東北のあゆみ、そしてこれから～（H29.11.9） 

 ※主催：一般社団法人建設コンサルタンツ協会東北支部      ホテル法華クラブ  参加者：180 名 

8)平成 29 年度講演会「Life の中に Work をおこう！」（H29.12.11） 

～考え方なら帰られる～ 

 ※主催：公益社団法人日本技術士会 男女参画推進委員会  ㈱ユアテック 3F 会議室  参加者： 30 名 

9)平成 29 年度東北地域づくり講演会 ～復興を支えるインフラ整備～（H30.1.24） 

 ※主催：一般社団法人東北地域づくり協会・河北新報社      戦災復興記念会館 参加者：270 名 

10）復興土づくりシンポジウム（H30.1.25～1.26） 

 ※主催：土木合同セミナー実行委員会 

 25 日 土木技術発表会 10 題 

 26 日 講演・パネルディスカッション～生産性向上に向けた i-Construction の推進～ 

                    プラザおいでっせおいでてホール（盛岡市） 参加者：120 名 

11）第 14 回土木合同セミナー（H30.2.14） 

 ※主催：土木合同セミナー実行委員会         エスポワールいわて（盛岡市）  参加者：120 名 

12）第 37 回地域産官学と技術士とのセミナー（仙台）（H30.2.16） 

 ※主催：公益社団法人日本技術士会 

 東北の発展、くらし・産業おこし・まちづくり～みやぎ・東北の未来像～  
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仙台国際ホテル  参加者：270 名 

13）コンクリート構造物の補修・補強に関するフォーラム 2018（H30.2.28） 

～健康寿命を延ばすためのシナリオ～ 

   ※主催：一般社団法人コンクリートメンテナンス協会東北支部   大崎建設産業会館  参加者： 70 名 

  14）ライフサイクルコストに優しいコンクリート舗装の入門セミナー（H30.3.15） 

   ※主催：一般社団法人セメント協会東北支部           仙台国際センター   参加者：221 名 

 

（10）刊行物 

1)平成 29 年度技術研究発表会講演概要集（CD－ROM 版）           発行日：平成 30 年 2 月発行 

（11）研究奨励及び業績の表彰 

1）平成29年度総合技術賞 1件 

2）平成29年度技術開発賞 3件 

3）平成29年度研究奨励賞 8件 

 

3.関東支部 

（1）第 54 回通常総会（H29.5.26）  弘済会館会議室          出席者（委任状を含む）：266 名 

1）平成 28 年度事業報告および決算報告 

2）会計監査報告 

3）関東支部新役員選任 

4）平成 29 年度事業計画および予算報告 

5）第 44 回技術研究発表会優秀発表者表彰 

6）第 18 回「土木のある風景」写真コンテスト表彰 

（2）会議等 

  1）商議員会（H30.1.30）                        出席者（委任状を含む）：44 名 

2）全体幹事会（H29.6.30）                               出席者：34 名 

3）運営幹事会（H30.1.26）                               出席者：16 名 

4）技術情報部会（計8回）                             出席者延べ：81 名   5）

学術研究部会（計 7 回）                              出席者延べ：132 名 6）

広報部会（計 9 回）                              出席者延べ：101 名 

7）交流部会（計 6 回）                               出席者延べ：43 名 

8）災害対応部会（計 1 回）                               出席者：12 名 

9）支部選奨土木遺産選考委員会（計 3 回）                      出席者延べ：33 名 

10）関東地区役員候補者選考委員会（H29.10.13）                    出席者：10 名 

11）土木学会認定技術者資格試験実施部会（H29.5.9）                                    出席者： 6 名 

12）技術研究発表会優秀発表表彰者懇談会（H29.5.26）                  出席者：24 名 

（3）講習会 

1）講習会「土木技術者に求められる資質と素養」 【技術情報部会】 

  －技術士第二次試験受験のための実践講習会（演習付） 第 28 回－           参加者：71 名 

  2）講習会「土木技術者に求められる資質と素養」 【技術情報部会】 

    －技術士第二次試験受験のための直前講習会（建設部門模擬試験付）－第 9 回－     参加者：70 名 

  3）講習会｢土木系技術者のキャリア形成、その第一歩｣ 【技術情報部会】 

    －技術士第一次試験に挑戦する土木系技術者のために－  第 11 回           参加者：56 名 

  4）講習会｢ロボット化する建設重機｣ 【技術情報部会】       参加者：83 名 
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  5）講習会｢進化する道路交通～自動運転技術の 新動向｣ 【技術情報部会】         参加者：65 名 

6）平成 29 年度第 26 回中学生記者取材講習会                    参加者 ：6 校 15 名 

(4)コンクリートカヌー大会 【広報部会】               参加者：約 500 名（大会関係者含む） 

第 23 回土木系学生によるコンクリートカヌー大会 

 荒川貯水池［彩湖］ 

 参加校：＜大学・高専 9 校 11 チーム ＞ 

     ＜高等学校  19 校 27 チーム ＞ 

 （5）技術研究発表会【学術研究部会】 

第 45 回技術研究発表会 

1）技術研究発（H30.3.7～3.8）                山梨大学   参加者：延べ 1700 名 

      発表数：467 編、優秀発表者賞受賞：16 名 

    2）特別講演会（H30.3.7）                  山梨大学   参加者：90 名 

      日川砂防とぶどうとワインのまち 

    3）第 19 回「土木のある風景」写真コンテスト（展示と投票） 

      応募：59 点 

    4）「ドボコレ」（土木コレクション）展示 【技術情報部会】 

    5）交流会 

（6）談話会 

第 1 回：「エキマチ一体のまちづくりー品川開発プロジェクト」（H29.9.1） 

 土木学会ＡＢ会議室   参加者：30 名 

第 2 回：「知的制度の基本―建設業における知財制度の現状及び将来」知財シリーズ 1（H29.10.19） 

 土木学会ＡＢ会議室   参加者：46 名 

第 3 回：「ざっくりわかる建設業の知的財産」知財シリーズ 2（H29.9.6） 

 土木学会ＡＢ会議室   参加者：36 名 

（7）見学会 

1）技術研究所見学会（H29 年 7 月～H29 年 12 月） 

見学先：13 研究所   

 (株)大林組技術研究所            （10/16.24）  参加者：152 名 

鹿島建設(株)技術研究所   （10/24.26）          参加者：310 名 

(株)フジタ技術センター            （10/30）          参加者： 52 名 

 (株)熊谷組技術研究所   （11/7）            参加者： 82 名 

東京都土木技術支援・育成センター   （11/14）      参加者： 87 名 

大成建設(株)技術センター         （11/14）          参加者： 72 名 

三井住友建設(株)技術研究所          （11/15）         参加者：147 名 

（株)竹中工務店技術研究所         （11/15）            参加者： 32 名 

戸田建設(株)つくば技術研究所      （11/16）           参加者：147 名 

飛島建設(株)技術研究所         （11/17）          参加者：100 名 

五洋建設(株)技術研究所            （11/29）     参加者： 77 名 

東洋建設(株)美浦研究所            （12/2）          参加者： 51 名 

清水建設(株)技術研究所            （12/13.14）            参加者:183 名        

  参加者合計：約 1,500  名（地元小学生他） 

2）現場見学会（H29.11.19）                              参加者：30 名 

見学先：「東京都港湾局 海の森水上競技場整備工事」 



 
92 

「東京都下水道局 芝浦水再生センター・森ヶ崎水再生センター間連絡管建設工事その２」 

3）親子見学会（H29.11.18）                      参加者：21 名 

見学先：「新東名高速道路 厚木南 IC 伊勢原 JCT（仮称）」 

「相鉄・東急直通線 羽沢トンネル」 

（8）平成 28 年度選奨土木遺産認定に伴う認定書授賞式 

1）聖橋（H29.12.18）                                東京都庁第二庁舎建設局長室 

2）京浜港ドッグ（H29.11.21）                     国土交通省関東地方整備局港湾航空部 

3）JR 上越線清水トンネル関連施設群（H29.11.8）   みなかみ町水上保健センター 

4）万内川砂防堰堤群・日影沢床固工群（H29.11.20）  新潟日報メディアシップ『日報ホール』 

5）亀甲橋（H29.11.22）                           山梨県峡東事務所所長室 

6）東武鉄道渡良瀬川橋梁・砥川橋梁（H29.11.14）   栃木県総合文化センター 

7）里川水系水力発電所群（H29.11.21）            茨城県建設技術管理センター 

8）玉川橋（H29.12.24）                          埼玉県東松山県土整備事務所 

 （9）写真コンテスト 

第 19 回「土木のある風景」写真コンテスト 

 （10）スチューデントチャプター関連 

1）登録活動校 

・日本大学船橋部会  

・日本大学大学院生産工学研究科土木工学専攻 

・東京都市大学工学部 

・東海大学工学研究科 

2）第 10 回若手土木技術者交流サロン（H29.10.24）  東京都市大学   参加者：学生 32 名、社会人 12 名 

  4）第 8 回どぼくカフェ（H29.7.15）                           参加者：81 名 

5）第 9 回どぼくカフェ（H30.2.27）                            参加者：53 名 

（11）シニアサロン 

  教員免許状更新講習会 【交流部会：シニアサロン（筑波大学共同開催）】                      

 （12）広報活動 

1）関東支部 Facebook「シビルネット関東」 

2）メルマガ配信（2 回／月） 

（13）出版物 

1）講習会「土木技術者に求められる資質と素養」－技術士第二次試験受験のための実践講習会（演習付） 

 －第 29 回  平成 29 年 4 月刊行 100 部（73 頁） 

  2）講習会「土木技術者に求められる資質と素養」－技術士第二次試験受験のための直前講習会 

 （建設部門模擬試験付）－第 9 回  平成 29 年 6 月刊行  100 部（30 頁） 

  3）講習会「土木系技術者のキャリア形成、その第一歩」－技術士第一次試験に挑戦する 

土木系技術者のために－第 11 回  平成 29 年 7 月刊行 80 部（122 頁） 

   ・第 44 回技術研究発表会講演概要集（CD－ROM 版）       平成 29 年 3 月刊行 650 部  

 （14）共催・後援・協賛行事 

1）第 51 回夏季講習会「かしこい交通インフラの使い方」（H29.8.22） 

   教育企画・人材育成委員会 高校教育小委員会 

2）「道路橋の長寿命対策に関わる技術講習会」（H29.6.13,7.11,7.27) 

   一般社団法人 日本建設保全協会 

3）「次の第災害時に備えて、衛星画像の可能性」（H30.1.15） 
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   リモートセンシング学会 

4）「パネル展 Love Doboku Kanagawa 画像でめぐるインフラ施設の旅」（H30.2.3-4） 

   Love Doboku Kanagawa 協議会 

    

 （15）分会行事報告 

【新潟会】 

1）通常総会（H29.5.10）                  ホテルオークラ新潟   参加者：80 名 

2）講演会 

①第 1 回（総会時 H29.5.10）「伝統とは革新の連続」     ホテルオークラ新潟   参加者：76 名 

②第 2 回（定例会時 H29.10.24）「未来は自分たちの手で作る ～限界集落脱却の地域おこし～」 

                                                           新潟グランドホテル    参加者：74 名 

③第 3 回（「土木の日」記念講演会 H29.11.20）      新潟日報メディアシップ  参加者：230 名 

「新潟県内の土木遺産」、「日本をとりまく国際情勢 ～北朝鮮と日本の関係のゆくえ～」 

3）第 35 回研究調査発表会（H29.11.9）      ハイブ長岡   発表件数：137 件、参加者：246 名 

4）研究活動（H29.4～31.3）コンクリート構造物の品質向上および長寿命化に関する研究委員会 

   5）建設事業のイメージアップ活動（日建連北陸支部と共催）「土木の日」関連行事 

①イメージアップ親子見学会 

新潟班（H29.7.26）                                                       参加者：18 組、41 名 

長岡班（H29.7.26）                                参加者：13 組、29 名 

見学先：新潟駅付近連続立体交差事業、大石排水区下水道工事 

②記念講演会（第 3 回講演会参照）（H29.11.20） 

6）研修会（H29.9.26）大石排水区下水道工事、新潟駅付近連続立体交差事業、エコパークいずもざき 

                   参加者：56 名 

   7）幹事会                                                                                   5 回 

   8）新潟県内の土木施設を紹介する取り組み 

     HP にて新潟県内の土木施設を「新潟土木構造物めぐり」と題して 52 施設について紹介 

9）懇親会 

①総会に伴う懇親会（H29.5.10）              ホテルオークラ新潟   参加者：83 名 

②定例会（H29.10.24）                   新潟グランドホテル   参加者：71 名 

10）その他 

①土木学会選奨土木遺産認定伝達（土木の日記念講演会時）（H29.11.20） 

     「万内川砂防堰堤群・日影沢床固工群」 

②第 8 回「インフラ・ライフライン減災対策シンポジウム」（H30.1.18～19） 

【山梨会】 

1）通常総会（H29.4.12）              岡島百貨店クリスタルホール    参加者：17

名 

2）講習会「ICT 施工技術とドローン等の活用」（H29.7.21） 

山梨県立文学館   参加者：190 名 

3）見学会（土木の日行事）「開通間近の高規格道路ネットワークを学ぶ」（H29.11.18） 

参加者：67 名 

4）平成 29 年度土木学会選奨土木遺産「亀甲橋」認定書授与式（H29.11.22） 山梨県峡東建設事務所 

5）第 45 回関東支部技術発表会（H30.3.7-8）参加 

6）幹事会                                   合計 11 回 
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【群馬会】 

1）通常総会（H29.6.15）                  ホテルラシーネ新前橋   参加者：40 名 

2）講演会 

①｢ダムと広報｣（H29.6.15）                ホテルラシーネ新前橋   参加者：40 名 

②｢群馬のダムの魅力～おかん的ダムめぐりの方法～｣（H29.11.18） 

群馬県庁 2 階ビジターセンター  参加者：72 名 

3）講習会 

     ①第 16 回コンクリート研究会「高炉セメントを使用したコンクリートの現状と課題」（H29.7.7） 

前橋工科大学 151 講義室   参加者：100 名 

    ②自然災害講習会（H29.11.29）              前橋工科大学 151 講義室     参加者：130 名 

4）見学会  

①八ッ場ダム・四万川ダム現場見学会（H29.8.5）                           参加者： 40 名 

②土木遺産とリンゴ狩りツアー（H29.10.05）   清水トンネル他              参加者：約 40 名 

③「土木の日」記念八ッ場ダム建設現場見学会（H29.12.11）                参加者： 42 名 

5）土木の日イベント in ぐんま 2017 パネル展示（H29.11.17～18）            来場者：1486 名 

6) 選奨土木遺産「清水トンネル関連施設群（水上～越後湯沢駅間）土木遺産‘自由旅行の旅’」および 

認定書・銘板伝達式・記念講演会（H29.11.18）                   参加者： 45 名 

7) ぐんまの偉大な土木遺産～BIRD‘S EYE～に協力 

8）機関誌「群馬を拓く」第 27 号の発行 

【栃木会】 

 1）通常総会（H29.8.2）                 宇都宮東武ホテルグランデ   参加者：173 名 

2）講演会、意見交換会（H29.8.2）           宇都宮東武ホテルグランデ   参加者：138 名 

講演会題目「高性能化・高機能化の進んでいるコンクリートの強度試験方法～圧縮・曲げ・引張

強度の各試験方法の検証と今後の検討事項～」 

〔共催行事〕 

3）研究発表会（栃木県建設技術協会と共催）（H30.1.30） 

栃木県総合文化センター     参加者：327 名 

①研究発表会   発表論文：15 編 

②文化講演会題目：「新スタジアム建設に用いた技術の紹介～GEO EXPLORER（地盤調査車）によ多点調  

                   査で明らかにした支持地盤～」鹿島建設株式会社 

  〔共催行事〕 

4）技術講習会 

講習会（日本技術士会栃木県支部と共催）（H30.2.21） 

 テーマ：「技術士を志す方への情報提供講座」    栃木県総合文化センター      参加者：29 名 

   〔共催行事〕 

5）「土木の日」イベント事業（CCI とちぎ 共催）（H29.11.14） 

栃木県総合文化センター      参加者：261 名 

①土木学会選奨土木遺産認定書授与式 

②講演：「東武鉄道の豪雨災害とＳＬ復活運転について」  

   6）エクスカーション「近代土木遺産探訪の旅」（H29.10.14）               参加者：70 名 

    野木町煉瓦窯、渡良瀬遊水地、渡良瀬川橋梁の視察 

7）各種事業への支援・参加・協賛 

コンクリートカヌー大会参加団体６校、ハイスクール世界サミット in 福島への助成 



 
95 

8）平成 29 年度会員名簿の作成およびホームページの更新 

 【茨城会】 

1）理事会および通常総会（H29.7.21） 

理事会                (公財)茨城県開発公社 4 階大会議室    出席者：13 名 

総会                 (公財)茨城県開発公社 4 階大会議室    出席者：40 名 

2）幹事会：定期的に開催   

    ①第 1 回幹事会（H29.5.30）(一財)茨城県建設技術管理センター 研修センター2 階会議室 

         出席者：18 名 

②第 2 回幹事会（H29.8.29）         茨城県三の丸庁舎 3 階共用会議室 A   出席者：17 名 

    ③第 3 回幹事会（H29.11.29）  茨城大学水戸キャンパス図書館 3 階セミナールーム   出席者：14 名 

3）講演会 

①第 16 回総会時特別講演会（H29.7.21）   (公財)茨城県開発公社  4 階大会議室  参加者：107 名 

(一財)茨城県建設技術管理センターと共催                     

    ②第 17 回建設技術講演会（H29.11.21）       茨城県建設技術研修センター   参加者：110 名 

(一財)茨城県建設技術管理センターと共催                     

    4）講習会（イブニングセミナー） 

    ①第 19 回イブニングセミナー（H29.10.18）      茨城県産業会館 2 階研修室   参加者：47 名 

②第 20 回イブニングセミナー（H30.1.26）       茨城県産業会館 2 階研修室   参加者：40 名 

5）「土木の日」見学会（H30.3.6）            参加者：東海村立村松小学校 4 年生児童 43 名 

①小山ダム見学およびダムの説明（ダムの働き、仕組） 

②県道日立山方線通行中に車窓から大煙突視察 

③中里発電所 発電所に関する説明（茨城の水力発電の歴史、水力発電所の仕組） 

       見学 内部：水車、発電機 外部：水圧鉄管、放水路 

④車窓から旧町屋変電所、央橋視察 

6）広報関係 

「茨城の土木遺産」のパネル作成及び関係機関への展示要請 

  昨年度作成した冊子「茨城の土木遺産」をパネル化し、関係機関において展示することにより、 

  建設事業関係者や一般県民に「茨城にも先人が築いた立派な土木遺産がある」ことをＰＲし、 

  土木事業の地域づくりへの貢献や意義の深さをアピールする。【事業部会と共同事業】 

 7）調査研究部会 

①平成 29 年度選奨土木遺産の推薦：里川水系発電所群 

  ②平成 30 年度土木学会選奨土木遺産の推薦及び次年度推薦候補の検討 

    平成 30 年度：豊田堰北用水樋門（利根町）      

 ③現地見学会（H29.10.14） 参加者： 22 名 

    日本の代表的土木遺産・隅田川架橋群（関東大震災を契機とした帝都復興事業）を視察調査、 

    当時の 先端橋梁技術を駆使して建設された可動橋「勝鬨橋」及その資料館の見学を実施    

 ④茨城県建設フェスタへ部会活動内容を出展（H29.10.29） 

     社会資本整備の重要性と建設業の魅力を広く県民に知っていただくため開催するイベント 

「茨城県建設フェスタ」に出展、土木学会茨城会の活動を紹介 

 ⑤選奨土木遺産認定書の授与式（H29.11.21）：里川水系発電所群 

    施設管理者：東京発電（株）茨城事業所、常陸太田市 

    授与者：土木学会茨城会 会長 小柳 武和 

 ⑥橋梁や河川に関するモニタリング技術の検討 
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    老朽橋梁にひずみセンサー、氾濫の恐れの高い河川に水位センサーを取り付け、常時挙動を 

遠隔地から観測できるシステムを開発 

 

4．中部支部 

（1）支部総会（H29.5.15） 名古屋逓信会館 

（2）顧問会 1回 

（3）商議員会 3回 

（4）幹事会 9回 

（5）調査研究委員会 1回 

（6）調査研究委員会選考委員会 2回 

（7）優秀研究発表賞選考委員会 2回 

（8）技術賞選考委員会 2回 

（9）選奨土木遺産中部支部選考委員会 4回 

（10）地域貢献事業運営委員会 2回 

（11）80周年事業準備委員会 6回 

（12）戦略会議 2回 

（13）地域WG 9回 

（14）広報WG 9回 

（15）講習会WG 9回 

（16）研究発表会WG 9回 

（17）支部行事 

1）技術講習会  

 第1回（H29.4.18）  於：ウインク愛知 参加者：62名 

  「技術士資格取得のために －建設部門の二次試験に備える－」講習会 

 第2回（H29.4.26）  於：名古屋大学ES総合館ESホール 参加者：75名 

  「コンクリート構造物における品質を確保した生産性向上に関する提案」に関する講習会 

 第3回（H29.11.8）  於：名古屋大学 参加者：25名 

  「モデル橋梁を使った橋梁保全技術」講習会 

 第4回（H30.2.16）   於：富山県立大学 参加者：8名 

     「河川シミュレーションソフトｉＲＩＣ」講習会 

第5回（H30.2.22）  於：金沢大学サテライト・プラザ 参加者：18名 

     「技術士資格取得のために －建設部門の二次試験に備える－」講習会 

    

2）土木の日関連行事 

① 親子ふれあい見学会（H29.10.28） 参加者：21名 

「橋で深まる親子の絆｜レゴブロックで橋を作ろう、学ぼう」 

   見学先：千曲川の橋を歩く（須坂市村上橋、飯山市中央橋等） 

② 市民見学会 

 ＜富山県＞（H29.10.28） 参加者：31名 

「秘密の土木探検ツアー ～色々なゲートウェイを見に行こう～」 

   見学先：富山駅付近連続立体交差事業、伏木富山港コンテナターミナル、富山きときと空港 

 ＜名古屋市＞（H29.11.18）                             参加者：28名 

「都市生活をささえる 名古屋の水道・下水道」 
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見学先：鍋屋上野浄水場、水の歴史資料館、広川ポンプ所工事現場 

 

 

＜岐阜県＞（H28.11.19） 参加者：18名 

  「プロフェッショナルの現場を見に行こう！」 

  見学先：東海環状自動車道工事現場（大野神戸 IC 周辺）、世界淡水魚園、犀川遊水池 

 

③ エクスカーション 

・見学先：東海環状自動車道四車線化事業（鷲見橋、三尾河橋）、白川郷散策等（H29.9.2）  
参加者： Japan Steel Bridge Competition2017（JSBC2017）に参加している学生 79 名 

   

3）中部支部選奨土木遺産・パネル展 

      建設技術フェア2017in中部内  10月18日（水）、 19日（木） 於：吹上ホール 

        名古屋都市センター         7月14日（火）～17日（月） 

 

4）研究発表会（H30.3.2）  於：名古屋大学  参加者：617名 

     講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 322件 

 

5）土木出前講座 

第1回（H29.5.15）   於：愛知県立春日井高等学校                    参加者：41名 

「地震と津波、津波と高潮」                       講師：名古屋大学 中村友昭氏 

第2回（H29.7.6）  於：船越生涯学習交流館                       参加者：47名 

「電子紙芝居を使い、水害について考えるワークショップ」        講師：名古屋工業大学 秀島栄三氏 

第3回（H29.7.6）  於： 静岡市葵生涯学習センター                 参加者：72名 

「人間の快適生活と生物の生活環境」生物のすみかのしくみ          講師：名古屋工業大学 増田理子氏 

第4回（H29.7.13）  於：静岡市葵生涯学習センター              参加者：64名 

「人間の快適生活と生物の生活環境」生物のすみかのしくみ           講師：名古屋工業大学 増田理子氏           

第5回、6回（H29.8.3,4）  於： 岩倉市「希望の家」                  参加者：29名 

「丈夫な橋つくりコンクール」        講師：愛知工業大学 鈴木森晶氏 

第7回（H29.8.26）  於： 名古屋港湾会館                     参加者：71名 

「進化しつづける建設材料」                                      講師：岐阜大学 国枝稔氏 

第8回（H29.9.29）  於：瑞浪市消防防災センター                  参加者：22名 

「災害情報の見方」                        講師：玉野総合コンサルタント㈱  長谷川謙二氏 

第9回（H29.10.2）  於：愛知県立半田東高等学校            参加者：990名 

「大規模地震発生時の緊急避難と緊急対応について」      講師：名古屋工業大学名誉教授 山本幸司氏 

第10回（H29.10.26）  於： 愛知県立海翔高等学校                 参加者：30名 

「液状化しそうな地盤とは？作って調べてみよう」        講師：名古屋大学 山田正太郎氏 

第11回（H29.10.27）  於：ＴＫＰガーデンシティ                   参加者：51名 

「世界一の線路を守る ～東海道新幹線の線路保守～」        講師：日本機械保線㈱ 蟹谷慎也氏 

第12回（H29.11.7）  於：静岡市葵生涯学習センター                  参加者：74名 

「人間の快適生活と生物の生活環境」生物のすみかのしくみ」      講師：名古屋工業大学 増田理子氏 

第13回（H29.12.5）  於：愛知県立鶴城丘高等学校                  参加者：40名 

「液状化しそうな地盤とは？作って調べてみよう」       講師：名古屋大学 中井健太郎氏 
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第14回（H29.12.18）  於：岐阜県建設技術協会                 参加者：89名 

「大規模地震発生時の緊急避難と緊急対応について」         講師：名古屋工業大学名誉教授 山本幸司氏 

第15回（H29.12.19）  於：愛知県立鶴城丘高等学校                 参加者：44名 

「これまでの川づくり・今後の川づくり―安全と環境―」        講師：名古屋大学 戸田祐嗣氏 

第16回（H30.2.8）  於：愛知県立海翔高等学校                   参加者：33名 

「橋のふしぎ」        講師：名古屋工業大学 永田和寿氏 

第17回（H30.2.25）  於：岐阜県聴覚障害者情報センター                  参加者：15名 

「緊急地震速報で命を守る」         講師：愛知工業大学 小池則満氏 

第18回（H30.2.27）  於：静岡市東部生涯学習センター                  参加者：80名 

「緊急地震速報で命を守る」       講師：愛知工業大学 小池則満氏 

第19回（H30.3.7）  於：学校法人名工学園名古屋工業高等学校                   参加者：25名 

「橋のふしぎ」        講師：名古屋工業大学 永田和寿氏 

         

6）自治体ブランチ(愛知県):イブニングサロン 

第１回(H29.7.4)  於：愛工大名電高等学校                  参加者：20名（学生10名、社会人10名） 

愛工大名電高等学校学生を対象 

第2回(H29.7.10  於：名古屋大学                        参加者：27名（学生19名、社会人8名） 

名古屋大学学生を対象 

第3回(H29.10.10)    於：豊田工業高等専門学校              参加者：22名（学生11名、社会人11名） 

豊田工業高等専門学校学生を対象 

第4回(H29.11.2)  於：豊橋技術科学大学                    参加者：24名（学生13名、社会人11名） 

豊橋技術科学大学学生を対象 

 

7）土木技術者と学生との交流会(H29.11.13) 

テーマ： 学生グループによる土木遺産ポスター制作と、それを囲んでの土木技術者と学生および学生同士の 

ディスカッション  於：名古屋工業大学 

  参加者：土木を専攻する中部圏の大学および高専の学生 137名 

                                      社会人技術者                        39名 

 

8）調査研究委員会報告会（H29.3.2）  於：名古屋大学                              参加者：27名 

1．「地区防災計画の策定支援方法検討委員会」 委員長：中村 光（名古屋大学） 

2．「木曽川流域圏における対流促進型国土の形成に向けた可能性調査委員会」 

 委員長：中村晋一郎（名古屋大学） 

 

9）共催・協賛・後援行事 

1）共催行事 

① 建設技術フェア 2017 in 中部（H29.10.18-19） 

於：吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館）   主催：国土交通省中部地方整備局、名古屋国際見本市委員会 

② 橋梁技術発表会及び講演会（H29.10.27） 

        於：東建ホール・丸の内                主催：（社）日本橋梁建設協会 

 ③ 地域シンポジウム2017中部「わが国におけるPPP/PFI推進に向けた新たな取り組み」（H29.11.20） 

於：名古屋工業大学 講堂 1 階ホール（NITech ホール） 
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                                                        主催：公益社団法人土木学会 建設マネジメント委員会 

 

2）協賛行事 

① 機械製図講習会（H29.6月および8月） 

於：名城大学天白キャンパス                       主催：公益社団法人 日本設計工学会東海支部 

3）後援行事 

   ①「コンクリート構造物の長寿命化に関わる技術講習会」（H29.6.30）  

於：名古屋国際センター 別棟ホール                             主催：（一社）日本建設保全協会 

②第２６回「知多から世界へ」講演会 in セントレア（H29.8.28） 

於：中部国際空港㈱ 第２セントレアビル                  主催：特定非営利活動法人「知多から世界へ」 

③ ジャパンスティールブリッジコンペティション2017（JSBC2017）（H29.8.31-9.1） 

於：岐阜大学   主催：JSBC実行委員会 

④ 第２７回建設コンサルタント業務技術発表会（H29.10.4） 

於：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）           主催：（一社）建設コンサルタンツ協会中部支部 

⑤ 第１２回新聞紙で作る高速道路“橋”コンテスト（H29.11.11） 

   於：電気文化会館会館イベントホール                       主催：中日本高速道路㈱名古屋支社 

⑥ 「景観からの道づくり」講習会 in 名古屋（H29.11.14） 

於：ウインクあいち5階「小ホール」                               主催：（一社）日本みち研究所 

⑦ 現場技術者のための土質力学：第4回講演会（H29.11.29） 

於：金沢大学サテライトプラザ ３F・集会室                 主催：公益社団法人地盤工学会北陸支部 

⑧ 講習会「土木・建築分野の生産性向上技術の現状と将来」（H30.1.26） 

  於：名古屋大学ＥＳ総合館 ＥＳホール            主催：公益社団法人 日本コンクリート工学会中部支部 

⑨ 第２７回「知多から世界へ」講演会inセントレア（H30.2.6） 

於：中部国際空港㈱ 第２セントレアビル                  主催：特定非営利活動法人「知多から世界へ」 

⑩文部科学省「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」連携コンソーシアムシンポジウム 

「続：あたりまえな“みち”のために」（H30.2.27） 

於：高山市民文化会館                              主催：国立大学法人岐阜大学工学部 

⑪ 第307回コンクリートセミナー（H30.3.8） 

   於：ルブラ王山                                             主催：（一社）セメント協会 

 

5. 関西支部 

（1）平成29年度役員選挙（H29.4.5） 

（2）第90回支部総会（H29.5.11） 

（3）商議員会 3回 

（4）幹事会 

全体幹事会 4回 

主査副査幹事会 3回 

総務財務幹事会 3回 

企画講習会幹事会 2回 

市民幹事会 5回 

特定事業幹事会 随時 

（5）運営に関する会議 

役員候補者等選定ＷＧ打合せ会 1回 
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支部に関する懇談会 1回 

支部中期運営グループ会議 1回 

（6）役員・委員対象見学会 

場所:黒部川第4発電所(H29.8.18) 参加者:10名 

場所:阪和自動車道 和歌山南スマートIC、湯浅御坊道路 川辺第一トンネル(H30.1.27)  参加者:26名 

（7）委員会・行事等 

1）委員会・グループ 

関西支部技術賞選考委員会 

選考委員会 4回 

技術賞候補発表会(2018.1.23) 

場所:大阪合同庁舎1号館第1別館 参加者:100名 

土木学会選奨土木遺産支部推薦委員会 

推薦委員会 5回 

協力行事 

平成29年度春季企画展「土木遺産展 －関西のダムめぐり－」(2018.3.10～4.8) 

主催:大阪府立狭山池博物館ほか 

土木コレクション バナー展示 

平成29年度春季企画展「土木遺産展 －関西のダムめぐり－」(2018.3.10～4.8) 

内容:布引五本松堰堤 

「安全な国土への再設計」支部連合プラットフォーム 

災害協定関西地区連絡会議 1回 

災害協定における支援事業(講師派遣) 

国土交通省近畿地方整備局 職員研修 

「災害対応(中級)Ⅰ研修」(2017.7.6) 参加者:22名 

「災害対応(中級)Ⅱ研修」(2017.7.27) 参加者:25名 

「災害対応(中級)河川・道路技術(初級)研修」(2017.11.6) 参加者:37名 

場所:国土交通省近畿地方整備局近畿技術事務所 

主催:国土交通省近畿地方整備局 

地域の災害脆弱性と防災意識の啓発(講師派遣) 

東日本大震災追悼イベント「ぼう祭のつどい ～広げよう絆のわ～」(2018.3.12) 

場所:津波・高潮ステーション 

主催:ぼう祭のつどい実行委員会(大阪市西区6連合振興町会ほか) 参加者:80名 

調査・研究委員会 

鋼橋の維持管理全体の高度化に関する調査研究委員会 

委員会など 11回 

都市直下地震での鉛直方向の免震構造に関する調査研究委員会 

委員会など 8回 

比較沿岸環境工学に基づく今後の大阪湾研究に関する調査研究委員会 

委員会など 6回 

まちづくりにおける水辺空間のあり方 ～新たな都市施設・空間の複合化を目指して～ 

委員会など 4回 

モニタリング技術と融合した橋梁マネジメントに関する調査研究委員会 

委員会など 18回 
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歴史的地盤遺跡の保全と活用に関する研究委員会 

委員会など 4回 

共同研究グループ 

関西の多様な海岸線における防災および水域環境に関する課題抽出とリスク評価 

研究会など 3回 

シビル・ベテランズ＆ボランティアズ(CVV) 

研究会など 9回 

内水圧が作用する地下貯留トンネルの力学挙動に関する調査・研究 

研究会など 9回 

2）企画講習会関連行事  

＜主催・共催行事・特別行事＞ 

関西支部年次学術講演会 

2017年度 

関西支部年次学術講演会(2017.5.27) 

場所:大阪工業大学 大宮キャンパス 一般講演:238題 

共催:大阪工業大学 

講演会 参加者:660名 

懇親会 参加者:211名 

2018年度 

プログラム編成委員会 1回 

学生向けキャリア支援企画「相談にのります、将来への道づくり」 in 年次学術講演会(2017.5.27) 

場所:大阪工業大学 大宮キャンパス 参加者:22名 

都市直下地震における耐震問題に関する研究ワークショップ“直下地震での構造物の被害は横揺れだけに

よるものなのか？”(2017.5.27) 

場所:大阪工業大学 大宮キャンパス 参加者:18名 

シビル・ベテランズ＆ボランティアズ(CVV)ワークショップ(2017.5.27) 

場所:大阪工業大学 大宮キャンパス 参加者:20名 

老朽化、および更生した下水道管きょの耐震設計法に関するワークショップ(2017.5.27) 

場所:大阪工業大学 大宮キャンパス 参加者:18名 

中小規模自治体における社会基盤構造物の維持管理に関する共同研究グループワークショップ

(2017.5.27) 

場所:大阪工業大学 大宮キャンパス 参加者:30名 

鋼橋の維持管理全体の高度化に関するワークショップ(2017.7.21) 

場所:建設交流館 参加者:104名 

コンクリートカヌー競技大会(後援団体として参画)(2017.8.26) 

場所:兵庫県立円山川公苑 参加数:17校22艇 

主催:近畿高校土木会 

第31回コンクリート構造の設計・施工・維持管理の基本に関する研修会(2017.9.5～9.6) 

場所:大阪科学技術センター 参加者:第Ⅰ部68名、第Ⅱ部71名 

建設技術展2017近畿(特別共催団体として参画)(2017.10.25～10.26) 

場所:マイドームおおさか 参加者:15,187名 

主催:日刊建設工業新聞社、(一社)近畿建設協会 

学生のためのキャリア支援 ～相談にのります、将来への道づくり～(2017.10.26) 
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場所:マイドームおおさか(建設技術展2017近畿と併催) 参加者:160名 

施工技術報告会 ～主題「 近の建設・保全・環境技術と施工事例」～(2018.2.14) 

場所:建設交流館 参加者:166名 

共催:(公社)地盤工学会関西支部、(一社)日本建設業連合会関西支部、 

(一社)建設コンサルタンツ協会近畿支部、(一社)日本建設機械施工協会関西支部 

鋼橋の維持管理全体の高度化に関する調査研究委員会 特別講演会(2018.3.12) 

場所:建設交流館 参加者:81名 

鋼橋の維持管理全体の高度化に関する調査研究委員会 特別講演会(2018.3.23) 

場所:大阪府立狭山池博物館 参加者:70名 

＜協賛行事＞ 

講習会「破壊力学の基礎と 新応用(実習付、修了証発行)」(2017.5.9～5.10) 

主催:(公社)日本材料学会関西支部 参加者:48名 

地震防災フォーラム2017「関西圏で予測される内陸地殻内地震」について考える(2017.5.29) 

主催:関西地震観測研究協議会 参加者:125名 

第349回講習会「構造・強度設計における数値シミュレーションの基礎と応用」(2017.5.29～5.30) 

主催:(一社)日本機械学会関西支部 参加者:97名 

第5回若手セミナー ～地盤工学の基礎講座～(2017.6.21) 

主催:(公社)地盤工学会関西支部 参加者:47名 

宅地地盤の品質評価に関する技術講習会(2017.7.6) 

主催:(公社)地盤工学会関西支部 参加者:25名 

第350回講習会「事例に学ぶ流体関連振動(トラブル事例相談会付き)」(2017.7.27～7.28) 

主催:(一社)日本機械学会関西支部 参加者:43名 

特別フォーラム ～IoTの発展が製造業にもたらす影響～ －ひと，生産機械から，工場，企業そして

Connected Industries－(2017.9.28) 

主催:(一社)日本機械学会関西支部 参加者:104名 

第6回若手セミナー ～地盤工学の基礎講座～(2017.9.29) 

主催:(公社)地盤工学会関西支部 参加者:21名 

第351回講習会「応力計測の基礎とその応用(デモンストレーション付き)」(2017.10.16～10.17) 

主催:(一社)日本機械学会関西支部 参加者:66名 

Kansai Geo-Symposium 2017 地下水地盤環境・防災・計測技術に関するシンポジウム(2017.11.2) 

主催:(公社)地盤工学会関西支部、地下水地盤環境に関する研究協議会 参加者:134名 

地震・耐震工学に関する技術講習会(2017.11.30) 

主催:(公社)地盤工学会関西支部 参加者:19名 

第12回若手シンポジウム ～材料研究の開拓と魅力の再発見～(2017.12.2) 

主催:(公社)日本材料学会関西支部 参加者:27名 

＜後援行事＞ 

平成28年度特別企画展「土木遺産展 －関西の土木遺産巡歴－」(2017.3.18～5.7) 

主催:大阪府立狭山池博物館、大阪狭山市立郷土資料館協働運営委員会 参加者:31,571名 

御堂筋完成80周年記念事業におけるワークショップ(2017.4.18ほか計3回) 

主催:御堂筋完成80周年記念事業推進委員会 参加者:703名 

第14回ジオテク講演会(2017.4.25) 

主催:(一財)災害科学研究所 参加者:89名 

第4回「震災対策技術展」大阪(2017.6.1～6.2) 
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主催:「震災対策技術展」大阪実行委員会 参加者:11,694名 

第7回みどりのまちづくり賞(2017.6.1～7.31) 

主催:大阪府、(公社)国際花と緑の博覧会記念協会 応募数:29作品 

第1回七條大橋の魅力を写そう 写真コンクール(2017.6.1～7.15) 

主催:NPO法人京都景観フォーラム 応募数:153作品 

2017年度京都景観エリアマネジメント講座基礎講座(第8期)(2017.7.8ほか計8回) 

主催:NPO法人京都景観フォーラム 参加者:267名 

昭和42年7月豪雨災害から50年学術シンポジウム 神戸の減災を考える～過去・現在・未来(2017.7.9) 

主催:昭和42年7月豪雨災害から50年学術シンポジウム実行委員会 参加者:271名 

平成29年度建設事業講演会(2017.7.20) 

主催:(一社)近畿建設協会 参加者:150名 

コンクリート構造物の長寿命化対策に関わる技術講習会(2017.8.29ほか計2回) 

主催:(一社)日本建設保全協会 参加者:565名 

橋の科学館講演会 第29回 世界一のうずしお島 ～鳴門海峡の渦潮・ユネスコ世界自然遺産登録を目指し

て～(2017.9.9) 

主催:橋の科学館 参加者:37名 

第50回研究発表会(2017.10.5) 

主催:(一社)建設コンサルタンツ協会近畿支部 参加者:930名 

平成29年度 災研「研究交流会」(2017.10.18) 

主催:(一財)災害科学研究所 参加者:92名 

京都大学災害リスクマネジメント工学(JR西日本)講座 第14回市民防災講座(2017.10.21) 

主催:西日本旅客鉄道(株) 参加者:133名 

津波火災に関する防災勉強会(2017.11.2ほか計4回) 

主催:(一財)大阪市コミュニティ協会 参加者:85名 

「AIの土木分野への応用」講習会(2017.11.9) 

主催:(一財)災害科学研究所 参加者:203名 

くらしをささえる人と技術がわかる！～ふれあい土木展2017～(2017.11.10～11.11) 

主催:国土交通省近畿地方整備局近畿技術事務所 参加者:1,700名 

平成29年度東日本大震災追悼イベント ぼう祭のつどい ～広げよう絆のわ～(2017.11.12) 

主催:大阪府西大阪治水事務所 参加者:766名 

安威川フェスティバル2017(2017.11.12) 

主催:安威川ダムファンづくり会 参加者:1,400名 

技術講演会「挑戦する建設技術」(2017.11.13) 

主催:(一財)阪神高速道路技術センター、阪神高速道路(株) 参加者:300名 

第10回橋梁模型コンテスト ～世界一の吊橋「明石海峡大橋」をバックに!!～(2017.11.18) 

主催:土木の学校、神戸市建設局 参加者:14校16チーム81名 

橋の科学館講演会 第30回 風による橋の振動と対策(2017.11.25) 

主催:橋の科学館 参加者:41名 

事例から学ぶセメント系材料の基礎知識セミナー －コンクリート舗装・セメント系固化材・セメント系

補修材の事例から－(2017.12.7) 

主催:(一社)セメント協会 参加者:210名 

京都大学災害リスクマネジメント工学(JR西日本)講座 第15回市民防災講座(2017.12.11) 

主催:西日本旅客鉄道(株) 参加者:185名 
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平成29年度道路技術講演会 in 和歌山(2017.12.18) 

主催:(一社)近畿建設協会、(公社)日本道路協会 参加者:120名 

橋の科学館講演会 第31回 道路橋の話(2018.1.27) 

主催:橋の科学館 参加者:55名 

平成29年度京都大学防災研究所研究発表講演会(2018.2.20～2.21) 

主催:京都大学防災研究所 参加者:603名 

平成29年度建設事業講演会(2018.2.27) 

主催:(一社)近畿建設協会 参加者:250名 

橋の科学館講演会 第32回 世界の長大橋(2018.3.17) 

主催:橋の科学館 参加者:55名 

＜協力行事＞ 

橋の科学館「夏休み自由研究教室」「橋の役割」・「いろいろな橋を作ろう」(2017.7.29) 

主催:橋の科学館 参加者:42名 

3）市民対象行事 

＜主催行事＞ 

小中高生対象見学会 (2017.6.10) 

テーマ:「自然を体感し、災害に備える！」 

場所:京都大学防災研究所宇治川オープンラボラトリー、桂川右岸流域下水道幹線管渠工事 工事

現場 参加者:68名 

協力:京都府、京都大学防災研究所、西松建設(株) 

小中学生対象夏休み土木実験教室(2017.7.29) 

テーマ:「地図と地図記号を知ろう！＆強い橋はどんな形？」 

場所:土木学会関西支部 参加者:137名 

協力:国土地理院近畿地方測量部 

一般市民見学会 (2017.9.30) 

テーマ:「高速道路のトンネルとリニューアルプロジェクトの土木工事現場見学会」 

場所:中国横断道国見山トンネル工事・中国道市川橋床版取替工事 工事現場 参加者:43名 

協力:西日本高速道路(株)、大成建設(株)、オリエンタル白石(株)、(株)日本ピーエスJV 

土木実験・プレゼン大会 ～どうして？なぜ？が一目でわかる～(2017.10.25) 

場所:マイドームおおさか(建設技術展2017近畿と併催) 参加者:300名 

「土木の日」関連事業 

「土木の日」ポスター募集(2017.6.1～9.6) 応募数:子供部門285作品、一般部門408作品 

テーマ:「つくってみたい未来の交通 ～道路・鉄道・港・空港～」 

「土木の日」ポスター展示(2017.10.25～10.26) 

場所:マイドームおおさか(建設技術展2017近畿と併催) 参加者:15,187名 

FCC(フォーラム・シビル・コスモス) 

フォーラム 

テーマ:「あしたの城(ジョー)～城・石垣をつくる人・まもる技術／大坂城・熊本城～」(2017.12.10) 

場所:大阪歴史博物館 参加者:70名 

共催:大阪歴史博物館 

どぼくカフェ 

テーマ:「ゲンバ見学のススメ」(2017.5.27) 

場所:大阪工業大学 大宮キャンパス(年次学術講演会と併催) 参加者:50名 
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テーマ:「地下街の魅力 ～アンダーグラウンドにひろがる街の秘密～」(2017.8.23) 

場所:ホワイティうめだ サウスモール 空きテナント特設会場 参加者:30名 

テーマ:「現場のミカタ・重機のミカタ ～イラストが伝えるダイナミックな土木の世界～」

(2017.9.8) 

場所:にしむら珈琲店 あまがさきキューズモール店 参加者:23名 

テーマ:「ミナトにまつわるエトセトラ～神戸開港150年～」(2017.11.30) 

場所:神戸港中突堤旅客ターミナル「かもめりあ」 参加者:23名 

テーマ:「どぼく映画まつり＠浜大津 in けんせつフェスタしが」(2017.12.16) 

場所:大津港前イベント特設会場 参加者:7名 

テーマ:「Do僕宣言！ ～ツタワルドボク～」(同時開催 どぼくカレンダー鑑賞会)(2018.2.9) 

場所:Loop A 参加者:26名 

（8）刊行物・資料 

行事案内 5回 

平成29年度年次学術講演会講演概要集（CD-ROM）（H29.5.10） 

支部だより第74号（H29.7.1） A4判 14ページ 

平成29年度施工技術報告会講演概要（H30.2.14） A4判 46ページ 

（9）創立90周年記念事業関連行事 

1)総務財務幹事会担当 

地方講演会「未来志向の安全・安心なまちづくり」(2017.7.13) 

場所:豊岡市立出石文化会館 ひぼこホール 参加者:490名 

共催:国土交通省近畿地方整備局豊岡河川国道事務所、兵庫県但馬県民局、豊岡市、朝来市、養父

市、香美町、新温泉町、兵庫県建設業但馬地区協議会 

後援:兵庫県立豊岡総合高等学校、兵庫県立豊岡高等学校、兵庫県立出石高等学校、兵庫県立但馬

技術大学校、兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科、神戸新聞社、新日本海新聞社、

日刊建設工業新聞社、豊岡ツーリズム協議会 

協力:(一社)近畿建設協会、(一社)砂防の父赤木正雄展示館、但馬一宮日槍会 

創立90周年特別企画「ラオス国ナムニアップ1水力発電所建設プロジェクト」講演会(2017.12.4) 

場所:土木学会関西支部 参加者:20名 

土木学会関西支部創立90周年記念式典・祝賀会(2017.12.14) 

場所:建設交流館 参加者:216名 

災害協定における支援事業 2017講演会「i-Constructionと災害調査」(2017.12.14) 

場所:建設交流館 参加者:112名 

役員・委員対象見学会「ラオス国ナムニアップ1水力発電所建設プロジェクト」見学会(2017.12.17～12.20) 

場所:ラオス人民民主共和国 ナムニアップ川ほか 参加者:10名 

学生会員海外研修支援事業 

2017年度 研修生:3名、応募者:13名 

選考会 1回 

研修生打合せ会 1回 

報告会(土木学会関西支部創立90周年記念式典と併催) 1回 

2018年度 

研修生募集 1回 

地域貢献資金寄附金募集事業 

2)企画講習会幹事会担当 
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大規模土木プロジェクト実地研修－構想から設計・施工まで体感する－(2017.8.23～9.1) 

場所:大阪府安威川ダム建設事務所ほか 参加者:17名、のべ136名 

協力:大阪府、大林組JV、(株)ニュージェック 

ぶら・土木(ブランチ活動) 

『関西の土木遺産のある風景』フォトコンテスト(2017.6.1～10.3) 応募数:141作品 

16th 「写真講座 ～まちを歩いて土木を探そう～」(2017.4.22) 

場所:土木学会関西支部周辺 参加者:12名 

14th 「明石海峡大橋の主塔に登ろう！」(2017.5.17) 

場所:明石海峡大橋 参加者:40名 

17th 「なにわ八百八橋めぐり ～浪華三大橋から桜宮橋まで～」(2017.6.3) 

場所:中之島周辺 参加者:13名 

後援:CVV 

18th 「写真講座 ～みなとの中の土木を探そう～」(2017.7.8) 

場所:神戸港周辺 参加者:15名 

19th 「i-Construction講習会 ～「ミライのゲンバ」を体験しよう～」(2017.9.8) 

場所:コマツloTセンタ近畿 参加者:29名 

協力:コマツloTセンタ 

20th 「婚活イベント ～大人の遠足 in 京都～」(2017.10.14) 

場所:京都大学ほか 参加者:14名 

21st 「まち、川、緑とともに大和川線」その都市高速の 前線を視る！(2017.11.15) 

場所:大和川シールドトンネル工事現場 参加者:17名 

メンテナンスエキスパート講習会(2017.11.6～11.9、11.13) 

場所:土木学会関西支部ほか 参加者:20名、のべ97名 

3)市民幹事会担当 

教員免許状更新講習 

主催:兵庫教育大学 

テーマ:「知っておきたい！上水処理と下水処理の 前線」(2017.7.27) 

場所:神戸市東灘処理場 参加者:36名 

テーマ:「知っておきたい！橋の歴史、種類と役割 ～身近な橋から世界一の吊橋まで～」

(2017.8.2) 

場所:橋の科学館 参加者:39名 

テーマ:「知っておきたい！関西国際空港の歴史と技術 ～世界大交流時代を支える海上空港の役

割～」(2017.8.3) 

場所:関西国際空港 参加者:40名 

テーマ:「知っておきたい！地図の作り方から使い方と 新の活用法」(2017.8.4) 

場所:兵庫教育大学加東キャンパス 参加者:40名 

テーマ:「知っておきたい！津波・高潮防災の 前線」(2017.8.8) 

場所:津波・高潮ステーション 参加者:44名 

Construction Site Tour(留学生向け現場見学会)(2017.8.3) 

場所:阪神百貨店建替え工事現場 参加者:27名 

インフラツーリズム (2017.8.9) 

テーマ:「鉄道地下化・新駅工事と関空裏側の探検ツアー」 

場所:関西国際空港ほか 参加者:23名 
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主催:(株)JTB西日本 

協力:大阪市、西日本旅客鉄道(株)、関西エアポート(株) 

橋梁模型コンテスト【学生部門】交流会(2017.10.26) 

場所:マイドームおおさか(建設技術展2017近畿と併催) 参加者:18名 

 

6．中国支部 

（1）支部総会（H29.5.10）                    開催場所：メルパルク広島 参加者：69名（委任状：654名） 

（2）商議員会                                                2回 

（3）幹事会                                                  5回 

（4）役員選出委員会                                             1回 

（5）選奨土木遺産選考委員会                                         3回 

（6）支部活性化WG                                            1回 

（7）支部行事 

〔主催行事〕 

  A）支部研究発表会（H29.5.27）  

      開催場所：広島大学（東広島市）                   発表件数：218件 参加者:329名 

   ・企業による技術展示（H29.5.27）                                  参加者:78名      

B）講演会・報告会・シンポジウム・セミナー 

  ・「特別講演会」（H29.5.11/支部総会）「危機感のない日本」の危機  

  開催場所：メルパルク広島（広島市）参加者:165名   

・「高齢化した鋼橋の残存耐荷力に関する報告会」（H29.6.23） 

開催場所：広島工業大学広島校舎（広島市）参加者:142名   

・「平成29年度若手技術者交流講演会」（H29.11.21） 

開催場所：RCC文化センター612号会議室（広島市) 参加者27名 

・「平成29年度土木シニア講演会」（H29.12.4）  

開催場所：広島県立大学サテライトキャンパスひろしま(広島市) 参加者:85名  

・「平成29年度工事報告会」（H30.1.11）※地盤工学会中国支部と共催  

          開催場所：島根県立島根県民会館大会議室 参加者：71名 

C）講習会 

 ・「社会インフラメンテナンス学と健康診断」講習会－中国支部－（H29.4.18） 

              開催場所：広島YMCA国際文化センター２号館コンベンションホール（広島市）参加者:76名 

   ・「コンクリート構造物における品質を確保した生産性向上に関する提案」に関する講習会（H29.6.12）         

 開催場所：広島YMCA国際文化センター２号館コンベンションホール（広島市）参加者:54名 

〔共催行事〕    

・「呉工業高等専門学校 公開講座 環境都市シリーズ」(H29.6.11～10.14) 

       主催：呉工業高校専門学校 

開催場所：呉工業高等専門学校 参加者(合計)：78名 

・「呉工業高等専門学校 公開講座 防災工学～自主防災組織を育てる～」(H29.6.17～12.2)  

主催：呉工業高校専門学校 

開催場所：呉工業高等専門学校 参加者(合計)：259名 

    ・「第1回民間技術説明会」（H29.9.19） 

主催:中国地方整備局広島港湾空港技術調査事務所 

                   開催場所：中国地方整備局港湾空港部（広島市）参加者:62名 
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・「第1回実りある学舎」（H29.8.23） 

主催: 中国地方整備局広島港湾空港技術調査事務所 

            開催場所：中国地方整備局港湾空港部(広島市) 参加者：52名 

    ・「中国地方建設技術開発交流会」（H29.10.18～11.7） 

     主催：中国地方建設技術開発交流会 実行委員会 

 開催場所：中国各県5か所 （倉吉市・松江市・岡山市・広島市・山口市）参加者：982名 

・「第2回実りある学舎」（H30.2.16） 

主催: 中国地方整備局広島港湾空港技術調査事務所 

                                開催場所：中国地方整備局港湾空港部(広島市) 参加者：51名 

・「第2回民間技術説明会」（H30.2.16） 

主催:中国地方整備局広島港湾空港技術調査事務所 

                  開催場所：中国地方整備局港湾空港部（広島市）参加者：56名 

〔後援行事〕 

・「平成29年度土砂災害防止県民の集い」（H29.5.30） 

        主催：広島県   

開催場所：くれ絆ホール (広島県坂町)  参加者：約400名 

・「コンクリート構造物の長寿命化対策に関わる技術講習会」（H29.6.25～8.22） 

主催: 日本建設保全協会          

開催場所：鳥取市・松江市・山口市:280名 

・「京都大学災害リスクマネージメント工学講座(JR西日本)」（H29.7.9） 

        主催:京都大学・JR西日本   

開催場所：松江テルサ（松江市）参加者:121名 

・「平成29年度土質力学講座/技術セミナー」（H29.9.14） 

    主催：地盤工学会中国支部 

開催場所：広島県立大学サテライトキャンパスひろしま(広島市) 参加者:63名 

  ・「平成29年度秋季学術講演会」（H29.11.9～11.11） 

主催：日本写真測量学会 

                                                  開催場所：宇部市文化会館（宇部市）参加者:180名 

  ・「ITSセミナー」（H30.1.29） 

      主催：東京大学生産技術研究所次世代研究モビリティセンター 

       開催場所：鳥取商工会議所（鳥取市）参加者104名 

〔「土木の日」および「くらしと土木の週間」関連行事：主催行事〕 

・土木学会「夏休み親子見学会」(H29.7.22） 

    開催場所：錦川総合開発事業平瀬ダム建設工事（岩国市）参加者: 51名 

 ・「夏休み子ども土木実験教室」（H29.8.7）             

             開催場所：東広島芸術文化ホールくらら（東広島市）参加者:39名 

・「土木ツアー」（H29.7.29）  

開催場所：鳥取西道路 気高第2トンネル（鳥取市）参加者:56名 

    ・「どぼくカフェ～宇宙戦艦ヤマト2199の工事を実在の建設会社が受注したら～」 

（H29.7.29） 開催場所：イオンモール鳥取北（鳥取市）参加者:約140名 

・「土木学会 インフラツーリズム～島根編～」（H29.12.3） 

開催場所：福山SAスマートIC工事現場・別所砂留（福山市）参加者：14名 

・「建設技術フォーラムH29 in 広島」（H29.11.10～11.11） 
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                 開催場所：広島中央公園 参加者：約2,300名 

・第10回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣応募（～H29.9.15）   

（広島県・山口県・鳥取県・岡山県・島根県）参加者:1,219名 

・第10回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣表彰式（H29.11.19）     

       開催場所：広島市まちづくり市民交流プラザ（広島市）参加者:60名 

・第10回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣表彰式（H29.12.19）     

            開催場所：イオンモール鳥取北（鳥取市）参加者：50名 

・第10回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣展示（H29.11.13～11.22） 

    開催場所：広島市まちづくり市民交流プラザ（広島市）参加者:約5,000名 

・第10回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣展示（H29.12.2～12.17） 

          開催場所：イオンモール鳥取北（鳥取市）参加者:約1,500名 

・第10回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣展示（H29.12.20～30.3.19） 

   開催場所：土木学会本部（東京都新宿区四谷）参加者:約1,500名 

・第10回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣展示（H30.1.23～3.11） 

             開催場所：広島県立図書館（広島市）参加者:約19,748名  

・第10回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣展示（H30.3.14～3.26） 

開催場所：中国電力㈱柳井発電所（柳井市）参加者:90名 

  ・平成29年度「土木学会選奨土木遺産認定式」（H29.12.17） 

【鳥取県】『山陰道の石畳― 駟馳山峠、蒲生峠』  

            開催場所：イオンモール鳥取北（鳥取市）参加者：50名 

〔「土木の日」および「くらしと土木の週間」関連行事：共催行事〕 

  ・「環境都市工学科展」（H29.10.28） 

            主催：呉工業高等専門学校 

開催場所：呉工業高等専門学校 参加者：173名 

・「ハイウエイちびっこセミナー」（H29.11.17～11.22） 

     主催：西日本高速道路㈱中国支社 

                 開催場所：西日本高速道路㈱中国支社 (広島市)参加者：224名 

（8）研究奨励 

①調査研究活動助成（A）  

     ・西日本高等学校土木教育研究会（広島大会） 

      ・瀬戸内海研究連携勉強会 

   ②調査研究活動助成（B）  

    ・中国地方におけるトンネルの合理的設計・施工に関する研究 

③調査研究委員会 

  ・高齢化したインフラ構造物の維持補修技術検討委員会 

（9）表彰 

    ① 中国支部研究発表会若手優秀発表者賞：35名  

    ② 第10回「身近な土木を描いてみよう！」図画コンクール：優秀賞:13名・佳作作品：51名 

    ③ 優秀学生表彰：29校30学科30名                 

  

（10）広報企画活動 

      ① ホームページの更新 

② facebookによる行事案内・行事報告 



 
110 

③ 土木iによる行事案内・行事報告 

   ④ ニュースレターの発行 Vol.24・Vol.25 

   ⑤ 賛助会員へのサービス向上企画 

    ・｢技術相談室｣案内 

    ・賛助会員1口につき5枚のテキスト無料券を配布 

    ・平成29年度支部研究発表会概要集ＣＤ配布 

    ・第10回「身近な土木を描いてみよう!」図画コンクール2018年カレンダー配布 

 

7．四国支部 

（1）支部総会（H29.5.19）                          ホテルメルパルク松山 

（2）商議員会    平成 28 年度第 2 回（H29.5.19）        ホテルメルパルク松山 

平成 29 年度第 1 回（H29.11.14） サンポートホール高松 

（3）幹事会                        高松市建設クリエイトビル 

平成 28 年度第 4 回全体幹事会（H29.4.19） 

平成 29 年度第 1 回全体幹事会（H29.7.26） 

平成 29 年度第 2 回全体幹事会（H29.10.17） 

平成 29 年度第 3 回全体幹事会（H30.2.9） 

（4）全国大会準備委員会 高松市建設クリエイトビル 

  土木学会平成 31 年度全国大会 第 1 回準備委員会（H29.7.3）  

  土木学会平成 31 年度全国大会 第 2 回準備委員会（H29.9.27）  

 土木学会平成 31 年度全国大会 第 3 回準備委員会（H30.2.1）  

（5）第 23 回技術研究発表会（H29.5.20）              愛媛大学   参加者：277 名 

・一般発表件数：166 編  

・Web 発表件数：25 編 

・フォーラム「～インフラメンテナンスのための人材育成と技術開発～」    参加者：123 名 

話題提供  

①維持管理におけるメンテナンスの取組みについて 四国地方整備局企画部事業調整官 香西邦信 氏 

②民間企業における技術力向上の取組         

(株)今井組取締役 今井美文 氏、(株)芙蓉コンサルタント常務取締 須賀幸一 氏 

③愛媛大学における技術開発と人材育成の取り組み 愛媛大学准教授 全 邦釘 氏 

④地域に根差した橋梁維持の管理手法の提案 香川大学准教授 岡崎慎一郎 氏 

コーディネーター 愛媛大学教授 森脇 亮 氏 

（6）講演会、講習会、シンポジウムなど 

【支部行事】 

〔主催行事〕 

①支部総会「特別講演会」（H29.5.19） ホテルメルパルク松山    参加者：83名 

「四国の活性化のために」 四国経済連合会専務理事 石原俊輔 氏 

②支部総会「交流会」（H29.5.19）    ホテルメルパルク松山    参加者：68 名 

    ③新刊コンクリートライブラリー第 148 号「コンクリート構造物における品質を確保した生産性向上に関す

る提案」に関する講習会(高松会場)（H29.6.16）    高松市マリンパレスさぬき     参加者：92 名 

④学術講演会（H29.8.9）                          徳島県建設センター    参加者：68名 

「自然災害への対応」－ソフト対策とハード対策－  

国際圧入学会会長(東京工業大学名誉教授)日下部 治 氏 
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⑤選奨土木遺産and土木コレクション展 

・四国の土木コレクションのバナーを展示  

   第1回（H29.5.20）                        愛媛大学/技術研究発表会会場 

   第2回（H29.11.13～21）JR四国、土木学会、四国地方整備局の3者合同パネル展 

JR高松駅コンコース 

   ⑥近代土木遺産巡りバスツアー （H29.11.18） 参加者：29名 

見学場所：四国電力(株) 本川発電所･大橋ダム(選奨土木遺産)、住友共同発電(株) 高薮発電所･本流取

水堰堤(近代土木遺産)、(独)水資源機構 早明浦ダム 

⑦平成29年自然災害フォーラム＆第12回南海地震四国地域学術シンポジウム（H30.1.17） 

サンポートホール高松    参加者：79名 

・自然災害フォーラム発表：5件、南海地震四国地域学術シンポジウム発表：14件、特別講演：1件  

〔共催行事〕 

①特別講義「韓国における沿岸及び海洋資源開発の現況」（H29.5.13） 徳島大学   参加者：220名 

主催：徳島大学理工学部理工学科社会基盤デザインコース                         

②「四国のコンクリート構造物インフラドックの実現に向けた調査研究委員会」報告会（H29.7.4）           

主催：公益社団法人日本コンクリート工学会四国支部 徳島大学    参加者：69名 

〔後援行事〕 

①コンクリート構造物の長寿命化対策に関わる技術講習会（H29.6.15） 

主催：一般社団法人日本建設保全協会 松山市総合コミュニティセンター   参加者：200 名 

②「目からウロコ 基本からわかる土圧、支持力」講習会（H29.9.28）  

 主催：公益社団法人地盤工学会四国支部 サンポートホール高松   参加者：115 名 

③第 37 回 地域産学官と技術士との合同セミナー（H29.10.6）  高知会館    参加者：93 名 

 主催：公益社団法人日本技術士会 四国本部  

④平成 29 年度社会基盤メンテナンスエキスパート(ＭＥ)養成講座  

 前半（H29.10.19～25）、中間（H29.11.1～2）、後半（H29.11.6～10）  

主催：愛媛大学防災情報研究センター    参加者：31 名 

⑤四国の未来を拓くリーディング・プロジェクト（H29.11.1） サンポートホール高松   参加者：285 名 

 主催：一般社団法人日本プロジェクト産業協議会（JAPIC）  

⑥セメント系固化材の利活用セミナー（H29.11.16） 高松市サンメッセ香川   参加者：160 名 

 主催：一般社団法人セメント協会  

⑦東京大学 ITS セミナーシリーズ 30「ITS セミナーin 香川」（H29.11.27）  

高松市レクザムホール   参加者：154 名 

 主催：東京大学生産技術研究所 次世代モビリティ研究センター（ITS センター）  

⑧シンポジウム：地域ニーズに応えるインフラ再生技術者の育成（H30.1.12）  

主催：愛媛大学防災情報研究センター 愛媛大学   参加者：240 名 

⑨第 6 回防災・危機管理人材養成シンポジウム              香川大学           

    ～「四国防災・危機管理プログラム」 終成果報告及び第 4 期生修了記念～（H30.3.15）  

主催：四国防災共同教育センター 

【地区行事】 

香川地区 

〔主催行事〕 

①工事現場見学会（H29.11.8）          参加者：42名 

    見学先：東かがわ市松崎地先 ICT 土工見学会（大内白鳥バイパス 平成28－29年度松崎改良工事） 
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〔共催行事〕 

①「多様な発注方式とゼネコン設計の役割」（H29.10.14） 香川大学    参加者：94名 

主催：日本建築学会四国支部 

②香川大学危機管理シンポジウム｢多発する自然災害から命をまもる防災教育の在り方｣（H29.12.4） 

 主催：香川大学四国危機管理教育･研究･地域連携推進機構 サンポートホール高松   参加者：150名 

徳島地区 

〔主催行事〕 

①市民向け行事｢沖洲海浜ロマンチックスター～波の音をBGMに星を観察しませんか～｣（H29.11.12） 

主催：徳島県･沖洲海浜楽しむ会･土木学会四国支部 徳島市沖洲人工海浜    参加者：35名 

〔共催行事〕 

①竹林征三 先生の特別講演会「治水の歴史－世にも不思議な技術の歴史－」（H29.11.18）             

主催：徳島大学理工学部理工学科社会基盤デザインコース 徳島大学   参加者：140名 

   ②修習技術者支援講習会     

・出願セミナー（H29.4.17）  あわぎんホール    参加者：27名 

・筆記試験対策セミナー（H29.5.17） あわぎんホール    参加者：39名 

・模擬筆記試験（H29.6.3） 徳島県職員会館    参加者：12名 

主催：徳島県技術士会 

愛媛地区 

〔主催行事〕 

①講演会及び産官学交流会（H30.2.5）                          愛媛大学 

・「四国地方整備局における 近の取り組み」 四国地方整備局企画部長 野﨑智文 氏 参加者：105 名 

・産官学交流会                                  参加者：62 名 

〔共催行事〕 

①第30回修習技術者支援セミナー（H29.7.22）                     愛媛大学   参加者：24名 

 主催：愛媛県技術士会 

②環境建設企業研究会・交流会（H29.10.28） オールドイングランド道後山の手ホテル   参加者：225名 

 主催：愛媛大学工学部環境建設工学科 

③安全・安心な社会を築く先進材料・非破壊計測技術シンポジウム（H30.3.15）愛媛大学  

 主催：（一社）日本非破壊検査協会 

高知地区 

〔共催行事〕 

①高知県地震防災研究会･H29年度講演会（H29.7.8） 高知市文化プラザかるぽーと   参加者：144名 

②高知県橋梁会との共催行事                                         高知会館 

第1回研修会（H29.4.21）  参加者：104名 

第2回研修会（H29.8.25）  参加者：225名 

第3回研修会（H29.12.8）  参加者：106名 

③第12回高知県建設系教育協議会（大学･高専･高校連携）合同勉強会（H29.7.31） 

「安芸の街並みを学ぶ会」～野良時計･土居廓中～ 高知県安芸市内   参加者：14名 

主催：高知県建設系教育協議会 

（7）委員会活動  

・国際問題研究委員会 

・インターネット活用委員会 WG1回 

・支部選奨土木遺産選考委員会 メール会議 
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・四国地域緊急災害調査委員会 メール会議 

・四国ブロック南海地震研究委員会 メール会議 

・四国支部賞選考委員会 2回､メール会議 

・四国支部地域貢献事業運営委員会 

（8）優秀卒業･修了生の表彰 

優秀卒業生・修了生24名（大学学部4名、大学院4名、高専3名、高専専攻科2名、高校11名） 

（9）四国支部賞の表彰 

    技術功労賞（3 名）、技術賞（1 件）、研究･論文賞（2 件）、技術活用賞（4 件）、地域技術賞（1 件）、 

地域貢献賞（2 件）、優秀発表賞（17 名） 

（10）｢土木の日｣及び｢くらしと土木の週間｣行事 

1）講演会 

〔主催行事〕  

   ・平成29年度「土木の日」記念行事（H29.11.14） サンポートホール高松    参加者：79名 

・平成29年度土木学会選奨土木遺産「府能隧道(ふのうずいどう)」認定書授賞式 

・特別講演「土木界の生産性向上､担い手確保への取り組みについて」 

～平成28年度 土木学会会長タスクフォースの活動を中心に～ 

土木学会 平成28年度会長特別タスクフォース 大内 斉 副幹事長(鹿島建設 統括技師長)  

2）見学会 

〔共催行事〕 

・とくしま防災フェスタH29企画展「土木の仕事と防災」（H29.10.15） 参加者：小学生と保護者 

主催：徳島県土木         徳島県立防災センター     

・徳島県高校生現場見学会（H29.11.6･13･21）         参加者：県立工業高校土木･建築学科生 

主催：徳島県土木    見学場所：徳島県内土木・建築施設の工事現場等 

・香川県夏休み建設現場等体験親子バスツアー（H28.7.26） 参加者：31名（大人14名、子供17名） 

主催：香川県土木部   見学場所：椛川ダム建設工事現場､内場ダム（高松市塩江町） 

・香川県土木の日建設現場等体験親子バスツアー（H29.11.25） 参加者：38名（大人19名、子供19名） 

主催：香川県土木部   見学場所：瀬戸大橋､県道多度津丸亀線橋梁工事現場 

・愛媛県土木事業現場見学会（H29.11月中旬） 参加者：愛媛県内小･中学生 

主催：愛媛県土木部   見学場所：愛媛県内の土木工事現場5箇所 

・土木施設の見学バスツアー（H29.11.12）            参加者：小･中学生と保護者69名 

主催：香川高等専門学校 見学場所：新猪ノ鼻トンネル(仮称)工事現場､まんのう公園 

・高知県建設バス（H29.11月～12月） 参加者：高知県内高校生､高専生 

主催：(一社)高知県建設業協会 見学場所：高知県内土木工事現場 

3）大学・高専公開行事 

〔共催行事〕 

・科学体験フェスティバル（H29.8.5･6）   徳島大学理工学部    参加者：小学生以下 

・建設専門展示と子供実験（H29.11.11･12）  阿南工業高等専門学校    参加者：約200名 

・土木パネル展示および実験（H29.11.11･12）愛媛大学工学部    参加者：小･中･高生･一般市民 

・パネル展（H29.11.4）              香川大学工学部    参加者：高校生､一般市民 

・サイエンスフェスタH29in香川高専（H29.11.3･4）香川高等専門学校    参加者：小学生と保護者 

・香川高専｢第26回皆楽祭｣土木専門展示（H29.11.3･4）香川高等専門学校    参加者：小･中学生 

4）パネル展 

〔共催行事〕 
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・鉄道土木写真展（H29.11.13～21）                JR高松駅コンコース    参加者：一般市民 

主催：四国旅客鉄道 

 

8．西部支部 

（1）第 79 回定期総会（H29.5.22） 福岡市 

（2）幹事会・各部会（H29.5～30.3） 福岡市 

（3）支部行事 

・特別講演「熊本地震からの復興 ～ 地域に寄り添った復興計画づくり」（H29.5.22） 参加者：96 名 

・平成 29 年度西部支部 親子見学会 

～九州新幹線岩松トンネル・道路管制センター～（H29.8.22） 参加者：36 名 

・第 16 回都市水害に関するシンポジウム（H29.11.10） 題数：6 題 参加者：88 名 

・平成 29 年度西部支部 独自主催講習会（H29.11.14） 

「”総合土砂管理”とは？－流砂系と私たちの暮らし－」  参加者：47 名 

・平成 29 年度西部支部 土木の日現場見学会 

～五ケ山ダム・道路管制センター～（H29.11.21） 参加者：41 名 

・平成 29 年度西部支部技術発表会（H29.12.7） 題数：14 題  参加者： 43 名 

・平成 29 年度西部支部研究発表会（H30.3.3） 題数：412 題 参加者： 543 名 

・平成 29 年度西部支部研究発表会 若手土木技術者サロン（H30.3.3） 参加者： 28 名 

・エクスカーション 

「国境離島対馬の国際化と気候変化に対応していく地域づくり」（H30.3.9） 参加者：15 名 

 

（4）「土木の日」および「くらしと土木の週間」関連行事、その他市民参加行事 

・土木の日ファミリーフェスタH29（H29.10.15） 国営海の中道海浜公園   参加者：579名 

  小型建設機械の展示と乗車体験、土木を学ぶパネル展 等 

・九州建設技術フォーラム（H29.10.18-19） 福岡国際会議場   参加者：3,138名 

  本年度選奨土木遺産のパネルを展示 

・北九州ゆめみらいワークH29（H29.8.25-26）        西日本総合展示場新館 参加者：800名 

仕事体験を通じて建設業の魅力を伝えるイベントを開催。施工体験，測量体験，設計体験。 

・スタジアム親子見学会「まちづくりの仕事を学ぼう！」（H29.10.8）ミクニワールドスタジアム北九州 

 参加者：32名 

スタジアムができるまでの説明や施設見学をとおして、親子でまちづくりの仕事の魅力やおもしろさを 

体感してもらう。 

・さが土木フェアH29 in 森林公園（H29.10.14-15） 参加者：1,903名 

パネル展示、はたらく車の展示・操縦体験、土木クイズラリー 等 

・土木おもしろ体験隊（H29.11.11）  長崎大学   参加者：180名 

小中学生対象の土木実験，建設機械操縦体験 等 

・長崎地区土木遺産モニターツアー（H29.11.11,18） 参加者：60名 

土木遺産を見学 

・浜町土木パネル・模型展（H29.11.18） 長崎市 

土木に関するパネル・模型展示 

・長崎地区ン土木現場見学会（H29.11.19） 参加者：196名 

九州新幹線トンネル工事など土木現場の見学 

・長崎みなと見学会（H29.11.19） 長崎港   参加者：128名 



 
115 

長崎の生活と産業を支えている港湾施設を見学 

・SABOウォークH29（H29.11.19） 参加者：19名 

水無川の周辺のジオサイトを見学 

・土木の日 写真･絵画コンクール（H29.10.27～11.30） 熊本市 

・土木に親しむバスツアー（H29.11.18） 参加者：60名 

熊本でも人気のスポットを廻る、暮らしを支える「土木」に親しむことを目的としたバスツアー 

・熊本の土木工事現場見学バスツアー（H29.11.19） 参加者：82名 

貸切バスで巡る熊本の土木工事現場見学バスツアー 

・大分地区 親子と土木のふれあい見学会（バスツアー）（H29.11.25） 参加者：518 名 

宗麟大橋他の工事現場見学 

・宮崎県土木の日パネル展 H29（H29.11.18-19） 参加者：353 名 

パネル展、土石流模型、ドローン活用紹介 等 

・鹿児島地区土木の日パネル展 H29（H29.11.2-8） 鹿児島市 

土木関連パネル展 

・土木フェスタ in マリンポート H29（H29.11.18） 参加者：2,500 名 

土木パネル展示，建設機械試乗体験，砂防ダム実験，お菓子すくい，建設マンファッションショーなど 

・沖縄地区シンポジウム 

「島嶼地域の観光とインフラ ～観光を支える魅力的な土木・建築インフラの活用～」（H29.11.22） 

 参加者：130 名 

（5）調査・研究委員会活動等 

・高齢化社会における水害対策のあり方に関する調査研究委員会（Ⅱ期1年目） シンポジウム1回 

 

（6）本部および他学協会との共催・後援・協賛等の行事 

・熊本地震地盤災害報告会 

熊本地震から一年 ― 地盤災害からの復旧とこれから ―（後援）（H29.4.22） 参加者：270 名 

・H29 年アジア都市景観賞（後援）（H29.5.1～12.31）  

・「劣化・損傷した既設橋梁の耐荷性能と補修工法」講習会（後援）（H29.5.17） 参加者：134 名 

・オープンセミナー「災害適応策の社会実装を考える」（後援）（H29.6.7） 参加者：141 名 

・SAGA 建設技術フェア H29（後援）（H29.6.14-15） 参加者：1,888 名 

・平成 29 年度 NPO 法人廃棄物地盤工学研究会セミナー 

「九州地域における再生可能エネルギーの動向について」（後援）（H29.6.23） 参加者： 35 名 

・コンクリート構造物の長寿命化対策に関わる技術講習会（福岡）（後援）（H29.7.3） 参加者：220 名 

・コンクリート構造物の長寿命化対策に関わる技術講習会（宮崎）（後援）（H29.7.6） 参加者：114 名 

・九州における木材の土木利用に関する講習会 H29（共催）（H29.7.7） 参加者：70 名 

・強靭な社会基盤の復興・整備に寄与する先進建設技術フェア in 熊本（後援）（H29.9.20-21） 

 参加者：6,330 名 

・既設橋梁の耐震補強手順の整理とデータベース化に関する講習会（後援）（H29.10.6） 参加者：98 名 

・2016 年熊本地震に関わる一般市民向け講演会（後援）（H29.10.14） 参加者：101 名 

・ながさき建設技術フェア H29（後援）（H29.10.24-25） 参加者： 1,651 名 

・九州大学×NEXCO 西日本 技術シンポジウム 

「チャレンジ新技術 未来の高速道路に向けて」（後援）（H29.10.30） 参加者：195 名 

・with Dam Night in Kyushu（後援）（H29.11.11） 参加者： 172 名 

・（一社）リペア会九州支部設立 1 周年記念講演会（後援）（H29.11.16） 参加者：148 名 
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・「コンクリート構造物における品質を確保した生産性向上に関する提案」に関する講習会（共催）（H29.11.16）

 参加者：59 名 

・平成 29 年度橋梁技術発表会及び講演会（後援）（H29.11.17） 参加者：172 名 

・平成 29 年度コンクリート構造物維持管理技術講習会（後援）（H29.12.1） 参加者：161 名 

・第 5 回九州橋梁・構造工学研究会シンポジウム（共催）（H29.12.15） 参加者：46 名 

・あまみずコーディネータ養成講座（後援）（H29.12.15-16） 参加者：57 名 

・セメント系固化材の利活用セミナー（後援）（H30.1.25） 参加者：115 名 

・都市計画シンポジウム（日本都市計画学会九州支部）（後援）（H30.2.9） 参加者：62 名 

・戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「維持管理・更新・マネジメント技術」 

九州・山口地域実装支援に関する事業報告会（後援）（H30.3.2） 参加者：144 名 

 

（7）研究奨励及び業績の表彰 

西部支部研究発表会優秀講演賞 54件賞状・記念品  H30.3.3 

西部支部技術賞 1件賞状・記念品 H30.5.28 

西部支部奨励賞 1件賞状・記念品 H30.5.28 

 

（8）地域行事 

  沖縄会 

1）平成29年度定期総会（H29.7.18） 参加者：40名 

2）平成29年度現場見学会（一般県道20号(泡瀬工区)橋梁整備現場）（H29.8.8） 参加者：44名 

3） 平成29年度「橋の日」イベント「ヒジ川橋について学ぼう！」（内容：ヒジ川橋の学習会と清掃活動）（H29.8.9）

 参加者：93名 

4）講演会「社会資本の整備・管理における多様な計測・ビッグデータの活用の方向性」 

（講師：東京都市大学 准教授 今井龍一 氏）（H29.8.29） 参加者：133名 

5）第7回土木学会西部支部沖縄会技術研究発表会(H30.1.24)  参加者：80名 

 

9．海外支部 

（1）海外支部会議（H29.9.11） 参加者： 14 名 

（2）海外支部活動 

1） 理事会での海外支部活動報告（H30.1.26） 

2） 海外分会と国際センター交流グループ・各国グループとのジョイント活動 

3） アソシエイトメンバーの促進 

4） その他、海外分会活動支援 

5)  ACECC CECAR8(2019年4月 東京開催)の現地でのPR等の準備 

（3）分会活動 

◎台湾分会  

1）委員会活動 

① トンネル委員会 Standard Specifications for Tunneling-2006 Shield Tunnels（JSCE） 

② コンクリート委員会 Extend Self-Compacting Concrete 

2）分会行事 

① 分会年次会議 

② ACECC CECAR8(2019年4月 東京開催)の現地でのPR 

3）交流活動 



 
117 

① H29全国大会(＠九州大学) 参加 

② CICHE年次大会参加 

③ 2nd JSCE-CICHE Joint Workshop                                参加者： 62名 

④ 9th Japan-China Conference on Shield-driven Tunneling in H29                参加者： 81名 

⑤ 早稲田大学-正修科技大学ジョイントセミナー  参加者： 32名 

④ 烏山頭ダム視察支援  

◎韓国分会  

1）委員会活動 

Ｎ／Ａ 

2）分会行事 

① 定例分会会議 

② 分会交流会 

③ 韓国建設産業ヒアリング (日本の研究者によるヒアリングへの協力) 

④ ACECC CECAR8(2019年4月 東京開催)の現地でのPR 

3）交流活動 

① H29全国大会(＠九州大学) 参加 

② KSCE年次大会 参加 

③ KSCE-JSCEミーティング 

◎トルコ分会 

1）委員会活動 

① Planning and Financial Committee 

② Organization Committee 

③ Documentation Committee 

④ Earthquake Hazard Investigation Committee 

⑤ Retrofittting Civil Engineering Structures Committee 

2）分会行事 

① 分会会議 

② 在イスタンブール日本領事館訪問 

③ ACECC CECAR8(2019年4月 東京開催)の現地でのPR 

3）交流活動 

① H29全国大会(＠九州大学) 参加 

② The 4th Joint Symposium: Seismic Actions for Designing Geotechnical Works:ISO23469 

 ※地震工学委員会とのジョイントシンポジウム  参加者： 167名 

③ STG参加者の推薦 

◎モンゴル分会  

1）委員会活動 

① Planning and Financial Committee 

② Membership and Public Relations Committee 

③ Activities and Reports, Publication Committee 

2）分会行事 

① 分会理事会 

② ACECC CECAR8(2019年4月 東京開催)の現地でのPR 

3）交流活動 
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① H29全国大会(＠九州大学) 参加 

② ACECC 第33回理事会 参加者： 60名 

③ コンクリート委員会―モンゴルコンクリート協会ジョイントセミナー  参加者： 60名 

④ STG参加者の推薦 支援 

◎フィリピン分会 

1）委員会活動 

① Membership Committee 

② Activities Committee 

③ Public Relations Committee 

④ Programs and Funds Committee 

⑤ Reports, Publications and Society Affairs Committee 

2）分会活動 

① 分会会議 

② ACECC CECAR8(2019年4月 東京開催)の現地でのPR 

3）交流活動 

① PICE年次大会 

◎ベトナム分会 

1）委員会活動 

① Membership Committee 

② Activities Committee 

③ Public Relations Committee 

④ Programs and Funds Committee 

⑤ Reports, Publications and Society Affairs Committee 

2）分会活動 

① 分会会議 

② ACECC CECAR8(2019年4月 東京開催)の現地でのPR 

3）交流活動 

① VCAジョイントセミナー 参加者：100名 

※コンクリート委員会と連携   

② 日越大学セミナー 参加者：60名 

③ CJV, VJCEセミナー（年6,7回） 

③ STG参加者推薦支援 

◎インドネシア分会 

1）委員会活動 

Ｎ／Ａ 

2）分会活動 

① インドネシア分会の再整備 

② ACECC CECAR8(2019年4月 東京開催)の現地でのPR 

3）交流活動 

① 国際貢献賞受賞お祝いの会への協力（バスキ公共事業・国民住宅大臣一行 来日） 

◎英国分会 

1）委員会活動 

Ｎ／Ａ 
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2）分会活動 

① 分会会議（年1回） 

② 分会総会&交流会（年1回） 

③「国際センター通信」原稿執筆  

④ 地質リスク学会英国調査への協力 

⑤ BERD-FEUP WIbe Prizeへのエントリー 

3）交流活動 

① Bridge in Japanに参加  参加者：70名 

② Inclusive Cyclling Education Workshopに参加 参加者：40名 

◎タイ分会 

1）委員会活動 

Ｎ／Ａ 

2）分会活動 

① 分会会議 

② STG参加者の推薦 

② ACECC CECAR8(2019年4月 東京開催)の現地でのPR 

3）交流活動 

① H29 全国大会(＠九州大学) 参加 

 


