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１．平成 30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  H30.6.8    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：21,654名（うち委任状 21,558名を含む） 

会員数：33,848名 

定足数：16,925名 

 

（1） 議  案： 

  1）平成 29 年度事業報告の件 承認 

  2）平成 29 年度決算報告の件 承認 

  3）平成 29 年度監査報告の件 承認 

 4）理事及び監事選任 承認 

 5）平成 30 年度事業計画（報告事項） 

 6）平成 30 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. 石橋 忠良      1. 魚本 健人       1. 江頭 和彦      1. 大村 達夫 

1. 小河 保之      1. 清宮 理        1. 國島 正彦      1. 小泉 淳 

1. 砂田 憲吾      1. 竹村 公太郎     1. 田﨑 忠行      1. 當麻 純一 

1. 三木 千壽      1. 山田 正 
 

技 術 賞  1. アフガニスタン・クナール川下流域の灌漑事業 

         中村 哲 

1. 地下埋設物の影響を受けずに連絡立坑を構築する「坑内回収型上向きシールド工

法」 

大阪市建設局下水道河川部、大成建設（株） 

1. 外環自動車道京成菅野アンダーパス工事 

～世界最大級断面の R&C工法による鉄道営業線直下の函体けん引工事～ 

東日本高速道路（株）関東支社千葉工事事務所、京成電鉄（株）、清水・京

成・東急建設共同企業体 

1. 長大山岳トンネルにおける国内最大規模の環境保全対策 

－新名神高速道路箕面トンネル工事－ 

西日本高速道路（株）関西支社新名神大阪西事務所、鹿島建設（株）関西支

店、大成建設（株）関西支店 

1. 琵琶湖開発施設管理における i-Construction & Management 

～広域的に多数点在する施設群の管理を高度化する ICT 技術の導入～ 

（独）水資源機構琵琶湖開発総合管理所 

1. 大深度シールドの掘進技術と到達技術および大深度立坑の構築技術の確立 
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(高水圧下の砂礫層の長距離掘進および仮壁切削工法と水中到達工法とを用

いた到達） 

東京都第四建設事務所、大成・佐藤・錢高建設工事共同企業体 

1. 山口県によるひび割れ抑制・品質確保システムの構築と展開 

山口県、田村 隆弘(徳山工業高等専門学校教授)、二宮 純(徳山工業高等専門

学校客員教授)、中村 秀明(山口大学教授)、細田 暁（横浜国立大学准教授） 

1. 東京外環自動車道京葉ジャンクションにおける小土被りランプ構築工事（ハ

ーモニカ工法による上床版先行構築およびアンダーピニングによるランプの

構築、大断面シールド小土被り対策工事） 

東日本高速道路（株）関東支社千葉工事事務所、大成・戸田・大豊特定建設

工事共同企業体 

1. 日本初！「ウインドリフト工法」による巨大風車の組立 

－三種浜田風力発電所建設工事－ 

（株）大林組、大林ウインドパワー三種、（株）巴技研 

1. 山岳トンネルの大量湧水を減水する RPG（Ring-Post-Grouting）工法の開発 

 鹿児島県土木部道路建設課、熊谷・西武・渡辺・鎌田特定建設工事共同企業

体、熊谷・渡辺特定建設工事共同企業体 

1. 近畿圏の産業振興のためのミッシングリンクの解消 

－京奈和自動車道紀北西道路和歌山ジャンクションの建設－ 

国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所、西日本高速道路（株）関

西支社和歌山工事事務所、鹿島建設（株）関西支店、（株）大林組大阪本店

川田建設（株）大阪支店、佐藤工業（株）大阪支店、三井住友建設（株）大

阪支店 

1. 10線路上空における 7つの急曲線桁の短時間架設 

－高速神奈川 7号横浜北線鉄道交差部－ 

東日本旅客鉄道（株）東京工事事務所、首都高速道路会社（株）神奈川建設

局、横浜市道路局、鹿島建設（株）・前田建設工業（株）・京急建設（株）

JV、JR東日本コンサルタンツ（株） 

1. 「津軽ダムの建設」 

－合理化施工によるダム再開発事業と地域・環境に配慮した社会資本整備－ 

国土交通省東北地方整備局岩木川ダム統合管理事務所、安藤ハザマ・西松建

設特定建設工事共同企業体 

1. 鶴田ダム再開発事業 

～ダム再生リーディングプロジェクト～ 

国土交通省九州地方整備局 

1. 国道274号日勝峠災害復旧及び道東自動車道の早期交通確保（平成28年8月北

海道の大雨災害） 

国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部日高道路事務所、国土交通省北海道

開発局帯広開発建設部帯広道路事務所、東日本高速道路（株）北海道支社帯

広管理事務所、R274日勝峠災害復旧関連工事推進協議会、日勝峠復旧工事連

絡協議会 

1. JR可部線電化延伸と広島市域公共交通ネットワークの発展  
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～廃線からの路線復活～ 

西日本旅客鉄道（株）、広島市 

1. 日本初の営業線直下における 4線地下式での線増連立事業 

～都市高速鉄道第 9号線の完逐～ 

東京都、（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構、小田急電鉄（株）、大

林・鉄建・五洋建設共同企業体、戸田・東急・フジタ建設共同企業体、大

成・前田・西松・錢高・三井住友建設共同企業体、清水・鴻池・大豊建設共

同企業体、鹿島・奥村・フジタ建設共同企業体 

1. 首都高中央環状線機能強化事業（板橋熊野町JCT間改良、堀切小菅JCT間改 

良） 

   首都高速道路（株） 

1. 東京駅丸の内駅前広場整備 

～東京駅丸の内駅舎から皇居に至る一体的な都市空間整備～ 

東日本旅客鉄道（株）、東京都 

環 境 賞    1. 高機能選別補助材を用いた高含水・高粘性の農地除去土壌の改質・異物除去 

システムの実証 

鹿島建設（株） 

1. “防災”と一体となった“環境配慮”を実現する「アミノ酸混和コンクリート」 

の開発と実用化 

日建工学（株）、徳島大学、味の素（株） 

1. 京極発電所建設工事における生物多様性に配慮した環境保全対策 

北海道電力（株）、北電総合設計（株）、北電興業（株） 
 

研究業績賞    1. 都市トンネルの設計法・施工法の体系化研究にもとづく都市部大深度地下空 

間利用技術の社会実装    

小泉 淳 

1. 微生物を活用した低コスト・創エネルギー型廃水処理システムの開発 

  山口 隆司 

1. 土木とシティズンシップの学校教育に資する交通・防災・まちづくり・くに

づくりの実践研究 

藤井 聡 

論 文 賞   1. 佐藤 太裕   谷垣 俊行   佐藤 諭佳   島 弘幸   井上 昭夫 

1. 田中 俊行   遠藤 徹     筏 紀晶    矢持 進 

1. 中島 進    渡邉 健治       神田 政幸      藤原 寅士良    

高崎 秀明     池本 宏文 

1. 大平 悠季   織田澤 利守 

1. 小林 潔司   水谷 大二郎   松島 格也   山本 浩司     

貝戸 清之      坂口 創 

1. 三浦 尚之      風間 しのぶ      今田 義光      真砂 佳史 

当广 謙太郎    真中 太佳史      劉 暁芳        斉藤 繭子、 

押谷 仁、      大村 達夫 

1. 赤松 良久      河野 誉仁、      乾 隆帝、       神谷 大介       

高田 一樹 
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論文奨励賞 1. 森山 達哉 1. 高畠 知行 1. 木戸 隆之祐 1. 八尾 修司 

1. 山田 雄太     1. 張 文君 1. 小川 翔平     1. 菊 雅美 

吉 田 賞 

1） 研究業績部門 

1. 坂井 悦郎        1. 鳥居 和之 

  2） 論文部門 

該当なし 
 

田 中 賞 

       1）業績部門 

       1. 惠谷 舜吾 1. 西川 和廣 1. 松本 勝 1. 石井 孝  

1. 杉本 武司 

2） 論文部門 

1. 塩畑 英俊  三田村 浩  渡辺 忠朋  下村 匠  丸山 久一 

 

3） 作品部門 

1. 出島表門橋 

1. ディンブー－カットハイ橋 

1. 気仙沼大島大橋 

1. 高速神奈川 7号横浜北線 生麦ジャンクション高架橋 

1. 小名浜マリンブリッジ 

1. 阿蘇長陽大橋の補修 

1. 追分橋の耐震補強 
 

技術開発賞    1. 伊原 茂   中野 博文   加藤 敏明   齋藤 隆   斉藤 成彦 

1. 森 直樹   古屋 弘    上條 宏明   野村 光寛 

1. 溝上 善昭  小林 義弘   阪上 隆英   和泉 遊以  大藤 時秀 

1. 笠倉 亮太  岡本 大      前原 聡      鈴木 将充  白﨑 能生 

1. 輿石 正己  井出 一直   竹上 雅彦    浅香 貴俊   久保 昌史 

 

出版文化賞  1. 紅林 章央 

 

国際貢献賞 1. 上田 多門 1. 勝田 穂積 1. 栗城 稔 

 1. Kyaw Linn 
 

国際活動奨励賞 1. 内田 裕之 1. 大縄 泰平 1. 越智 克夫 1. 垣下 禎裕 

 1. 神村 英明 1. 小林 俊幸 1. 佐々木 昭彦    1. 鮫島 義明 

1. 杉村 誠 1. 高橋 亮司 1. 谷口 正昭      1. 土田 貴之 

1. 野村 泰由 1. 藤井 真 1. 蓬萊 晃文      1. 薮中 克一 

 

国際活動協力賞 1. SHRESTHA ROBINSON    1. 何 海明    1. 安  雪暉 

1. NGUYEN THI TUYET TRINH  1. PHAM HOANG KIEN 

   

技術功労賞  1. 五井 仁 1. 齊木 正 1. 髙木 利光 1. 立石 久弥 
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1. 谷端 勇 1. 玉井 修二 1. 楡井 一昭 1. 前田 武俊 

1. 宮副 一之 1. 三好 英一 1. 吉清 孝  

 

〔吉田賞選考委員会の表彰〕 

1） 吉田研究奨励賞  

 1.  中村 文則 1.  中村 拓郎 1. 高橋 佑弥      1. 宮本 慎太郎 
 

（3） 名誉会員称号授与 

 青野 捷人 磯部 雅彦 井上 正一 江頭 和彦  

惠谷 舜吾     大塚 久哲      門松 武       金井 誠  

金澤 義輝        鬼頭 平三      木村 洋行      熊谷 浩二       

佐藤 信秋        佐藤 良一       関口 龍一     善 功企 

十河 茂幸        鶴巻 榮光        中村 興一         正木 啓子 
三浦 清一        安田 進          李 徳河 

 
（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 大石 久和  小林 潔司 

理事・副会長 遠藤 元一  淺見 郁樹 

 岡安 章夫 上田 多門  

 島岡 隆行  氏家 勲 

 霜上 民生  小澤 一雅 

   須野原 豊 

専 務 理 事  塚田 幸広  

理    事 岡本 正 勝地 弘 市川 育夫 

 熊本 直樹 茅野 正恭 大島 昭彦 

 小室 俊二 京谷 孝史 大嶋 匡博 

 田中 茂義 倉内 公嘉 金尾 健司 

 中川 一 五道 仁実 嶋田 善多 

 前野 詩朗 佐々木 葉 進士 正人 

 松本 伸 髙橋 一朗 末國 光彦 

  髙山 純一 末永 清冬 

  西田 純二 林 康雄 

  藤本 聡 安福 規之 

  堀 智晴 吉﨑 収 

  兪 朝夫  

    

    

    

    

監    事 巾 淳二 三浦 隆 濵田 信彦 

 

新任理事および監事の選任  平成 30年 6月 8日 
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（5） 特別講演 

 講演者 ：島岡 隆行（副会長、九州大学大学院教授） 

 講演題目：「廃棄物処理研究のこれまでと今後の展開」 
 

2．理 事 会 

    定  例：平成 30年 4月から平成 31年 3月まで 

1) 審議事項：83件 

平成 29年度第 5回理事会（平成 30年 5月 11日） 

1． 平成 29年度 事業報告 

2． 平成 29年度 決算 

3． 監査報告 

4． 平成 29年度 土木学会賞授賞 

5． 平成 29年度 会長特別プロジェクト報告 

6． 「社会インフラ健康診断書（道路部門、港湾部門）」 

7． 会員の入退会 

8． フェロー会員の認定 

9． 学術文化事業助成  

10． 関西支部地域貢献資金への寄附申込 

11． 他機関からの見積依頼 

12． 規程類の改正 

13． 「社会インフラ健康診断特別委員会」活動延長の提案 

14． 支部長の承認 

15． 委員長の交代 

16． 新規受注研究 

17． 平成 30年度 土木学会出版計画（追加） 

 

平成 30年度第 1回理事会（平成 30年 7月 6日） 

1． 平成 30年度予算の変更 

2． 特別委員会の設置提案 

3． 会員の入退会 

4． フェロー会員の認定 

5． 関西支部地域貢献事業への寄附申込 

6． 公益増進事業寄附申込 

7． 公益増進事業助成申請 

8． 規程類の改正 

9． 支部長の交代 

10． 委員長の交代 

11． 新規受注研究 

 

2018（平成 30）年度 第 2回理事会 2018（平成 30）年 9月 21日(金)  

1． 2019（平成 31）年度事業計画及び予算編成の基本方針 

2． 委員会の新設（メンテナンス委員会） 

3． CECAR8「東京宣言（案）」 
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4． 会員の入退会 

5． フェロー会員の認定 

6． 土木学会会費の減免措置の適用について（提案） 

7． 学術文化事業への寄附申込 

8． 関西支部地域貢献事業への寄附申込 

9． 公益増進事業への助成申請 

10． 2020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． 土木学会選奨土木遺産の選考  

15． 技術評価受注（更新） 

 

2018（平成 30）年度 第 3回理事会 2018（平成 30年）11月 16日(金) 

1． 平成 30年度上半期会計報告 

2． 会員の入退会 

3． フェロー会員の認定 

4． 北海道胆振東部地震災害被災会員の土木学会会費の減免について  

5． 規程類の制定および改正 

6． 委員会名の変更 

7． 新規受注研究 

8． 最高裁からの専門委員候補者推薦依頼 

9． 技術評価結果（更新） 

10． 技術評価（新規受注） 

 

2018（平成 30）年度 第 4回理事会 2019（平成 31年）1月 18日(金) 

1． 2019年度定時総会の招集 

2． 会員の入退会 

3． 災害被災会員の土木学会費減免 

4． 土木学会認定土木技術者資格審査 

5． 技術評価結果（更新） 

6． 支部地域貢献資金への寄附申込 

7． 学術文化事業への助成申請 

8． 規程類の改正 

9． 委員長の交代 

10． 新規受注研究 

11． 2018年度土木学会出版計画（追加） 

12． 2019年度土木学会出版計画 

 

2018（平成 30）年度 第 5回理事会 2019（平成 31年）3月 15日(金) 

1． 2019年度役員候補者選考  

2． 2018年度名誉会員推挙 

3． 2019年度事業計画 
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4． 2019年度予算 

5． インフラマネジメント新技術適用推進委員会の設置  

6． 国際センター長の交代 

7． JSCE2020の制度設計等 

8． 会員の入退会 

9． フェロー会員の認定 

10． 規程類の改正  

11． 委員長の交代 

12． 北海道支部事務局長の交代 

13. 支部行事表彰賞金（関東、中部） 

14. 技術評価（新規）受注  

15. 「土木学会学術文化事業」寄附申込 

16. 「土木学会公益増進資金」寄附申込  

17. 「土木学会公益増進事業」助成申請  

18. 支部地域貢献資金への寄附申込（関西支部） 

 

 
 

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 29年度第 6回：平成 30年 5月 11日、平成 30年度第 1回：平成 30年 7月 6日、 

第 2回：平成 30年 9月 21日、第 3回：平成 30年 11月 16日、第 4回：平成 30年 12月 14日、

第 5回：平成 31年 1月 18日、第 6回：平成 31年 3月 9日） 

1） 懸案事項の事前協議 

2） 平成 30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） 2019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 30年 12月 14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）2019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31年1月17日） 

1） 2019年度予算原案の審議 

2） その他 

・予算会議 

第 1回（平成 30年 8月 24日） 

   1）2019(平成 31)年度事業計画・予算の編成手順について 
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   2）2019(平成 31)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 30年 11月 22日） 

   1）2019(平成 31)年度事業計画・予算の編成手順の確認 

   2）2019(平成 31)年度事業計画・予算要求集計結果について 

   3）2019(平成 31)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 30年 12月 10日） 

1）2019(平成 31)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 3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 0回  （メール審議 6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 30年 7月 6日） 

1）支部の活動状況 

2）全国大会関係 

3）本部からの報告 

4）その他 
 
 

第 2回（平成 31年 1月 18日） 

1）全国大会関係 

2）支部からの報告 

3）本部からの報告 

4）その他 
 

7．支部幹事長・事務局合同連絡会議（平成 31年 1月 17日） 1回 

1）JSCE2020 について(スケジュール等) 

2）災害発生時の支部対応について 

3）2019年度全国大会実施計画 

4）内閣府立入検査報告 

5）地域貢献資金について 

6）2019年度事業計画・収支予算書および 2018年度決算見込ならびに 
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        2018年度事業報告・決算書類の提出依頼 

7）個人情報の取扱いについて 

8）2019年度「JSCE2015に基づく活動計画に対する助成」の募集 

9）本部、支部の広報活動の実績と連携 

10）土木技術者資格制度の動き〔お願いと報告〕 

11）中部支部 80周年記念事業 

12）西部支部設立 80周年記念事業 

13）支部からの要望 
 

8．歴代会長会議（平成 30年 6月 22日） 1回 

1) 平成 30年度会長情報発信プロジェクト 

2) 平成 29年度会長特別プロジェクト報告 

3) 学会の現況報告 

4) 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 30年 12月 17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) インフラのレジリエンスについて 

  2) 自然災害に対する土木学会の取組み 

  3) その他 

 

2) 建設系 7 学協会会長懇談会（平成 30 年 12 月 3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 

 


