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Ⅲ．本 部 行 事 

 

１．平成30年度全国大会 

 

（1）H30.8.29～31 北海道大学札幌キャンパス 

1）基調講演会（H30.8.30） かでる２・７(北海道立道民活動センター)かでるホール 参加者数：845名 

会長講演：明治１５０周年を迎えて：この国の来し方行く末を考える    

土木学会会長 小林 潔司 

特別講演：北海道における人口減少下の「地方創生」 

北洋銀行顧問 横内 龍三 

 

2）全体討論会（H30.8.30）      かでる２・７(北海道立道民活動センター)  かでるホール 参加者数：640名 

テーマ   社会システムのイノベーション創出のために～未来に向けて土木が担うもの～ 

コーディネーター ：高野伸栄（北海道大学公共政策大学院院長） 

パネリスト      ：青木啓二（先進モビリティ株式会社代表取締役社長） 

 ：磯田彩実（テレビ北海道アナウンサー） 

 ：片野浩司（(国研)土木研究所寒地土木研究所寒地機械技術チーム上席研究員）  

：今 尚之（北海道教育大学教育学部准教授） 

：宮田 昌利（釧路根室圏まちとくらしネットワークフォーラム座長） 

 

3) 第73回年次学術講演会       北海道大学札幌キャンパス 

  1 講 演 数 

 Ⅰ 部 門 609題 

 Ⅱ 部 門 217題 

 Ⅲ 部 門 590題 

 Ⅳ 部 門 196題 

 Ⅴ 部 門 717題 

 Ⅵ 部 門 1065題 

 Ⅶ 部 門 138題 

 CS部門 507題 
 

  計  4,039題 

  2 延べ参加者数  参加者数：21,352名 

  3 優秀講演者の表彰  表彰者数：292名 

 

4）研究討論会（H30.8.29）     北海道大学札幌キャンパス 参加者数：1,340名 

討論会題：14題 

 

5）交流会（H30.8.30） 京王プラザホテル札幌「エミネンスホール」 参加者数：541名 

 

6）国際関連行事（H30.8.29、30） 北海道大学札幌キャンパス 

   1 海外からの参加者(AOC、サマーシンポジウム、STG含) 26ヶ国･地域、4海外分会、計 109名 

2 延べ参加者数  参加者数：203名 

 

7）広報イベント（H30.8.29） 北海道大学札幌キャンパス 参加者数：81名 

 

8）映画会（H30.8.29～31） 北海道大学札幌キャンパス 参加者数：252名 
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9）パネル展示（H30.8.29～31） チ・カ・ホ（札幌駅前通地下広場） 参加者数：3,500名 

 

10）見学会 半日コース（H30.8.29）                           参加者数：31名 

・高規格幹線道路 後志自動車道（余市IC～小樽JCT間新設工事）             

・石狩湾新港（LNG火力発電所、LNG基地）                

  

  見学会 1日コース（H30.8.31）  参加者数：7名 

・豊平川水道水源水質保全事業 

・王子製紙千歳第1発電所 

・苫小牧港（西港区） 

・（国研）土木研究所寒地土木研究所 

 

11）2018年7月西日本豪雨災害調査団報告（H30.8.31） 北海道大学札幌キャンパス      参加者数：255名 

 

 

2．講演会、シンポジウム、研究発表会 

 

1) H30.4.17～18 2017年制定コンクリート標準示方書発刊に伴う講習会(大阪会場) 大阪国際交流センター 

      講演題数：13題 参加者数：340名 

2) H30.4.21 構造工学委員会特別講演「地震被害から何を学んできたか―地震防災を改めて振り返る」 

 東京工業大学 

      講演題数：1題  

3) H30.4.21～22 第64回構造工学シンポジウム 東京工業大学 

      講演題数：93題 

4) H30.4.26 2016年熊本地震被害調査報告書 講習会 東京大学 武田ホール 

      講演題数：12題 参加者数：246名 

5) H30.5.12   JABEE教育プログラム認定・審査のための「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45名 

6) H30.5.18   第2回地方公共団体におけるアセットマネジメントシステム実装に関する意見交換会 

土木会館 講堂 

      講演題数：1題 参加者74名 

7) H30.5.19～20  第21回応用力学シンポジウム 名城大学天白キャンパス 

      講演題数：167題 参加者数：224名 

8) H30.5.21   平成30年度第1回研究会「首都高の大規模更新と改築事業（開通から半世紀を過ぎて）」 

 土木会館 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：119名 

9) H30.5.24   平成29年度会長特別委員会「国土・土木とAI懇談会」成果報告シンポジウム 

 土木会館 講堂 

      講演題数：9題 参加者数：155名 

10) H30.5.29 地震工学委員会 平成30年度 第1回研究会 土木会館 講堂 

      講演題数：16題 参加者数：102名 

11) H30.6.6   土木とアニメの邂逅「虫プロダクション・伊藤叡さんを偲んで」         土木会館 講堂 

      講演題数：4題 参加者数：95名 

12) H30.6.9～10  第57回土木計画学研究発表会（春大会） 東京工業大学 
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      講演題数：485題 参加者数：1153名 

13) H30.6.12～13  2018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：138題 参加者数：623名 

14) H30.6.15 第38回土木史研究発表会 エクスカーション 郡山市 

      講演題数：1題 参加者数：21名 

15) H30.6.16～17 第38回土木史研究発表会 日本大学 工学部（郡山キャンパス） 

      講演題数：60題 参加者数：92名 

16) H30.6.16 第38回土木史研究発表会 シンポジウム 日本大学 工学部（郡山キャンパス） 

      講演題数：2題 参加者数：52名 

17) H30.6.25   平成29年度会長特別委員会『書籍「歴史の謎はインフラで解ける 教養としての土木学」 

出版記念講演会』                                                  土木会館 講堂 

      講演題数：4題 参加者数：105名 

18) H30.6.27 「セメント系材料を用いたコンクリート構造物の補修・補強指針」発刊に伴う講習会 

土木会館 講堂 

      講演題数：7題 参加者数：106名 

19) H30.6.27    CIM講演会2018（東京） 中央大学 駿河台記念館 

      講演題数：10題 参加者数：307名 

20) H30.6.28   平成29年度会長特別委員会「レジリエンスの確保に関する技術検討委員会」成果報告シン

ポジウム～巨大災害による「国難」を乗り越えるために～       中央大学 駿河台記念館 

      講演題数：8題 参加者数：254名 

21) H30.7.2   D＆Iフォーラム～多様性が生産性を高める－土木界の働き方改革～      土木会館 講堂 

      講演題数：3題 参加者数：124名 

22) H30.7.4       第43回海洋開発シンポジウム「海に向かった観光金沢の次なる飛躍」 金沢東急ホテル 

      講演題数：1題 参加者数：49名 

23) H30.7.5～6    第43回海洋開発シンポジウム 石川県地場産業振興センター 

      講演題数：168題 参加者数：367名 

24) H30.7.5   公開講演会「原子力発電所の確率論的リスク評価」 土木会館 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：82名 

25) H30.7.7   オープンキャンパス土木学会2018                                土木会館 講堂ほか 

      出展プログラム数：12件 参加者数：203名 

26) H30.7.10～11  第22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：103名 

27) H30.7.11   第100回イブニングシアター                                        四谷区民ホール 

      講演題数：1題、上映題数：3題 参加者数：128名 

28) H30.7.12    CIM講演会2018（仙台） せんだいメディアテーク 

      講演題数：10題 参加者数：129名 

29) H30.7.19         世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ第12回シンポジウム         土木会館 講堂 

講演題数：8題 参加者数：166名 

30) H30.7.19       第10回社会実装促進会議・土木学会SIPインフラ技術報告会 

ベルサ－ル飯田橋ファ－スト 

      講演題数：9題 参加者数：451名 

31) H30.7.20        公開シンポジウム－地盤・斜面の安定解析技術の高度化を目指して－    土木会館 講堂 

講演題数：19題 参加者数：82名 

32) H30.7.21        最新建設用ロボット技術の紹介2018                港湾空港技術研究所内 

講演題数：5題 参加者数：336名 

33) H30.7.23 2018年6月18日大阪府北部の地震の調査報告会 土木会館 講堂 



 

76 

      講演題数：5題 参加者数：111名 

34) H30.7.24～25 第21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：5題 参加者数：139名 

35) H30.7.27        土木工事で使われるロボット展                国土交通省関東技術事務所 

講演題数：6題 参加者数：470名 

36) H30.7.29   第10回土木と学校教育フォーラム「まちづくりを通して、子供は何を学ぶのか」 

       土木会館 講堂ほか 

      講演題数：6題、模擬授業：2題、ポスター発表：13題 参加者数：74名 

37) H30.8.2    CIM講演会2018（札幌） 北農健保会館 

      講演題数：10題 参加者数：102名 

38) H30.8.3   第21回鋼構造と橋に関するシンポジウム（東京） 法政大学 

      講演題数：8題 参加者数：191名 

39) H30.8.4   「未来の土木コンテスト」現場見学会 

 東京外かく環状道路本線トンネル（北行）東名北工事 

      見学施設数：1件 参加者数：35名 

40) H30.8.6   第21回鋼構造と橋に関するシンポジウム（大阪） 建設交流会館 

      講演題数：8題 参加者数：103名 

41) H30.8.7～8 第17回木材利用研究発表会 土木会館 講堂 

      講演題数：17題 参加者数：46名 

42) H30.8.10    CIM講演会2018（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：185名 

43) H30.8.23   土木技術者の継続教育に関するミニシンポジウム                      土木会館 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：46名 

44) H30.8.23～24    第23回水シンポジウム2018inふじのくに・沼津 

プラサヴェルデ(ふじのくに千本松フォーラム) 

      講演題数：8題 参加者数：414名 

45) H30.8.24    CIM講演会2018（新潟） 新潟県民会館 

      講演題数：10題 参加者数：79名 

46)H30.8.29         国際若手技術者ワークショップ「When a Mega Disaster Strikes... 

-How would you respond if you were a mayor? -」 北海道大学 

参加者数：41名 

47) H30.8.30    トンネル技術史講演会2018 TKPガーデンシティ札幌駅前 

      講演題数：2題 参加者数：137名 

48) H30.9.4    CIM講演会2018（名古屋） ウインクあいち 

      講演題数：10題 参加者数：95名 

49) H30.9.5～7  第26回地球環境シンポジウム 長崎大学 

      講演題数：72題 参加者数：86名 

50) H30.9.5   一般公開シンポジウム「わが国の洋上風力の促進と長崎の海洋エネルギーの未来」 

長崎大学 

      講演題数：4題 参加者数：73名 

51) H30.9.6  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－世界の未来のために－」  

             長崎大学 

      講演題数：5題 参加者数：70名 

52) H30.9.7   混和材を大量に使用したコンクリート構造物の設計・施工指針(案)制定および高炉スラグ

微粉末を用いたコンクリートの設計・施工指針改訂報告会        東京大学 武田ホール 

      講演題数：10題 参加者数：133名 
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53) H30.9.10    CIM講演会2018（高松） サンポート 

      講演題数：10題 参加者数：38名 

54) H30.9.10～11    第54回水工学に関する夏期研修会 山口大学 

      講演題数：16題 参加者数：75名 

55) H30.9.11      ワークショップ「土砂流動を考慮した河川計画について」 主婦会館 

      講演題数：8題 参加者数：169名 

56) H30.9.11 地震工学委員会 平成30年度 第2回研究会 土木会館 講堂 

      講演題数：4題 参加者数：53名 

57) H30.9.12 第4回地震・津波に関するシンポジウム 三宮コンベンションセンター 

      講演題数：9題 参加者数：84名 

58) H30.9.26    CIM講演会2018（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：65名 

59) H30.9.27～28   第43回土木情報学シンポジウム 土木会館 講堂ほか 

      講演題数：77題 参加者数：231名 

60) H30.9.27    3学会連携企画講演会「IoT/AIを活用したスマートメンテナンス」 土木会館 講堂 

      講演題数：2題 参加者数：82名 

61) H30.10.1   土木技術者の継続教育に関するミニシンポジウム                      土木会館 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：28名 

62) H30.10.4～5 第38回地震工学研究発表会 東京大学 生産技術研究所 

      講演題数：111題 参加者数：191名 

63) H30.10.5    CIM講演会2018（福岡） 天神ビル 

      講演題数：10題 参加者数：104名 

64) H30.10.12  第4回土木史サロン 土木会館 講堂 

      講演題数：3題 参加者数：64名 

65) H30.10.14 土木ふれあいフェスタ in 北海道 新さっぽろサンピアザ 

      講演題数：11題 参加者数：466名 

66) H30.10.19 2018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) 日本教育会館 

      講演題数：10題 参加者数：211名 

67) H30.10.20～21  第46回環境システム研究論文発表会 名古屋大学 

      講演題数：79題 参加者数：123名 

68) H30.10.26   CIM講演会2018（沖縄） 沖縄県立博物館 

      講演題数：10題 参加者数：91名 

69) H30.10.31 2018年制定コンクリート標準示方書発刊に伴う講習会(大阪会場) 大阪国際交流センター 

      講演題数：10題 参加者数：187名 

70) H30.11.1～2   第10回道路橋床版シンポジウム 土木会館 講堂 AB会議室 

      講演題数：60題 参加者数：193名 

71) H30.11.2   土木学会トークサロン特別編 災害を乗り超えていく地域のつながり 

       福岡県 東峰村、北海道 鵡川町、東京をインターネットで結んで議論 

      講演題数：1題 収録動画視聴者数：156名 

72) H30.11.6 「信頼性設計法に基づく土木構造物の性能照査ガイドライン」に関する講習会(東京会場) 

       土木会館 講堂 

      講演題数：11題 参加者数：121名 

73) H30.11.8～9   第7回FRP複合構造・橋梁に関するシンポジウム 土木会館 講堂 AB会議室 

      講演題数：28題 参加者数：87名 

74) H30.11.12  「土木広報大賞2018」表彰式                                        土木会館 講堂 

      表彰数：16件 参加者数：50名 



 

78 

75) H30.11.13   第19回異分野技術者との交流会 機械振興会館 

        講演題数：1題 参加者数：61名 

76) H30.11.13   土木建設技術発表会2018 土木会館 講堂他 

      講演題数：41題 参加者数：135名 

77) H30.11.13  シンポジウム「地盤・流体・構造物の連成問題の解析・分析手法構築にむけて～混成堤式

防波堤マウンド下部からの吸出現象を例に～」               とりぎん文化会館(鳥取) 

      講演題数：3題 参加者数：105名 

78) H30.11.14～16    第65回海岸工学講演会 とりぎん文化会館(鳥取) 

      講演題数：265題 参加者数：606名 

79) H30.11.18  土木の日シンポジウム2018                                          土木会館 講堂 

      講演題数：5題 参加者数：66名 

80) H30.11.19 「信頼性設計法に基づく土木構造物の性能照査ガイドライン」に関する講習会(大阪会場) 

       神戸大学梅田インテリジェントラボラトリ 

      講演題数：11題 参加者数：52名 

81) H30.11.20  どぼくカフェ「現在の日本橋周辺の景観を愛でる」    新宿駅西口広場イベントコーナー 

      講演題数：1題 参加者数：80名 

82) H30.11.21  どぼくカフェ「東海道新幹線ができるまで」          新宿駅西口広場イベントコーナー 

      講演題数：1題 参加者数：70名 

83) H30.11.21  第101回イブニングシアター                                         土木会館 講堂 

      上映題数：2題 参加者数：86名 

84) H30.11.22  どぼくカフェ「1964年東京オリンピックを作り上げた建築家たち」 

 新宿駅西口広場イベントコーナー 

      講演題数：1題 参加者数：69名 

85) H30.11.23  どぼくカフェ「橋の楽しみ方」                     新宿駅西口広場イベントコーナー 

      講演題数：1題 参加者数：114名 

86) H30.11.23  どぼくカフェ「日本の珍橋・奇橋」                 新宿駅西口広場イベントコーナー 

      講演題数：1題 参加者数：140名 

87) H30.11.23  どぼくカフェ「橋の形の秘密」                     新宿駅西口広場イベントコーナー 

      講演題数：1題 参加者数：115名 

88) H30.11.23～25   第58回土木計画学研究発表会（秋大会） 大分大学、コンパルホール 

      講演題数：350題 参加者数：828名 

89) H30.11.25～27    第63回水工学講演会 北海道大学 

      講演題数：257題 参加者数：584名 

90) H30.11.25  第31回アゲールシンポジウム 北海道大学 

      講演題数：2題  参加者数：152名 

91) H30.11.25  河川災害に関するシンポジウム 北海道大学 

      講演題数：4題 参加者数：214名 

92) H30.11.26       第63回水工学講演会特別講演 北海道大学 

      講演題数：3題 参加者数：170名 

93) H30.11.27   CIM講演会2018（東京・追加第1回） 中央大学 駿河台記念館 

      講演題数：10題 参加者数：294名 

94) H30.11.28       安全問題討論会’18 土木会館 講堂他 

       講演題数：20題 参加者数：36名 

95) H30.11.29～30 第28回トンネル工学研究発表会 土木会館 講堂他 

      講演題数：74題 参加者数：254名 

96) H30.11.29～30 第8回日中舗装技術ワークショップ ホテルマイステイズ新大阪 
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 講演題数：18題 参加者数：54名 

97) H30.12.3    第6回河川堤防技術シンポジウム 北とぴあ 

      講演題数：22題 参加者数：141名 

98) H30.12.3         第36回建設マネジメント問題に関する研究発表・討論会 土木会館 講堂他 

      講演題数：47題 参加者数：120名 

99) H30.12.5   SIPインフラ維持管理・更新・マネジメント技術セミナー「インフラ構造物の点検・診断・

メンテナンスの今後を考える」   大手町フィナンシャルシティ カンファレンスセンター 

      講演題数：9題 参加者数：366名 

100)H30.12.5       応用力学講演会2018 土木会館 講堂 

       講演題数：4題  

101)H30.12.6～7  第23回舗装工学講演会 土木会館 講堂 AB会議室 

 講演題数：32題 参加者数：106名 

102)H30.12.6～8      第6回土木学会台湾土木遺産視察 台湾 烏山頭ダム施設ほか 

      視察施設数：6箇所 参加者数：22名 

103)H30.12.7   第14回景観・デザイン研究発表会  長崎市景観条例制定30周年記念シンポジウム 

長崎市民会館 

      講演題数：6題 参加者数：236名 

104)H30.12.8～9 第14回景観・デザイン研究発表会 長崎市民会館 

      講演題数：99題 参加者数：315名 

105)H30.12.11   第6回流域管理と地域計画の連携に関するワークショップ 土木会館 講堂 

      講演題数：8題 参加者数：75名 

106)H30.12.14  基礎水理シンポジウム 土木会館 講堂 

     講演題数：6題 参加者数：119名 

107)H30.12.17  第6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～ 

土木会館 講堂 

      講演題数：2題 参加者数：61名 

108)H30.12.17～19   第55回環境工学研究フォーラム 京都大学 

      講演題数：125題 参加者数：222名 

109)H30.12.18     下水道先端技術と環境工学と周辺分野の展開第1回講演会 京都大学 

            講演題数：7題 参加者数：106名 

110)H30.12.18       世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ第13回シンポジウム          土木会館 講堂 

講演題数：7題 参加者数：76名 

111)H30.12.20 地震工学委員会 平成30年度 第3回研究会 土木会館 講堂 

      講演題数：3題 参加者数：59名 

112)H30.12.21  第102回イブニングシアター                                         土木会館 講堂 

      上映題数：3題 参加者数：90名 

113)H30.12.25  平成30年度第2回研究会「中規模陸上風車基礎接合部の実態調査と維持管理手法の検討」 

 土木会館 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：38名 

114)H31.1.12～13  第46回岩盤力学に関するシンポジウム 岩手大学 理工学部 

      講演題数：53題 参加者数：115名 

115)H31.1.23   第103回イブニングシアター                                         土木会館 講堂 

      上映題数：4題 参加者数：81名 

116)H31.1.24   第11回SIPインフラ社会実装促進会議（最終報告会）                東京大学安田講堂 

      講演題数：16題 参加者数：942名 

117)H31.1.24～25  第24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 
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      講演題数：36題 参加者数：237名 

118)H31.1.26      第18回土木学会デザイン賞授賞式 土木会館 講堂 

      講演題数：14題 参加者数：162名 

119)H31.1.29 地方創生シンポジウム                       土木会館 講堂 

  講演題数：3題 参加者数：98名 

120)H31.1.30 公開講演会「近代の終わる時 ～明日はどうなるのだろう～」     土木会館 講堂 

  講演題数：1題 参加者数：68名 

121)H31.1.31      下水道先端技術と環境工学と周辺分野の展開第2回講演会 主婦会館プラザエフ 

            講演題数：7題 参加者数：52名 

122) H31.2.4    CIM講演会2018総括（東京・追加第2回） 中央大学 駿河台記念館 

      講演題数：9題 参加者数：294名 

123)H31.2.5   次世代下水道小委員会講演会「下水中資源活用の最前線」      ㈱建設技術研究所 

講演題数：5題                         参加者数：74名 

124)H31.2.25 第61回環境システムシンポジウム 土木会館 講堂 

      講演題数：6題 参加者数：78名 

125)H31.2.26 第10回木材利用シンポジウム 土木会館 講堂 

      講演題数：8題 参加者数：45名 

126)H31.3.1   東大SIP床版サブプロジェクト研究成果報告会「コンクリート床版の長寿命化技術の最前

線」                                            TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 

      講演題数：8題 参加者数：153名 

127)H31.3.5 地震工学委員会 平成30年度 第4回研究会 土木会館 講堂 

      講演題数：3題 参加者数：43名 

128)H31.3.8 アセットマネジメントシステム実装のための実践委員会成果報告会 

 東京大学本郷キャンパス情報学環・福武ホ－ル 

      講演題数：9題 参加者数：202名 

129)H31.3.13   第104回イブニングシアター                                         土木会館 講堂 

      上映題数：3題 参加者数：75名 

130)H31.3.14 道路アセットマネジメントに関するSIPインフラ・土木学会・JICA技術セミナー 

 東京大学生産技術研究所コンベンションホール 

      講演題数：8題  

131)H31.3.20      建設用ロボット技術交流会 国立研究開発法人土木研究所 

            講演題数：3題 参加者数：34名 

 

 

3．講習会、セミナー 

 

1) H30.4.6   『インフラPPPの経済学』を紐解く 土木会館 講堂 

     講演題数：2題 参加者数：118名 

2) H30.4.18   土木計画学ワンデイセミナー NO.95 土木の『領域』再考と社会的実効性のある学会活

動の展開 －土木計画学の視点から－ 土木会館 講堂 

      講演題数：6題 参加者数：80名 

3) H30.4.18   第4回人にやさしい地下空間セミナー 浅草観光文化センター 

     講演題数：2題 参加者数：52名 

4) H30.4.18～21    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：48名 

5) H30.5.23   トンネル工学セミナー2018 土木会館 講堂 
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     講演題数：2題 参加者数：71名 

6) H30.5.25   第6回データモデルセミナー 土木会館 講堂 

     講演題数：5題 参加者数：102名 

7) H30.5.25         「構造物の更新・改築技術 －プロセスの紐解き－」講習会 岩手県民情報交流センター 

      講演題数：9題 参加者数：73名 

8) H30.5.28   宇沢弘文の社会的共通資本を再考する 土木会館 講堂 

     講演題数：5題 参加者数：112名 

9) H30.6.1         ナレッジマネジメントに関するワークショップ 土木会館 講堂 

      講演題数：2題 参加者数：45名 

10) H30.6.11   「再生可能エネルギー開発～最新事情と海外展開～」出版講演会 土木会館 講堂 

     講演題数：2題 参加者数：97名 

11) H30.6.16   講演会「霧島火山と共に-2011年新燃岳噴火の教訓を活かす-」 霧島市国分公民館 

     講演題数：5題 参加者数：43名 

12) H30.6.19   第10回公共調達シンポジウム 土木会館 講堂 

     講演題数：10題 参加者数：99名 

13) H30.6.20   セメント系構築物と周辺地盤の化学的相互作用研究小委員会(345委員会) 第二期成果報

告会 土木会館 講堂 

      講演題数：8題 参加者数：72名 

14) H30.6.25 第19回地震防災技術懇話会 土木会館 AB会議室 

      講演題数：1題 参加者数：39名 

15) H30.6.26   既設コンクリート構造物の構造性能評価研究小委員会(355委員会)成果報告会告会「既設

コンクリート構造物の構造性能評価に関するシンポジウム」 土木会館 講堂 

      講演題数：14題 参加者数：70名 

16) H30.7.4 平成30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：123名 

17) H30.7.5～6 環境水理部会研究集会2018 in 北見 北見工業大学 

                      講演題数：25題 参加者数：48名 

18) H30.7.12   応用力学フォーラム（東北地区）「土砂流・土砂移動に対する実験・解析の双方向からの

アプローチ」                                           東北大学青葉山キャンパス 

       講演題数：2題 参加者数：50名 

19) H30.7.20   第6回地下空間維持管理セミナー ウインクあいち 

     講演題数：5題 参加者数：88名 

20) H30.7.27   混和材料を使用したコンクリートの物性評価技術と性能規定型材料設計に関する研究小

委員会(353委員会)成果報告会 土木会館 講堂 

      講演題数：7題 参加者数：63名 

21) H30.7.31   「FRP接着による構造物の補修・補強指針（案）」講習会 土木会館 講堂 

     講演題数：8題 参加者数：90名 

22) H30.8.1   建設マネジメント委員会研究成果発表会及び表彰式 土木会館 講堂 

     講演題数：6題 参加者数：117名 

23) H30.8.3   まちなかどぼくウォークラリー～エネルギーと土木にちなんだ施設を見てまわって体験 

するツアー～ ガスの科学館、新豊洲変電所 

     講演題数：2題 参加者数：24名 

24) H30.8.4   親子現場見学会 阪神電気鉄道梅田駅大規模改良工事 

      講演題数：1題 参加者数：40名 

25) H30.8.9   臨床環境技術小委員会／環境技術思想小委員会 合同セミナー 
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京都大学吉田キャンパス5号館 

参加者数：23名 

26) H30.8.21   第2回橋梁技術の温故知新セミナー 土木会館 講堂 

     講演題数：2題 参加者数：93名 

27) H30.8.21   第52回夏期講習会「これから想定される自然災害」～土木技術者に突きつけられている課

題～                                             関西大学高槻ミューズキャンパス 

      講演題数：5題 参加者数：172名 

28) H30.8.22 地盤の地震応答解析 -夏の講習会2018- 土木会館 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：115名 

29) H30.8.24   第7回地下空間維持管理セミナー 金沢工業大学 扇が丘キャンパス 

     講演題数：6題 参加者数：155名 

30) H30.8.30   札幌中心部地下空間ネットワーク見学会 札幌駅前地下～チ・カ・ホ～すすきの 

      講演題数：1題 参加者数：24名 

31) H30.9.4   エネルギー基本計画とエネルギー産業の将来展望 土木会館 講堂 

      講演題数：2題 参加者数：98名 

32) H30.9.12 高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートに関する研究小委員会(354委員会)成果報告会 

土木会館 講堂 

      講演題数：10題 参加者数：79名 

33) H30.9.14 繊維補強コンクリートの構造利用研究小委員会(346委員会)第2期・成果報告会 

土木会館 講堂 

      講演題数：12題 参加者数：75名 

34) H30.9.19   我が国の地熱開発動向とJOGMECの活動状況 土木会館 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：72名 

35) H30.10.3   第5回人にやさしい地下空間セミナー 土木会館 講堂 

     講演題数：2題 参加者数：48名 

36) H30.10.4～5    平成30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：81名 

37) H30.10.10  鋼・合成構造標準示方書 耐震設計編 講習会 土木会館 講堂 

      講演題数：10題 参加者数：83名 

38) H30.10.10  第6回岩盤力学イブニングセミナー 京都大学東京オフィス 

      講演題数：2題 参加者数：35名 

39) H30.10.15   平成30年度構造工学セミナー 土木会館 講堂 

       講演題数：2題 参加者数：52名 

40) H30.10.16 コンクリートの性能に及ぼす高温作用の影響評価研究小委員会(352委員会)成果報告会 

土木会館 講堂 

      講演題数：7題 参加者数：51名 

41) H30.10.17  「土壌・地下水汚染対策」講習会 土木会館 講堂 

      講演題数：6題 参加者数：92名 

42) H30.10.17  鋼構造物の長寿命化技術に関する講習会 大阪市立大学文化交流センター 

      講演題数：8題 参加者数：91名 

43) H30.10.19      第35回鋼構造基礎講座「鋼橋の維持管理」 土木会館 講堂 

      講演題数：5題 参加者数：58名 

49) 44)H30.10.23       「鉄筋コンクリート製地中構造物の耐震性能照査技術」に関する講習会－屋外重要土木

構造物の耐震性能照査指針の改訂－                             東京大学武田ホール 

      講演題数：7題                                                 参加者数：239名 

45) H30.10.25 平成30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」 

土木会館 講堂 
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      講演題数：8題 参加者数：68名 

46) H30.10.26   施工計画講習会「施工計画のポイントとICTの動向」 土木会館 講堂 

       講演題数：8題 参加者数：64名 

47）H30.10.31    公共デザイン研究セミナー～これからの知的生産と公共調達のあり方を考える～in 東京 

                   日本大学 

     講演題数：4題 参加者数：71名 

48) H30.10.31   成果報告会「水力発電所土木設備の再開発･更新事例に関する調査」 土木会館 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：88名 

49) H30.10.31   見学会／「東京ミッドタウン日比谷」地下空間－都市再生に貢献する地下空間－ 

 東京ミッドタウン日比谷地下空間及びその周辺 

      講演題数：1題 参加者数：31名 

50) H30.11.5 第18回地震防災マネジメントセミナー 土木会館 講堂 

      講演題数：4題 参加者数：64名 

51) H30.11.7        技術基準の国際化セミナー第1回「技術基準の国際化へ向けた取り組みと課題～港湾での

取り組みを中心に～」                                              土木会館 講堂 

講演題数：6題 参加者数：89名 

52）H30.11.14    公共デザイン研究セミナー～これからの知的生産と公共調達のあり方を考える～in 大阪 

               大阪市中央公会堂 

     講演題数：4題 参加者数：54名 

53) H30.11.16  第8回地下空間維持管理セミナー 郡山市総合福祉センター 

     講演題数：4題 参加者数：95名 

54) H30.11.17       平成30年度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：32名 

55）H30.11.26    公共デザイン研究セミナー～これからの知的生産と公共調達のあり方を考える～in名古屋 

                 ウィルあいち 

     講演題数：4題 参加者数：32名 

56) H30.11.27      第36回鋼構造基礎講座「新しい道路橋示方書での鋼橋の設計」 土木会館 講堂 

      講演題数：5題 参加者数：72名 

57) H30.11.29  建設マネジメントに関する地域シンポジウム 広島YMCA国際文化センター 

     講演題数：4題 参加者数：57名 

58) H30.11.30 熊本地震視察会 熊本地震被災地 

      講演題数：3題 参加者数：25名 

59) H30.12.6   「セメント系材料を用いたコンクリート構造物の補修・補強指針」および「FRP接着によ

る構造物の補修・補強指針（案）」の発刊に伴う講習会 建設交流館 

      講演題数：5題 参加者数：51名 

60) H30.12.10  電力土木分野におけるICT施工・維持管理技術の最新動向 土木会館 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：72名 

61) H30.12.10       応用力学フォーラム（関東地区）「大規模流体解析の最前線」 

中央大学後楽園キャンパス 

       講演題数：2題 参加者数：27名 

62) H30.12.12       技術基準の国際化セミナー第2回「道路分野における維持管理技術の海外展開」 

          土木会館 講堂 

講演題数：2題 参加者数：39名 

63）H30.12.14      応用力学フォーラム（中部地区）「第1回計算力学セミナー」 

 名古屋大学東山キャンパス 

      講演題数：2題 参加者数：23名 
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64）H30.12.18    公共デザイン研究セミナー～これからの知的生産と公共調達のあり方を考える～in 仙台 

            せんだいメディアーク 

     講演題数：4題 参加者数：58名 

65) H30.12.21 「塩害環境の定量評価に関する研究小委員会」成果報告会 

土木会館 講堂 

      講演題数：7題 参加者数：48名 

66）H30.12.22 地下空間の防災・減災セミナー2018 関西大学梅田キャンパス 

  講演題数：6題 参加者数：72名 

67）H30.12.21      応用力学フォーラム（西部地区）「土木工学へのデータ駆動型サイエンスの可能性」 

 九州大学伊都キャンパス 

      講演題数：3題  

68) H31.1.8   土木計画学ワンデイセミナー NO.96 空間的応用一般均衡分析と交通プロジェクトのス

トック効果 土木会館 講堂 

      講演題数：7題 参加者数：49名 

69) H31.1.9         平成30年度 地盤工学セミナー 土木会館 講堂 

     講演題数：7題 参加者数：73名 

70) H31.1.15   鋼・合成構造標準示方書 施工編 講習会 土木会館 講堂 

      講演題数：9題 参加者数：48名 

71) H31.1.16    公共デザイン研究セミナー～これからの知的生産と公共調達のあり方を考える～in 広島 

             ＲＣＣ文化センター 

     講演題数：4題 参加者数：21名 

72) H31.1.16   トンネル・ライブラリー「トンネル維持管理の実際と課題」に関する講習会 

 土木会館 講堂 

      講演題数：11題 参加者数：93名 

73) H31.1.22   「複合構造におけるコンクリートの収縮・クリープの影響に関する最新動向」講習会 

 土木会館 講堂 

      講演題数：4題 参加者数：56名 

74) H31.1.24    公共デザイン研究セミナー～これからの知的生産と公共調達のあり方を考える～in 福岡 

                 JR博多シティ 

     講演題数：4題 参加者数：44名 

75) H31.1.24   大阪会場 トンネル・ライブラリー31「特殊トンネル工法－道路や鉄道との立体交差トン

ネル－」に関する講習会 大阪大学中之島センター 

      講演題数：11題 参加者数：76名 

76) H31.1.28   土木計画学ワンデイセミナー NO.97 健康政策と都市構造を考えたまちづくりの展開方

策 土木会館 講堂 

      講演題数：6題 参加者数：100名 

77）H31.1.29      応用力学フォーラム（中国地区） 岡山大学創立五十周年記念館 

      講演題数：1題 参加者数：21名 

78) H31.1.31   東京会場 トンネル・ライブラリー31「特殊トンネル工法－道路や鉄道との立体交差トン

ネル－」に関する講習会 土木会館 講堂 

      講演題数：11題 参加者数：68名 

79) H31.2.13 非線形地震応答解析の検証と妥当性確認の方法と事例Workshop 関東学院大学 

      講演題数：6題 参加者数：48名 

80) H31.2.14   第6回人にやさしい地下空間セミナー 土木会館 講堂 

     講演題数：2題 参加者数：52名 

81) H31.2.22   土木計画学ワンデイセミナー NO.98 成果報告会：多様なビッグデータを活用した道路
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技術研究開発 東京大学 武田先端知ビル 武田ホール 

      講演題数：12題 参加者数：277名 

82) H31.2.25       留学生向け現場説明会                                            JR渋谷駅改良工事 

 参加者数：25名 

83) H31.3.4   土木計画学ワンデイセミナー NO.99 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－ 北海道会場 

TKP札幌駅カンファレンスセンター 

      講演題数：4題 参加者数：69名 

84) H31.3.5   応用力学フォーラム（四国地区）「交通サービス評価への挑戦：坊っちゃんセミナー 都

市・交通・風土～伊予のインフラ考～」 愛媛大学城北キャンパス 

       講演題数：2題 参加者数：23名 

85) H31.3.7   土木計画学ワンデイセミナー NO.100 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－ 沖縄会場  

ホテルオーシャン 

      講演題数：4題 参加者数：37名 

86）H31.3.7         計算力学フォーラムin群馬      群馬大学 

      講演題数：3題 参加者数：27名 

87）H31.3.10～17  第20回海外の環境問題を見て考える全国学生ツアー 香港、マカオ、深セン 

 講演題数：20題          参加者数：25名 

88) H31.3.13 液状化解析のための要素試験に関する国際ワークショップ 関西大学 

      講演題数：2題 参加者数：37名 

89) H31.3.13    極低レベル放射性廃棄物処分施設の概念と設計の考え方に関する調査研究の中間報告 

 土木会館 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：66名 

90) H31.3.16   土木計画学ワンデイセミナー NO.101 子育てしやすく子どもにやさしいまちづくり～

地域と子育て～ 東京大学工学部 

      講演題数：6題 参加者数：44名 

91) H31.3.19   岩盤力学イブニングセミナー（第7回）                 土木会館 講堂 

      講演題数：2題 参加者数：46名 

 

 

4．国際交流（受入） 

H30.8.26～9.1 ミャンマー工学会 Ms. Khin Phyu Phyu Thandar 

 ベトナム土木協会 Mr. Ngoc Lan Nguyen 

 モンゴル土木学会 Ms. Khaliunaa Darkhanbat 

  トルコ分会 Mr. Ali Gürkan Genç 

 フィリピン土木学会 Ms. Amie Lou G. Cisneros 

 タイランド分会 Mr. Jetsada Kumphong 

 2018年STGプログラム参加 

H30.8.29            JSCE韓国分会 李東郁前分会長 

 JSCE台湾分会 呉 建宏分会長、陳 景文前分会長、柯 武徳幹事長 

 JSCEタイ分会 Dr. Samart Rachapolistte 分会長 

 JSCEベトナム分会  関 陽水分会長 

 H30年度全国大会 海外支部会議参加 

H30.12.26           香港理工大学 戴教授との意見交換会    戴 建国教授 
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5．国際交流（派遣） 

H30.4.12～15 アジア土木学協会連合協議会（ACECC）理事会参加 

ベトナム・ハノイ 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 TC16 委員 坂井康一（東京大学）、ACECC TC21 委員 竹内邦良（山梨大学）、 

塚原健一（九州大学）、勝濱良博（日本工営）、倉岡千郎（日本工営）、荒木田勝（アジ 

ア防災センター） 

H30.4.21～27 英国土木学会、ドイツ工学会との意見交換と視察 

ドイツ・ミュンヘン、シュツットガルト、英国・ロンドン 

 大石久和土木学会会長、土木学会副会長・国際センター長 上田多門(北海道大学)、塚田幸 

広土木学会専務理事、湯浅岳史（パシフィックコンサルタンツ）、前川亮太（奥村組）、 

澁谷有希子(国際センター) 

 H30.5.31～6.2 第 3回 JSCE-CICHE Joint Workshop参加 

 台湾・台中  国際センター台湾グループ担当 大内雅博(高知工科大学)、白旗弘実(東京都市大学)、岡田昌 

彰(近畿大学)、池田鉄也(ICHARM)、張凱淳(京都大学)、岩井裕正(名古屋工業大学）、地震 

工学委員会 一井康二(関西大学)、吉見雅行(産業技術総合研究所)、石川大地(法政大学大学 

院)、伊吹竜一(法政大学大学院)、大塚経志郎(法政大学大学院)、毛利匡志(高知工科大学大 

学院)、鈴木麻由(高知工科大学大学院)、原倖平(九州大学大学院)、森川ダニエル(九州大学 

大学院)、澁谷有希子(国際センター) 

H30.6.21～25       第 1回 YTU-MES-MOC-JSCE ジョイントシンポジウム参加 

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)、ティハ（日本工営）、澁谷有 

 希子(国際センター) 

H30.10.8～10 アジア土木学協会連合協議会（ACECC）理事会参加 

オーストラリア・メルボルン  

 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 担当委員会幹事長 井澤淳（鉄道総合技術研究所）、ACECC 事務総長堀越研一

(大成建設） 

H30.10.13～16   米国土木学会（ASCE）年次大会参加 

米国・コロラド 小林潔司土木学会会長、塚田幸広土木学会専務理事、高橋良和（京都大学）、大西正光（京 

 都大学防災研究所）、澁谷有希子(国際センター) 

H30.10.17～19 大韓土木学会（KSCE）年次大会参加 

韓国・慶州   土木学会国際部門主査理事 須野原 豊 (日本港湾協会)、曽根真理(東洋大学)、国際セン 

ター韓国グループ担当 江上和也（エコー）、荒井ケビン康司（国際センター） 

H30.10.22～26   英国土木学会 200周年記念会議 

英国・ロンドン      小林潔司土木学会会長、松島格也（京都大学）、澁谷有希子(国際センター)   

H30.10.24～28    第 2回 JSCE-CCESジョイントシンポジウム 

中国・上海     土木学会副会長・国際センター長 上田多門(北海道大学)、藤野陽三（横浜国大）、奥井義 

昭（埼玉大学)、党紀（埼玉大学）、傳田誠（埼玉大学）、藤倉修一（宇都宮大学）、グエ 

ン・ミン・ハイ（宇都宮大学）、サルピソス・ヘン（三井住友建設）、岩城一郎(日本大学）、 

勝地弘(川田工業)、松本浩嗣(東京大学)、宮下剛（長岡工業大学）、長井宏平（東京大学）、 
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中島章典（宇都宮大学）、岡本裕（川田工業）、清水優（名古屋大学）、田村洋（東京工 

業大学）、斎藤雅充（鉄道総合技術研究所）、笹田航平（鉄道総合技術研究所）、王沼（北 

海道大学）、大山理（大阪工業大学）、高橋祐介（大阪工業大学）、松本高志（北海道大 

学）、鄧朋儒（北海道大学）、山口隆司（大阪市立大学）、朗宇（大阪市立大学）、小西 

真司（東京地下鉄）、蘇茜（熊谷組）、王剣宏（日本工営）、名倉浩（安藤・ハザマ）、 

福田毅（清水建設）、林稔（演算工房）、王葆平（演算工房）、森信治（東京地下鉄）、 

山根宗之（阪神高速）、孫亮（OS Civil）、張鋒（名古屋工業大学）、澁谷有希子（国際 

センター） 

H30.12.7～8   中国土木水利工程学会（CICHE）年次大会参加 

台湾・高雄    土木学会次期会長 林康雄（鉄建建設）、国際センター・台湾グループ担当 岡田 昌彰(近畿 

大学)、アヌワット・アタチヤウス（カセサート大学）、国際センター・台湾グループ担当、 

若手パワーアップ小委員会 岩井裕正(名古屋工業大学）、大西悠（高知工科大学大学院、 

福田翔太(高知工科大学大学院)、澁谷有希子(国際センター) 

  H31.3.17～20    インドネシア道路研究所訪問 

国際センターインドネシアグループ担当 曽根真理（東洋大学） 

 

 

6．交流会 

1）H30.6.8            平成 30年度定時総会（通算第 104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）H30.8.30      平成 30年度土木学会全国大会に伴う交流会： 

      京王プラザホテル札幌 参加者数：541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）H30.11.20～23土木コレクション2018『TOKYO DOBOKU FROM-1964-TO 過去から未来。新しいトウキョウへ。』

 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｣行事を参照のこと。 

 

 

8．記者発表関連 

H30.4.11 土木計画学の視点から土木の『領域』再考と社会的実効性ある学会活動の議論を行います 

H30.4.11 土木×ITの融合でドボクの悩みを解決する！ 

会長特別委員会「国土・土木とAI 懇談会」の成果報告シンポジウムを開催します 

H30.4.20 2016年熊本地震から2年 ～分野横断的な取り組みによる地震被害の全貌解明～ 

H30.5.9 土木の広報に関するコンテスト 『土木広報大賞2018』 募集開始‼ 

H30.5.9 「平成29年度土木学会賞」に関する記者発表会のご案内 

H30.5.18 第51回報道機関懇談会のご案内 

H30.5.25 書籍「歴史の謎はインフラで解ける 教養としての土木学」発売！ 

歴史を動かす壮大なエネルギーはなぜ生まれたのか、本書が謎を明かします 

H30.5.25 土木×ICTの融合でドボクの悩みを解決する！ 

土木分野本邦初の挑戦 土木学会インフラデータチャレンジ はじまります 

H30.6.4 「2018インフラ健康診断書（試行版）」公表の記者発表のご案内 

H30.6.7 「『国難』をもたらす巨大災害対策についての技術検討報告書」公表の記者発表のご案内 
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H30.6.11 再生可能エネルギーを「主力電源に」！ 再生可能エネルギーの最大限導入のための議論を始め 

ます 

H30.6.11 平成30年度土木学会会長「記者共同インタビュー」のご案内 

H30.6.27 「コンクリート構造物の補強指針（案）」が改訂され 

「セメント系材料を用いたコンクリート構造物の補修・補強指針」となります 

H30.7.5 夏休みに未来のエネルギーについて世代を超えて考えてみよう！ 

8/3（金）「まちなかどぼくウォークラリー」を豊洲地域で開催します 

H30.7.18 この夏、親子で街の地底探検をしませんか 

東京と大阪で小学生を対象とした「親子現場見学会」を催します 

H30.7.19 複合構造・鋼構造・コンクリート構造の技術伝承として 

8/21(火)「若手技術者のための温故知新セミナー」を開催します 

H30.7.25 楽しみながら防災・減災を学ぶ「ポケドボ」カードゲームのご案内 

H30.7.26 2018年7月 西日本豪雨災害  土木学会会長を団長とする調査団の派遣について 

H30.8.3 土木学会初のデザインコンペ！ 「22世紀の国づくりーありたい姿と未来へのタスク」8/1募集開 

始 

H30.8.9 土木技術者のＣＰＤの将来像を考えるシンポジウムを始めます 

～人生100年時代の「学び」の姿。『「創造する」大人の学びモデル』～ 

H30.8.23 エネルギーの未来に関する講演会を開催します。エネルギー基本計画とエネルギー産業の将来展 

望 

H30.9.10 土木技術者のＣＰＤの将来像を考えるシンポジウム第二弾 

～「未来の教室」とEdTech ―2030年の学びの社会システムー～ 

H30.9.10 期待の再生可能エネルギー「地熱発電」！ 

９月１９日、我が国の地熱資源の開発状況や支援策について解説します 

H30.9.21 2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震の被害調査速報会の開催について 

H30.9.25 「平成30年度選奨土木遺産」に関する記者発表会のご案内 

H30.10.4 土木学会中部支部、西部支部が設立80周年記念式典を開催いたします 

H30.10.11 「土木広報大賞2018」 最優秀賞は“どぼくカフェ”に決定しました！ 

H30.10.12 公開有識者インタビュー 「22 世紀の国づくりーありたい姿と未来へのタスク」 

H30.10.24 土木分野にデザインコンペの導入を図るガイドラインの出版セミナーを全国9都市で開催します。 

～『土木設計競技ガイドライン・同解説＋資料集』 出版記念～ 

H30.11.5 平成30年度「土木の日」および「くらしと土木の週間」の記者会見について 

H30.11.7 新潟県で「土木おもてなし隊」活動を開始しました 

H30.11.7 「土木広報大賞2018」表彰式のご案内 

H30.11.14 第52回報道機関懇談会のご案内 

H30.11.15 デザイン賞2018 授賞対象作品 が決まりました 

H30.11.20 「土木コレクション2018 TOKYO DOBOKU FROM-1964-TO 過去から未来。新しいトウキョウへ。」 

の開催について 

H30.11.26 「2018年7月西日本豪雨災害合同調査報告会」の開催について 

H30.12.13 12/21（金）開催、「土木学会デザインコンペ」公開審査および表彰式について 

H30.12.20 いま知りたいインフラの話題を土木学会解説委員が分かりやすく説明します！！ 

H31.1.11 地下空間に関する最新動向をピックアップ 第24回地下空間シンポジウムを開催します 

H31.1.17 デザイン賞2018 授賞式を開催します 

H31.1.28 原子力土木委員会 公開講演会 

H31.2.1 土木学会がi-Constructionの時代に対応した無料オンライン講座を提供します 

2019年5月開講「土木情報学入門」本日より募集開始 

H31.2.7 土木学会－日本非破壊検査協会 合同シンポジウム  「非破壊試験が拓くインフラメンテナンス 
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の未来」 

H31.2.20 第10回 木材利用シンポジウム ～木材でまちに活気を～ 

H31.2.26 土木学会とJICAが初の覚書を締結（3/5） -日本の先端技術で途上国のインフラ老朽化に挑む- 

H31.2.28 地方自治体におけるアセットマネジメントシステム実装の取組み 

～課題とその克服事例を紹介します～ 

H31.3.5 土木学会が、ラジオ番組「ドボクのラジオ」をはじめます！！ 

H31.3.7 「第104回 土木学会イブニングシアター」 ～めんそーれー沖縄特集～ 

H31.3.8 日本の道路アセットマネジメントの海外展開と我が国の役割 

－JICA、土木学会が共催で「技術セミナー」を開催します－ 

 

 

9．他学会との共催、協賛、後援 

1）共  催 

平成 30年 

(1) H30.4.17～18   i-Construction セミナー～i-Con深化の時代へ～ 

建設用ロボット委員会 広島県・鳥取県 

(2) H30.5.31      日本原子力学会特別国際シンポジウム～断層リスクに向き合う原子力安全のアプローチ～ 

原子力土木委員会 東京都 

(3) H30.6.2        日本環境共生学会主催シンポジウム「持続可能な社会の実現に向けた実践と課題」 

総務部門 千葉県 

(4) H30.6.16      日本原子力学会シンポジウム「福島県の現状と取り組み」      原子力土木委員会 福島県 

(5) H30.7.4～6      安全工学シンポジウム 2018                      安全問題研究委員会 東京都 

(6) H30.7.24      第 53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 香川県 

(7) H30.7.25       緊急災害調査報告セッション 2「平成 30年 7月豪雨による地盤災害緊急調査報告」 

 地盤工学委員会 香川県 

(8) H30.7.27        宇部港 GPS海上測位講習会                              建設用ロボット委員会 山口県 

(9) H30.7.27～29    第 13回日本モビリティ・マネジメント会議           土木計画学研究委員会  愛知県 

(10)H30.9.12        第 2回 平成 30年 7月豪雨による地盤災害調査報告会            地盤工学委員会  東京都 

(11)H30.9.13～14    第 18回建設ロボットシンポジウム                      建設用ロボット委員会 東京都 

(12)H30.9.21        2018 年 9月 6日に発生した北海道胆振東部地震の被害調査報告会 

地震工学委員会 東京都 

(13)H30.9.29        日本環境共生学会主催シンポジウム「四日市から考える地球と人の未来」  

総務部門 三重県 

(14)H30.10.2        平成 30年北海道胆振東部地震による地盤災害調査団 速報会     地盤工学委員会  北海道 

(15)H30.10.18～19   キャビテーションに関するシンポジウム（第 19回）              水工学委員会 北海道 

(16)H30.10.22       原子力総合シンポジウム 2018     原子力土木委員会 東京都 

(17)H30.10.30       「ｉ-Construction の現状と展望」 講習会                   土木情報学委員会 大阪府 

(18)H30.11.13       港湾の中長期政策 PORT 2030 シンポジウム            土木計画学研究委員会 東京都 

(19)H30.11.21～22   平成 30年度建設技術フォーラム                     建設用ロボット委員会 東京都 

(20)H30.11.28～29  2018 年度海洋土木技術者のための ROV等水中機器類技術講習会 

建設用ロボット委員会 神奈川県 

(21)H30.12.3～5     第 25回風工学シンポジウム                                  構造工学委員会 東京都 
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(22)H30.12.5～7     第 25回鉄道技術連合シンポジウム（J-RAIL2018)               構造工学委員会 東京都 

(23)H30.12.6～8   第 15回日本地震工学シンポジウム 地震工学委員会 宮城県 

(24)H30.12.20       2018 年 9月 28日に発生したインドネシア・スラウェシ地震の被害調査報告会 

地震工学委員会 東京都 

平成 31年 

(25)H31.1.11～12   第 9回インフラ・ライフライン減災対策シンポジウム  地震工学委員会 沖縄県 

(26)H31.1.23     第 4回理論応用力学シンポジウム―力学と新学術の融合―   応用力学委員会 東京都 

(27)H31.1.24     地盤品質セミナー：宅地と地盤災害《地盤品質判定士に求められる専門的知見》 

地盤工学委員会 大阪府 

(28)H31.2.8         CCSの活動報告 エネルギー委員会 東京都 

(29)H31.2.28     土木学会―日本非破壊検査協会 合同シンポジウム「非破壊試験が拓くインフラメンテナン

スの未来」 インフラメンテナンス委員会 東京都 

(30)H31.3.4      シンポジウム「現代都市の複合システムにおける性能設計と耐震性能評価」  

地震工学委員会 東京都 

 

2）他に協賛117件、後援101件、協力2件 

 

3） 国際会議 

《主  催》  

  

《共  催》 

H30.5.31～6.2  第 3回 JSCE-CICHE Joint Workshop 

H30.6.21～25  第 1回 YTU-MES-MOC-JSCE ジョイントシンポジウム 

H30.10.24～28   第 2回 JSCE-CCESジョイントシンポジウム 

H30.11.27  第 1回耐震工学および地震耐震工学に関する日本-ニュージーランドジョイントシンポ 

ジウム 

 

他に協賛4件、後援10件 

 

 


