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Ⅱ．平成31年度 行事予定 

 
1. 主 催    

年 月 日 行     事     名 担当委員会名 場  所 

平成 31年    

4月 17日～20日 流量観測技術ワークショップ 水工学委員会 
信濃川（小千谷付

近） 

4月 20日～21日 第 65回構造工学シンポジウム 構造工学委員会 関東学院大学 

4月 22日 
Intelligent Compaction に関する日米ワーク

ショップ 
建設用ロボット委員会 地盤工学会 

4月 24日 

「高炉スラグ細骨材を用いたプレキャストコン

クリート製品の設計・製造・施工指針（案）」の

発刊に伴う講習会≪札幌会場≫ 

コンクリート委員会 北海道大学 

5月 11日 

JABEEによる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」、「環境工及び関連のエン

ジニアリング分野」受審校研修会 

技術者教育プログラム審

査委員会 
土木会館 講堂 

5月 13日 

「高炉スラグ細骨材を用いたプレキャストコン

クリート製品の設計・製造・施工指針（案）」の

発刊に伴う講習会≪東京会場≫ 

コンクリート委員会 土木会館 講堂 

5月 14日 平成 31年度地震工学委員会第 1回研究会 地震工学委員会 土木会館 講堂 

5月 24日 第 6回データモデルセミナー 土木情報学委員会 土木会館 講堂 

5月 29日 トンネル工学セミナー2019 トンネル工学委員会 土木会館 講堂 

6月 3日 
2019年度第 1回勉強会「最近の橋梁損傷事例と

その原因について」 
構造工学委員会 土木会館 講堂 

6月 5日 
若手／中堅実務者のためのコンクリート技術講

習会 
コンクリート委員会 土木会館 講堂 

6月 8日～9日 第 59回土木計画学研究発表会（春大会） 土木計画学研究委員会 名城大学 

6月 11日 
東京会場 「実務者のための山岳トンネルのリ

スク低減対策」講習会 
トンネル工学委員会 土木会館 講堂 

6月 12日～13日 2019年度河川技術に関するシンポジウム 水工学委員会 東京大学弥生講堂 

6月 14日 第１回土木技術者実践論文集研究発表会 コンサルタント委員会 土木会館 講堂 他 

6月 18日 第 11回公共調達シンポジウム 建設マネジメント委員会 土木会館 講堂 

6月 19日 
「大気環境における鋼構造物の防食性能回復の

課題と対策 講習会 （東京） 
鋼構造委員会 土木会館 講堂 

6月 20日～22日 環境水理部会研究集会2019in岩木川 水工学委員会 
アソベの森いわき

荘(弘前市)、他 

6月 22日～23日 第 39回土木史研究発表会 土木史委員会 
日本大学 理工学

部 

6月 28日～30日 第 22回応用力学シンポジウム 応用力学委員会 北海道大学 

7月未定 夏休み親子見学会（関東） 地下空間研究委員会 未定 

7月未定 夏休み親子見学会（関西） 地下空間研究委員会 未定 

7月～9月に開催 第 11回土木と学校教育フォーラム 
教育企画・人材育成委員

会 
土木会館 講堂 他 

7月～9月に開催予

定 
第2回土木学会D&Iウィーク 

ダイバーシティ推進委員

会 
土木会館 講堂 他 

7月 2日～3日 海洋開発シンポジウム 海洋開発委員会 北九州国際会議場 

7月 3日 
大阪会場 「実務者のための山岳トンネルのリ

スク低減対策」講習会 
トンネル工学委員会 

大阪：建設交流会

館 

7月 6日 オープンキャンパス土木学会 2019 土木広報センター 土木会館 講堂 他 

7月 8日～9日 第 23回鉄道工学シンポジウム 構造工学委員会 土木会館 講堂 

7月 23～24日 
第 22 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 
地震工学委員会 土木会館 講堂 
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7月 26日 
「大気環境における鋼構造物の防食性能回復の

課題と対策 講習会 （札幌） 
鋼構造委員会 かえる 2.7 

8月未定 第 53回夏期講習会 教育企画・人材育成委員会 未定 

8月未定 
2019年度建設マネジメント委員会研究成果発表

会及び表彰式 
建設マネジメント委員会 土木会館 講堂 

8月未定 
第 22 回鋼構造と橋に関するシンポジウム 東

京 
鋼構造委員会 法政大学 

8月未定 
第 22 回鋼構造と橋に関するシンポジウム 福

岡 
鋼構造委員会 未定 

8月未定 地球環境委員会一般公開シンポジウム 地球環境委員会 富山県立大学 

8月 5日～6日                   第 18回木材利用研究発表会 木材工学委員会 土木会館 講堂 

8月 21日 平成 31年度地震工学委員会第 2回研究会 地震工学委員会 土木会館 講堂 

8月 23日 
「大気環境における鋼構造物の防食性能回復の

課題と対策 講習会 （福岡） 
鋼構造委員会 九州大学百年講堂 

8月 27日～29日 第 27回地球環境シンポジウム 地球環境委員会 富山県立大学 

8月 30日 
「大気環境における鋼構造物の防食性能回復の

課題と対策 講習会 （大阪） 
鋼構造委員会 エルおおさか 

9月未定 平成 31年度 第１回エネルギー委員会講演会 エネルギー委員会 土木会館 講堂 

9月 4日 トンネル技術史講演会 2019 トンネル工学委員会 未定 

9月 9日～10日 第 55回水工学に関する夏期研修会 Aコース 水工学委員会 名古屋工業大学 

9月 9日～10日 第 55回水工学に関する夏期研修会 Bコース 海岸工学委員会 名古屋工業大学 

9月 13日 

コンクリート構造物の養生効果の定量的評価と

各種養生技術に関する研究小委員会(356 委員

会)養生に関するシンポジウム 

コンクリート委員会 土木会館 講堂 

9月 26～27日 第 44回土木情報学シンポジウム 土木情報学委員会 土木会館 講堂 他 

10月未定 第 39回地震工学研究発表会 地震工学委員会 未定 

10月未定 第 47回環境システム研究論文発表会 環境システム委員会 東洋大学 

10月未定 環境システムシンポジウム 環境システム委員会 東洋大学 

10月未定 建設マネジメントに関する地域シンポジウム 建設マネジメント委員会 未定 

10月 18日 第 37回鋼構造基礎講座 鋼構造委員会 土木会館 講堂 

10月 23日～25日 第 65回海岸工学講演会 海岸工学委員会 
かごしま県民交流

センター 

11月 4日～6日 第64回水工学講演会 水工学委員会 
大宮ソニックシテ

ィ 

11月 4日 第 32回アゲールシンポジウム 水工学委員会 
大宮ソニックシテ

ィ 

11月 6日 第 38回鋼構造基礎講座 鋼構造委員会 土木会館 講堂 

11月 14日～15日 
第 13 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 土木会館 講堂 他 

11月 14日～17日 土木コレクション 2019 土木広報センター 
新宿西口広場イベ

ントコーナー 

11月中旬 土木広報大賞 2019 土木広報センター 土木会館 講堂 

11月中旬 土木の日シンポジウム 2019 土木広報センター 土木会館 講堂 

11月27日 安全問題討論会‘19 安全問題研究委員会 土木会館 講堂 他 

11月 28日～29日 第 29回トンネル工学研究発表会 トンネル工学委員会 土木会館 講堂 他 

11月未定 土木建設技術発表会 2019 建設技術研究委員会 土木会館 講堂 他 

11月～12月未定 第 60回土木計画学研究発表会（秋大会） 土木計画学研究委員会 富山大学 

12月上旬 土木学会 台湾視察 第 7弾企画 土木広報センター 嘉義、台南 他 

12月未定 環境工学委員会一般公開シンポジウム 環境工学委員会 岡山大学 

12月未定 応用力学講演会 2019 応用力学委員会 未定 
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12月未定 
流域管理と地域計画の連携に関するワークショ

ップ 

水工学委員会・土木計画

学研究委員会 
未定 

12月未定 
第 15回景観・デザイン研究発表会 シンポジウ

ム 
景観・デザイン委員会 未定 

12月未定 第 15回景観・デザイン研究発表会 景観・デザイン委員会 未定 

12月2日 
第37回建設マネジメント問題に関する研究発

表・討論会 
建設マネジメント委員会 土木会館 講堂 他 

12月 2日～4日 第 56回環境工学研究フォーラム 環境工学委員会 岡山大学 

12月 5日～6日 第 24回舗装工学講演会 舗装工学委員会 土木会館 講堂 他 

12月 25日 平成 31年度地震工学委員会第 3回研究会 地震工学委員会 土木会館 AB会議室 

平成 32年    

1月 9日～11日 第 47回岩盤力学シンポジウム 岩盤力学委員会 土木会館 講堂 他 

1月 23日～24日 第 25回地下空間シンポジウム、見学会 地下空間研究委員会 
早稲田大学国際会

議場、他 

3月未定 平成 31年度地震工学委員会第 4回研究会 地震工学委員会 未定 

3月未定 平成 31年度 第 2回エネルギー委員会講演会 エネルギー委員会 土木会館 講堂 

未定 第 19回土木学会デザイン賞授賞式 景観・デザイン委員会 土木会館 講堂 

未定 平成31年度地盤工学セミナー 地盤工学委員会 未定 

未定 第 7回河川堤防技術シンポジウム 地盤工学委員会 未定 

未定 
第 10回インフラ・ライフライン減災シンポジウ

ム 
地震工学委員会 未定 

未定 第 8回岩盤力学イブニングセミナー 岩盤力学委員会 土木会館 講堂 

未定 第 9回岩盤力学イブニングセミナー 岩盤力学委員会 土木会館 講堂 

未定 岩の力学オンライン講義勉強会 岩盤力学委員会 未定 

未定 若手技術者のための温故知新セミナー 複合構造委員会 土木会館 講堂 

未定 地下空間の防災、減災セミナー 地下空間研究委員会 未定 

未定 人にやさしい地下空間セミナー 地下空間研究委員会 未定 

未定 地下空間維持管理セミナー 地下空間研究委員会 未定 

未定 洋上風力発電に関する講演会（仮称） エネルギー委員会 土木会館 講堂 

未定 スマートシェアシティ検討報告会（仮称） エネルギー委員会 土木会館 講堂 

未定 見て触れて、エネルギーと土木を考える（仮称） エネルギー委員会 未定 

未定 新規制基準に対応した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研究報

告会（仮称） 

エネルギー委員会 土木会館 講堂 

未定 第 11回木材利用シンポジウム 木材工学委員会 土木会館 講堂 

未定 木材利用シンポジウム IN○○ （地域開催） 木材工学委員会 未定 

未定 第 5回土木史サロン 土木史委員会 未定 

未定 土木ふれあいフェスタ 2019 コンサルタント委員会 未定 

未定 地方創生シンポジウム コンサルタント委員会 未定 

未定 原子力土木委員会 公開講演会 原子力土木委員会 未定 

未定 基礎水理シンポジウム 水工学委員会 未定 

年数回予定 報道機関懇談会 土木広報センター 土木会館会議室 
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2. 共 催    

年 月 日 行     事     名 担当委員会名 場 所 

平成31年    

5月21日 
第 32回環境工学連合講演会「限界の認識と目標

の達成」 
環境工学委員会 日本学術会議 

7月3日～5日 安全工学シンポジウム 2019 安全問題研究委員会 日本学術会議 

8月 22日～23日 第 24回水シンポジウム 2019inしが 水工学委員会 

ピアザ淡海（滋賀

県立県民交流セン

ター） 

9月未定 2018年北海道胆振東部地震１周年講習会 地震工学委員会 札幌 

10月9日～10日 
第 19回建設ロボットシンポジウム「実証から実

用へ、建設ロボットの新たなステージ」 
建設用ロボット委員会 北九州国際会議場 

10月23日～25日 
第 9 回構造物の安全性・信頼性に関する国内ポ

ジウム 
構造工学委員会 日本学術会議 

11月 4日 河川災害に関するシンポジウム 水工学委員会 
大宮ソニックシテ

ィ 

未定 第 62回環境システムシンポジウム 環境システム委員会 未定 

未定 第 63回環境システムシンポジウム 環境システム委員会 未定 

未定 第 64回環境システムシンポジウム 環境システム委員会 未定 

未定 第 49回環境システム地域シンポジウム 環境システム委員会 未定 

未定 第 50回環境システム地域シンポジウム 環境システム委員会 未定 

 

3. 主催・共催等国際会議 

年 月 日 行     事     名 担当委員会名 場 所 

平成31年    

11月７日～8日 第4回土木建築情報学国際会議(ICCBEI2019) 土木情報学委員会 
せんだいメディア

テーク 

11月 25日～27日 

EcoDesign2019 国際会議（11th International 

Symposium on Environmentally Conscious Design 

and Inverse Manufacturing) 

環境システム委員会 パシフィコ横浜 

12月 1日～4日 

国際岩の力学会2019特別会議－第5回若手研究者

国際岩の力学シンポジウム＆革新的未来のため

の岩盤工学シンポジウム 

岩盤力学委員会 
沖縄コンベンショ

ンセンタ－ 

 


