
- 66 - 

Ⅲ．本 部 行 事 

 

１．平成23年度全国大会 

 

（1） H23.9.7～9 愛媛大学 城北キャンパス 

1）基調講演会（H 23.9.8） 松山市民会館大ホール 参加者数：1,720名 

会長講演：「東日本大震災の教訓と社会安全システム 

-土木の原点を考えた行動計画を-」  

   土木学会会長  山本卓朗 

特別講演：「東日本大震災 -初動期にどう対処したか-」  

   国土交通省東北地方整備局局長  徳山日出男 

 

2）パネルディスカッション（H 23.9.8）  松山市民会館大ホール  

テーマ   「巨大津波とどう向き合うか-東日本の経験+東海・東南海・南海地震に向けて-」 

パネリスト      ：河田惠昭（関西大学教授） 

 ：尾﨑正直（高知県知事） 

 ：木山啓子（特定非営利活動法人ジェン（JEN）理事・事務局長）  

 ：川﨑正彦（国土交通省四国地方整備局局長） 

  ：佐藤愼司（東京大学教授） 

 ：平野勝也（東北大学准教授） 

 ：小野武彦（清水建設㈱代表取締役副社長） 

コーディネーター ：家田 仁（東京大学教授、土木学会副会長（震災対応）） 

 

3）研究討論会（H 23.9.7、9）     愛媛大学 城北キャンパス 参加者数：1,770名 

討論会題：26題 

 

4）第66回年次学術講演会        愛媛大学 城北キャンパス 

  1 講 演 数 

 Ⅰ 部 門 660題 

 Ⅱ 部 門 281題 

 Ⅲ 部 門 408題 

 Ⅳ 部 門 366題 

 Ⅴ 部 門 597題 

 Ⅵ 部 門 426題 

 Ⅶ 部 門 197題 

 CS部門 238題 
 

  計  3,173題 

  2 延べ参加者数  参加者数：15,098名 

  3 優秀講演者の表彰  表彰者数：203名 

 

5）国際関連行事（H 23.9.7～9） 愛媛大学 城北キャンパス 

  1 海外からの参加者  5協定学協会、1団体、3海外分会より 37名 

2 延べ参加者数  参加者数：133名 

 

6）交流会（H 23.9.8） 松山全日空ホテル 参加者数：335名 

 

7）百周年記念討論会（H 23.9.7） 愛媛大学 城北キャンパス 参加者数：179名 
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2．講演会、シンポジウム、研究発表会 

 

1) H23.4.4 No.36 桜吹雪の隅田川に土木遺産をウォークサロン 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：1名 

2)  H23.4.13         第31回トークサロン 土木学会 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：24名 

3) H23.4.21～22 第57回構造工学シンポジウム 京都大学 

      講演題数：126題 参加者数：249名 

4) H23.5.9 No.40 家族も一緒に“東京土木八景”夕暮ウォーク 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：3名 

5) H23.5.13-14 JABEE 認定・審査における「土木および土木関連分野」、「環境工学および 

      その関連分野」審査講習会 土木会館 講堂 

     講演題数：12題 参加者数：61名 

6) H23.5.25         鉄筋コンクリート設計システム研究小委員会「成果報告会」 土木学会講堂 

講演題数：3題 参加者数：106名 

7) H23.5.28～29   第43回土木計画学研究発表会（春大会） 筑波大学 

      講演題数：397題 参加者数：897名 

8) H23.6.6      No.44 家族も学生も“東京土木八景”夕暮サロン 土木学会打合せコーナー他 

           講演題数：1題 参加者数：1名 

9) H23.6.13      No.45 家族も学生も“東京土木八景”夕暮サロン 土木学会打合せコーナー他 

           講演題数：1題 参加者数：2名 

10) H23.6.19～20  第31回土木史研究発表会 早稲田大学 

      講演題数：46題 参加者数：113名 

11) H23.6.27      No.47 元気が出るよ“東京土木十六景”夕暮サロン 土木学会打合せコーナー他 

           講演題数：1題 参加者数：2名 

12) H23.6.27      近畿における社会資本整備のあり方に関するシンポジウム 建設交流館 

           講演題数：3題 参加者数：164名 

13) H23.6.30      シールドトンネル技術情報のデータベース化に関する報告会 土木学会講堂 

           講演題数：6題 参加者数：65名 

14) H23.6.30～7.1    第36回海洋開発シンポジウム 愛媛県民文化会館 

      講演題数：210題 参加者数：385名 

15) H23.7.4      No.48 元気が出るよ“東京土木十六景”夕暮サロン 土木学会打合せコーナー他 

           講演題数：1題 参加者数：1名 

16) H23.7.7～9    環境水理部会研究集会2011 in 鳥取 ホテルウェルネスほうき路 

      講演題数：24題 参加者数：38名 

17)  H23.7.8 技術者教育の質保証を考える-国際的な技術者認証と高等教育機関での認証の動向を探る 

土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：38名 

18) H23.7.11      No.49 元気が出るよ“東京土木十六景”夕暮サロン 門前仲町駅他 

           講演題数：1題 参加者数：4名 

19) H23.7.13～14  第15回鉄道工学シンポジウム 土木学会講堂 

      講演題数：29題 参加者数：76名 

20) H23.7.23～24  2011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：97題 参加者数：353名 

21) H23.7.25      No.51 観光工学“東京土木十六景”夕暮サロン 両国駅他 
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           講演題数：1題 参加者数：3名 

22) H23.7.26 第45回 夏期講習会「隅田川橋梁群の見どころと最近の動向」    土木学会講堂ほか 

        講演題数：2題                          参加者数：43名 

23) H23.7.28～29  第14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 土木学会講堂ほか 

      講演題数：74題 参加者数：139名 

24) H23.7.30     第5回夏休み親子見学会（東京，大阪）  

     (東京)東急東横線渋谷～代官山間改良工事現場，(大阪)阪神高速 大和川線建設工事現場 

      講演題数：2題 参加者数：45名 

25) H23.7 30 第3回土木と学校教育フォーラム 土木学会講堂ほか 

      講演題数：5題 参加者数：103名 

26) H23.8.1      No.52 観光工学“東京土木十六景”夕暮サロン 両国駅他 

           講演題数：1題 参加者数：2名 

27) H23.8.2      環境調和型コンクリート材料学の創造に関する研究委員会「成果報告会」 土木学会講堂 

講演題数：6題 参加者数：62名 

28) H23.8.4   第14回鋼構造と橋に関するシンポジウム 法政大学 

      講演題数：5題 参加者数：81名 

29) H23.8.11   2011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 土木学会講堂 

      講演題数：10題 参加者数：165名 

30) H23.8.24～25  第10回木材利用研究発表会 京都大学生存圏研究所 

      講演題数：32題 参加者数：82名 

31) H23.8.26 第３回土木学会全国高専学術講演会 豊橋技術科学大学 

      講演題数：10題 参加者数：30名 

32) H23.8.26 第13回 インターナショナルサマーシンポジウム 京都大学防災研究所 

      講演題数：77題 参加者数：124名 

33) H23.8.29～30    第47回水工学に関する夏期研修会 広島大学工学部 

      講演題数：16題 参加者数：138名 

34) H23.9.6   第14回応用力学シンポジウム 愛媛大学 

      講演題数：98題 参加者数：160名 

35) H23.9.8   トンネル技術講演会 メルパルク松山 

      講演題数：3題 参加者数：49名 

36) H23.9.12          第32回トークサロン 土木学会 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：25名 

37) H23.9.15   応用力学委員会イノベーション推進小委員会講演会 九州大学 

      講演題数：2題 参加者数：41名 

38) H23.9.15～16  第19回地球環境シンポジウム 茨城大学 

      講演題数：62題 参加者数：101名 

39) H23.9.16   地球環境 一般公開シンポジウム 茨城大学 

      講演題数：1題 参加者数：50名 

40) H23.9.21～22  橋梁振動コロキウム2011 土木学会講堂 

      講演題数：27題 参加者数：73名 

41) H23.9.29～30   第36回情報利用技術シンポジウム 土木学会講堂他 

      講演題数：57題 参加者数：164名 

42) H23.10.3   英国TRL主席研究員による最新の欧州橋梁補修と床版防水 土木学会講堂 

      講演題数：2題 参加者数：112名 

43) H23.10.6    建設用ロボット委員会 談話会 土木学会AB会議室 

    講演題数：2題 参加者数：49名 
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44) H23.10.6～7     第4回ギリシャ・日本：基礎の耐震設計、耐震設計法のイノベーション、歴史的構造物の 

保存に関するワークショップ 神戸学院大学 

     講演題数：50題 参加者数：59名 

45) H23.10.11      次世代都市交通を中心としたまちづくりによるエネルギー利用に関する報告会  

土木学会講堂 

     講演題数：8題 参加者数：64名 

46) H23.10.22～23    第39回環境システム研究論文発表会 桜美林大学 

      講演題数：115題 参加者数：167名 

47) H23.10.30        第4回土木ふれあいフェスタin愛媛2011 エミフルMASAKI（松山） 

      講演題数：4題 参加者数：900名 

48) H23.11.2        原子力土木委員会「津波研究成果報告会」 土木学会講堂 

      講演題数：2題 参加者数：103名 

49) H23.11.8 第3回ダイバーシティ推進フォーラム「本音で話そう！ダイバーシティ推進の現状と課題」 

土木学会講堂 

      講演題数：2題 参加者数：19名 

50) H23.11.9～11     第58回海岸工学講演会 岩手県民情報交流センター 

      講演題数：279題 参加者数：677名 

51) H23.11.10～11   第9回 複合・合成構造の活用に関するシンポジウムおよび現場見学会  土木学会講堂他 

                       講演題数：56題 参加者数：152名 

52) H23.11.15   土木建設技術発表会2011 土木学会講堂他 

      講演題数：41題 参加者数：201名 

53) H23.11. 17～19 第31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：172題 参加者数：253名 

54) H23.11.21      2011年度建設マネジメント委員会公共調達シンポジウム 土木学会講堂 

      講演題数：8題 参加者数：135名 

55) H23.11.24～25 第21回トンネル工学研究発表会 土木学会講堂他 

      講演題数：82題 参加者数：201名 

56) H23.11.25～27 第44回土木計画学研究発表会（秋大会） 岐阜大学 

      講演題数：405題 参加者数：854名 

57) H23.11.25～27 第48回環境工学研究フォーラム 大同大学 

      講演題数：173題 参加者数：296名 

58) H23.11.28       安全問題討論会‘11 土木学会講堂他 

      講演題数：31題 参加者数：62名 

59) H23.12.5   基礎水理シンポジウム 土木学会講堂 

      講演題数：6題 参加者数：67名 

60) H23.12.8～9     第16回舗装工学講演会 土木学会講堂、AB会議室 

      講演題数：24題 参加者数：182名 

61) H23.12.2      応用力学フォーラム（九州地区） 長崎大学 

      講演題数：2題 参加者数：25名 

62) H23.12.2     第3回「相互連関を考慮したライフライン減災対策に関するシンポジウム」 土木学会講堂 

      講演題数：23題 参加者数：61名 

63) H23.12.2      第7回景観・デザイン研究発表会 シンポジウム 日本大学 

      講演題数：5題 参加者数：176名 

64) H23.12.3～4    第7回景観・デザイン研究発表会 日本大学 

      講演題数：65題 参加者数：177名 

65) H23.12.5   第15回地震防災技術懇話会 土木学会AB会議室 
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      講演題数：1題 参加者数：19名 

66) H23.12.12 地震工学委員会 平成23年度第1回研究会 土木学会講堂 

      講演題数：2題 参加者数：50名 

67) H23.12.13      No.69 昭和歌謡“東京土木32景”歩くサロン 浅草橋駅他 

           講演題数：1題 参加者数：2名 

68) H23.12.13～15 第18回鉄道技術・政策連合シンポジウム J-RAIL2011 

 国立オリンピック記念青少年総合センター 

      講演題数：171題 参加者数：469名 

69) H23.12.15     第29回建設マネジメント問題に関する研究発表・討論会 土木学会講堂他 

      講演題数：46題 参加者数：115名 

70) H22.12.15   環境水理シンポジウム 京都大学東京オフィス会議室 

      講演題数：7題 参加者数：101名 

71) H23.12.20      No.70 土木の語り部と“東京土木32名景”歩くツアー 浅草橋駅他 

           講演題数：1題 参加者数：1名 

72) H24.1.12～13  第41回岩盤力学に関するシンポジウム 土木学会講堂他 

      講演題数：58題 参加者数：151名 

73) H24.1.17      No.71 土木の語り部と“東京土木32名景”歩くツアー 東京駅他 

           講演題数：1題 参加者数：3名 

74) H24.1.17     応用力学講演会 2011 土木学会講堂 

           講演題数：2題 参加者数：89名 

75) H24.1.18   第30回環境システムシンポジウム「環境未来都市」への取り組み 土木学会講堂 

      講演題数：6題 参加者数：69名 

76) H24.1.19～20  第17回地下空間シンポジウム、見学会 早稲田大学国際会議場、他 

      講演題数：33題 参加者数：201名 

77) H24.1.24      No.72 土木の語り部と“東京土木32名景”歩くツアー 東京駅他 

           講演題数：1題 参加者数：1名 

78) H24.1.27   鋼構造物の被害状況とその分析 東日本大震災鋼構造物調査特別委員会報告 土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：90名 

79) H24.1.31      No.73 土木の語り部と“東京土木32名景”歩くツアー 土木学会打合せコーナー他 

           講演題数：1題 参加者数：1名 

80) H24.2.6      第11回土木学会デザイン賞授賞式 土木学会講堂 

      講演題数：6題 参加者数：74名 

81) H24.2.7      No.74 土木の語り部と“東京土木36景”を歩くサロン 東京駅他 

           講演題数：1題 参加者数：1名 

82) H24.2.14      No.75 土木の語り部と“東京土木36景”を歩くサロン 両国駅他 

           講演題数：1題 参加者数：2名 

83) H24.2.17      「コンクリートの施工性能の照査・検査システム」に関するシンポジウム 土木学会講堂 

講演題数：4題 参加者数：79名 

84) H24.2.24 土木技術者の倫理講習会 土木学会講堂 

 講演題数：3 題 参加者数：21 名 

85)  H24.2.28         第33回トークサロン 土木学会 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：39名 

86) H24.3.6～8       第56回水工学講演会 愛媛大学 

      講演題数：301題 参加者数：478名 

87) H24.3.7          第56回水工学講演会特別講演 愛媛大学グリーンホール 

      講演題数：2題 参加者数：140名 
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88) H24.3.6   第24 回アゲールシンポジウム 愛媛大学南加記念ホール 

      講演題数：2題 参加者数：127名 

89) H24.3.6   河川災害に関するシンポジウム 愛媛大学南加記念ホール 

      講演題数：3題 参加者数：164名 

90) H24.3.12       第3回木材利用シンポジウム 土木学会講堂 

      講演題数：6題 参加者数：80名 

91) H24.3.13       「東日本大震災後の東北復興の事業マネジメント」に関する意見交換 土木学会講堂 

      講演題数：1題 参加者数：63名 

92) H24.3.15～16    No.79 土木の語り部と“東京土木36景”を歩くサロン 四ツ谷駅他 

           講演題数：1題 参加者数：1名 

93) H24.3.16       計算力学フォーラム in 長崎 長崎大学 

      講演題数：3題 参加者数：38名 

94) H24.3. 29 第13回環境システムワークショップ「望ましい地域循環圏形成を支援する評価システム 

の構築とシナリオ分析」 北海道大学 

           講演題数：5題 参加者数：14名 

 

3．講習会、セミナー 

1) H23.4.15 「鋼橋の品質確保の手引き」講習会（大阪） 建設交流館 

 講演題数：6題 参加者数：115名 

2) H23.4.22     積雪寒冷地の舗装技術に関する講習会               寒地土木研究所 

講演題数：4題                         参加者数：110名 

3) H23.5.19 「鋼橋の品質確保の手引き」講習会（東京） 土木学会講堂 

 講演題数：6題 参加者数：116名 

4) H23.5.19     労働災害防止のための安全教育シリーズ(1) シーバンスＳ館 シミズホール 

           講演題数：1題 参加者数：330名 

5) H23.5.20    積雪寒冷地の舗装技術に関する講習会               新潟県建設会館 

講演題数：4題                         参加者数：43名 

6) H23.6.6   「いまさら聞けない計算力学の常識」講習会2011 in 横浜 横浜国立大学 

      講演題数：6題 参加者数：83名 

7) H23.7.27 土木学会による実務者のための耐震設計入門（基礎編） 土木学会講堂 

     講演題数：5題 参加者数：61名 

8) H23.8.4   キックオフ・ワークショップ“景観研究を悩む” 土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：24名 

9) H23.8.4      労働災害防止のための安全教育シリーズ(2) 知多LNG冷水工事現場 

           講演題数：1題 参加者数：18名 

10) H23.8.24      労働災害防止のための安全教育シリーズ(3) 日本橋梁（アステップKOBE） 

           講演題数：1題 参加者数：52名 

11) H23.9.16   地下構造物の耐震性能照査と地震対策ガイドライン（案）講習会（札幌）札幌エルプラザ 

      講演題数：9題 参加者数：89名 

12) H23.9.21～23   第6回日中舗装技術ワークショップ              沖縄県市町村自治会館 

講演題数：24題                         参加者数：67名 

13) H23.9.27   地下構造物の耐震性能照査と地震対策ガイドライン（案）講習会（東京） 土木学会講堂 

      講演題数：9題 参加者数：44名 

14) H23.9.30    「いまさら聞けない計算力学の常識」講習会2011 in 仙台 東北大学 

      講演題数：6題 参加者数：44名 

15) H23.10.19   地下構造物の耐震性能照査と地震対策ガイドライン（案）講習会（福岡） 
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 西新プラザ・大会議室AB 

      講演題数：9題 参加者数：26名 

16) H23.10.21        歩行者系舗装に関する講習会                     土木学会講堂 

           講演題数：7題                         参加者数：49名 

17) H23.10.21     労働災害防止のための安全教育シリーズ(4) 広第二大橋上部工事現場（広島県呉市） 

           講演題数：1題 参加者数：30名 

18) H23.10.24 土木学会による実務者のための耐震設計入門（実践編） 土木学会講堂 

     講演題数：7題 参加者数：31名 

19) H23.10.24    復旧・復興にむけた三陸地域の鉄道・バスのネットワークのあり方WS  日本大学 

      講演題数：10題 参加者数：102名 

20) H23.10.25～26 平成23年度 構造工学における有限要素法の基礎と応用講習会 土木学会講堂 

      講演題数：9題 参加者数：29名 

21) H23.10.28     積雪寒冷地の舗装技術に関する講習会               フォレスト仙台 

講演題数：4題                         参加者数：16名 

22) H23.10.29   「景観まちづくり」を実践する 土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：24名 

23) H23.11.9         木橋技術講習会 コラボ産学官プラザin Tokyo 

      講演題数：3題 参加者数：46名 

24) H23.11.14     第11回地震災害マネジメントセミナー 土木学会講堂 

     講演題数：13題 参加者数：88名 

25) H23.11.16      第21回鋼構造基礎講座「鋼橋の耐震設計」 土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：40名 

26) H23.11.21       日仏の事例から考える土木遺産の保全と土木史研究 土木学会A・B会議室 

      講演題数：4題 参加者数：31名 

27) H23.11.29    コンクリート舗装小委員会 成果報告会                 土木学会講堂 

講演題数：11題                         参加者数：63名 

28) H23.12.1   平成23年度 安全で経済的な施工計画を行うための講習会 土木学会講堂 

      講演題数：6題 参加者数：36名 

29) H23.12.11   風景の再生に向けた沿岸部のまちづくりと防護施設            早稲田大学 

      講演題数：5題 参加者数：49名 

30) H23.12.20   第22回鋼構造基礎講座「鋼橋の維持管理」 土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：62名 

31) H24.1.19         地盤工学セミナー2011 土木学会講堂 

                 講演題数：8題 参加者数：32名 

32) H24.2.7 シールドトンネルのプロダクトモデルに関するセミナー 土木学会AB会議室 

     講演題数：3題 参加者数：52名 

33) H24.2.17 施工性能にもとづくコンクリートの照査・検査システム研究小委員会講習会 

 土木学会AB会議室 

     講演題数：7題 参加者数：79名 

34) H24.3.1 土木計画学ワンディセミナーNO.64 社会・経済リスクの下での社会資本整備の経済効果    

分析 ─応用都市経済モデルの適用と課題─  土木学会講堂 

           講演題数：8題 参加者数：49名 

35) H24.3.14   第26回建設用ロボット技術講習会 土木学会講堂 

           講演題数：9題 参加者数：79名 

36) H24.3.19         土木 ISO セミナー －土木分野の ISO および CEN における国際規格化の動向と我が国への

影響－                                                            土木学会講堂 
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           講演題数：6題 参加者数：43名 

37) H24.3.21   「海外のICT活用事例」に関するセミナー 大阪大学吹田キャンパス銀杏会館 

           講演題数：3題 参加者数：27名 

38) H23.3.22 平成23年度環境工学委員会研究ワークショップ「低炭素・国際展開に対応する水環境管理

戦略：(1)低炭素社会に貢献する新しい排水処理システムの研究」 土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：43名 

39) H23.3.29 若手／中堅実務者のためのコンクリート技術講習会 —示方書を正しく理解する part2— 

 土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：51名 
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4．国際交流（受入） 

 

H23.4.16-5.19 米国土木学会 Dr. Gay Chock 一行 

ASCE-SEI & COPRI 東日本大震災調査団(第1次～第4次) 

H23.5.26 土木学会韓国分会 朴 慶夫 元分会長 

韓国技術者データベース調査会議 

H23.5.27 土木学会韓国分会 朴 慶夫 元分会長 

平成23年度定時総会出席/平成22年度名誉会員 

H23.6.13-20 米国土木学会 Mr. Curt Edwards 一行 

ASCE-TCLEE東日本大震災調査団 

H23.6.20 土木学会韓国分会 李 東郁 分会長 

表敬訪問 

H23.7.7-11 フィリピン土木学会 Mr. Ronald S. Ison 一行 

PICE東日本大震災調査団 

H23.8.20-30 フィリピン土木学会 Ms. Anjenine Guanlao 

ネパール技術者協会 Ms. Sushma Chaudhary 

マレーシア工学会 Ms. Yie Sue Chua 

バングラデシュ工学会 Mr. Md Abdulla 

  Study Tour Grant 2011 

H23.9.7-9 米国土木学会 Prof. Albert Yeung 

中国土木水利工程学会（台湾） Prof. Luh Mang Chang 国際委員会委員長 一行 

大韓土木学会 Prof. Kyung Soo Chon 前会長 一行 

フィリピン土木学会 Mr. Romeo S. Momo 副会長 一行 

モンゴル土木学会 Mr. Murat Kojek 一行 

ネパール技術者協会日本支部 Mr. Ugendra Regmi 

台湾分会 Prof. Der-Her Lee 分会長 一行 

韓国分会 Prof. Dong-Uk Lee分会長 

モンゴル分会 Mr. Murat Kojek 平成22年度全国大会出席 

H23.10.19 JICA研修生プログラム JICA研修プログラムによる土木学会訪問 JICA研修生 一行 

H24.1.17 JICA研修生プログラム JICA研修プログラムによる土木学会訪問 JICA研修生 一行 

H24.3.1-2 インドネシア土木構造学会 Prof. Dradjat Hoedajanto 一行 

米国土木学会 Ms. Meggan Maughan-Brown 一行 

オーストラリア工学会 Mr. Barry Tonkin 

中国土木水利工程学会（台湾） Prof. Shi-Chuenn Chen 会長 一行 

大韓土木学会 Prof. Hyun-Moo Koh 会長 一行 

インド土木学会 Er. Sohan L. Swamy 会長 一行 

モンゴル土木学会 Mrs. Khongorzul Khalzan 一行 

フィリピン土木学会 Mr. Romeo S. Momo会長 一行 

ベトナム土木学協会連合 Dr. Phan Huu Duy Quoc 

   ACECC 22nd Executive Committee Meeting 東京会議 

H24.3.3-4 米国土木学会 Prof. Albert Yeung 

オーストラリア工学会 Mr. Barry Tonkin 

中国土木水利工程学会（台湾） Prof. Luh Mang Chang 国際委員会委員長 一行 

モンゴル土木学会 Mr. Khosbayar Tumurbaatar 一行 

フィリピン土木学会 Mr. Romeo S. Momo会長 一行 

台湾行政院公共工程委員会 Prof. J. C. Chern 主任委員 一行 



- 75 - 

   ACECC 東日本大震災被災地視察 

H24.3.5-6 米国土木学会 Ms. Lesley Carol Ewing 

米国土木学会 Mr. Alex Kwok-Kuen Tang 

ポルトガル地震工学会 Prof. Carlos Sousa Oliveira 会長 

台湾行政院公共工程委員会 Prof. J. C. Chern 主任委員 

インドネシア海洋水産省 Dr. Subandono Diposaptono 

カンタベリー大学（ニュージーランド） Prof. Misko Cubrinovski 

   土木学会主催東日本大震災シンポジウム 海外講師 

H24.3.5-6 中国土木水利工程学会（台湾） Prof. Luh Mang Chang 国際委員会委員長 一行 

大韓土木学会 Prof. Hyun-Moo Koh 会長 

モンゴル土木学会 Mrs. Khongorzul Khalzan 一行 

フィリピン土木学会 Prof. Bemito M. Pacheco 前会長 

土木学会台湾分会 Prof. Wu-Te Ko 幹事長 

   土木学会主催東日本大震災シンポジウム 海外協定学協会関係出席者 

 

5．国際交流（派遣） 

H23.6.16-19 モンゴル土木学会年次大会参加、JSCE モンゴル分会訪問 

モンゴル：ウランバートル 山口栄輝 国際委員会委員兼幹事 

 H23.6.20-22 韓国技術者データベース調査 

韓国：ソウル 三谷 浩 土木学会元会長、大竹 重幸 建設業技術者センター、周籐 利一 日本大学教

授、森田 悦三 建設業技術者センター 

 H23.8.17  コンクリートに関するジョイントセミナー（JS-24, Bangkok, Thailand, 2011） 

  タイ：バンコク 中村 光 コンクリート委員会委員、丸山 久一 コンクリート委員会委員、睦好 宏史 コ

ンクリート委員会委員、幸左 賢二 九州工業大学教授、水谷 法美 名古屋大学教授、

大即 信朗 学術交流基金管理委員会委員 

 H23.9.16-17  アジア土木学協会連合協議会（ACECC）21st 理事会参加 

  インド：ニューデリー 住吉 幸彦 ACECC 担当委員会 JSCE 代表、堀越 研一 ACECC 担当委員会委員長、山

口 栄輝 ACECC 担当委員会副委員長、鳥居 雅之 ACECC 担当委員会幹事長、和田 一

範 ACECC 担当委員会委員、佐藤 愼司 東京大学教授、三輪 準二 土木研究所、傳田 正

利 土木研究所 

H23.10.19-23  米国土木学会（ASCE）年次大会参加 

米国：メンフィス  大西 博文 土木学会専務理事、小長井 一男 地震工学委員会委員長、菅野 高弘 地震

工学委員会委員、鍬田 泰子 地震工学委員会委員 

H23.11.2-3  大韓土木学会（KSCE）年次大会参加 

韓国：高揚  山本 卓朗 土木学会長、上田 多門 国際委員会委員長、古木 守靖 土木学会顧問、尾

崎 宏喜 土木学会国際室 

H23.11.17-19 フィリピン土木学会（PICE）年次大会参加 

フィリピン：カガヤン・デ・オロ 有川 太郎 港湾空港技術研究所、伊東 淳 早稲田大学セーバース、柳川 博之 土木学

会国際室 

H23.11.18  中国土木水利工程学会（CICHE）年次大会参加 

台湾：桃園  小野 武彦 土木学会次期会長、山田 晴利 東京大学特任教授、杉原 克郎 清水建設、

エレン・ワン 国際委員会委員 

 H23.11.23  建設マネジメントに関するジョイントセミナー（JS-25, Jakarta, Indonesia, 2011） 

  インドネシア：ジャカルタ 小澤 一雅 建設マネジメント委員会委員長、渡邊 法美 建設マネジメント委員会委員、
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森望 建設マネジメント委員会運営小委員長、五艘 隆志 建設マネジメント委員会委員 

H23.12.23  大韓土木学会（KSCE）創立 60 周年記念式典参加 

韓国：ソウル  阪田 憲次 土木学会前会長、大西 博文 土木学会専務理事 

H24.3.28  鋼構造・橋梁に関するジョイントセミナー(JS-26, Phnom Penh, Cambodia, 2012) 

カンボジア：プノンペン  小川篤生 鋼構造委員会委員長、森 猛 鋼構造委員会前委員長、長井正嗣 鋼構造委員

会元委員長、依田照彦 鋼構造委員会元委員長、奥井義昭 鋼構造委員会委員、小西 拓

洋 鋼構造委員会委員、宮下 剛 鋼構造委員会委員 

 

6．交 流 会 

1）H23.5.27 平成23年度定時総会（通算第96回）に伴う交流会： 

ホテル メトロポリタンエドモンド 参加者数：253名 

2）H23.9.8 平成23年度土木学会全国大会に伴う交流会： 

松山全日空ホテル 参加者数：335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）H23.11.21～24 土木コレクション2011 HANDS ＋ EYES 新宿西口イベント広場[新宿駅西口]  

2）H23.11.17      土木の日記念行事シンポジウム                       土木学会 講堂 

 土木偉人映像展/シンポジウム「土木の原点を考える」 参加者数：120名 

｢土木の日｣行事の詳細は｢Ⅳ．支部行事｣欄の各支部｢土木の日｣および｢くらしと土木の週間｣行事をご参照のこと。 

 

8．記者発表関連 

H23.4.8 2011年東日本大震災 震災調査速報会 

H23.4.11 東日本大震災 緊急地震被害報告会  

H23.4.18 東日本大震災特別委員会 記者発表 

H23.5.10 東日本大震災特別委員会/津波特定テーマ委員会 第１回報告会 

H23.5.12 「平成22年度土木学会賞」に関する記者発表 

H23.5.30 平成23年度土木学会会長「記者共同インタビュー」 

H23.6.13 東日本大震災特別委員会 津波特定テーマ委員会 第2 回報告会 

H23.6.22 技術評価証授与式 

H23.7.7 技術評価証授与式 

H23.7.13 東日本大震災特別委員会 ICTを活用した耐災施策に関する総合調査団 記者発表／ 緊急提言「～

人間の命を守るための耐災（防災・減災）施策に関して～」 

H23.8.11 2011年度建設マネジメント委員会表彰受賞者の発表 

H23.9.14 東日本大震災特別委員会 津波特定テーマ委員会 第3 回報告会 

H23.10.3 第28回報道機関懇談会「土木とは何かを改めて考える－震災を契機に－」 

H23.10.24 平成23年度 土木学会会長「土木の日」共同インタビューのご案内 

H23.10.27 第29回報道機関懇談会（JR東北縦貫現場見学会） 

H23.11.16 トルコ東部の地震に対する緊急被害調査団 調査速報会 

H24.1.31 第30回報道機関懇談会「土木学会の国際戦略について」 

H24.3.6       東日本大震災シンポジウム 記者発表 

H24.3.15 技術評価証授与式 

 

9．他学会との共催、協賛、後援 

1）共  催 
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平成 23 年 

（1） H23.4.14～15 第 25 回環境工学連合講演会 環境工学委員会 東京都 

（2） H23.4.21～22 第 57 回構造工学シンポジウム 構造工学委員会 京都府 

（3） H23.5.17 第 3 回技術者倫理シンポジウム 倫理・社会規範委員会 東京都 

（4） H23.6～24.3 平成 23 年度チャレンジ・キャンペーン～女子高校生・学生の理工系分野への選択～ 

教育企画・人材育成委員会  

（5） H23.6.17 第 5 回バイオウェイストマネジメント工学講座セミナー 環境システム委員会 北海道 

（6） H23.7.5 第 46 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～  

 地盤工学委員会 兵庫県 

（7） H23.7.6～8 第 48 回アイソトープ・放射線研究発表会 原子力土木委員会 東京都 

（8） H23.7.7～8 安全工学シンポジウム 2011 安全問題研究委員会 東京都 

（9） H23.7.14 東日本大震災 報道記録写真から被害を読み解く意見交換会 地震工学委員会 東京都 

（10）H23.7.15～16 第 6 回 日本モビリティ・マネジメント会議（JCOMM） 土木計画学委員会 青森県 

（11）H23.8.７ 第 30 回混相流シンポジウム 応用力学委員会 京都府 

（12）H23.8.18 女子中高生夏の学校 2011～科学・技術者のたまごたちへ～  

 教育企画・人材育成委員会 東京都 

（13）H23.9.7 平成 23 年度工学教育連合講演会 教育企画・人材育成委員会 北海道 

（14）H23.10.12～14 第７回構造物の安全性・信頼性に関する国内シンポジウム 構造工学委員会 東京都 

（15）H23.10.19 原子力総合シンポジウム 2011 原子力土木委員会 東京都 

（16）H23.10.19～21  第 55 回材料工学連合講演会 コンクリート委員会 京都府 

（17）H23.10.25～26 平成 23 年度第 2 回サテライト講習（土木構造物地震対策講習）        地震工学委員会 北海道 

（18）H23.11.22 第 6 回バイオウェイストマネジメント工学講座セミナー 環境システム委員会 東京都 

（19）H23.11.30 地盤改良における環境素材＝木材の活用に関する講習会 木材工学特別委員会 福岡県 

（20）H23.12.7 維持管理における先進モニタリング技術（橋の安全確保のために）  

 情報利用技術委員会  東京都 

（21）H23.12.7 第 5 回シンポジウム「道路計画の設計のあり方」 土木計画学研究委員会 広島県 

（22）H23.12.12 地盤に関する解析技術（個別要素法）講習会 地震工学委員会  東京都 

（23）H23.12.15～16 平成 23 年度日本整備管理学会秋季研究発表会 第 3 回検査・保全に関する連帯講演会 

 建設技術研究委員会 大阪府 

平成 24 年 

（24）H24.1.25 土木分野における木材利用現地見学会 木材工学特別委員会 佐賀県 

（25）H24.2.10 地域の道路インフラを考える 建設マネジメント委員会 長崎県 

（26）H24.3.7～9 理論応用力学講演会(第 61 回) 応用力学委員会 東京都 

（27）H24.3.21 第 57 回風に関するシンポジウム 構造工学委員会 東京都 

 
2）他に協賛122件、後援78件、協力1件 

 

3）国際会議 

《共  催》 

H23.8.9～8.11 International Conference on High Performance Concrete in Practice  

コンクリート委員会 クライストチャーチ、ニュージーランド 

H23.8.17 コンクリートに関するジョイントセミナー(JS-24, Bangok, Thailand, 2011) 

           タイ工学会、土木学会タイ分会 タイ 

H23.9.8 5 回 WFEO-JFES-JSCE 合同国際シンポジウム―東日本大震災報告会― 国際委員会  松山市 

H23.11.3-4 建設マネジメントに関するジョイントセミナー（JS-25, Jakarta, Indonesia, 2011） 
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 インドネシア工学会 ジャカルタ 

H23.11.30～12.2 EcoDesign2011 環境システム委員会 京都府 

H24.2.2～2.4 建設分野における FRP に関するアジア太平洋国際会議 2012 コンクリート委員会 北海道 

H24.3.28 橋梁に関するジョイントセミナー（JS-26, Phnom Penh, Cambodia, 2012） 

 カンボジア公共事業運輸省、カンボジア工科大学 プノンペン 

 

2）他に協賛7件、後援7件 
 


