
 

１６． 行事一覧 

１６．１ 全国大会および年次学術講演会 

・ 平成６年度全国大会 

6.9.15～17 北海道大学 

１）特別講演（6.9.16） 北海道大学：教養部 参加者：551 名 

「地域格差とその是正への方策」 中村英夫（土木学会会長） 

「釧路湿原と賢明な利用」 新庄久志（釧路市立図書館学芸専門員） 

２）研究討論会（6.9.15） 北海道大学：教養部 参加者：1,344 名 テーマ数：14 題 

 ３）第 49 回年次学術講演会 北海道大学：教養部 講演数：3,961 題 

参加者受付総数：6,917 名 

 ４）見学会 

１日コース（6.9.16） 参加者数：42 名 

小樽１日コース（6.9.17） 参加者数：25 名 

   １泊２日コース（6.9.17～18） 参加者数：15 名 

５）映画会（6.9.15～17） 北海道大学教養部 S 棟 参加者数：1,050 名 

６）懇親会（6.9.16） 京王プラザホテル札幌 参加者数：約 590 名 

７）学生懇談会（6.9.15） 札幌ビール園 参加者：471 名 

８）市民参加行事 

・コンサート（6.9.15） 道新ホール 参加者：730 名 

・映画会（6.9.15） 道新ホール 参加者：550 名 

・土木プロジェクトパネル展 JR 札幌駅 参加者：延 1,300 名 

 

・ 平成７年度全国大会 

7.9.19～21 愛媛大学 

１）特別講演（7.9.20） 愛媛県県民文化会館 参加者：2,000 名 

「日本における治水の歩みと展望」 小坂 忠（土木学会会長） 

「鳥や鯨から見た地球規模での環境の変貌」 立川 涼（高知大学学長） 

２）研究討論会（7.9.19） 愛媛大学：城北地区 参加者：1,602 名 テーマ数：15 題 

３）第 50 回年次学術講演会 愛媛大学：城北地区 講演数：3,801 題 

   参加者受付総数 参加者：7,039 名 

   優秀講演者の表彰 表彰者数：266 名 

４）阪神・淡路大震災復興対策シンポジウム（7.9.20） 参加者：2,000 名 

テーマ：阪神・淡路大震災－その教訓と復興対策－ 

   基調講演：阪神・淡路地区の復興と課題 溜水義久（兵庫県副知事） 

   コーディネーター 片山恒雄（東京大学生産技術研究所） 

   話題提供者：松井 保（大阪大学教授） 

三木干壽（東京工業大学教授） 

岡村 甫（東京大学教授） 

高田至郎（神戸大学教授） 

         河田恵昭（京都大学教授） 

５）見学会 

   Ａコース：半日（松山市内）コース（7.9.19） 参加者：26 名 



 

   Ｂコース：1 日（西瀬戸大橋）コ－ス（7.9.20） 参加者：78 名 

 ６）映画会（7.9.19～21） 愛媛大学大学会館 参加者：延 470 名 

   第 1 日目 四国の地域紹介 

   第 2 日目 阪神・淡路大震災特集 

   第 3 日目 全国の工事記録 

   （28 本のビデオと日本建築学会・土木学会綱スライド集を使用） 

７）懇親会（7.9.20） 愛媛県県民文化会館 参加者：650 名 

 ８）学生懇談会（7.9.19） 愛媛大学城北キャンパス内（大学会館） 参加者：409 名 

 ９）市民参加行事（7.9.16～20） 

   ・講演会（7.9.19） 松山市総合コミュニティセンター 参加者：1,013 名 

     第一部：演題：阪神大震災に学ぶ 亀田弘行（京都大学教授） 

     第二部：演題：地球に優しい国際感覚 宮崎 緑（ジャーナリスト・国立環境研究所客員研究員） 

   ・映画会（7.9.19） 松山市総合コミュニティセンター 参加者：336 名 

     上映映画：1.瀬戸大橋 

          2.西国際空港 

   ・阪神・淡路大震災パネル等展示会（7.9.19～21） 参加者：2,974 名 

   ・展示会（7.9.16～20） 松山市総合コミュニティセンター 参加者：6,260 名 

   ・起震車の体験乗車（7.9.19） 松山市総合コミュニティセンター 参加者：58 名 

 

・ 平成８年度全国大会 

8.9.17～19 名城大学：天白キャンパス 

１）特別講演（8.9.18） 愛知芸術文化センター 参加者：1,200 名 

   「歴史的転換期の渦中にある工学」 松尾 稔（土木学会会長） 

   「モノ創りと数学」 四方義啓（名古屋大学教授） 

２）研究討論会（8.9.17） 名城大学 参加者：1,602 名 テーマ教：15 題 

 ３）第 51 回年次学術講演会 名城大学：天白キャンパス 講演数：3,949 題 

参加者受付総数 参加者：7,553 名 

優秀講演者の表彰 表彰音数：265 名 

 ４）見学会 

Ａコース（長良川河口堰，木曽三川公園）：（8.9.18） 参加者：40 名 

   Ｂコース（伊勢湾岸道路，名古屋港水族館，長良川河口堰）：（8.9.19） 参加者：42 名 

   Ｃコース（東海北陸自動車道，安房トンネル，乗鞍岳ほか）：（8.9.19） 参加者： 37 名 

 ５）映画会（8.9.17） 名城大学天白キャンパス 参加者：延 1,067 名 

 ６）懇親会（8.9.18） 名古屋観光ホテル 参加者：700 名 

 ７）学生懇談会（8.9.17） 名城大学天白キャンパス食堂 参加者：200 名 

 ８）市民参加行事（8.9.13～20） 

   ・講演会（8.9.16） 名古屋教育センター 参加者：750 名 

     開会あいさつ 井上靖武（実行委員長） 

     第一部：講演：北野 大（淑徳大学教授：タレント） 

         題目：マー兄ちゃんが考えた土木と環境との調和 

     第二部：パネルディスカッション 

         パネラー：北野 大 



 

林 良嗣（名古屋大学） 

夢堂由里子（人形作家） 

李 富生（岐阜大学留学生） 

井上靖武（実行委員長） 

         コーディネータ：天野鎮雄（俳優） 

     第三部：アトラクション 

         名古屋フィルハーモニー交響楽団金管奏者による金管五重奏 

 ９）市民民見学会（8.9.16） 伊勢湾道路，名港中央大橋など 参加者：250 名 

 10）パネル・写真展（8.9.13）栄セントラルパーク地下街 参加者：一般市民多数 

   ・中部三大プロジェクト（中部新国際空港，リニア中央新幹線，第ニ東名・名神）の紹介 

・古くからの土木施設写真（前名古屋大学馬場教授提供） 

・関係各機関から提供パネル展を実施 

 

・ 平成９年度全国大会 

9.9.10～12 中央大学：多摩キャンパス 

１）特別講演（9.9.11） 中央大学クレセントホール 参加者：600 名 

   「安全な生活,強い産業を支える社会資本整備」 宮崎 明（土木学会会長） 

   「土木的時間と空間の拡張」 鈴木隆介（中央大学理工学部長） 

 ２）研究討論会（9.9.10） 中央大学 参加者：1,721 名 テーマ数：19 題 

 ３）第 52 回年次学術講演会 中央大学：多摩キャンパス 講演数：3,518 題 

   参加者受付総数 参加者：6,545 名 

   優秀講演者の表彰 表彰音数：241 名 

 ４）見学会 

   Ａコース（東京港ウォーターフロント・荒川放水路）:（9.9.10） 参加者：14 名 

Ｂコース（東京湾アクアライン）:（9.9.11） 参加者：95 名 

    Ｃコース（山梨リニアモータ一実験線）:（9.9.12） 参加者：44 名 

５）映画会（9.9.10～12） 中央大学クレセントホール 

   ・「黒部の太陽」ノーカット版上映 参加者：760 名 

   ・大会テーマ関連のビデオ 40 本上映 参加者：704 名 

 ６）交流会（9.9.11） 京王プラザホテル 参加者：500 名 

 ７）学生交流会（9.9.10）中央大学ヒルトップ 78 参加者：200 名 

 ８）土木技術パネル展示会（9.9.10～12） 中央大学 参加者：2,000 名 

 ９）市民参加行事（9.9.6～12） 

   ・講演会（9.9.6） パルテノン多摩大ホール 参加者：1,200 名 

     開会あいさつ 藤井友竝（実行委員長） 

     第一部：講演「まちづくりは人づくり」 

         講師：ケント・ギルバート（ニュースパーソナリティー） 

     第二部：パネルディスカッション 

     パネラー：ケント・ギルバート（ニュースパーソナリティー）, 

          依田和夫（慶応義塾大学教授） 

大久保恭子（週刊住宅情報編集長） 

篠原 修（東京大学教授） 



 

渡辺豊博（三島ゆうすい会事務局長） 

     コーディネーター：斎藤宏保（NHK 解説委員） 

     テーマ：「都市と環境」～人と自然と風土をいかしたまちづくり～ 

   ・市民映画会（9.9.6） パルテノン多摩 参加者総数：150 名 

   ・「土木の世紀」他ビデオ上映 

   ・土木写真展 東京駅丸の内北口ドーム 延べ参加者：30,000 名 

・「技術造形家の仕事を訪ねて」 

 

・ 平成 10 年度全国大会 

10.10.4～6 神戸大学 

１）特別講演（10.10.5） 神戸ポートピアホール 参加者：792 名 

   「プロジェクトの評価」 岡田 宏（土木学会会長） 

   「激動する日本と公共投資の行方」小浜維人（元 NHK 解説委員長） 

２）研究討論会（10.10.4） 神戸大学 参加者：1,449 名 テーマ数：15 題 

３）第 53 回年次学術講演会 神戸大学 講演数：4,087 題 

   参加者受付総数 参加者：6,910 名 

優秀講演者の表彰 参加者：257 名 

４）見学会 

   Ａコース（明石海峡大橋見学）:（10.10.4） 参加者：45 名 

  Ｂコース（神戸港震災復興見学）:（10.10.5） 参加者：25 名 

   Ｃコース（神戸震災復興と明石海峡大橋見学）:（10.10.6） 参加者：35 名 

５）映画会（10.10.4～6） 神戸大学国際文化学部 

「マグニチュード」，「地球が動いた日」，「忘れたらあかん Day」，大会テーマ関連の 

ビデオ 31 本上映 参加者：292 名 

６）交流会（10.10.5） 神戸ポートピアホテル 参加者：568 名 

７）学生交流会（10.10.5） 神戸大学国際文化学部食堂 参加者：79 名 

８）市民参加行事（10.9.15～10.17） 

   ・映画会（10.10.4）上記５）と共通 

・パネル展示（10.9.27～10.11）〔震災・土木技術関連〕 JR 神戸，三宮，六甲道， 

  JR 神戸 

  JR 三宮 

  JR 六甲道 

  JR 北新地 

  JR 大阪天満宮 の各駅 

   ・明石海峡大橋関連のビデオ上映（10.9.25～26） あい・ビジョン大阪 

   ・見学会（10.10.17） 神戸市営地下鉄海岸線工事現場 

 

・ 平成 11 年度全国大会 

11.9.22～23 広島大学：東広島キヤンパス 

１）特別講演（11.9.23） 広島国際会議場 参加者：604 名 

   「次世代の設計技術」 岡付 甫（土木学会会長） 

   「産学官共同体制について」 水野博之（広島県産業科学技術研究所所長） 



 

 ２）研究討論会（11.9.22） 広島大学 参加者：1,323 名 テーマ数：16 題 

 ３）第 54 回年次学術講演会 広島大学：東広島キャンパス 講演数：2,434 題 

参加者受付総数 参加者：5,544 名 

優秀講演者の表彰 表彰指数：150 名 

 ４）見学会：温井ダム（11.9.22） 参加者：28 名 

 ５）報告会：トルコ地震調査（11.9.23） 参加者：253 名 

６）交流会（11.9.23） 広島国際会議場 参加者：297 名 

７）学生交流会（11.9.22） 広島大学東複利会館 参加者：60 名 

８）市民参加行事（11.9.17～24） 

   ・橋梁技術展（しまなみ海道展）（11.9.17～24） 広島駅新幹線口コンコース 

   ・みる・きく・ふれる建設技術フェア（11.9.17～19） 中央公園自由広場 

 

・ 平成12年度全国大会 

12.9.21～23 東北大学：川内北キャンパス 

１）特別講演会（12.9.22） 仙台国際センター 参加者：880名 

   「社会資本整備の課題と土木学会の役割」 鈴木道雄（土木学会会長） 

   「公共と市民 ～都市について考える～」 樋口陽一（早稲田大学教授） 

 ２）特別討論会・市民参加行事（12.9.22） 仙台国際センター 参加者：987名 

  「社会資本と土木技術に関する2000年仙台宣言（案）～土木技術者の決意～」 

 ３）研究討論会（12.9.21～22） 東北大学 参加者：2,326名 討論会題：21題 

４）第55回年次学術講演会 東北大学：川内北キャンパス 講演数：3,890題 

   参加者受付総数 参加者：18,685名 

優秀講演者の表彰 表彰者数：227名 

 ５）交流会（12.9.22） 仙台国際センター 参加者：382名 

６）学生交流会（12.9.21） 東北大学厚生会館内食堂 参加者：70名 

 

・ 平成13年度全国大会 

13.10.2～4 熊本大学：黒髪キャンパス 

１）特別講演会（13.10.3） 熊本市民会館 参加者：1,650名 

   「そしてユニバーサルデザイン」 潮谷義子（熊本県知事） 

   「地球環境制約の時代をむかえて近代の卒業のために」 丹保憲仁（土木学会会長） 

 ２）全体討論会（13.10.3） 熊本市民会館 参加者：1,650名 

   「あなたは土木に何を求めますか？」－21世紀の社会資本整備のあり方，地方中核 

都市“熊本”からの発言－ 

    座長：吉原 進（鹿児島大学教授） 

    話題提供者：本間義人（法政大学教授） 

          舛添要一（舛添政治経済研究所所長） 

          宮崎 緑（千葉商科大学助教授） 

 ３）研究討論会（13.10.2） 熊本大学 参加者：1,295名 討論会題：17題 

 ４）第56回年次学術講演会 熊本大学 講演数：3,743題 

参加者受付総数 参加者：20,231名 

   優秀講演者の表彰 表彰者数：219名 



 

 ５）交流会（13.10.3）熊本ホテルキャッスル 参加者：373名 

６）学生交流会（13.10.2） 熊本大学北地区学生会館食堂 参加者：101名 

 

・ 平成 14 年度全国大会 

14.9.25～27 北海道大学 

１）特別講演会（14.9.26） 札幌市民会館 参加者：1,550 名 

    基調講演：「土木界をより知ってもらうために―土木学会の情報発信改革―」 

岸 清（土木学会会長） 

    パネルディスカッション：「土木技術の社会性と土木学会の変革―21 世紀を創る 

土木界に求められるもの―」  

    コーディネーター：川嶋康宏（土木学会副会長・企画委員会委員長） 

    パネリスト：長坂寿久（拓殖大学国際開発学部教授） 

          横島庄治（高崎経済大学地域政策学部教授） 

          林 良嗣（土木学会企画委員会幹事長） 

２）全体討論会（14.9.26） 札幌市民会館 参加者：1,550 名 

   テーマ：「自然環境共生インフラ－グローバルに考えローカルからの行動を－」 

   コーディネーター：佐伯 浩（北海道大学大学院工学研究科長・工学部長）  

   パネリスト：川口孝太郎（北海道栗山町長） 

         倉阪秀史（千葉大学法経学部助教授） 

         高野文彰（ランドスケープアーキテクト） 

         星野知子（女優） 

 ３）研究討論会（14.9.25） 北海道大学 参加者：1,645 名 討論会題：22 題 

 ４）第 57 回年次学術講演会 北海道大学 講演数：4,326 題 

参加者受付総数 参加者：23,501 名 

優秀講演者の表彰 表彰者数：254 名 

 ５）交流会（14.9.26） ホテルニューオータニ札幌 参加者：544 名 

 ６）学生交流会（14.9.25） 北海道大学内レストラン「はるたれ」 参加者： 111 名 

 

・ 平成 15 年度全国大会 

15.9.24～26 徳島大学：常三島キャンパス  

１）特別講演会（15.9.25） 徳島市立文化センター 参加者：1,400 名 

基調講演：「土木技術者の気概の高揚を目指して！」 御巫清泰（土木学会会長） 

２）特別討論会（15.9.25） 徳島市立文化センター 参加者：1,400 名 

テーマ：「地震防災と社会基盤整備」安全・安心な社会基盤の構築に向け土木学 

会は何ができるか，－何をなすべきか－ 

コーディネーター：山上拓男（徳島大学工学部教授） 

村上仁士（徳島大学大学院工学研究科教授） 

澤田 勉（徳島大学工学部教授） 

パネリスト：伊藤和明（NPO 法人・防災情報機構会長） 

入倉孝次郎（京都大学防災研究所教授） 

河田恵昭（京都大学防災研究所教授） 

五軒家憲次（徳島県海南町長） 



 

重川希志依（富士常葉大学環境防災学部教授） 

土岐憲三（立命館大学理工学部教授） 

古田光弘（（社）徳島新聞社論説委員会論説委員） 

安田 進（東京電機大学理工学部教授） 

 ３）研究討論会（15.9.26） 徳島大学 参加者：1,294 名 討論会題：20 題 

４）第 58 回年次学術講演会 徳島大学：常三島キャンパス 講演数：4,011 題 

参加者受付総数 参加者：20,057 名 

優秀後援者の表彰 参加者：255 名 

５）交流会（15.9.25） ホテルクレメント徳島 参加者：364 名 

６）学生交流会（15.9.24） 徳島大学：常三島キャンパス 参加者：72 名 


