
 

Ⅳ．支 部 行 事 

1．北海道支部 

（1）通常総会（H26.4.24） ホテル KKR 札幌 

（2）商議員会 2回 

（3）幹事会 2回 

（4）事業担当幹事会 15回 

（5）委員会等 15回 

（6）支部行事 

  ア 講習会  

  〔主催行事〕 

第 1 回 「コンクリート標準示方書(維持管理編)」講習会（H26.6.17）   題数：4 題    参加人数： 46 名 

                                                              開催場所：北見市 北見工業大学 

  第 2 回 「コンクリート標準示方書(維持管理編)」講習会（H26.6.24） 題数：4 題     参加人数：37 名 

                                 開催場所：函舘市 函舘工業高等専門学校 

 イ 映画会 

  北海道イブニングシアター 

  〔主催行事〕 

（第 5 回）（H26.7.5） つながる・ひろがるプロジェクト 

           上映作品 1「青函トンネル」 上映作品 2「岩手一戸トンネル 世界最長陸上トンネル」 

           開催場所：札幌市 札幌駅前地下歩行空間 13 番出入口(北大通交差点広場)参加人数：97 名 

ウ 年次技術研究発表会（H27.1.31～2.1）〔主催行事〕開催場所：室蘭市 室蘭工業大学 

発表件数：214 件 参加人員：1,013 名 

 エ 土木学会北海道支部選奨土木遺産見学会 

  〔主催行事〕 

           「港まち小樽のインフラ 100 年物語～4 つの土木遺産と高速道路トンネル工事現場～」（H26.10.18） 

見学場所：張碓橋・小樽港北防波堤・天狗山トンネル工事・奥沢水源地  

参加人員：23 名 

 オ VISIT（職場訪問）事業 

  〔主催行事〕 

各地区合同（H26.10.7）訪問先：R337 札幌大橋、R275 新石狩大橋、R275 苗穂交差点（北大、道科大、北海学 

                                 園大、苫小牧高専、函舘高専、室工）                                        

参加人員 6 名 

 カ 札幌市生涯学習講座［市民カレッジ］ 

  〔主催行事〕 

  講演「トンネルを見るなら夜でナイト２」（H26.7.15） 

開催場所：札幌市生涯学習センター 参加人員：19 名 

  現場見学 （H26.7.17） 見学場所：道道西野真駒内清田線（小林峠）トンネル新設工事 参加人員：20 名 

 キ 100 周年北海道支部事業 

  〔主催行事〕 

  ●土木コレクション 2014in 札幌 HANDS＋EYES パネル展（H26.7.3～6） 

                  開催場所：札幌市 札幌駅前通り地下歩行空間 参加人員：延べ 10,670 名 

 



 

    ●どぼくカフェ-土木や土木に関する話題を発信し、土木の魅力について楽しく語りあう会-（H26.7.5） 

                                           開催場所：札幌市 札幌駅前通り地下歩行空間 参加人員：101 名 

   ●土木にまつわる DVD 等の映像配信（H27.11.16～18） 

   〔共催行事〕 

 開催場所：札幌市 札幌駅前通り地下歩行空間  参加人員： 2,571 名 

   〔主催行事〕 

   ●東日本大震災学術調査成果普及講演会（H26.10.18） 

  開催場所：函舘市 函舘工業高等専門学校  参加人員： 91 名 

   〔主催行事〕 

 ●若手技術者交流サロン（H27.2.2） 

       開催場所：室蘭市 室蘭工業大学 参加人員： 48 名 

     〔主催行事〕 

     ●学生ＰＴＡ参加型授業「みんなのくらしの中にある橋」（H26.9.18） 

        開催場所：札幌市 札幌市立和光小学校 参加人員： 82 名 

   〔支部・開発局主催行事〕 

   ●土木学会選奨土木遺産展（H27.3.15～19）・記念講演会（H27.3.19） 

                        開催場所：札幌市 紀伊國屋札幌本店 参加人員： 443 名 

                                                                                      (内講演会 83 名) 

ク 「土木の日」関連行事 

  〔主催行事〕 

  ア）札幌地区事業 

   ①親子現場見学会（H26.7.1） 

見学場所：札幌市白川浄水場送水管新設工事 定山渓ダム 北海道横断自動車道余市～小樽間建設工事 

 参加人員：59 名 

   ②選奨土木遺産認定書授賞式と「土木の日」記念講演会（H25.11.18） 

                      開催場所：ホテル札幌ガーデンパレス 2F「鳳凰」 参加人員：140 名 

   Part1 選奨土木遺産認定書授賞式 

   Part2 土木の日記念講演会 

講演 1 「北海道総合開発の新たな展開に向けて」    

北海道大学公共政策大学院 髙松  泰 

       講演 2 「気候変動に伴う自然災害の減災に向けて～新たな形での公共事業による減災の可能性」 

    中央大学理工学部     山田  正 

  イ）北見地区事業 

  〔後援行事〕 

   ①おもしろ科学実験（H26.8.2）              開催場所：北見工業大学参加人員： 479 名 

 〔共催行事〕 

   ②PR イベント・現場見学会（市民対象）（H26.10.19） 開催場所：北見芸文ホール 参加人員： 700 名 

 ：川東トンネル工事現場 参加人員：25名 

③映画会（高校生対象）（H26.11.5･10･13  3回）「私たちの暮らしと土木」 

 開催場所：北見工業高校 参加人員：53名 

   ④書道展・表彰式（小中学生対象）（H26.11.12~18） 開催場所：NHK北見放送局 北見工大 応募：170点 

  ウ）苫小牧地区事業 

  〔共催行事〕 



 

   ①体験学習（H26.7.26～27）  開催場所：苫小牧工業高等専門学校 参加人員：130 名 

   ②市民のための見学会（H26.7.29）  見学場所：苫小牧市近郊関連施設 参加人員：22 名 

      ③土木に関する展示（H26.10.18～19）  開催場所：苫小牧工業高等専門学校 参加人員：200名 

   ④科学実験教室（H26.10.23）     開催場所：苫小牧市（イオン） 参加人員：350名 

  エ)室蘭地区事業 

  〔共催行事〕 

   ①オープンラボ伊達（H26.8.31）          開催場所：伊達市防災センター 参加人員：300 名 

  〔共催行事〕 

    ②オープンラボ in 室蘭（H26.9.25）  開催場所：室蘭工業大学 参加人員：200 名 

  〔共催行事〕 

   ③河川環境学習体験フェスタ 2014           開催場所：室蘭市内知利別川 参加人員：200 名 

  〔共催行事〕 

     ④トラスコンテスト in 室蘭（H26.11.22）  開催場所：室蘭工業大学 参加人員： 70 名 

   ⑤エコツアー2014（H26.11. 6）  開催場所：PCB 情報センター、室蘭市青少年科学館 参加人員：16 名 

  〔共催行事〕 

  オ）函館地区事業 

  〔共催行事〕 

   ①体験学習会（H26.8.9～10）開催及び見学場所：函館工業高等専門学校、函館市内近郊 参加人員：38 名 

      ②土木技術体験講座「土木技術紹介＋ドボククイズ」（H26.10.18～19） 

 開催場所：函館工業高等専門学校 参加人員：420 名 

   ③橋を作ってみよう（H26.11.15） 開催場所：函館工業高等専門学校 参加人員：11 名 

（7）刊行物出版 

  1）論文報告集題 71 号（CD-ROM）250 枚 発 行：平成 27 年 1 月 

  2）最新刊 フロンティアに挑む技術者－北海道の土木遺産-                       発 行：平成 26 年 11 月 

（8）広報活動 

  1）ホームページの更新 

  2) メールマガジンの配信 

（9）シビルネット活動 

  1）シビルネットカードの作成 

   2) SNS シビルネット北海道（Face Book)を利用した広報活動 

 

2.東北支部 

（1）商議員会 2 回 

（2）支部総会（H26.5.15） ホテルメトロポリタン仙台 

（3）役員会および懇話会（H27.1.19） ホテル JAL シティ仙台 

（4）幹事会 4回 

1）総務部会 1回 

2）土木の日行事部会 6回 

3）継続教育部会 2回 

（5）特別委員会 

1）東北支部選奨土木遺産選考委員会 1 回 

2）平成 28 年度全国大会準備委員会 3 回 

（6）支部行事 



 

 〔主催行事〕 

1）東北支部コンクリート技術講習会（H26.7.18）  

コンクリートライブラリー「災害廃棄物の処分と有効利用 –東日本大震災の記録と教訓−」発刊に伴う講

習会 

 参加者：81名 仙台市情報・産業プラザ 

2）現場見学会（仙台地区）（H26.12.10） 

テーマ「東日本大震災の復興事業における土木技術を学ぶ」     参加者：53名 東松島市・女川町 

3）東北の土木技術を語る会 （H26.12.11） 

テーマ「東日本大震災の復興事業における土木技術を学ぶ」  参加者：100名 仙台メディアテーク 

4）第6回 東北地方の橋梁保全に関するシンポジウム （H27.1.30） 

テーマ「各地域でのインフラ維持管理の取組みと広域連携の可能性」       

参加者：500 名 仙台市情報・産業プラザ 

5）東北支部技術研究発表会（Ｈ27.3.7）         参加者：620名 東北学院大学（宮城県多賀城市） 

・発表論文：394編  

・同日開催 学生交流会  参加者：78名 宮城県多賀城市 

6）100周年記念事業 

安全な国土の再設計支部タスクフォース〔100周事業〕 

  「東日本大震災学術成果講演会」（H26.10.18）    参加者：210名 函館工業高等専門学校（函館市） 

   ※東日本大震災学術成果講演会は北海道支部と合同開催 

  「第10回地域防災フォーラム」（H26.10.18） 参加者：60名 岩手大学 

※岩手大学と合同開催 

「2011年東北地方太平洋沖地震～ 被害に学ぶ，課題と対策 ～」（H26.12.12）参加者：100名 日本大学 

※主催：東日本大震災に関する東北支部学術合同調査委員会 

共催：日本大学工学部・私立大学戦略的研究基盤形成事業「福島県発の災害に強く自立共生が可能な

住環境の創成に関する研究」グループと合同開催 

若手技術者交流サロン〔100周事業〕 

第1回（拡大版）（Ｈ26.4.18） 参加者：37名 エル・ソーラ仙台 

第2回現場見学会（女性技術者の方対象）（H.26.10.10 ～11）  

 参加者 10日 63名 参加者 11日 37名（東松島市・女川町等） 

※（一社）土木技術者女性の会東日本支部 共催  

第3回（秋田)「土木のしごと」(秋田ブランチ行事として）（Ｈ26.11.22）  

                     参加者：25名にぎわい交流館あう2 階アート工房2（秋田市） 

土木コレクション2014in仙台および土木技術映像アフタヌーンシアター2014in仙台〔100周事業〕 

本部100周年事業推進室および映像委員会の協力のもと、土木コレクション、土木カフェ・パネルトー

ク・ミニシアターおよび記録映画等の上映会を開催    

土木コレクション2014in仙台（H26.6.4～9）    参加者：1,870名 せんだいメディアテーク  

・どぼくカフェ テーマ：道が趣味（H26.6.4） 

・土木コレクションパネルトーク ～東北の土木遺産から知る日本の近代化～（H26.6.5） 

・土木の写真ミニシアター（H26.6.6） 

土木技術映像アフタヌーンシアター2014in仙台（H26.6.7～8）参加者：233名 せんだいメディアテーク 

震災復興パネル展〔100周事業〕（H26.8.19～20） 参加者:7,200名 JR仙台駅2階コンコース 

主催：公益法人土木学会東北支部 

共催：公益社団法人土木学会100周年事業実行委員会・国土交通省東北地方整備局 



 

東日本旅客鉄道㈱・東日本高速道路㈱東北支社・一般社団法人東北地域づくり協会 

※同日開催「土木コレクション2014 in 仙台駅コンコース」 

  

（7）「土木の日」及び「くらしと土木の週間」関連行事、その他市民参加行事 

〔主催行事〕 

1）土木の日特別行事 防災に関するシンポジウム 

 「“震災復旧・復興に果たしている土木技術者の役割について今振り返る”～今、ひとりひとりがどう市民に伝え

ていくべきか～」（H26.11.13） 参加者：218 名 仙台市情報・産業プラザ 

2）土木の日特別行事 パネル展 参加者：218 名 仙台市情報・産業プラザ 

「東日本大震災と復興」（H26.11.13）  

※防災に関するシンポジウムと同日開催 

 〔共催行事〕 

1）学園参加型関連行事（H26.10.18～19） 参加者 308 名 東北工業大学 

 テーマ「地下鉄東西線と土木技術」（学科紹介パネル展） 

・仙台地下鉄東西線線路図パネル 

・研究分野ポスター 

2）フォーラム「第 7 回青森土木フォーラム」（主催：青森土木ﾌフォーラム実行委員会）（H26.11.1） 

 参加者：フォーラム 152 名 八戸工業大学（青森県八戸市） 

※体験学習 11 月 1 日～3 日 参加者：300 名 はっち（青森県八戸市） 

※移動ポスター展 11 月 7 日～16 日 七戸町観光交流センター（青森県七戸町） 

（8）調査・研究会活動 

1）技術開発・研究奨励賞選考委員会 2回 仙台市 

2）総合技術賞選考委員会 1回 仙台市 

3）学生見学会（各大高専における学生対象の見学会開催）への活動支援 11 校 

（9）本部及び他学協会との共催・後援・協賛等 

〔本部主催〕 

1）土木学会認定上級および 1 級技術者資格試験（H26.9.6） ハーネル仙台 

2）国連防災世界会議（H27.3.14～18） 仙台市 

・パブリックフォーラム（防災・復興に関する展示）  

展示期間：2015 年 3 月 14 日～3 月 18 日せんだいメディアテーク 5・6F ギャラリー  

・公開シンポジウム （期間中同時開催） （H26.3.16）  

主催 公益社団法人 土木学会 共催 宮城県  

「あの日」から，土木技術者がしたこと  

That has been done by the Japanese Civil Engineers since Mar. 11, 2011  

参加者 430 名 宮城県庁 講堂 

※Recovery management （震災がれき関連）において、土木学会特別表彰授賞式を執行した．  

〔共催行事〕 

1） 第 14 回技術講演会 

（主催：㈱ネクスコエンジニアリング東北）（H.26.5.8） 仙台市 

2） 土木デザイン設計競技・公開講評会（パネルディスカッション） 

「景観開花。14」 

（主催：景観開花実行委員会）（公開最終審査会 H26.12.13） 仙台市 

3） 運河の水辺環境創生とまちづくり～宮城と宮崎、運河を結ぶ防災意識～ 



 

（主催：貞山・北上・東名運河研究会：共催 支部選奨土木遺産選考委員会）（H26.8.1～8.2） 

東松島市・仙台市 

4） 第 3 回コンクリートカヌー東日本大会 

（主催：特定非営利活動法人スペース・アンド・タイム・クリエーション）（H26.8.3）山形県寒河江市 

5） 第７回青森土木フォーラム 

（主催：青森土木フォーラム実行委員会）（H26.11.1） 青森県八戸市 

6） 第 20 回 庄内・社会基盤技術フォーラム 

（主催：庄内・社会基盤技術フォーラム運営委員会）（H27.1.14） 山形県鶴岡市 

7） 地盤工学フォーラム東北 2014 〈平成 26 年度（第 33 回）研究討論会〉 

（主催：公益社団法人地盤工学会東北支部）（H27.1.19） 仙台市 

〔協賛行事〕 

1）子ども科学キャンパス「夏休み・秋休み科学キャンパス」 

（主催：子ども科学キャンパス実行委員会）（H26.7.30～31/10.15） 仙台市 

2）講演会「平成 26 年度講演会 異常気象からみんなを守る～自然災害と共存する知恵～」 

（主催：主催：一般社団法人 建設コンサルタンツ協会）（H26 .11.14） 仙台市 

〔後援事業〕 

1）みやぎボイス 2014 復興住宅のこえ 

（主催：みゃぎボイス連絡協議会）（H26.5.10～11） 仙台市 

2）建設技術公開「EE 東北’14」 

（主催：EE 東北実行委員会）（H26.6.4～5）   仙台市 

3）地盤工学講座 

  （主催：公益社団法人地盤工学会東北支部）（H26.7.26～12.20 全 5 回） 多賀城市 

4）夏休み特別企画！雄物大橋工事現場親子見学ツアー 

（主催：東北地方整備局秋田河川国道事務所・雄物大橋上部工工事（㈱日本ピーエス））（H26.8.9）  

秋田県秋田市 

5）宅地地盤の品質評価に関する技術講習会 

（主催：公益社団法人地盤工学会東北支部）（H26.8.28） 仙台市 

6）コンクリート構造物の補修・補強に関するフォーラム 2014 

（主催：一般社団法人コンクリートメンテナンス協会東北支部）（H26.9.2・12．1）  

青森県青森市・福島県福島市 

7）東日本大震災復興支援フォーラム～国連防災世界会議に向けて～ 

（主催：河北新報・東日本大震災復興技術フォーラム実行委員会・一般社団法人東北地域づくり協会） 

（H26.10.1） 仙台市 

8）土防災リモートセンシング研究会ワークショップ 

（主催：一般社団法人日本リモートセンシング学会）（H26.11.27） 仙台市 

  9）石炭灰混合材料有効活用ガイドライン(震災復興資材編)講習会 

   （主催：一般財団法人石炭エネルギーセンター）（H26.11.27～12.3） 仙台市・福島県福島市 

  10）仙山交流シンポジウム～仙山線鉄道施設の選奨土木遺産認定を記念して～ 

（主催：山形県村山総合支庁）（H26.12.13） 山形県山形市 

（10）刊行物 

1)平成 26 年度技術研究発表会講演概要集（CD－ROM 版） 

発行日：平成 27 年 2 月発行 

（11）研究奨励及び業績の表彰 



 

1）平成26年度総合技術賞 2件 

2）平成26年度技術開発賞 3件 

3）平成26年度研究奨励賞 10件 

4）土木学会支部長賞 1件 

(12)その他 

  1）ガイド東北（スマートフォン用アプリ） 

「ガイド東北」制作委員会に東北支部が参画いたしました。 

参加機関：総務省東北総合通信局、農林水産省東北農政局、経済産業省東北経済産業局、 

国土交通省東北地方整備局、国土交通省東北運輸局、環境省東北地方環境事務所、 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、仙台市、 

公益社団法人土木学会東北支部、一般社団法人東北地域づくり協会、他 

 スマートフォン用アプリ「ガイド東北」：2015年3月14日（土）から無料でダウンロードし利用出来るよう

になりました。 

 

3.関東支部 

（1） 第 5１回通常総会（H26.5.16） 1 回 

（2） 商議員会 1 回 

（3） 全体幹事会 1 回 

（4） 運営幹事会および打合せ会 3 回 

（5） 企画部会および打合せ会 4 回 

（6） 技術情報部会および打合せ会 6 回 

（7） 学術研究部会および打合せ会 5 回 

（8） 広報部会および打合せ会 9 回 

（9） 交流部会および打合せ会 9 回 

（10） 支部選奨土木遺産選考委員会 3 回 

（11） 関東地区役員候補者選考委員会 2 回 

（12） 土木学会認定技術者資格試験実施部会 2 回 

（1３） 技術研究発表会優秀発表表彰者懇談会 1 回 

（1４） 行事 

1）講習会「土木技術者に求められる資質と素養」－技術士第二次試験受験のための実践講習会（演習付） 

－第 2５回（H26.4.9）題数：6 題 土木学会講堂 参加者：85 名 

2）講習会「土木技術者に求められる資質と素養」－技術士第二次試験受験のための直前講習会 

（建設部門模擬試験付）－第６回（H26.6.19）題数：４題 土木学会講堂 参加者：80 名 

3）講習会「土木系技術者のキャリア形成、その第一歩｣  

－技術士第一次試験に挑戦する土木系技術者のために－ 

（H26.7.17）題数：４題 土木学科講堂 参加者：37 名 

4）講習会「東京都長期ビジョンと 2020 東京オリンピック・パラリンピックに向けた計画について」 

           （Ｈ17.2.4）                                          参加者：119 名 

5）平成２６年度第２３回中学生記者取材講習会（H26.7.24） 

見学コース：臨海道路工事現場から京浜港湾船着場、本牧ふ頭・南本牧ふ頭・大黒ふ頭 

 参加者：６校２１名 

6）コンクリートカヌー大会 



 

◆第２０回土木系学生によるコンクリートカヌー大会（H26.8.30） 

   荒川調節池 ［彩湖］ 

   参加校：（大学・高専   10 校  13 チーム） 

       （高等学校     22 校  28 チーム） 参加者:約 500 名（大会関係者含む） 

  7）技術研究発表会 

◆第４２回技術研究発表会 

     ①技術研究発表会（H26.3.5～Ｈ26.3.6）  東海大学 湘南キャンパス 

                  発表数：462 編              参加者：1700 名（延べ） 

            優秀発表者受賞者数：16 名 

     ②特別企画 

        ・特別講演会（H26.3.5）東海大学 湘南キャンパス［松前記念館］ 

         「宇宙開発の現状と未来」                        参加者：90 名 

       ・第１６回「土木のある風景」写真コンテスト（応募作品展示及び投票） 

・交流会 参加者: 160 名 

 ③土木学会創設百周年記念事業関連特別企画 

       ・若手土木技術者交流サロン（H26.3.5）東海大学 湘南キャンパス         参加者：23 名 

       ・「ドボコレ」（土木コレクション）展示 

  8）土木学会創設百周年記念行事 

       ◆土木コレクション（HANDS＋EYES） 

        ・群馬県庁（Ｈ26.4.13～Ｈ4.20） 

        ・銀座オアシス（Ｈ7.7～Ｈ7.13） 

・東京駅行幸ギャラリー（H26.9.20～H26.10.31） 

 ・新宿駅西口広場イベントコーナー（H26.11.19～H26.11.22） 

 ・東海大学湘南キャンパス（Ｈ27.3.5～Ｈ27.3.6） 

◆若手土木技術者交流サロン 

 ・第５回（Ｈ26.10.31） 土木学会講堂                                  参加者：２７名 

 ・第６回（Ｈ27.3.5） 東海大学湘南キャンパス 参加者：24名 

◆どぼくカフェ   

 ・「都市土木ままならなさへのまなざし」（Ｈ26.5.28）SHIBAURA HOUSE     参加者：65名 

 ・「鉄道の地震防災システムについて」（Ｈ26.12.16） SHIBAURA HOUSE        参加者 ：32名 

       ◆公開講座「あなたの『まち』の防災問題を鑑定します」 

        ・江戸川区（Ｈ26.6.28） 江戸川区総合文化センター                      参加者：83 名 

        ・文京区（Ｈ26.11.8） 中央大学後楽園キャンパス                 参加者：46 名 

        ・江東区（Ｈ27.1.31） 江東区文化センター                             参加者：42 名 

（15）談話会 

 ・「江戸時代の土木技術を探る」（H26.5.26） 土木学会ＡＢ会議室                      参加者：22 名 

 ・「日本における洋上風力発電の導入と課題」(H26.6.24) 土木学会ＡＢ会議室              参加者：45 名 

 ・「世界に誇るわが国の木造建造物をいかにして守り伝えてきたか」（Ｈ26.9.5） 土木学会ＡＢ会議室 

                                                                参加者：27 名 

 ・「歴史的遺産の状態保存に資する洗浄技術」（Ｈ26.10.27） 土木学会ＡＢ会議室            参加者：8 名 

 ・「世界初！供用中新幹線軌道の直上での高架線架設『東北縦貫線【上野東京ライン】の施工について 

                               （Ｈ27.3.11） 土木学会ＡＢ会議室            参加者：41 名 

（16）見学会  



 

1）技術研究所見学会（各企業体と共催）（H26.11～H27.1） 

     見学先：14 研究所 参加者：約 1500 名（地元小学生および一般市民） 

2）見学会（土木の日行事）（H26.11.13） 

見学先：・「外環千葉県工区・京成菅野駅立体交差化工事」 

    ・「千住関屋ポンプ所建設工事」                      参加者：43 名 

3）親子見学会（土木の日行事）（H26.11.22） 

見学先：・「相鉄・ＪＲ直通西谷トンネル工事現場」・「鶴見川流域センター内防災学習」 

    ・「白子川地下調節池工事現場」                 参加者：12 家族 32 名 

（17）写真コンテスト・土木学会選奨土木遺産認定 

1）第１６回「土木とくらし」写真コンテスト 

応募期間（H26.11.1～27.2.28）、審査（技術研究発表会参加者投票形式 H27.3.5～6）、 表彰式（H27.5.15）

2）平成 26 年度土木学会選奨土木遺産認定書伝達式（H26.11～27.3 予定含む） 

選奨構造物：①成宗電車第一、第二トンネル ②羽村取水堰 ③日光稲荷川流域の砂防堰提群 

      ④信越線太田切橋梁 ⑤水戸市低区配水塔 ⑥江ノ島電鉄 ⑦敷島浄水場配水塔 

      ⑧堀切橋⑨旧親不知トンネル（公募） 

（１8）懇親会等 

1）支部総会に伴う懇親会（H26.5.16） 弘済会館（梅の間） 参加者：50 名 

（19）企画助成 ３件 

（20）出版物 

・講習会「土木技術者に求められる資質と素養」－技術士第二次試験受験のための実践講習会（演習付） 

 －第 26 回 平成 26 年 4 月刊行  100 部 （78 頁） 

   ・講習会「土木技術者に求められる資質と素養」－技術士第二次試験受験のための直前講習会 

 （建設部門模擬試験付）－第６回 平成 26 年 6 月刊行  100 部 （27 頁） 

   ・講習会「土木系技術者のキャリア形成、その第一歩」～技術士第一次試験に挑戦する土木系技術者のために 

    平成 26 年 7 月刊行  50 部 （115 頁） 

 

   ・第 42 回技術研究発表会講演概要集（CD－ROM 版）平成 27 年 3 月刊行 520 部  

（21） メルマガ配信（2 回／月） 

（22）  分会行事 

【新潟会】 

1）通常総会（H26.5.13） 新潟グランドホテル  参加者：77 名 

2）講演会 

① 第 1 回（総会時 26.5.13）「経験した災害・調査した災害現場から考えたこと」 

  放送大学新潟学習センター 客員教授 大川 秀雄 

 新潟グランドホテル 参加者：91 名 

② 第 2 回（定例会時 26.11.6）「最近の海洋再生可能エネルギー研究開発と今後」 

 日本大学理工学部 准教授 居駒 知樹 

 ホテルイタリア軒  参加者：62 名 

③ 第 3 回（「土木の日」記念講演会 26.11.17） 

「安心・安全な地域づくりに向けて」 北陸地方整備局 企画調査官 大儀 健一 

「ビッグデータと社会基盤」  工学博士 東京大学名誉  月尾 嘉男 

 新潟日報メディアシップ 参加者：210 名 

3）第 32 回研究調査発表会（長岡工業高等専門学校担当）（26.11.5）ハイブ長岡発表件数：160 件参加者：302 名 



 

「土屋雷蔵賞」6 名に授与 

4）研究活動（H25.4～27.3）コンクリート構造物の診断技術の開発に関する研究委員会－その２－  

  5）建設事業のイメージアップ活動（日建連北陸支部と共催）「土木の日」関連行事 

     ① イメージアップ親子見学会 

長岡班  （26.8.19）                                                   参加者  5 組 14 名 

見学先：長岡維持出張所、妙見浄水場、妙見堰、信濃川大河津分水可動堰 

新潟班  （26.8.21） 参加者 12 組 28 名 

見学先：国土交通省村上道路ステーション、旭橋、東新潟火力発電所、信濃川浄水場 

② 講演会（第 3 回講演会参照）（26.11.17） 

  6）研修会（26.10.14）台風のため中止  国道 289 号 八十里越 ・笠堀ダム 

  7）幹事会 5 回 

  8）新潟県内の土木施設を紹介する取り組み 

       HP にて新潟県内の土木施設を「新潟土木構造物めぐり」と題して 51 施設について紹介 

9）懇親会 

① 総会に伴う懇親会（26.5.13）  新潟グランドホテル 参加者：78 名 

② 定例会（26.11.6）  ホテルイタリア軒 参加者：61 名 

10）その他 

  ①土木学会選奨土木遺産認定伝達（土木の日記念講演会時）（26.11.17） 

      信越線「太田切橋梁」新潟県妙高市 

【山梨会】 

1）通常総会（H26.4.9） 岡島ローヤル会館 参加者：20 名 

2）講習会（H26.7.17）「山梨の豪雪災害とコンクリート構造物の維持管理」敷島総合文化会館 参加者：271 名 

3）見学会（土木の日行事，H26.11.15）「錦秋の彩甲斐街道を往く－水資源施設を訪ねて－」 参加者：70 名 

  見学先：万力八幡トンネル、八幡富士見橋、広瀬ダム、滝沢ダム 他 

4〉幹事会  合計 11 回 

【群馬会】 

1）通常総会（H26.6.23）                 群馬建設会館 A ホール 参加者：47 名 

2）講演会 

 〔主催行事〕 

① ｢ＮＥＸＣＯ東日本の橋梁点検｣（H26.6.23） 

群馬建設会館 A ホール     参加者：43 名 

② ｢日本の水資源と施設―水資源機構の技術―｣（H26.12.3） 

群馬工業高等専門学校  参加者：200 名 

 3）講習会 

  〔主催行事〕 

①第 9 回コンクリート研究会（H26.6.19）       前橋工科大学 151 講義室 参加者：116 名 

     ②第 10 回コンクリート研究会（H26.11.5）            前橋工科大学 151 講義室 参加者：139 名 

     ③土砂災害に関する講習会（H27.1.23）               群馬建設会館 A ホール  参加者：123 名 

④第 11 回コンクリート研究会（H27.2.5）             前橋工科大学 151 講義室 参加者：167 名 

4）見学会 

  〔主催行事〕 

      ①八ツ場ダム-仮締切工事を中心とした-現場見学会（H26.5.28） 参加者：39 名 

②親子で地底探検（H26.8.11）地底探検ミュージアム龍Ｑ館・首都圏外郭放水路 参加者：26 名 



 

③新田水道発電所及び田沢発電所建設工事の現場見学会（H26.10. 8） 参加者：26 名 

      ④イージーラーメン橋工事の現場見学会（H26.12.16） 参加者：15 名 

〔共催行事〕 

産学官連携インターンシッププログラム高校１年生現場見学会（H26.11.28）中之条町   参加者：44 名 

5）選奨土木遺産「柳瀬橋」認定書・銘板伝達式（H26.11.14） 参加者：11 名 

6）機関誌「群馬を拓く」第 24 号の発行 

【栃木会】 

 1）通常総会（H26.7.25）  宇都宮東武ホテルグランデ 参加者：148 名 

2）講演会、意見交換会（H26.7.25）  宇都宮東武ホテルグランデ 参加者：159 名 

講演会題目：「ふくしま発社会インフラの長寿命化を目指して」 

3）技術研究発表会（栃木県建設技術協会と共催）（H27.1.26） 栃木県総合文化センター 参加者：293 名 

① 技術研究発表会   発表論文：11 編 

② 文化講演会          題目：「火山灰質土地盤の地盤災害（地震時の災害を中心に）」 

4）技術講習会 

① 講習会（日本技術士会栃木県支部と共催）（H27.2.25） 職員会館ニューみくら 参加者： 44 名 

テーマ：「技術士を志す方への情報提供講座」 

5）「土木の日」イベント事業（CCI とちぎと共催）（H26.11.10）  栃木県総合文化センター 参加者：189 名 

① 土木学会選奨土木遺産認定書授賞式 

       選奨構造物：日光稲荷川流域の砂防堰堤群 

②基調講演 

「我が国における治水システムを踏まえた気候変動への適応のあり方」 

③ とちぎの技術最新情報 

   「ピンチはチャンス！土木は実践工学 －ダム ESCO 事業を事例として－」 

6）日光・足尾エクスカーション（H26.11.9） 参加者： 29 名 

   第 1 松木川橋梁、日光稲荷川流域の砂防堰堤群等、土木遺産の視察 

7）各種事業への支援・参加・協賛 

コンクリートカヌー大会参加団体４校への助成 

ハイスクールサミット参加者への助成 

8）その他 

平成 26 年度会員名簿を作成およびホームページの更新 

【茨城会】 

1） 通常総会（H26.7.18）13:15～13:45        （公財）茨城県開発公社 ４階会議室 参加者：57 名 

2） 講演会 

①特別講演会（総会時・第 10 回建設技術講演会）（(公社)土木学会関東支部茨城会、（一財）茨城県建設技

術 

管理センターと共催）（H26.7.18）  （公財）茨城県開発公社 大会議室       参加者：124 名 

 a)「人口減少の中で生活を支えるインフラの整備を考える」 

 b)「産官学の建設技術者による地域課題への取り組みについて」 

②第 11 回建設技術講演会（（公社）土木学会関東支部茨城会と（一財）茨城県建設技術管理センターと共催） 

（H26.11.14）（一財）茨城県建設技術管理センター 研修センター大ホール    参加者：105 名 

       a）｢鉄道に代わる新たな交通『ひたちＢＲＴ』の導入｣ 

      b）「コンクリートは火に弱い・・・・・？」 

3） 講習会 



 

  ①第 10 回イブニングセミナー（H26.10.1）      （一社）茨城県産業会館 研修室 参加者：41 名 

   a)「土木遺産の保全技術」－主に石垣の補修と復元工事－ 

b) 「航空交通システムと首都圏空港の容量拡大」 

     ②第 11 回イブニングセミナー（H26.12.3）      （一社）茨城県産業会館 大会議室 参加者：41 名  

開会に先立ち、平成２６年度土木学会選奨土木遺産認定授与式を行った。 

a)「社会インフラの維持管理の現状と課題および今後の提案」 

b) 「最新技術の一例」 

③第 12 回イブニングセミナー（H27.3.19）     （一社）茨城県産業会館 大会議室 参加者：48 名 

   a)「茨城県の海岸における津波・高潮対策について」 

4） 建設事業のイメージアップ活動参加 

a)「建設フェスタ 2014」出展参加（H26.11.9） ひたちなか市県立笠松運動公園特設会場  

出展ブース来場者：約 500 名 

     ①しなるコンクリート体験、②建設遺産認定パネル展示、③土木学会 100 周年記念事業ＰＲ、 

④土木学会関東支部茨城会活動紹介、⑤航空交通システムの展示、⑥小型無人ヘリコプターの飛行実演 

⑦クイズラリーへの参加 

  5） 建設遺産見学会（H27.2.3） 「第 4 回茨城の土木遺産を訪ねる（県西編）」 参加者：22 名 

        （見学先）： 

         ①結城市内の旧城下町の街割「見世蔵めぐり」 

     ②関宿博物館（千葉市野田市関宿地内） 

     ③関宿水閘門（S2 年竣工、H15 年度選奨土木遺産認定箇所） 

6）「土木の日」見学会（H26.11.15） 一般県民・親子対象 参加者：20 名 

      （見学先）： 

①河川改修事業に伴うＪＲ橋の橋梁工事現場（取手市井野地内） 

②圏央道阿見東ＩＣ周辺区画整理事業の工事現場（稲敷郡阿見町地内） 

③茨城県霞ヶ浦流域下水道事務所の施設見学（土浦市湖北地内） 

7)  幹事会  

     ①第 1 回幹事会 H26.4.22 （火） （一財）茨城県建設技術管理センター 会議室 

     ②第 2 〃 H26.6.11 （水）         〃 

③第 3 〃 H26.9.8 （月）         〃 

④第 4 〃 H27.1.20 （火）         〃 

8） 広報関係 

     茨城会会報(第５号)発行、ホームページの年間運営 

 

4.中部支部 

（1）支部総会（H26.5.12） 名古屋逓信会館 

（2）顧問会 1回 

（3）商議員会 3回 

（4）幹事会 9回 

（5）調査研究委員会選考委員会 2回 

（6）優秀研究発表賞選考委員会 2回 

（7）技術賞選考委員会 2回 

（8）選奨土木遺産中部支部選考委員会 4回 

（9）地域貢献事業運営委員会 2回 



 

（10）戦略会議 2回 

（11）地域WG 9回 

（12）広報WG 9回 

（13）講習会WG 9回 

（14）研究発表会WG 9回 

（15）支部行事 

1）技術講習会  

 第1回（H26.4.19）於：愛知県産業労働センター（WINC愛知） 参加者：70名 

  「技術士資格取得のために －建設部門の2次試験に備える－」講習会 

 第2回（H26.8.29）於：金沢大学サテライト・プラザ 参加者：39名 

  「北陸の巨大災害を考える」講習会 

 第3回（H26.10.29）於：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール） 参加者：32名 

       「土木技術者の倫理・技術継承」講習会 

   第4回（H26.11.11）於：愛知県産業労働センター（WINC愛知） 参加者：22名 

「鋼・合成構造標準示方書 維持管理編」講習会 

 第5回（H27.3.28）於：金沢大学サテライト・プラザ 参加者：35名 

      「技術士資格取得のために －建設部門の2次試験に備える－」講習会 

2）土木の日関連行事 

① 親子ふれあい見学会（H26.11.2） 参加者：24名 

    ｢みんなの暮らしを支える土木について学ぼう！｣ 

  見学先：浅川ダム、冠着橋、茶臼山地すべり跡地（動物園・恐竜公園）等 

② 市民見学会 

 ＜富山県＞（H26.9.6） 参加者：43名 

   「常願寺川に沿って、3,000mを降下する」 

   見学先：立山カルデラ砂防博物館、常願寺川の巨大水制群 等 

 ＜愛知県＞（H26.11.15）                             参加者：42名 

 「未来を支える社会基盤」 

 見学先：新東名高速道路、安永川トンネル、リニモ車両基地 等  

＜岐阜県＞（H26.11.22） 参加者:31名 

  「土木構造物と木曽川」 

   見学先：大井ダム、新丸山ダム 等 

③ エクスカーション 

・見学先：名古屋港（金城埠頭・ガーデンふ頭・港内）など（H26.8.29）  

 参加者：愛知社会科教育研究会海部支部 24 名 

・見学先：輪中の郷・水資源機構長良川河口堰・中部電力西名古屋火力発電所（H26.11.1） 

 参加者：愛知教育大学 2 年生  56 名 

3）中部支部選奨土木遺産認定授与式・パネル展（H26.10.29-30） 於：吹上ホール 

 授与式参加者 1035 名･パネル展 1650 名 

嫌谷砂防堰堤群 (岐阜県中津川市) 

旧稲葉地配水塔（愛知県名古屋市） 

4）研究発表会（H27.3.6）於：豊橋技術科学大学  参加者：528名 

   講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 278件  

5）土木出前講座 



 

第1回（H26.5.8）於：愛知県立起工業高校                      参加者：20名 

「橋のふしぎ」                       講師：名古屋工業大学 永田和寿氏 

第2回（H26.6.9）於：愛知県春日井高校                         参加者：38名 

「東海大地震と被害の話」                       講師：中部大学 山田公夫氏 

第3回（H26.6.21）於：西尾市立一色南部小学校                    参加者：42名 

「液状化しそうな地盤とは？作って調べてみよう」         講師：名古屋大学 中井健太郎氏 

第4回（H26.7.9）於：ウインクあいち（環境税制研究会）               参加者：22名 

「進化しつづける建設材料」                      講師：岐阜大学 国枝稔氏 

第5回（H26.9.4）於：稲沢市立大里西小学校                     参加者：78名 

「液状化しそうな地盤とは？作って調べてみよう」          講師：名古屋大学 山田正太郎氏 

第6回（H26.10.15）於：愛知県立守山高校                      参加者：481名 

「都市河川の環境と防災」                      講師：中部大学 松尾直規氏 

第7回（H26.10.18）於：西尾市立平坂小学校                     参加者：90名 

「液状化しそうな地盤とは？作って調べてみよう」          講師：名古屋大学 山田正太郎氏 

第8回（H26.11.6）於：菰野町立菰野中学校                     参加者：247名 

「電子紙芝居を使い、水害について考えるワークショップ」    講師：名古屋工業大学 秀島栄三氏 

第9回（H26.12.5）於：愛知県自治センター(愛知県企業庁)              参加者：30名 

「コンクリート構造物の維持管理」                   講師：名古屋大学 中村光氏 

第 10 回（H26.12.5）於：四日市市文化会館（北勢測量設計技術協議会）         参加者：25 名 

「進化しつづける建設材料」                       講師：岐阜大学 國枝稔氏 

第 11 回（H26.12.9）於：名古屋市立山王中学校                   参加者：120 名 

「海溝型巨大地震と内陸型地震について知っておこう」         講師：岐阜大学 能島暢呂氏 

第 12 回（H27.1.19）於：名古屋市立名城小学校                         参加者：46 名 

「生態系と開発、環境・外来種、生物多様性、環境と生物の関係に関する一般知識から最先端の研究まで」                  

 講師：名古屋工業大学 増田理子氏 

第 13 回（H27.2.2）於：愛知県立加茂丘高等学校                         参加者：77 名 

「災害情報の見方（特に地盤災害に関する降雨情報について）」  

講師：玉野総合コンサルタント㈱  長谷川謙二氏 

第 14 回（H27.2.9）於：名古屋市立鶴舞小学校                         参加者：28 名 

「生態系と開発、環境・外来種、生物多様性、環境と生物の関係に関する一般知識から最先端の研究まで」                  

 講師：名古屋工業大学 増田理子氏 

第 15 回（H27.2.20）於：江南市古知野西公民館                         参加者：20 名 

「コンクリート構造物の維持管理」                   講師：名古屋大学 中村光氏 

6）土木市民講座 

     第 1 回（H26.7.29-30）於：オアシス２１銀河の広場〔100 周年事業〕                 参加者：1100 名 

  「ワー！地震だぁ！君んちの地盤は大丈夫？」      講師：地盤工学会中部支部 久保裕一氏・山田正太郎氏 

     第 2 回（H26.8.21）於：北名古屋市総合体育館会議室                  参加者：31 名 

     「名古屋の「道づくり」のあゆみ」                  講師：栄公園振興㈱ 兼岩孝氏 

     第 3 回（H26.8.28）於：北名古屋市総合体育館会議室                            参加者：29 名 

     「名古屋の地下鉄建設の歩み及び地下鉄線路保守作業」       講師：名古屋市交通局 伊藤正弘氏 

７）自治体ブランチ(愛知県):イブニングサロン 

第１回(H26.5.27)  於：愛知工業大学                        参加者：21名（学生13名、社会人8名） 

愛知工業大学学生を対象                       



 

第2回(H26.7.17)  於：名古屋市立工芸高等学校                 参加者：19名（学生10名、社会人9名） 

名古屋市工芸高等学校生を対象 

第3回(H26.9.1)   於：愛知県庁                            参加者：14名（学生9名、社会人5名） 

愛知県インターシップ研修生を対象(名古屋工業大学、岐阜大学、愛知工業大学、首都大学東京) 

第4回(H26.11.17) 於：名古屋工業大学                       参加者：17名（学生9名、社会人8名） 

名古屋工業大学学生を対象 

8) 学生と技術者の意見交換会 

第 1 回(Ｈ26.7．25) 於：名古屋工業大学                                    対象学生：90 名 

テーマ：土木系で学んだことがどのように役に立つのか？       技術者：名古屋市交通局 伊藤禎浩氏 

第２回(Ｈ26.12．3) 於：名古屋工業大学                                    対象学生：60 名 

テーマ：国交省でどのような仕事をするのか？               技術者：中部地方整備局 関信郎氏 

第 3 回(Ｈ26.12.10) 於：名古屋工業大学                                   対象学生：57 名 

テーマ：コンサルタント業務の重要性，社会に果たす役割      技術者：コンサルタント会社 CE 技術の会 

第 4 回(Ｈ26.12.17) 於：名古屋工業大学                                   対象学生：58 名 

テーマ：高速道路の建設，維持管理                       技術者：中日本高速道路㈱ 秋山氏 

テーマ：電力会社での勤務とは                               技術者：中部電力㈱ 星野氏 

第 5 回(Ｈ27.1.7) 於：名古屋工業大学                                     対象学生：53 名 

テーマ：ゼネコンの仕事のしくみ                  技術者：鹿島建設㈱ 中田慎一氏・上谷泰高氏 

第 6 回(Ｈ27.1.14) 於：名古屋工業大学                                    対象学生：54 名 

テーマ：ゼネコンの仕事について       技術者：大成建設㈱ 脇田雅之氏・杉藤哲也氏・堀田新之助氏 

テーマ：海外での建設業務                      技術者：㈱大林組 野村正順氏・大窪貴子氏 

テーマ：ゼネコンの様々な仕事形態             技術者：清水建設㈱ 伴野哲也氏・長谷川高士氏 

テーマ：土木系で学んだことがどのように役に立つのか？       技術者：名古屋市交通局 伊藤禎浩氏 

9) 学習支援講座 

第１２回 (Ｈ26.7．30)  於：中部地方整備局 中部技術事務所                      参加者：12 名 

先生のための「社会資本」の役割について学ぶ学習支援講座 

10）共催・協賛・後援行事 

1）共催行事 

① 建設技術フェア 2014 in 中部（H26.10.29-30） 

於：吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館）    主催：建設技術フェアin中部実行委員会 

② 橋梁技術発表会及び講演会－100年橋梁を達成する技術－（H26.12.5） 

        於：東建ホール・丸の内 主催：（社）日本橋梁建設協会 

2）協賛行事 

① 第16回次世代自動車公開シンポジウム「モビリティを支える金属材料」（H26.9.24） 

於：名古屋大学IB電子情報館東館2階大講義室      主催：名古屋大学グリーンモビリティ連携研究センター 

② プロジェクトマネジメント学会「中部支部シンポジウム」（H26.11.11） 

於：名古屋工業大学 主催：プロジェクトマネジメント学会 中部支部 

③ 「名鉄のハイキング 電車沿線コース『産業遺産 百々貯木場跡と秋の勘八峡』コース（仮称）」（H26.11.9） 

於：百々貯木場跡（土木遺産）豊田市民芸館他 主催：名古屋鉄道株式会社 

④  日本材料学会東海支部第５２期総会講演会「材料学を減災・防災のためにどう役立てるか」(Ｈ27.4．14) 

於：名古屋大学・環境総合館1F ﾚｸﾁｬｰﾎｰﾙ             主催：公益社団法人 日本材料学会東海支部 

3）後援行事 

① 「名城大学と国土交通省中部地方整備局との連携・協力に関する協定」締結キックオフイベント（H26.6.13） 



 

於：名城大学 天白キャンパス                    主催：名城大学 自然災害リスク軽減研究センター 

② 第 19 回「知多から世界へ」講演会 in セントレア (H26.8.28) 

於：中部国際空港㈱ 第２セントレアビル           主催：特定非営利活動法人「知多から世界へ」  

③ 第 46 回セメント系固化材セミナー（H26.9.17） 

於：ルブラ王山                                                      主催：（一社）セメント協会 

④ 第8回PIセミナー「2027年の名古屋を構想する－名古屋駅周辺と名古屋都市圏のグランドデザイン」（H26.9.26） 

於：愛知芸術文化センター12階アートスペースA    主催：（一社）社会基盤技術評価支援機構・中部 

⑤ 第24回建設コンサルタント業務技術発表会（H26.10.15） 

於：愛知県産業労働センター(ウインクあいち) 12Ｆ          主催：（一社）建設コンサルタンツ協会中部支部 

⑥ 第9回新聞紙で作る高速道路（橋）コンテスト 

於：ナディアパークデザインホール                      主催：中日本高速道路㈱名古屋支社 

⑦ 土木見学バスツアー（H26.11.15） 

於：神戸町下水道事業、西濃環境保全センター 等         主催：公益財団法人 岐阜県建設研究センター 

⑧ 現場技術者のための土質力学：第1回講習会（H26.12.4） 

於：石川四高記念館                             主催：公益社団法人 地盤工学会北陸支部 

⑨ 第 20 回「知多から世界へ」講演会 in セントレア (H27.2.10) 

於：中部国際空港㈱ 第２セントレアビル           主催：特定非営利活動法人「知多から世界へ」  

⑩ 中部地域づくり協会講演会「「河川学」が支える河川・流域の整備と管理」 (H27.3.2) 

於：レセプションハウス名古屋逓信会館４Ｆユニオンホール          主催：(一社)中部地域づくり協会 

11）その他 

「土木学会100周年記念フェスタ in 中部」〔100周年事業〕(H26.7.28～7.30) 

於：オアシス21（銀河の広場）                          参加者：3000名 

 

5. 関西支部 

(1)支部長候補・副支部長・商議員・監査役の選挙(H26.4.10) 

(2)第87回支部総会(H26.5.7) 

(3)役員会 

商議員会 2回 

幹事会 

全体幹事会 4回 

主査幹事会 4回 

総務財務幹事会 3回 

企画講習会幹事会 1回 

市民幹事会 5回 

特定事業幹事会 随時 

運営に関する会議 

役員候補者等選定ＷＧ打合せ会 1回 

支部に関する懇談会 1回 

 (4)委員会・グループ 

関西支部技術賞選考委員会 

選考委員会 4回 

技術賞候補発表会(H27.1.19) 

場所:大阪合同庁舎1号館第1別館 大会議室 参加者:139名 



 

土木学会選奨土木遺産支部推薦委員会 

推薦委員会 5回 

エクスカーション(全国大会) 

専門家と巡る琵琶湖疏水見学(H26.9.10) 参加者:18名 

100周年記念土木遺産国際シンポジウム(H26.9.10)(全国大会) 

場所:大阪大学 豊中キャンパス 参加者:204名 

平成26年度全国大会実行委員会 

実行委員会 3回 

常任員会委員会 3回 

幹事会 6回 

その他 随時 

平成26年度全国大会(H26.9.10～9.12) 

テーマ:百年の計，変わらぬ使命感と進化する土木 

共催:大阪大学 

第69回年次学術講演会(H26.9.10～9.12) 

場所:大阪大学 豊中キャンパス 参加者:1,841名 

研究討論会(H26.9.10･12) 

場所:大阪大学 豊中キャンパス 参加者:14,807名 

国際関連行事(H26.9.10～12) 

場所:大阪大学 豊中キャンパス 参加者:311名 

映画会(H26.9.10～12) 

場所:大阪大学 豊中キャンパス 参加者:414名 

橋梁模型コンテスト(H26.9.10～12) 

場所:大阪大学 豊中キャンパス 参加者:2,011名 

2014年豪雨による水害・土砂災害緊急調査報告会(H26.9.10) 

場所:大阪大学 豊中キャンパス 参加者:449名 

100周年記念土木遺産国際シンポジウム(H26.9.10) 

場所:大阪大学 豊中キャンパス 参加者:204名 

100周年記念討論会(H26.9.11) 

場所:大阪大学 豊中キャンパス 参加者:243名 

基調講演会・特別講演会・全体討論会(H26.9.11) 

場所:ホテル阪急エキスポパーク 参加者:900名 

交流会(H26.9.11)  

場所:ホテル阪急エキスポパーク 参加者:587名 

エクスカーション 

専門家と巡る琵琶湖疏水見学(H26.9.10) 参加者:18名 

関西国際空港見学(H26.9.10) 参加者:10名 

明石海峡大橋主塔登頂体験と野島断層保存館見学(H26.9.11) 参加者:41名 

余部橋梁・『空の駅』と余部・新桃観トンネル工事現場見学(H26.9.12) 

 参加者:31名 

ドボクマニアのカリスマと巡るどぼくカフェツアー(H26.9.13) 参加者:38名 

「安全な国土への再設計」支部連合プラットフォーム(100周年事業) 

支部タスクフォース打合せ会 3回 



 

阪神・淡路大震災20年地震防災フォーラム 

 －来るべき巨大地震にいかに備えるか－(H26.10.29～10.30) 

場所:マイドームおおさか(建設技術展2014近畿) 参加者:650名 

災害時における調査等の相互協力に関する協定締結式 

大阪府・大阪市・堺市(H26.5.7) 

滋賀県(H27.2.6) 

京都府・京都市(H27.3.2) 

地域の災害脆弱性と防災意識の啓発(講師派遣） 

平成26年度災害ボランティアリーダー研修会(H27.2.16) 

主催:大阪府・社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 参加者:59名 

東日本大震災追悼イベント「ぼう祭のつどい～広げよう絆のわ～」(H27.3.8) 

主催:実行委員会（大阪市西区連合振興5町会他） 参加者:70名 

『コンクリート構造の設計・施工・維持管理に関する基本』第5次改訂委員会 

全体委員会 1回 

幹事会 5回 

調査研究委員会 

FCMに着目した橋梁の維持管理に関する調査研究 

委員会 8回 

水辺空間を活かした都市大阪の再生に関する調査研究 

 ～東横堀川をケーススタディとして～ 

委員会 6回 

橋梁の長寿命化・耐震化と更新に関する施策および技術開発の検討に関する連携研究 

委員会 4回 

 (5)企画講習会関連行事 

主催・共催行事 

関西支部年次学術講演会 

平成26年度 

関西支部年次学術講演会(H26.5.31) 

場所:大阪産業大学 中央キャンパス 一般講演:304題 

講演会 参加者:692名 

懇親会 参加者:175名 

平成27年度 

プログラム編成委員会 1回 

市町村等における維持管理の現状と対応に関する講習会(H26.7.24) 

場所:建設交流館 参加者:99名 

コンクリートカヌー競技大会(H26.8.19) 

場所:兵庫県立円山川公苑 参加数:16校19艇 

共催:近畿高校土木会 

第28回コンクリート構造の設計・施工・維持管理の基本に関する研修会(H26.9.24～9.25) 

場所:大阪科学技術センター 参加者:137名 

ぶら・土木6 ぶらッと工場へ 建設機械工場見学会(H26.10.8) 

場所:キャタピラージャパン明石事業所 参加者:20名 

学生のためのキャリア支援 ～相談にのります、将来への道づくり～(H26.10.30) 



 

場所:マイドームおおさか(建設技術展2014近畿) 参加者:190名 

ぶら・土木7 ぶらッと現場へ 新名神現場見学(H26.11.12) 

場所:道場トンネル工事現場、武庫川橋工事現場 参加者:16名 

平成26年度施工技術報告会(H27.2.12) 

場所:建設交流館 参加者:119名 

共催:一般社団法人日本建設機械施工協会関西支部、公益社団法人地盤工学会関西支部、一般社団

法人日本建設業連合会関西支部 

地方講演会(奈良県)(H27.2.13) 

場所:奈良県中小企業会館 参加者:115名 

共催:奈良県建設技術協会 

協賛行事 

土質・基礎に関する技術講習会(H26.5.13) 

主催:公益社団法人地盤工学会関西支部 参加者:23名 

第331回講習会「破壊力学の基礎と最新応用(実験実習・計算演習付き)」(H26.5.20～5.21) 

主催:一般社団法人日本機械学会関西支部 参加者:100名 

第332回講習会「事例に学ぶ流体関連振動(トラブル事例相談会付き)」(H26.7.28～7.29) 

主催:一般社団法人日本機械学会関西支部 参加者:53名 

社会基盤構造物の維持管理 橋梁を「視る・診る・看る」(H26.8.26) 

主催:一般財団法人災害科学研究所 参加者:172名 

「近江盆地の地盤情報を学ぶ」講習会(H26.9.25) 

主催:KG-NET・関西圏地盤研究会、関西地質調査業協会 参加者:100名 

日本機械学会関西支部特別フォーラム ～機械・構造物の「老い」と向き合う～ 

 経年構造物をどう維持管理するか(H26.9.26) 

主催:一般社団法人日本機械学会関西支部 参加者:100名 

第333回講習会「熱応力による変形・破壊の評価方法と対策事例」(H26.10.23～10.24) 

主催:一般社団法人日本機械学会関西支部 参加者:84名 

橋梁模型コンテスト(H26.11.15) 

主催:土木の学校、神戸市建設局 参加者:10校15チーム68名 

Kansai Geo-Symposium 2014 

 地下水地盤環境・防災・計測技術に関するシンポジウム(H26.11.21) 

主催:公益社団法人地盤工学会関西支部、地下水地盤環境に関する研究協議会 

 参加者:135名 

第335回講習会「切削加工の基礎から最新まで」 

 ～切削加工の基礎理論を理解して最新技術を学ぶ～(H26.12.4～12.5) 

主催:一般社団法人日本機械学会関西支部 参加者:52名 

第9回若手シンポジウム ～若手による材料研究の開拓・継承・融合～(H26.12.5～12.6) 

主催:公益社団法人日本材料学会関西支部 参加者:24名 

地震防災フォーラム2015 阪神・淡路大震災から20年 

 －関震協の取り組みとその貢献を振り返る－(H27.1.9) 

主催:関西地震観測研究協議会 参加者:90名 

第8回「災害対策セミナー in 神戸」(H27.1.23) 

主催:公益社団法人日本技術士会近畿本部 参加者:41名 

第336回講習会「実務者のための騒音防止技術(展示，簡易実習付き)」(H27.1.26～1.27) 



 

主催:一般社団法人日本機械学会関西支部 参加者:100名 

後援行事 

「トンネル切羽前方探査」講演会(H26.4.11) 

主催:一般財団法人災害科学研究所 参加者:161名 

第11回ジオテク講演会(H26.4.23) 

主催:一般財団法人災害科学研究所 参加者:80名 

技術士兼弁護士から見た最新の建設トピックス解説講座(H26.5.16ほか計6回) 

主催:SCE研究会 参加者:107名 

橋の科学館講演会 第13回 現在の大学における教育や研究の動向について 

 －橋梁等の鋼構造物に関する研究を例に－(H26.5.17) 

主催: 橋の科学館 参加者:44名 

公開シンポジウム 建築・土木構造物の安全・安心を支える工法協会の役割と使命(H26.6.4) 

主催:一般社団法人全国鉄筋溶接継手工法協会 参加者:86名 

第13回COBRA講演会(H26.6.12) 

主催:NPO法人建設副産物リサイクル促進機構 参加者:100名 

第1回「震災対策技術展」大阪(H26.6.17～6.18) 

主催:「震災対策技術展」大阪実行委員会 参加者:8923名 

2014年度京都景観エリアマネジメント講座基礎講座(第5期)(H26.7.19ほか計8回) 

主催:NPO法人京都景観フォーラム 参加者:272名 

花王㈱和歌山工場親子見学会(H26.7.28) 

主催:公益社団法人日本コンクリート工学会近畿支部 参加者:28名 

「近江盆地の地盤の成り立ちと防災」講演会(H26.8.17) 

主催:KG-NET・関西圏地盤研究会 参加者:40名 

Japan Steel Bridge Competition 2014(H26.8.30～8.31) 

主催:JSBC2014実行委員会 参加者:19大学20チーム220名 

第7回「ゆめづくりまちづくり賞」(H26.9.2～10.31) 

主催:快適都市実現委員会 応募者:25件 

with Dam ★ Night in Osaka(H26.9.11) 

主催:一般社団法人ダム工学会 参加者:133名 

第47回研究発表会(H26.9.18) 

主催:一般社団法人建設コンサルタンツ協会近畿支部 参加者:459名 

橋の科学館講演会 第14回 大震災から20年 

 －地震で失ったもの、伝えるべきもの、そして活かさなければならないもの－(H26.9.27) 

主催: 橋の科学館 参加者:35名 

災害科学研究所「現場リーダー」研修会(H26.9.30) 

主催:一般財団法人災害科学研究所 参加者:16名 

災害科学研究所「研究交流会」(H26.10.15) 

主催:一般財団法人災害科学研究所 参加者:56名 

くらしをささえる人と技術がわかる! ～ふれあい土木展2014～(H26.11.14～11.15) 

主催:国土交通省近畿地方整備局近畿技術事務所 参加者:1600名 

橋の科学館講演会 第15回 恐竜橋を架ける 

 －東京ゲートブリッジの大型起重機船による大ブロック一括架設－(H26.11.29) 

主催: 橋の科学館 参加者:43名 



 

セメントの底力セミナー(H26.12.3) 

主催:一般社団法人セメント協会 参加者:140名 

盛土の防災を考える技術セミナー(H26.12.11) 

主催:一般財団法人災害科学研究所、盛土の性能向上技術普及研究会 参加者:95名 

これからの公共デザインを考える 

 ～組織を超えた自治体ネットワークの構築に向けて～(H26.12.20) 

主催:GSデザイン関西自治体連絡会議 参加者:92名 

橋の科学館講演会 第16回 1995.1.17 震災と明石海峡大橋(H27.1.17) 

主催: 橋の科学館 参加者:68名 

地域デザイン研究会2015プロジェクト研究会 「都市計画--その歴史に学び、次代に対応しうる仕組み・

制度を考える ～国交省望月技術審議官を囲み熱く議論する～」(H27.1.23) 

主催:特定非営利活動法人地域デザイン研究会 参加者:91名 

災害科学研究所 平成26年度特別講演会 巨大地震災害とどう向き合うか 

 －東日本大震災に学び，明日の巨大地震に備える－(H27.2.16) 

主催:一般財団法人災害科学研究所 参加者:120名 

橋の科学館講演会 第17回 世界初 三連吊り橋 来島海峡大橋の技術(H27.3.14) 

主催: 橋の科学館 参加者:58名 

(6)市民対象行事 

主催行事 

小中高生対象見学会(H26.6.7) 

テーマ:ダムと道路を探検しよう！ 

内容:日吉ダム、京都縦貫自動車道工事現場 参加者:136名 

小中学生対象夏休み土木実験教室(H26.8.2) 

内容:コンクリート実験、地図と地図記号 

場所:土木学会関西支部 参加者:59名 

教員免許状更新講習(H26.8.6) 

共催:兵庫教育大学 

テーマ:知っておきたい！橋の歴史、種類と役割 ～身近な橋から世界一の吊橋まで～  

場所:本州四国高速道路株式会社神戸管理センター、橋の科学館 参加者:29名 

『土木実験・プレゼン大会』～どうして？なぜ？が一目でわかる～(H26.10.29)  

場所:マイドームおおさか(建設技術展2014近畿) 参加者:300名 

一般市民対象見学会(H26.11.15)  

テーマ:ダムとトンネルの土木工事現場見学会 in ふくい 

内容:福井県河内川ダム工事現場、冠山峠道路第2トンネル工事現場 参加者:75名 

エクスカーション(全国大会) 

関西国際空港見学(H26.9.10) 参加者:10名 

明石海峡大橋主塔登頂体験と野島断層保存館見学(H26.9.11) 参加者:41名 

余部橋梁・『空の駅』と余部・新桃観トンネル工事現場見学(H26.9.12) 

 参加者:31名 

共催行事 

小中学生対象夏休み土木実験教室(H26.8.4) 

共催:土木学会中国支部 

内容:なぎさ公園小学校(広島市佐伯区) 参加者:54名 



 

協力行事 

講師派遣(H26.7.26) 

主催:JBハイウェイサービス株式会社神戸営業部 参加者:27名 

内容:夏休み自由研究教室「つよい橋を作ろう」 

(7)「土木の日」関連事業 

「土木の日」関連行事関西地区連絡会 3回 

「土木の日」ポスター募集(H26.6.2～9.5) 応募数:子供部門 439編、一般部門 82編 

テーマ:つくってみたい未来の橋 

(8)FCC(フォーラム・シビル・コスモス) 

全体会議 3回 

FCCフォーラム  

テーマ:どぼく+ハンズ(H26.10.10～11.30) 

場所:東急ハンズ梅田店 HANDS CAFE 参加者:多数 

FCCどほくカフェ 

第14回(H26.9.11) 

テーマ:モノレールトークカフェ 

場所:万博記念公園駅 参加者:60名 

第15回(H26.10.16) 

テーマ:コクドウを味わう 

場所:東急ハンズ梅田店 HANDS CAFE 参加者:14名 

第16回(H26.10.23) 

テーマ:廃道から昔と今を想う 

場所:東急ハンズ梅田店 HANDS CAFE 参加者:26名 

第17回(H26.11.8) (100周年事業) 

テーマ:余部橋梁の空の駅・道の駅  

場所: 大阪ステーションシティ 時空の広場  参加者:約30名 

第18回(H26.11.13) 

テーマ:デザインマンホールの魅力 

場所:東急ハンズ梅田店 HANDS CAFE 参加者:27名 

第19回(H26.11.28) 

テーマ:どぼくと地形の凸凹協奏曲 

場所:東急ハンズ梅田店 HANDS CAFE 参加者:30名 

エクスカーション(全国大会) 

ドボクマニアのカリスマと巡るどぼくカフェツアー(H26.9.13) 参加者:38名 

会場:名阪国道・国道25号五月橋・比奈地ダム・国道308号暗峠・阪神高速東大阪JCT 

  参加者:46名 

(9)土木学会創立100周年関連行事 

「安全な国土への再設計」支部連合プラットフォーム 

支部タスクフォース打合せ会 3回 

阪神・淡路大震災20年地震防災フォーラム 

 －来るべき巨大地震にいかに備えるか－(H26.10.29～10.30) 

場所:マイドームおおさか(建設技術展2014近畿) 参加者:650名 

災害時における調査等の相互協力に関する協定締結式 



 

大阪府・大阪市・堺市(H26.5.7) 

滋賀県(H27.2.6) 

京都府・京都市(H27.3.2) 

100周年記念土木遺産国際シンポジウム(H26.9.10)(全国大会) 

場所:大阪大学 豊中キャンパス 参加者:204名 

土木コレクション2014 HANDS+EYES(H26.11.6～11.8) 

場所:大阪ステーションシティ 時空の広場 参加者:50名 

第17回FCCどほくカフェ(H26.11.8)  

テーマ:余部橋梁の空の駅・道の駅  

場所: 大阪ステーションシティ 時空の広場  参加者:約30名 

(10)刊行物・資料 

行事案内 5回 

平成26年度関西支部年次学術講演会講演概要集(CD-ROM)(H26.5.10) 

支部だより第71号(H26.7.1) A4判 14ページ 

関西の選奨土木遺産(H26.8) A4判 22ページ 

コンクリート構造の設計・施工・維持管理の基本 第5次改訂版(H26.9.1) A4判 443ページ 

平成26年度施工技術報告会講演概要(H27.2.12) A4判 56ページ 

 

6．中国支部 

(1) 平成 26 年度支部総会（H26.4.18） 

 開催場所：メルパルク広島（広島市中区），参加者：41 名（委任状：523 名） 

(2) 商議員会 2回 

(3）幹事会 6回 

(4) 役員選出委員会 1回 

(5) ブランチ活動（島根会） 

 ・島根会総会（H27.1.15） 開催場所：松江工業高等専門学校，参加者：8 名 

(6) 調査研究委員会活動 

 ・コンクリート構造物の設計，施工，維持管理に関する研究委員会 4回 

(7) 選奨土木遺産支部選考委員会 1回 

(8) 「安全な国土への再設計」中国支部タスクフォース委員会 1回 

(9) 支部活性化WG 2回 

(10) 支部行事 

（Ａ） 講演会・報告会等 

〔主催行事〕 

① 特別講演会（H26.4.18） 開催場所：メルパルク広島，参加者：138名 

 ・津波・高潮災害に対する持続可能な防災体制を目指して 高知工科大学教授 磯部 雅彦 

② 島根県西部豪雨災害調査報告会（H26.5.30） 開催場所：島根県庁，参加者：30名 

 ・昨年の気象状況と今年の予測 松江地方気象台 山川 祐士 

 ・平成２５年８月島根豪雨災害の特徴 広島大学 河原 能久 

 ・平成２５年８月島根豪雨災害における避難行動 松江工業高等専門学校 淺田 純作 

③ 広島豪雨災害合同緊急調査報告会（H26.10.8） 開催場所：広島国際会議場，参加者：343名 

 ・支部長挨拶 岡山大学 前野 詩朗 

 ・調査団について 広島大学 土田  孝 



 

 ・気象について 広島工業大学 田中 健路 

 ・河川災害について 広島大学 川原 能久 

 ・地盤災害について 広島工業大学 熊本 直樹 

 ・県営緑ヶ丘住宅の源頭部等について 復建調査設計(株) 中井 真司 

 ・建築物について 広島大学 山本 春行 

 ・砂防堰堤等の効果について 山口大学 松田  博 

 ・雨量と避難情報 広島大学 土田  孝 

 ・６．２９災害との比較 呉工業高等専門学校 森脇 武夫 

 ・計画的な視点 広島大学 藤原 章正 

 ・まとめ 広島大学 土田  孝 

④ 平成２６年度工事報告会（H26.10.24） 開催場所：サテライトキャンパスひろしま，参加者：52名 

 ・白島新駅の整備について 広島市 石井 源太 

 ・広島港海岸（坂地区）における高潮対策について 広島県 齋藤  誠 

 ・中国横断自動車道尾道松江線松江自動車道の整備効果 中国地方整備局 守山 和彦 

 ・広島豪雨災害合同調査団の活動について 広島大学 一井 康二 

⑤ 土木イメージアップシンポジウム（H26.10.25） 

開催場所：鳥取県立生涯学習センター，参加者：191 名 

⑥ 産官学土木技術セミナー（H26.11.12） 開催場所：岡山大学，参加者：37名 

 ・インフラ構造物の維持管理手法に関する研究 岡山大学教授 西山  哲 

 （株）ニュージェック道路グループ統括 水口 尚司 

 ・不飽和地盤の浸透特性値の測定方法に関する研究 岡山大学教授 竹下 祐二 

 ・ごみ3R行動のメカニズムとその普及啓発 岡山大学准教授 松井 康弘 

 ・人口減少下における都市スポンジ化現象の時空間解析 岡山大学助教 氏原 岳人 

⑦ シニア活性化プロジェクト土木シニア講演会（H26.12.4） 

 開催場所：サテライトキャンパスひろしま，参加者：40名 

 ・最近の国土交通行政の方向及び広島土砂災害について 国交省中国地方整備局 足立  徹 

 ・広島土砂災害におけるボランティア活動とよろず相談 一山コンサルタント 山下 祐一 

 ・グローバル化と地方土木の生きる道 広島大学 塚井 誠人 

〔共催行事〕 

① 市民セミナー「防災工学」[呉高専]（H26.8.9～H27.2.14），合計 7 回開催 

開催場所：呉市防災センター，参加者：のべ 276 名  

② 市民セミナー「発展途上国で求められる環境技術」[呉高専]（H26.8.23） 

開催場所：呉工業高等専門学校，参加者：6 名  

③ 中国地方建設技術開発交流会[中国地整] 参加者合計：970 名  

岡山県会場(H26.10.14)，開催場所：さん太ホール 

島根県会場(H26.10.23)，開催場所：くにびきメッセ 

山口県会場(H26.10.28)，開催場所：山口県健康づくりセンター 

広島県会場(H26.10.31)，開催場所：広島県民文化センター 

鳥取県会場(H26.11. 6)，開催場所：とり銀文化会館 

④ 岡山大学環境デザイン工学科ホームカミングデー[岡山大学]（H26.10.18） 

開催場所：岡山大学，参加者：66 名 

⑤ 第 1 回実りある学舎[中国地整港湾]（H26.11.6） 

開催場所：中国地方整備局港湾空港部，参加者：36 名 



 

⑥ 第 1 回民間技術説明会[中国地整港湾]（H26.12.18） 

開催場所：中国地方整備局港湾空港部，参加者：42 名 

⑦ 特別講演会[山口大学]（H27.1.29） 開催場所：山口大学，参加者：145名 

 ・国土交通行政に関する最近の話題 国土交通省中国地方整備局長 尾藤 勇 

⑧ 第２回実りある学舎[中国地整港湾]（H27.2.26） 

開催場所：中国地方整備局港湾空港部，参加者：41 名 

⑨ 第 2 回民間技術説明会[中国地整港湾]（H27.3.4） 

開催場所：中国地方整備局港湾空港部，参加者：50 名 

〔後援行事〕 

① 平成 26 年度土砂災害防止県民の集い[広島県]（H26.5.30） 

開催場所：はつかいち文化ホール，参加者：450 名 

② 岡山大学による産官学連携最新土木技術研究会[岡山大学]（H26.6.11） 

開催場所：岡山大学，参加者：80 名 

③ 第１回中国地方藻場・干潟サミット[中国地整]（H26.6.21） 

開催場所：廿日市総合健康福祉センター，参加者：200 名 

④ 防災工学～自主防災組織を育てる～第２回[呉高専]（H26.6.21） 

開催場所：呉市防災センター，参加者：39 名 

⑤ 防災工学～自主防災組織を育てる～第３回[呉高専]（H26.7.19） 

開催場所：呉市防災センター，参加者：35 名 

⑥ 地域産学官と技術士の合同セミナー[技術士会]（H26.9.20） 

開催場所：広島市文化交流会館，参加者：133 名 

⑦ 山口県コンクリート診断士会講演会[リハテック研究会]（H26.10.17） 

開催場所：広島工業大学広島校舎 

⑧ JCI 中国支部第３回講演会[JCI 中国支部]（H26.9.16） 

開催場所：広島商工会議所会議場，参加者：40名 

⑨ 第47回セメント系固化材セミナー（広島）[セメント協会]（H26.12.3） 

開催場所：広島県ＪＡビル，参加者：150名 

⑩ JCI 中国支部第４回講演会[JCI 中国支部]（H26.12.12） 開催場所：広島工業大学，参加者：80 名 

⑪ 港湾空港技術特別講演会 in 広島 2014[中国地整]（H27.1.23） 

開催場所：広島 YMCA 国際文化センター 

⑫ 自転車まちづくりシンポジウム in 広島[ひろしま輪輪プロジェクト]（H27.1.30） 

開催場所：広島市まちづくり市民交流プラザ，参加者：100 名 

⑬ 自転車まちづくりシンポジウム in 尾道[ひろしま輪輪プロジェクト]（H27.2.1） 

開催場所：尾道商業会議所記念館，参加者：70 名 

⑭ JCI 中国支部第５回講演会[JCI 中国支部]（H27.4.3） 開催場所：広島工業大学，参加者：80 名 

 

（Ｂ） 講習会 

〔後援行事〕 

① コンクリート構造物の長寿命化対策に関わる技術講習会[日本建設保全協会]（H26.8.21） 

開催場所：松江テルサ，参加者：120名 

② コンクリート構造物の長寿命化対策に関わる技術講習会[日本建設保全協会]（H26.8.22） 

開催場所：とりぎん文化会館，参加者：100名 

③「わかりやすいコンクリート」講習会[JCI中国支部]（H26.12.5） 開催場所：くにびきメッセ 



 

     

（Ｃ） 支部研究発表会 

・第66回 平成26年度支部研究発表会（H26.5.30～5.31） 

開催場所：松江工業高等専門学校，参加者：300名 

  

（Ｄ） 見学会・体験会 

〔主催行事〕 

① 斐伊川流域の治水対策（H26.5.30） 開催場所：松江市（斐伊川放水路，天神川水門），参加者：２１名 

② 夏休み親子現場見学会（H26.7.26） 

開催場所：広島新交通１号線新白島駅（仮称）建設工事，参加者：54 名 

③ 夏休み土木実験教室（H26.8.4） 開催場所：広島市なぎさ公園小学校，参加者：54 名 

④ 土木遺産ツアー（H26.10.26） 開催場所：鳥取県安長土手，旧美歎水源地，参加者：20 名 

⑤ 安芸灘とびしま海道７つの橋めぐり（H27.3.15） 参加者：47 名 

開催場所：安芸灘大橋～蒲刈大橋～豊島大橋～豊浜大橋～平羅橋～中の瀬大橋～岡村大橋 

〔共催行事〕 

① 水の科学・流れの科学～水のおもしろ理科研究～[呉高専]（H26.7.27） 

開催場所：呉工業専門高等学校，参加者：30 名 

② コンクリート琴を作ってみよう！[呉高専]（H26.８.23～8.24） 

開催場所：呉工業専門高等学校，参加者：3 名 

③ コンクリートのペーパーウェイトを作ってみよう！[呉高専]（H26.9.13～9.14） 

開催場所：呉工業専門高等学校，参加者：6 名 

④ ハイウェイちびっこセミナー[NEXCO 西日本]（H26.11.18～11.19） 

開催場所：西日本高速道路中国支社，参加者：232 名 

⑤ コンクリートのペーパーウェイトを作ってみよう！[呉高専]（H26.12.13～12.14） 

開催場所：呉工業専門高等学校，参加者：7 名 

〔後援行事〕 

① 地形模型をつくってみよう[呉高専]（H26.7.19） 開催場所：呉工業高等専門学校，参加者：7 名 

② 早期交通開放型コンクリート舗装施工見学会[セメント協会]（H26.9.18） 

開催場所：住友大阪セメント東岡山サービスステーション 

 

（Ｅ） 選奨土木遺産認定式 

 ・来原岩樋（H26.11.2） 開催場所：出雲ドーム，参加者：50名 

（Ｆ） 支部タスクフォース 

（Ｇ） １００周年記念支部事業 

〔主催行事〕 

 ・土木学会創立１００周年事業中国支部（H26.7.3～7.6） 

開催場所：広島駅南口エールエール地下広場，参加者：1,200 名 

〔共催行事〕 

① 若手交流サロン「次世代の土木技術者が描く未来社会と“私の貢献”」（H26.5.31） 

開催場所：松江高等専門学校，参加者：90名 

② 土木コレクション（H26.5.31～6.1） 開催場所：松江テルサ 

 

（Ｈ） 展示会・コンクール 



 

〔主催行事〕 

① 第７回「身近な土木を描いてみよう！」図画コンクール（H26.7～H26.11） 

開催場所：広島県内，参加者：979名 

② 選奨土木遺産写真展（H26.10.25） 開催場所：鳥取県立生涯学習センター，参加者：131 名 

③ 選奨土木遺産写真展～広島編（H27.2.19） 

開催場所：広島市まちづくり市民交流プラザ，参加者：122 名 

〔共催行事〕 

① エネルギア土木研究展 2014[中国電力]（H26.8.26） 

開催場所：中国電力㈱エネルギア総合研究所，参加者：500 名 

② 環境都市工学展[呉高専]（H26.11.1） 開催場所：呉工業高等専門学校，参加者：200 名 

(11) 調査研究活動助成 

① 調査研究活動助成（A）なし 

② 調査研究活動助成（B）「道路空間再配分による自転車通行空間の創出に関する研究」 

研究代表者 小路 泰広（広島高速道路公社） 

③ 調査研究活動助成（B）「中国地方におけるトンネルの合理的設計・施工に関する研究」 

研究代表者 中川 浩二（NPO法人臨床トンネル工学研究所） 

(12) 表 彰 

① 優秀学生表彰：31 校 32 学科 32 名 

② 中国支部研究発表会若手優秀発表者賞：28 名 

③ 第7回「身近な土木を描いてみよう！」図画コンクール：優秀作品:13名，佳作作品:53名 

 

7．四国支部 

（1）支部総会（H26.5.30） 参加者：総会 89 名 交流会 64 名 ザグランドパレス(徳島市) 

（2）商議員会（H26.5.30）（H26.11.12） 2 回 

（3）幹事会（H26.4.25）（H26.7.22）（H26.10.23）（H27.2.18） 4 回 

（4）第 1 回中期運営グループ（H26.7.22） 1 回 

（5）第 20 回技術研究発表会（H26.5.31） 参加者：延べ 476 名 徳島大学 

・一般発表 7 部門 168 編 

・Web 発表 Web セッション 8 編 

・フォーラム｢四国におけるインフラ維持管理の現状と課題｣              参加者：105 名 

（6）講演会、講習会、シンポジウムなど 

【支部主催行事】 

①支部総会特別講演会｢四国初Ｊ１クラブ誕生｣（H26.5.30）   参加者：128名 ザグランドパレス(徳島市) 

②「コンクリートの施工性能の照査・検査システム」研究小委員会 

  第２期委員会報告に関する四国地区講習会（H26.9.19） 参加者：33名  ホテルパールガーデン(高松市) 

③瀬戸大橋の塔頂を含む体験ツアー（H26.9.28）        参加者：76名 瀬戸大橋主塔(坂出市)          

④平成26年度｢土木の日｣記念行事（H26.10.10）       参加者：100名 サンポートホール高松(高松市) 

 ・平成26年度土木学会選奨土木遺産「熊井隧道」認定書授賞式 

 ・特別講演会「宇宙から土砂災害を見張る」～リモートセンシング技術の現状と活用～ 

 ・土木学会選奨土木遺産パネル展（10.10～10.11） 

⑤平成26年自然災害フォーラム（H26.12.22） 参加者：57名 サンポートホール高松(高松市)          

⑥第9回南海地震四国地域学術シンポジウム（H27.1.20） 参加者：127名 サンポートホール高松(高松市) 

⑦学術講演会「来たるべき巨大地震と社会インフラへの影響およびその減災に向けた課題について」 



 

（H27.3.30） 参加者：74名 サンポートホール高松(高松市) 

【100 周年事業】 

①どぼくフェスタin松山（H26.5.17～5.20）                      松山市大街道商店街 

 ・土木コレクションHANDS＋EYES 

 ・土木ふれあいフェスタ 

 ・土木カフェ「道が趣味」 

②若手土木技術者の交流サロン「四国における土木の将来像と私たちの役割」(H26.5.31)   参加者：20名 徳島大学 

③安全な国土の再設計「防災講演会」（H26.10.10）     参加者：140名 サンポートホール高松(高松市) 

【支部共催行事】 

①「四国災害アーカイブス記念講演会」四国４県で開催  

  愛媛（H26.4.21）           松山全日空ホテル(松山市) 

  徳島（H26.4.23）           徳島県ＪＡ会館(徳島市) 

  香川（H26.4.24）           ホテルパールガーデン(高松市) 

  高知（H26.4.25）           高知ぢばさんセンター(高知市) 

②えひめ防災フォーラム２０１４－南海トラフ巨大地震から生命を守る－(H26.8.12) ひめぎんホール(松山市) 

③２０１４年度土木学会建設マネジメント委員会地域シンポジウム(四国) （H26.11.10） 高知会館(高知市) 

    テーマ「高知の新たな公共工事システムの構築」 

【支部後援行事】 

①第5回次世代地盤改良技術に関するワークショップ（H26.8.29） 愛媛大学 

②｢地下水調査の方法と解説－実務上の留意点と新たな基準制定に向けて－｣（H26.10.27）  

   参加者：68名 サンポートホール高松(高松市) 

③吉野川の橋めぐりバスツアー（H26.11.18）  

  参加者：40名 阿波しらさぎ大橋、吉野川橋、美濃田大橋、穴吹橋(徳島市) 

④｢景観からの道づくり｣講習会 in 高松（H27.3.4）                  香川県社会福祉総合センター(高松市) 

【地区行事】 

香川地区 

①平成26年度香川県地盤工学研究会ミニ技術セミナー(H26.7.18)〔共催行事〕 参加者:43名香川高等専門学校 

テーマ｢新しい宅地地盤の調査法｣   

②平成26年度香川高専ミニ技術セミナー（H26.10.10）〔共催行事〕 参加者:7名 香川高等専門学校 

テーマ｢室内三軸試験･基本操作と適用｣   

③日本建築学会四国支部と共催行事｢四国の建築家の講演会｣（H26.10.11） 参加者:110名 香川大学工学部 

演題｢人と自然の豊かな関係づくり－グローバル化の中で、地域を考える｣ 〔共催行事〕  

④実践的な原位置透水試験法(基本コース)（H26.10.17）〔共催行事〕 参加者:19名 香川高等専門学校 

⑤平成26年度香川高専ミニ技術セミナー（H26.12.23）〔共催行事〕 参加者:11名 香川高等専門学校 

テーマ｢近年の災害とコンクリート2次製品の関わりについて｣  

⑥現場で使える原位置透水試験法(応用コース)（H27.1.23）〔共催行事〕 参加者:16名 香川高等専門学校 

⑦工事現場見学会（H27.1.27）〔主催行事〕 参加者:36名 撫養港海岸現場見学(徳島県鳴門市) 

⑧平成26年度第1回技術交流会（H27.2.4）〔共催行事〕 参加者:16名 香川高等専門学校 

⑨平成26年度第2回技術交流会（H27.2.19）〔共催行事〕 参加者:15名 香川高等専門学校 

⑩第7回香川大学危機管理シンポジウム（H27.2.26）〔共催行事〕 サンポートホール高松(高松市) 

｢大規模災害に備えた防災意識の向上を目指して｣～防災教育が命を守る～  

⑪バスツアー｢エコロジーやらジオロジーを学んでみまぃ｣（H27.2.28）〔後援行事〕  

参加者：30名 多度津町内ため池･水路浄化システム見学、三豊市荘内半島(多度津町、三豊市) 



 

徳島地区 

①市民向け講演会｢吉野川干潟観察会｣（H26.7.27）〔後援行事〕 参加者：5名 吉野川河口干潟 

②修習技術者支援講習会 〔共催行事〕  

出発セミナー （H26.4.14） 参加者：34名 あわぎんホール 

第2回セミナー（H26.4.26） 参加者：13名 あわぎんホール 

第3回セミナー（H26.6.15） 参加者：27名 あわぎんホール 

愛媛地区 

①技術士セミナー（H26.4.26）〔共催行事〕 参加者：14名 愛媛大学 

②技術士口頭試験準備講習会（H26.11.15）〔共催行事〕 参加者：11名 愛媛大学 

③講演会および産官学交流会（H27.2.3）〔主催行事〕 

 参加者：講演会129名 交流会62名 松山全日空ホテル(松山市) 

高知地区 

①高知県建設系教育協議会との共催行事  

・｢中学生が講師役で防災出前授業を行うための講習会｣ 

第1回（H26.10.11） 参加者：22名 高知工業高校 

第2回（H26.11.15） 参加者：15名 高知工業高校 

・｢建設について学ぶ｣ 

第1回（H26.8.6）             参加者：20名 高知農業高校 

第2回（H27.1.7）             参加者：24名 南国市立長岡小学校学童 

②高知県橋梁会との共催行事  

第1回研修会（H26.4.18） 参加者：71名 高知会館 

第2回研修会（H26.8.25） 参加者：60名 高知会館 

第3回研修会（H26.12.19） 参加者：68名 高知会館 

③高知県地震防災研究会･2014年度技術発表会（H26.7.12）〔共催行事〕 

 参加者：88名 高知市文化プラザかるぽーと 

（7）委員会活動  

・国際問題研究委員会  

・インターネット活用委員会 WG1回 

・支部選奨土木遺産選考委員会 メール会議 

・四国地域緊急災害調査委員会 メール会議 

・四国ブロック南海地震研究委員会 メール会議 

・土木学会四国支部賞選考委員会 2回､メール会議 

・土木学会四国支部地域貢献事業運営委員会  

・｢安全な国土の再設計｣土木学会四国支部タスクフォース メール会議 

（8）優秀卒業・修了生の表彰 

優秀卒業生・修了生25名（大学学部4名、大学院4名、高専3名、高専専攻科3名、高校11名）の表彰を行った。 

（9）土木学会四国支部賞表彰 

   技術功労賞、技術賞、研究･論文賞、技術活用賞、地域技術賞、地域貢献賞、優秀発表賞の各賞の表彰を行っ

た。 

（10）｢土木の日｣及び｢くらしと土木の週間｣行事 

1）講演会 

土木の日記念行事（特別講演会）（H26.10.10） 参加者：100 名 サンポートホール高松(高松市) 

2）見学会 



 

高校生現場見学会（H26.10.30･11.18･12.1）参加者：県立工業高校 徳島県内の土木･建築施設の工事現場 

とくしま防災フェスタ2014企画展｢土木の仕事と防災｣(H26.11.2) 参加者：来場者 徳島県立防災センター 

香川県土木の日体験バスツアー（H26.11.22） 参加者：約40名 香川県内の土木施設や工事現場 

愛媛県現場見学会（H26.11.10）  

参加者：47名 ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業、車両基地･貨物駅工事現場 

愛媛県現場見学会（H26.11.18） 参加者：23名 (国)378号俵津バイパス工事現場 

愛媛県現場見学会（H26.11.18） 参加者：54名 奥浦白浦線道路改築工事現場 

愛媛県現場見学会（H26.11.19） 参加者：16名 横浜生名港線道路改築工事現場 

愛媛県現場見学会（H26.11.28） 参加者：55名 三島川之江港湾岸環境整備工事現場 

高知県建設バス（H26.11.26）  

参加者：15名 仁淀川橋上部工波介川水門耐震工事､県道春野赤岡線(浦戸大橋)防災安全交付金工事 

高知県建設バス（H26.11.28）参加者：40名 仁淀川橋上部工天神高架橋架設工事､枝川西高架橋上部工事 

高知県建設バス（H26.12.9）  

参加者：42名 波介川水門耐震工事､仁淀川橋上部工天神高架橋架設工事､枝川西高架橋上部工事 

高知県建設バス（H26.12.16） 参加者：12名 和食ダム本体工事､高知三里地区防波堤工事 

高知県建設バス（H26.12.18）  

参加者：30名 橘川トンネル工事､有井川橋補修工事､不破堤防工事､平田側道橋野地橋補修関連 

高知県建設業協会｢防災フェスタ｣（H26.11.23） 参加者：一般市民 高知市中央公園 

建設工事現場見学会（年間通して随時） 参加者：学生､教師､一般市民 会員会社工事現場 

土木施設の見学バスツアー（H26.11.16）  

参加者：57名 宝山湖､香川用水東西分水工･香川用水記念公園､綾川浄水場､新滝宮橋 

ダムおよび発電所見学会（H26.10月～11月） 参加者：30名 ダム､発電所､変電所 

3）大学・高専公開行事 

香川大学パネル展示（H26.11.1） 参加者：高校生､一般市民 香川大学工学部 

愛媛大学土木パネル展示および実験（H26.11.8･9） 参加者：小･中･高校生や一般市民 愛媛大学工学部 

高知工科大学パネル展示（H26.10.18･19） 参加者：一般市民 高知工科大学 

高知大学パネル展示および実験（H26.11.3） 参加者：一般市民 高知大学農学部 

建設専門展示と子供実験（H26.11.8･9） 参加者：小･中･高校生や一般市民 阿南工業高等専門学校 

サイエンスフェスタ2014in香川高専（H26.11.8･9） 参加者：小学生と保護者 香川高等専門学校 

香川高専「第23回皆楽祭」土木専門展示（H26.11.8･9） 参加者：小･中学生 香川高等専門学校 

高知高専「第27回高専祭」パネル展示と実験（H26.11.8･9） 

 参加者：小･中･高校生や一般市民 高知工業高等専門学校 

4）パネル展 

土木学会選奨土木遺産パネル展（H26.10.10～11）     参加者：一般市民 サンポートホール高松 

鉄道土木写真展（H26.11.17～21） 参加者：一般市民 高松駅コンコース 

 

8．西部支部 

（1）役員会（H26.4.17） 福岡市 

（2）第 76 回定期総会（H26.5.15） 福岡市 

（3）幹事会・各部会（H26.5～27.3） 福岡市 

（4）支部行事 

特別講演会「プロジェクト九州 － 人と技術と情熱と」（H26.5.15） 参加者：104 名 福岡市 

土木学会 100 周年記念 土木コレクション in 福岡・どぼくカフェ（H26.6.4-8） 福岡市 



 

平成 26 年度西部支部 親子見学会 

～九州新幹線俵坂トンネル、さが水ものがたり館、嘉瀬川ダム～（H26.8.26） 参加者：33 名 佐賀県 

  土木学会 100 周年記念 韓国・日本・台湾ジョイントセミナー（H26.8.28-30）    参加者：100 名 釜山（韓国） 

第 7 回土砂災害に関するシンポジウム（H26.9.26-27） 参加者：206 名 福岡市 

第 13 回都市水害に関するシンポジウム（H26.11.1） 参加者：43 名 福岡市 

土木学会 100 周年記念シンポジウム～災害多発地域・九州の災害を考える～（H26.11.18）  

 参加者：92 名 福岡市 

平成 26 年度西部支部 土木の日現場見学会 

～五ヶ山ダム、太宰府道路管制センター、東光寺雨水幹線工事～（H26.11.18） 参加者：37 名 福岡県 

平成 26 年度西部支部技術発表会（H26.12.18） 題数：6 題  参加者：20 名 福岡市 

平成 26 年度西部支部研究発表会（H27.3.7） 題数：390 題 参加者：580 名  沖縄県 

ツタエルドボク Café ～潜入せよいのちをまもる謎の地下神殿～（27.3.14） 参加者：94 名福岡市 

西部支部独自主催講習会「次世代に残る最高品質のコンクリートへの挑戦」（27.3.16）  参加者：70 名福岡市 

（5）「土木の日」および「くらしと土木の週間」関連行事、その他市民参加行事 

・土木の日ファミリーフェスタ2014（H26.10.19） 参加者約15,200名 国営海の中道海浜公園 

  小型建設機械の展示と操作体験、土木を学ぶパネル展等 

・九州建設技術フォーラム（H26.10.22～23） 参加者2,682名 福岡国際会議場 

  本年度選奨土木遺産のパネルを展示。 

・建設業のおもしろさを伝える講習会（H26.10.25） 参加者200名 北九州国際会議場 

・「強い橋をつくってみよう！」in 九州工業大学（H26.11.16） 参加者34名 九州工業大学 

・公共工事現場見学バスツアー（H26.10.23, 11.24） 参加者59名 北九州市 

・2014土木フェア（H26.10.25～26） 参加者972名 佐賀県立森林公園 他 

煉瓦で作るアーチ橋の体験、ダム模型による洪水調節、液状化実験 等 

土木にふれるバスツアー 

・DOVOCフェア2014（H26.11.8～22） 参加者3,249名 長崎大学、長崎港、長崎市浜町、島原市 他 

 テクノパワー土木おもしろ体験隊、浜町パネル・模型展、土木現場見学会、長崎みなと見学会、 

島原「土木の日」パネル展  

・2014土木の日イベント 

熊本港フェスティバルへのパネル展示・環境整備船「海輝」の体験乗船（H26.7.21） 熊本港 

 みなと八代フェスティバルへのパネル展示・環境整備船「海輝」の体験乗船（H26.11.2） 八代港 

デザコン2014 in やつしろ（H26. 11.8～9） 八代市総合体育館 

化石発掘ツアー（H26.11.16） 御船町恐竜博物館 

・親子と土木のふれあい見学会、写真・パネル展示   

 親子と土木のふれあいバスツアー（H26.11.15） 参加者108名 大分県 

   写真・パネル展示会（H26. 11.21～22） 大分県 

・土木の日パネル展 2014 ほか  

  土木の日パネル展 2014（H26.11.29～30） 参加者 1,500 名 イオンモール宮崎 

 小学生対象のミニ講義＆現場見学会（H26.11.21） 参加者 53 名 宮崎県                           

  ・土木フェスタ 2014 in Kagoshima（H26.11.15） 参加者 4,000 名 JR 鹿児島駅隣接地 

   建設重機体験、体験学習コーナー、土木建設機械の体験、降雨・地震の体験、パネル展示 

・「土木の日」シンポジウム（H26.11.19） 参加者200名 那覇市パレット市民劇場                                                                 

  観光客1000万人到来に向けて ～ それを支える社会基盤 ～ 

（6）調査・研究委員会活動等 



 

○豪雨時の避難のあり方と地域防災力強化に関する調査研究委員会（第Ⅱ期継続） 

 （委員長 橋本 晴行：九州大学大学院 教授）シンポジウム 1回 

○防災・災害情報アーカイブ構築に関する調査研究委員会（第Ⅰ期継続） 

（委員長 塚原 健一：九州大学大学院 教授）シンポジウム 1回 

  ○土砂災害における調査・解析技術の開発と実用化に関する調査・研究委員会（第Ⅰ期継続） 

   （委員長 陳 光斉：九州大学大学院工学研究院 教授） 委員会3回 

（7）本部および他学協会との共催・後援・協賛等の行事 

   講習会「６０年間の経験を語る～くい打ち名人の匠技～」（後援）（H26.5.27） 参加者：55 名 

これからの保全を考える 

「コンクリート構造物の長寿命化対策に関わる技術講習会（後援）（H26.7.28） 参加者：200 名 

   道路橋床版の長寿命化対策に関わる技術講習会（後援）（H26.7.29） 参加者：200 名   

   水工学に関する夏期研修会（共催）（H26.8.15） 参加者：203 名 

   勉強会「ジオラボ」第 100 回記念大会（後援）（H26.8.29）  参加者：103 名 

木材活用に関する国際シンポジウム（後援）（H26.10.2） 参加者 230 名 

   ながさき建設技術フェア 2014（後援）（H26.10.17～18） 参加者 1904 名 

   石橋の設計ガイドラインと維持管理ガイドライン講習会（後援）（H26.10.17） 参加者 60 名 

   まち歩き番組で見えてきた都市の秘密～『ブラタモリ』制作の舞台裏～ 

（福岡大学工学部土木/社会デザイン工学科設立 50 周年記念事業）（後援）（H26.10.18） 参加者 200 名 

   九州建設技術フォーラム（H26.10.22～23） 参加者 2682 名 

   技術シンポジウム「社会インフラを守る」（後援）（H26.10.27） 参加者 247 名 

   B・P 支承のコンパクト化と変位抑制装置の開発に関する講習会（後援）（H26.11.7） 参加者 63 名 

   「沖縄の土木技術を世界に発信する会」第 19 回シンポジウム（後援）（H26.11.19） 参加者 280 名 

   平成２６年度 橋梁技術発表会及び講演会（後援）（H26.11.28） 参加者 150 名 

   地球温暖化時代の水・土砂災害適応策シンポジウム（後援）（H26.12.10） 参加者 91 名 

   第２回 中小水力発電に関するシンポジウム（後援）（H26.12.12） 参加者 93 名 

   第 304 回コンクリートセミナー（後援）（後援）（H27.2.5） 参加者 213 名 

（8）研究奨励及び業績の表彰 

西部支部研究発表会優秀講演賞 50件賞状・記念品 H27.3.7 

西部支部技術賞 1件賞状・記念品 H27.4.30 

西部支部奨励賞 1件賞状・記念品 H27.4.30  

（9） 地域行事 

  沖縄会 

1）定期総会（H26.7.14）  参加者：38名 那覇市 

2）「橋の日」清掃活動 県道那覇内環状線「那覇大橋（那覇市）」（H26.8.62） 参加者：100名 那覇市 

3）幹事会主催講演会（H26.4.25） 参加者： 200名 那覇市 

    4）第4回土木学会西部支部沖縄会技術研究発表会(H 26.10.30)  参加者：60名 琉球大学 

   5）土木の日シンポジウム(H 26.11.19) 参加者：250名 那覇市 

 

9．海外支部 

（1）海外支部会議（H26.11.19） 参加者：16 名 

（2）海外支部活動 

1） 理事会での海外支部活動報告（H27.1.23） 

2） 海外分会と国際センター交流グループ・各国グループとのジョイント活動 



 

4） その他、海外分会活動支援 

（3）分会活動 

◎台湾分会  

1） 委員会活動 

① トンネル委員会 Translate Standard Specifications for Tunneling-2006 Shield Tunnels（JSCE） 

② コンクリート委員会 Extend Self-Compacting Concrete 

2） 分会行事 

 ① 分会年次会議                                   参加者：12名 

 ② 第９回 国際科学技術シンポジウム                          参加者：125名 

 ③ JSCE-KSCE-台湾公共工程学会ジョイントシンポジウム                  参加者：53名 

３）交流活動 

 ① H25年度 土木学会総会および学会賞授賞式 参加（柯幹事長 国際活動協力賞 受賞） 

 ② 国際センター通信 海外分会便りに寄稿 

 ③ H26 全国大会(＠大阪大学) 参加 

 ④ 土木学会創立100周年記念式典・祝賀会 参加 

 ⑤ CICHE年次大会 参加 

  ⑥ 烏頭山ダム視察 

◎韓国分会  

1） 委員会活動 

① Steel Structure Committee 

② Soil Foundation Group 

③ International Exchange Group 

2） 分会行事 

  ① JSCE-KSCE-台湾公共工程学会ジョイントシンポジウム               参加者：53名  

  ② 分会会議 

  ③ 在韓日本技術者交流会 

3） 交流活動 

 ① H25年度 土木学会総会および学会賞授賞式 参加（李分会長 名誉会員を授与） 

 ② 国際センター通信 海外分会便りに寄稿 

 ③ H26 全国大会(@大阪大学)参加 

  ④ 土木学会創立100周年記念式典・祝賀会 参加 

 ⑤ KSCE年次大会 参加 

 ⑥ JSCE-KSCEミーティング 

◎トルコ分会 

1） 委員会活動 

① Planning and Financial Committee 

② Organization Committee 

③ Documentation Committee 

④ EartHquake Hazard Investigation Committee 

⑤ Retrofittting Civil Engineering Structures Committee 

2） 分会行事 

① 分会会議 

3） 交流活動 



 

 ① 国際センター通信 海外分会便りに寄稿 

 ② H26 全国大会(@大阪大学)参加 

  ③ 土木学会創立100周年記念式典・祝賀会 参加 

  ④ 土木学会創立100周年記念行事 国際シンポジウム 参加 

◎モンゴル分会  

1） 委員会活動 

① Planning and Financial Committee 

② Membership and Public Relations Committee 

③ Activities and Reports, Publication Committee 

2） 分会行事 

  ① MACE-JSCEジョイント 技術者研修 （4，9月）                             参加者：各 80名 

  ② Construction Mongoila 2014: ジョイントセミナー                                        参加者  80名 

  ③ 分会理事会 

3） 交流活動 

 ① MACE年次大会 参加 

 ② JSCE-MACE-NUBIAジョイントセミナー 

 ③  JSCE-MACEミーティング 

 ④ H26 全国大会(@大阪大学)参加 

 ⑤ Construction Mongoila 2014  参加 

  ⑥ コンクリート技術コンペ （学生対象、毎年開催） 

 ⑦ 土木学会創立100周年記念式典・祝賀会 参加 

◎フィリピン分会 

1） 委員会活動 

① MembersHip Committee 

② Activities Committee 

③ Public Relations Committee 

④ Programs and Funds Committee 

⑤ Reports, Publications and Society Affairs Committee 

2） 分会活動 

 ① 分会会議  

3） 交流活動 

    N/A 

◎ベトナム分会 

1） 委員会活動 

① Membersｈip Committee 

② Activities Committee 

③ Public Relations Committee 

④ Programs and Funds Committee 

⑤ Reports, Publications and Society Affairs Committee 

2） 分会活動 

 ① 国際センター通信 海外分会便りに寄稿 

 ② 分会会議 

3） 交流活動 



 

 ① 第3～9回ＣＪＶ技術セミナー (H26.5月-H27.3月末) 

 ② JSCE-ハノイ交通大学ジョイントワークショップ 

 ③ JSCE-ホーチミン工科大学ジョイントセミナー 

 ◎インドネシア分会 

1） 委員会活動 

Ｎ／Ａ 

2） 分会活動 

 ① 国際センター通信 海外分会便りに寄稿 

 ② インドネシア分会事務所開所式 

 ③ インドネシア文化事務所開所記念シンポジウム＆日インドネシア技術者交流会 

3） 交流活動 

 ① 第13回日尼共同ＷＳ及びトンネルセミナー 

 ◎英国分会 

1） 委員会活動 

Ｎ／Ａ 

2） 分会活動 

① 分会メンバー交流会 （年2回） 

３）交流活動 

① ＩＣＥ図書館との資料交換 

② 国際センター通信 海外分会便りに寄稿 

 


