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Ⅲ．本 部 行 事 

 

１．平成28年度全国大会 

 

（1） H28.9.7～9 東北大学川内北キャンパス 

1）基調講演会（H 28.9.8） 仙台国際センター 参加者数：1,276名 

会長講演：次世代に繋ぐ生産現場のイノベーション  

   土木学会会長  田代民治 

特別講演：日本の将来と東北の可能性 

   読売新聞特別編集委員 橋本五郎 

特別講演：日本文明と土木～前近代、近代そしてポスト近代～  

   日本水フォーラム代表理事 竹村公太郎 

 

 

2）全体討論会（H 28.9.8）        仙台国際センター 参加者数：436名  

テーマ  「地域を元気にする新しい発想と技術～若手研究者が考える地域と土木の未来～」 

コーディネーター ：奥村 誠（東北大学災害科学国際研究所副所長・教授） 

パネリスト      ：佐川康貴（九州大学大学院工学院准教授） 

 ：高橋良和（京都大学大学院工学研究科准教授） 

 ：谷口綾子（筑波大学大学院システム情報工学科准教授）  

：知花武佳（東京大学大学院工学系研究科准教授） 

  ：原  忠（高知大学教育研究部自然科学系教授） 

 

3) 第71回年次学術講演会        東北大学川内北キャンパス 

  1 講 演 数 

 Ⅰ部門 628題 

 Ⅱ部門 252題 

 Ⅲ部門 458題 

 Ⅳ部門 150題 

 Ⅴ部門 670題 

 Ⅵ部門 929題 

 Ⅶ部門 169題 

 CS部門 332題 
 

  計  3,588題 

  2 延べ参加者数  参加者数：18,184名 

  3 優秀講演者の表彰  表彰者数：263名 

 

4）研究討論会（H28.9.7、9）     東北大学川内北キャンパス 参加者数：2,479名 

討論会題：26題 

 

 

5）交流会（H28.9.8） ホテルメトロポリタン仙台 参加者数：466名 

 

6）国際関連行事（H 28.9.7～9） 東北大学川内北キャンパス 

  1 海外からの参加者  7ヶ国･地域、計14名 

2 延べ参加者数  参加者数：226名 
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8）映画会（H28.9.7～8） 東北大学川内北キャンパス 参加者数：373名 

 

9）パネル展示（H28.9.7～9） JR仙台駅2Fコンコース、他 参加者数：12,000名 
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2．講演会、シンポジウム、研究発表会 

 

1) H28.4.26～29    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：43名 

2) H28.4.23～25 第62回構造工学シンポジウム 東京工業大学 

      講演題数：124題 参加者数：259名 

3) H28.4.27 平成28年（2016年）熊本地震 地震被害調査結果 速報会 東京大学 武田ホール 

  講演題数：15題 参加者数：318名 

4) H28.5.12 平成28年度 地震工学委員会 第1回研究会（2016年熊本地震・被害調査報告続報含む） 

 土木学会 講堂 

      講演題数：11題 参加者数：144名 

 

5)H28.5.14   JABEE認定・審査における「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 参加者数：49名 

6) H28.5.19～20 環境水理部会研究集会2016 in 香川 高松市生涯学習センターまなびCAN 

                      講演題数：32題 参加者数：82名 

7) H28.5.21～22  第19回応用力学シンポジウム 北海道大学 

      講演題数：86題 参加者数：210名 

8) H28.5.24 公開講演会「直下地震工学序説（第2話）」 土木会館 講堂 

  講演題数：1題 参加者数：83名 

9) H28.5.25 臨床環境技術シンポジウム 土木学会 講堂 

            講演課題：5題   参加者数：66名 

10) H28.5.28～29  第53回土木計画学研究発表会（春大会） 北海道大学 

      講演題数：509題 参加者数：1034名 

11) H28.6.9   第2回土木史サロン イマジン！想像してみよう  

      ～国土を築いてきた先人たちの業績から、未来へ～ 土木学会 講堂 

      講演題数：3題 参加者数：53名 

12) H28.6.2～3  2016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：87題 参加者数：490名 

13) H28.6.13   第1回交流講演会（最近のヨーロッパと日本における地震防災及び耐震設計技術） 

 土木学会 講堂 

      講演題数：5題 参加者数：61名 

14) H28.6.24   第36回土木学会土木史研究発表会エクスカーション  

立山砂防コース：立山カルデラ 富山都市計画コース：富山駅周辺 

      講演題数：2題 参加者数：32名 

15) H28.6.25    第36回土木学会土木史研究発表会シンポジウム 「土木施設を世界遺産に～地域の役割を

考える」 富山県民会館 

      講演題数：2題 参加者数：126名 

16) H28.6.25～26  第36回土木史研究発表会 富山県民会館 

      講演題数：57題 参加者数：98名 

17) H28.6.22      海洋開発シンポジウム前日見学会 中部電力浜岡原子力発電所津波防波壁 

      講演題数：1題 参加者数：25名 

18) H28.6.22   「構造物の長寿命化技術に関する検討小委員会」の成果報告会 土木会館 講堂 

      講演題数：11題 参加者数：101名 
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19) H28.6.23～6.24   第41回海洋開発シンポジウム アクトシティ浜松コングレスセンター 

      講演題数：194題 参加者数：385名 

20) H28.6.24      海洋開発シンポジウム見学会 浜松市沿岸域防潮堤整備事業 

      講演題数：1題 参加者数：22名 

21) H28.7.11    CIM講演会2016（東京） 中央大学 駿河台記念館 

      講演題数：11題 参加者数：305名 

22) H28.7.12～13  第19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：90題 参加者数：308名 

23) H28.7.14～15  第20回鉄道工学シンポジウム 土木会館講堂 

      講演題数：39題 参加者数：93名 

24) H28.7.20   「鋼・合成構造標準示方書  総則編・構造計画編・設計編 」に関する講習会 

 土木会館 講堂 

      講演題数：16題 参加者数：61名 

25) H28.7.27 「地中構造物の耐震性能照査高度化」に関する公開講演会 土木学会 講堂 

      講演題数：8題 参加者数：129名 

26) H28.8.4    橋梁等の対津波設計ベンチマークテストに関するシンポジウム 土木会館 講堂 

      講演題数：21題 参加者数：49名 

27) H28.8.4   第19回鋼構造と橋に関するシンポジウム 法政大学 

      講演題数：10題 参加者数：212名 

28) H28.8.8～9    第15回木材利用研究発表会 土木会館 講堂 

      講演題数：16題 参加者数：45名 

29) H28.8.22～23    第52回水工学に関する夏期研修会 秋田大学 

      講演題数：16題 参加者数：144名 

30) H28.8.23    CIM講演会2016（札幌） 北農健保会館 

      講演題数：11題 参加者数：149名 

31) H28.8.24    トンネル標準示方書 山岳工法編 講習会（東京） 土木学会 講堂、AB会議室 

      講演題数：12題 参加者数：213名 

32) H28.8.25    トンネル標準示方書 シールド工法編・開削工法編 講習会（東京） 

 土木学会 講堂、AB会議室 

      講演題数：11題 参加者数：238名 

33) H28.8.30 公開講演会「2016年熊本地震から学ぶ ～地震断層と断層の活動性」 土木学会 講堂 

  講演題数：3題 参加者数：83名 

34) H28.8.31   トンネル標準示方書 シールド工法編・開削工法編 講習会（大阪） エル大阪 

      講演題数：11題 参加者数：81名 

35) H28.9.1   トンネル標準示方書 山岳工法編 講習会（大阪） エル大阪 

      講演題数：12題 参加者数：110名 

36) H28.9.2    CIM講演会2016（仙台） 仙台市福祉プラザふれあいホール 

      講演題数：11題 参加者数：132名 

37) H28.9.14 平成28年度 地震工学委員会 第2回研究会（平成27年度土木学会賞受賞者記念講演） 

 土木学会 講堂 

      講演題数：2題 参加者数：29名 

38) H28.8.25～26    第21回水シンポジウム2016 in やまぐち、見学会 山口県総合保健会館 

      講演題数：6題 参加者数：551名 

39) H28.8.28        第8回土木と学校教育フォーラム 土木会館 講堂 

  「アクティブラーニングを活用した防災まちづくり・くにづくり学習」  

      講演題数：8題 参加者数：96名 
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40) H28.8.31～9.2 第24回地球環境シンポジウム 首都大学東京南大沢キャンパス 

      講演題数：92題 参加者数：124名 

41) H28.8.31   一般公開シンポジウム「新しいエネルギーシステムの構築に向けた土木の貢献(その３)」 

首都大学東京南大沢キャンパス 

      講演題数：5題 参加者数：60名 

42) H28.9.1   土木学会＆水文水資源学会共催シンポジウム           首都大学東京南大沢キャンパス 

      講演題数：3題 参加者数：79名 

43) H28.9.15    CIM講演会2016（広島） 広島市南区文化センター スタジオ 

      講演題数：11題 参加者数：86名 

44) H28.9.26～27   第41回土木情報学シンポジウム 土木会館 講堂および会議室 

      講演題数：64題 参加者数：374名 

45) H28.9.26      土木計画学50周年記念シンポジウム  

「土木計画学の未来 〜理論に基づく実践、現場に根ざした理論〜」 東京大学弥生講堂 

      講演題数：15題 参加者数：224名 

46) H28.9.30    CIM講演会2016（新潟） 新潟県民会館 小ホール 

      講演題数：11題 参加者数：83名 

47) H28.10.7    CIM講演会2016（名古屋） ウインクあいち 1002号室 

      講演題数：11題 参加者数：118名 

48) H28.10.17～18 第36回地震工学研究発表会・見学会 金沢歌劇座ほか 

      講演題数：161題 参加者数：494名 

49) H28.10.22～23  第44回環境システム研究論文発表会 首都大学東京南大沢キャンパス 

      講演題数：87題 参加者数：144名 

50) H28.10.18     シンポジウム「我が国のレーダ雨量計研究開発50年の歩み」 東京大学武田ホール 

      講演題数：11題 参加者数：290名 

51) H28.10.18     講演会「使用済燃料乾式貯蔵・放射性廃棄物管理に関する最近の技術動向」 

土木会館 講堂 

      講演題数：4題 参加者数：79名 

52) H28.10.21   CIM講演会2016（大阪） 大塚商会 

      講演題数：11題 参加者数：132名 

53) H28.10.21  次世代下水道小委員会講演会「下水汚泥の処理処分・エネルギー利用の最前線」 

キャンパスプラザ京都 第3講義室 

      講演題数：4題 参加者数：48名 

54) H28.11.1～2  第9回道路橋床版シンポジウム                             土木会館 講堂 

      講演題数：37題 参加者数：163名 

55) H28.11.11   CIM講演会2016（福岡） アクロス福岡 大会議室 

      講演題数：11題 参加者数：118名 

56) H28.11.15       海岸工学講演会前日見学会Aコース 大阪港・神戸港 

      講演題数：1題 参加者数：24名 

57) H28.11.15       海岸工学講演会前日見学会Bコース 津波高潮ステーション・木津川水門 

      講演題数：1題 参加者数：18名 

58) H28.11.15       海岸工学講演会前日シンポジウム 大阪大学中之島センター 

      講演題数：7題 参加者数：106名 

59) H28.11.16～18    第63回海岸工学講演会 大阪大学中之島センター 

      講演題数：303題 

 参加者数：738名 

60) H28.11.15  流域管理と地域計画の連携に関するワークショップ 土木学会講堂 
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      講演題数：5題 参加者数：93名 

61) H28.11.17  土木建設技術発表会2016 土木会館講堂他 

      講演題数：42題 参加者数：184名 

62) H28.11.4～6     第54回土木計画学研究発表会（秋大会） 長崎大学 

      講演題数：373題 参加者数：832名 

63)H28.11.23   土木の日シンポジウム2016（市民普請大賞2016） 土木学会講堂 

      講演題数：4題 参加者数：76名 

 

64) H28.11.24～25  第６回FRP複合構造・橋梁に関するシンポジウム 名古屋大学 

      講演題数：21題 参加者数：73名61) 

65）H27.11.25  CIM講演会2015（福井） 福井市文化会館 大会議室 

     講演題数：4題 参加者数：58名 

66) H28.11.25   CIM講演会2016（高松） サンポート61会議室 

      講演題数：11題 参加者数：52名 

67) H28.11.30       安全問題討論会’16 土木学会講堂他 

       講演題数：29題 参加者数：59名 

68) H28.11.24～25 第26回 トンネル工学研究発表会 土木会館講堂他 

      講演題数：72題 参加者数：216名 

69) H28.11.29  木材利用シンポジウム in 京都 キャンパスプラザ京都 

      講演題数：5題 参加者数：62名 

70) H28.12.1       応用力学講演会 2016「数値シミュレーションが拓く流体力学・水理学のフロンティア」 

 土木学会講堂 

       講演題数：3題 参加者数：87名 

71) H28.12.7   第34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：38題 参加者数：126名 

72) H28.12.2    CIM講演会2016（沖縄） 沖縄県立博物館 

      講演題数：11題 参加者数：42名 

73) H28.12.5 第7回インフラ・ライフライン減災対策シンポジウム 土木会館 講堂 

      講演題数：43題 参加者数：74名 

74) H28.11.29       第4回地盤工学から見た堤防技術シンポジウム 地盤工学会 

       講演題数：21題 参加者数：132名 

75) H28.12.2   第4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～ 

土木学会講堂 

      講演題数：2題 参加者数：76名 

76) H28.12.5   次世代下水道小委員会講演会「下水の膜処理の化学システム工学的アプローチ」 

 北九州国際フォーラム 

      講演題数：3題 参加者数：25名 

77) H28.12.5   基礎水理シンポジウム 土木学会講堂 

     講演題数：7題 参加者数：71名 

78) H28.12.6   水理構造物に作用する流体力に関するシンポジウム 土木学会講堂 

     講演題数：6題 参加者数：10名 

79) H28.12.6～8      第53回環境工学研究フォーラム 北九州国際フォーラム 

      講演題数：121題 参加者数：210名 

80) H28.12.7   環境工学委員会・一般公開シンポジウム「環境工学分野における産官学連携の現状と将 

来展望」「SDGs の達成に向けた水道・下水道分野の国際展開に係る課題と今後の展望」

北九州国際フォーラム 
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      講演題数：13題 参加者数：154名 

81) H28.12.9～10  第21回舗装工学講演会 土木会館 講堂他 

 講演題数：36題 参加者数：116名 

82) H28.12.9   第12回景観・デザイン研究 シンポジウム 高知県立県民文化ホール 

      講演題数：2題 参加者数：93名 

83) H28.12.10～11   第12回景観・デザイン研究発表会 高知工科大学 

      講演題数：82題 参加者数：229名 

84) H28.12.13 平成28年度 地震工学委員会 第3回研究会 –「2016年イタリア中部地震の調査報告」並び

に「地震工学分野における高度解析技術」-              土木学会 講堂 

      講演題数：3題 参加者数：74名 

85) H28.12.17～18    研究集会「海洋・海岸における波動の解析モデルの展開」     九州大学応用力学研究所 

      講演題数：10題 参加者数：13名 

86) H28.12.21  公開講演会「エネルギーによる耐震設計の可能性 –鉛直アレー強震記録による地震波動エ

ネルギーの実像-」                        土木学会 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：60名 

87) H28.1.12   公開シンポジウム「鉄道と木」 土木学会 講堂 

      講演題数：5題 参加者数：44名 

88)H28.1.15    「鋼コンクリ－ト合成床版設計・施工指針(案）」講習会      土木学会 講堂 

         講演題数：8                          参加者数： 77名 

89) H29.1.17    CIM講演会2016（東京）追加 中央大学 駿河台記念館 

      講演題数：5題 参加者数：227名 

90)H29.1.19～20  第22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 

      講演題数：38題 参加者数：351名 

91) H29.1.24～25  ITS ミニシンポジウム「ITS は地域の課題・ニーズにどう応えるか ～まちづくり、みち

づくりに ITS や最新技術はいかに役立つか？～」 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 

     講演題数：7題 参加者数：000名 

92) H29.1.29      第16回土木学会デザイン賞授賞式 土木学会 講堂 

      講演題数：15題 参加者数：195名 

93) H29.2.10      第2回石積擁壁の耐震診断及び補強法に関するシンポジウム 土木学会 講堂 

      講演題数：9題 参加者数：65名 

94) H28.2.25   第46回環境システムシンポジウム「東日本大震災復興における環境配慮」 土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：103名 

95）H28.3.1～2  東日本大震災5周年シンポジウム 発明会館 ホール 

講演題数：7題 参加者数：279名 

96)H29.3.6   第8回木材利用シンポジウム 土木学会講堂 

講演題数：3題 参加者数：○○名 

97) H29.3.8 平成28年度 地震工学委員会 第4回研究会（2016年鳥取県中部の地震に関わる報告会） 

 鳥取大学 広報センター 

  講演題数：4題 参加者数：64名 

98) H29.3.15～17     第61回水工学講演会 九州大学伊都キャンパス 

      講演題数：249題 参加者数：000名 

99) H29.3.15   第29回アゲールシンポジウム 九州大学伊都キャンパス 

      講演題数：2題 参加者数：000名 

100) H29.3.15  河川災害に関するシンポジウム 九州大学伊都キャンパス 

      講演題数：3題 参加者数：000名 

101)H29.3.16         第61回水工学講演会特別講演 九州大学伊都キャンパス 
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      講演題数：2題 参加者数：000名 

102)H29.3.23   平成28年度エネルギー委員会講演会 土木学会講堂 

      講演題数：1題 参加者数：000名 

103)H29.3.23  第４回土木à la mode 土木学会講堂 

      講演題数：1題 参加者数：61名 

 

 

 

3．講習会、セミナー 

1）H28.4.8 応用力学フォーラム（関東地区）「計算力学イブニングセミナー」 中央大学 

  講演題数：2題 参加者数：32名 

2）H28.5.9   公共デザインへの競争性導入に関する実施ガイドライン研究小委員会   土木学会講堂 

      公開ワークショップ 

      講演題数：7題 参加者数：65名 

3）H28.5.18   若手／中堅実務者のためのコンクリート技術講習会 

     ～良いコンクリート構造物を設計するためのポイント～ 土木学会講堂 

      講演題数：6題 参加者数：71名 

4) H28.5.20   トンネル・ライブラリー第28号「シールドトンネルにおける切拡げ技術」に関する講習 

建設交流館 

          講演題数：6題 参加者数：79名 

5) H28.5.20    「実務者のための道路橋支承部の点検・診断と長寿命化技術」講習会  土木学会 講堂 

           講演課題：5題                        参加者数：122名 

6） H28.5.26   「汚染水貯蔵用PCタンク検討小委員会（228委員会）」の成果報告会 土木学会講堂 

      講演題数：7題 参加者数：101名 

7） H28.5.27 「鋼コンクリート合成床版設計・施工指針(案)」地方講習会（京都） 京都大学 

  講演題数：7題 参加者数：49名 

8) H28.6.20    「実務者のための道路橋支承部の点検・診断と長寿命化技術」講習会   

大阪市立大学文化交流センター 

           講演課題：5題                        参加者数：100名 

9) H28.6.2   トンネル工学セミナー2016 土木学会 AB会議室 

     講演題数：2題 参加者数：41名 

10）Ｈ28.6.17  橋梁の維持管理の実践と方法論に関する講習会 土木学会講堂 

     講演題数：13題 参加者数：118名 

11) H28.6.29   第8回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：98名 

12) H28.6.23   第4回データモデルセミナー 土木学会 講堂 

     講演題数：7題 参加者数：74名 

13）H28.6.23   「施工性能にもとづくコンクリートの配合設計・施工指針 2016年版」に関する講習会 

      （東京会場） 土木学会講堂 

      講演題数：7題 参加者数：112名 

14）H28.6.24 「鋼コンクリート合成床版設計・施工指針(案)」地方講習会（名古屋） 名城大学 

  講演題数：7題 参加者数：35名 

15) H28.6.27 土木学会による実務者のための耐震設計入門（基礎編） 土木会館 講堂 

     講演題数：5題 参加者数：114名 

16）H28.7.14   「施工性能にもとづくコンクリートの配合設計・施工指針 2016年版」に関する講習会 

      （大阪会場） 建設交流館 



 

77 

      講演題数：7題 参加者数：71名 

17）H28.7.21   関西岩盤地盤セミナー（第1回） 京都大学桂キャンパス 

      講演題数：3題 参加者数：25名 

18) H28.7.21      鋼・合成構造標準示方書「総則設計編」講習会                        土木学会 講堂 

講演題数：13題 参加者数：61名 

19）H28.7.29 「鋼コンクリート合成床版設計・施工指針(案)」地方講習会（北海道） 北海道大学 

  講演題数：7題 参加者数：36名 

20）H28.7.29 「フェロニッケルスラグ骨材を用いたコンクリートの設計施工指針」および「銅スラグ細骨 

 材を用いたコンクリートの設計施工指針」講習会 土木学会講堂 

     講演題数：5題 参加者数：75名 

21) H28.7.30   夏休み親子現場見学会 南砂町駅改良工事建設現場および地下鉄博物館 

     講演題数：2題 参加者数：44名 

22) H28.8.2   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：7題 参加者数：108名 

23) H28.8.8   木材工学委員会 木橋研究小委員会 活動報告会 土木学会講堂 

      講演題数：5題  参加者数：31名 

24) H28.8.22     第50回夏期講習会 立命館大学大阪いばらきキャンパス 

  ～経済を支え国民の生活を守るインフラ整備の方向～  

     講演題数：5題 参加者数：131名 

25) H28.9.8   東日本大震災における岩手県沿岸南部地方被災地の現地視察会 岩手県被災地 

     講演題数：4題 参加者数：26名 

26) H28.9.8   トンネル技術講演会 ホテル白萩（仙台） 

     講演題数：2題 参加者数：88名 

27) H28.9.13～14   留学生を対象とした維持管理に関するサマープログラム 土木学会講堂他 

講演題数：2題  参加者数：12名 

28) H28.9.16       応用力学フォーラム（西部地区）「自然災害予測計算の最前線」 九州大学 

       講演題数：3題 参加者数：24名 

29)H28.9.17         土木計画学ワンデイセミナー NO.80 災害時対応～復興支援と災害調査－熊本地震の経

験を踏まえて 清流の国ぎふ 防災・減災センター 

     講演題数：6題 参加者数：57名 

30)H28.9.20     土木学会CMGCセミナー「米国CMGC方式に学ぶ、WCS方式のあり方」    土木学会講堂 

講演題数：4題  参加者数：181名 

31) H28.9.27    「土木構造物共通示方書【基本編】､【構造計画編】､【性能評価・作用編】」講習会 

     （大阪会場） 大阪市立大学文化交流センター 

講演題数：5題  参加者数：55名 

32) H28.9.29    「土木構造物共通示方書【基本編】､【構造計画編】､【性能評価・作用編】」講習会 

     （東京会場） 土木学会講堂 

講演題数：5題  参加者数：47名 

33）H28.9.29   北海道豪雨災害調査団緊急報告会 北海道大学学術交流会館 

      講演題数：5題 参加者数：453名 

34）H28.9.29   岩盤力学イブニングセミナー（第1回） 土木学会講堂 

      講演題数：3題 参加者数：38名 

35) H28.9.30   第2回地下空間維持管理セミナー 北海道立道民活動センターかでる2.7 

     講演題数：5題 参加者数：70名 

36）H28.10.3    第3回インフラ産業グローバルビジョン講演会 

「世界のリーダーと語るインフラ産業のグローバル戦略」 
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-世界のコンセッション事業における土木技術者の多様な役割-  東京大学武田ホール 

      講演題数：3題 参加者数：209名 

37) H28.10.6～7    平成28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 

38) H28.9.30   「原子力発電所の津波評価技術2016」講習会（東京） 土木学会 講堂 

     講演題数：6題 参加者数：127名 

39）H28.9.30   「積雪寒冷地の舗装に関する諸問題と対策」講習会（札幌） 寒地土木研究所 

     講演題数：5題 参加者数：48名 

40)H28.10.8         土木計画学ワンデイセミナー No.81 超高齢社会2020に向けた移動権に関するセミナー 

 ハロー貸会議室西新宿駅前 

      講演題数：6題 参加者数：28名 

41) H28.10.14  「原子力発電所の津波評価技術2016」講習会（大阪） 関西大学 梅田キャンパス 

     講演題数：6題 参加者数：85名 

42) H28.10.16    第9回土木ふれあいフェスタ2016 イオンモール大曲 

     講演題数：11題 参加者数：153名 

43) H28.10.19  第1回人にやさしい地下空間セミナー NSRIホール 

     講演題数：3題 参加者数：73名 

44）H28.10.21  「積雪寒冷地の舗装に関する諸問題と対策」講習会（北見） 北見商工会議所 

     講演題数：5題 参加者数：10名 

45) H28.10.24 土木学会による実務者のための耐震設計入門（実践編） 土木会館 講堂 

     講演題数：9題 参加者数：81名 

46）H28.10.26        トンネル・ライブラリー第29号「山岳トンネル工事の周辺環境対策」に関する講習会 

(東京会場) 土木学会 講堂 

           講演題数：8題 参加者数：65名 

47）H28.10.27        トンネル・ライブラリー第29号「山岳トンネル工事の周辺環境対策」に関する講習会 

(大阪会場) 大阪国際交流センター 

講演題数：8題 参加者数：39名 

48) H28.10.27  社会インフラのためのセンサ標準化ガイドラインの講習会（東京） 土木学会 講堂 

     講演題数：1題 参加者数：42名 

49) H28.10.28   平成28年度 施工計画講習会 土木会館講堂 

      講演題数：6題 参加者数：69名 

50）H28.11.7     地方創生シンポジウム 宮城県女川町               土木学会 講堂 

     講演題数：4題 参加者数：100名 

51) H28.11.17  建設マネジメントに関する地域シンポジウム テイジンホール（大阪） 

     講演題数：4題 参加者数：150名 

52) H28.11.16   第16回地震災害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：40名 

53) H28.11.11  見学会 東京駅周辺地下空間ネットワーク ECOZZERIA 3×3ラボ サロン 

     講演題数：3題 参加者数：50名 

54) H28.11.16  社会インフラのためのセンサ標準化ガイドラインの講習会（大阪） 

 オカムラ大阪ショールーム 

     講演題数：1題 参加者数：14名 

55）H28.11.18  「積雪寒冷地の舗装に関する諸問題と対策」講習会（金沢） 金沢商工会議所 

     講演題数：5題 参加者数：13名 

56）H28.11.25  土木計画学ワンデイセミナー No.82 土木計画学における空間・経済・統計分析セミナー

 神戸大学六甲台第2キャンパス工学部棟 

http://www.aeon.jp/sc/omagari/
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      講演題数：3題 参加者数：62名 

57）H28.11.25 現場見学会（第６回FRP複合構造・橋梁に関するシンポジウム） 

  東レ名古屋事業場、玄若橋 

  講演題数：2題 参加者数：23名 

58) H28.11.28  異業種交流セミナー・シリーズ（第1回） 土木学会 AB会議室 

     講演題数：1題 参加者数：44名 

59) H28.10.13      第31回鋼構造基礎講座「鋼橋の設計法 －これからの設計者に求められる鋼橋の設計法－」 

土木学会 講堂 

      講演題数：6題 参加者数：78名 

60) H28.12.2       応用力学フォーラム（東北地区）「土木構造物の材料・耐久性モデリング」 東北大学 

       講演題数：2題 参加者数：32名 

61）H28.12.9   関西岩盤地盤セミナー（第2回） 京都大学桂キャンパス 

      講演題数：3題 参加者数：38名 

62) H28.12.9      鋼構造シリーズ27 「道路橋床版の維持管理マニュアル2016」・ 鋼構造シリーズ28 「道 

路橋床版防水システムガイドライン2016」に関する講習会  金沢大学サテライト・プラザ 

  講演題数：4題 参加者数：29名    講演題数：6題 参加者数：78名      講演題数：6題 参加者数：78名 

63）H28.12.12 「鋼コンクリート合成床版設計・施工指針(案)」地方講習会（九州） 熊本大学 

  講演題数：7題 参加者数：13名 

64) H28.12.12  「社会インフラ メンテナンス学と健康診断」講習会 土木学会 講堂 

     －「社会インフラメンテナンス学」（Ⅲ．部門別編） 出版記念－ 

      講演題数：15題 参加者数：96名 

65) H28.12.15  インフラオープンデータ・ビックデータ利活用ワークショップ  

東京大学 生産技術研究所 

     講演題数：5題 参加者数：40名 

66) H28.12.15      鋼構造シリーズ27 「道路橋床版の維持管理マニュアル2016」・ 鋼構造シリーズ28 「道 

路橋床版防水システムガイドライン2016」に関する講習会   九州大学医学部100年講堂 

  講演題数：4題 参加者数：50名 

67) H28.12.16 複合構造委員会10周年記念式典 土木学会講堂他 

  講演題数：3題 参加者数：57名 

68) H28.11.10      第32回鋼構造基礎講座「鋼橋の大規模修繕・大規模更新－最新動向と今後の展望－」 

土木会館講堂 

      講演題数：6題 参加者数：72名 

69) H28.12.22       応用力学フォーラム（関東地区）「土木分野のV&Vに向けての実践的アプローチ」 

 土木会館講堂 

       講演題数：3題 参加者数：51名 

 

70）H28.12.22   CL148「コンクリート構造物における品質を確保した生産性向上に関する提案」に関す

る講習会(東京会場) 全国町村議員会館 

      講演題数：6題 参加者数：216名 

71) H29.1.18   平成28年度構造工学委員会セミナー 土木会館 講堂 

       講演題数：4題 参加者数：66名 

72）H29.1.19   CL148「コンクリート構造物における品質を確保した生産性向上に関する提案」に関する

講習会(大阪会場) 大阪国際交流センター 

      講演題数：6題 参加者数：159名 

73）H29.1.20      応用力学フォーラム（中国地区） 岡山大学 

      講演題数：2題 参加者数：36名 

74) H29.1.24～25  ITSミニシンポジウム「ITSは地域の課題・ニーズにどう応えるか ～まちづくり、みちづ 
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           くりにITS や最新技術はいかに役立つか？～」 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 

     講演題数：7題 参加者数：10名 

 75)H29.1.25   「社会インフラ メンテナンス学と健康診断」講習会（福岡会場） 博多バスターミナル 

      講演題数：8題 参加者数：72名 

76）H29.1.31     地方創生シンポジウム 東京都墨田区 土木学会 講堂 

     講演題数：6題 参加者数：110 

77) H29.2.1   「社会インフラ メンテナンス学と健康診断」講習会（高松会場）サンポートホール高松 

      講演題数：8題 参加者数：71名 

78) H29.2.7   第2回人にやさしい地下空間セミナー 土木学会 講堂 

     講演題数：3題 参加者数：61名 

79)H29.2.13   「社会インフラ メンテナンス学と健康診断」講習会（名古屋会場） ウインクあいち 

      講演題数：8題 参加者数：80名 

80) H29.2.14   インフラメンテナンスとロボット技術 土木学会 講堂 

     講演題数：3題 参加者数：138名 

81) H29.2.14      鋼構造シリーズ27 「道路橋床版の維持管理マニュアル2016」・ 鋼構造シリーズ28 「道 

路橋床版防水システムガイドライン2016」に関する講習会      寒地土木研究所 講堂 

 講演題数：4題 参加者数：85名 

82) H29.2.21   第17回異分野技術者との交流会 土木学会 AB会議室 

     講演題数：1題 参加者数：25名 

83) H29.2.23      鋼構造シリーズ27 「道路橋床版の維持管理マニュアル2016」・ 鋼構造シリーズ28 「道 

路橋床版防水システムガイドライン2016」に関する講習会    大阪大学中之島センター 

 講演題数：4題 参加者数：76名 

84）H29.3.2    土木計画学ワンデイセミナー NO.83 これからの交通事故リスクマネジメント 

 日本大学駿河台キャンパス 

講演題数：○○題 参加者数：○○名 

85）H29.3.4    土木計画学ワンデイセミナー NO.84 少子高齢社会における子育てしやすいまちづくり

～都市のバリアと心のバリア～ 東京大学工学部 

講演題数：○○題 参加者数：○○名 

86) H29.3.4    地下空間の防災・減災セミナー –地下街の取り組み 大阪・川崎・神戸・名古屋を事例と

して-                         中部大学 名古屋キャンパス 

     講演題数：5題 参加者数：67名 

88) H29.3.8     PFI/PPP 講演会「ヨーロッパの経験から学ぶ PFI/PPP とインフラ投資」  

(株)建設技術研究所 

     講演題数：3題 参加者数：○○名 

87）H29.3.10   岩盤力学イブニングセミナー（第2回） 土木学会講堂 

      講演題数：2題 参加者数：122名 

89) H29.3.15   平成28年度 地盤工学セミナー「熊本地震から学ぶ地盤災害」 土木会館講堂 

     講演題数：6題 参加者数：91名 

90）H29.3.17   「R. Ulusay教授、H. Kumsar教授による特別講演会」(京都会場） 

 京都大学 吉田キャンパス 

      講演題数：1題 参加者数：23名 

91）H29.3.22   「R. Ulusay教授、H. Kumsar教授による特別講演会」(東京会場） 土木学会講堂 

      講演題数：1題 参加者数：36名 

92）Ｈ29.3.22～23  応用力学委員会若手交流ワークショップ 

      講演題数：○○題 参加者数：○○名 

川崎・JFEスチール 
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93）H29.3.24 応用力学フォーラム（中部地区）「氾濫現象を読み解く～河川・氾濫域の条件と氾濫現

象～」       名古屋工業大学 

      講演題数：2題 参加者数：3名 

94) H29.3.27   異業種交流セミナー・シリーズ（第2回） 土木学会 講堂 

     講演題数：1題 参加者数：79名 

95) H29.3.31      応用力学フォーラム（四国地区）「維持管理のフロンティア」 愛媛大学 

      講演題数：2題 参加者数：○○名 

 

4．国際交流（受入） 

H28.4.14         VIBRA来会 Mr. Nguyen Duc Thang一行 

H28.6.8～10        土木学会受賞者お祝いの会 Mr. Romeo S. Momo一行、Dr. Phan Huu Duy Quock 

H28.6.30        ASCE TECLEEメンバー熊本地震災害調査 Mr. Alex Tang、Dr. Craig A. Davis 

H28.7.6-10          ICE香港 G&S視察 ICE香港若手技術者22名 

H28. 9.1 ミャンマー建設省大臣来日 Win Khaing大臣一行 

H28.9.4～１０ ミャンマー工学会 Mr. Aung Myat Thu 

 インドネシア工学会 Mr. Habibie Razak 

 ベトナム土木協会 Mr. Tran Dinh Tung 

 モンゴル土木学会 Mr. Purevdorj Sosorburam 

  トルコ分会 Mr. Dogancan Telli 

 フィリピン土木学会 Mr. Alben B. Bagabaldo 

 タイランド分会 Ms. Rattanaporn Kaewkluengklom 

 2016年STGプログラム参加 

H27.9.16            JSCE韓国分会 李 東郁前分会長 

 JSCE台湾分会 呉 建宏分会長、柯武徳幹事長 

 JSCEタイ分会 Prof. Varameth Vichensan幹事長 

 H28年度全国大会 海外支部会議参加 

H28.10.21～24 第1回JSCE-CCESジョイントシンポジウム 李 永盛副理事長他21名 

H28.11.2 インドネシア公共事業省地方インフラ開発庁 Hermato Dardak 長官一行 

 

5．国際交流（派遣） 

H28.4.25  VJCEオープニングセミナー参加 ベトナム・ホーチミン 塚田幸広土木学会専務理事 

H28.5.22～23  第1回JSCE-CICHEジョイントワークショップ参加 

台湾・高雄市    廣瀬 典昭元土木学会会長(日本工営)、塚田 幸広土木学会専務理事、 張 鋒(名古屋工業

大学)、山田 菊子(東京工業大学)、岩井 裕正(名古屋工業大学)、勝濱 良博(日本工営)、李 

徳河 前台湾分会長(国立成功大学)、柯 武徳 台湾分会幹事長（正修科技大学）、澁谷 有希

子(国際センター) 

H28.6.9～10  モンゴル土木学会(MACE)年次大会参加 

モンゴル・ウランバートル 国際センターモンゴル担当 山口 栄輝 (九州工業大学)、中洲 啓太(国土技術政策総合研究

所) 

H28.8.29～8.30 アジア土木学協会連合協議会（ACECC）理事会参加 

米国・ハワイ ACECC 代表 日下部 治（国際圧入学会）、ACECC 担当委員会委員長 山口栄輝(九州工業

大学)、ACECC 担当委員会 幹事長 中野雅章（日本工営）、ACEC 事務総長堀越研一（大成

建設）、ACECC 事務総長補佐 芹野恵美子 

H28.8.20～9.2  アジア土木学協会連合協議会（ACECC）CECAR７参加 

米国・ハワイ 土木学会会長  田代  民治、土木学会専務理事  塚田  幸広、竹内  邦良（ICHARM）、前
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ACECC代表 住吉 幸彦（日本支承協会）、ACECC代表 日下部 治（国際圧入学会）、ACECC

担当委員会委員長 山口栄輝(九州工業大学)、ACECC 担当委員会 幹事長 中野雅章（日本

工営）、ACECC 事務総長堀越研一（大成建設）、ACECC 事務総長補佐 芹野恵美子、倉岡 千

郎（日本工営）、今村 崇（鹿島建設）他 

H28.9.29～10.1 米国土木学会（ASCE）年次大会参加 

米国・ポートランド 塚田 幸広土木学会専務理事、澁谷 有希子(国際センター) 

H28.10.14  MSCE-JSCE 耐震技術セミナー参加 

モンゴル・ウランバートル 国際センターモンゴル担当 山口 栄輝 (九州工業大学)、中村 豊(清水建設技術研究所) 

H28.10.28～30  大韓土木学会（KSCE）年次大会参加 

韓国・済州島  田代 民治土木学会会長、塚田 幸広土木学会専務理事、藤本 穣彦(静岡大学)、国際センター 

   韓国グループ担当 江上 和也（エコー）、今村 崇(鹿島建設) 

H28.11.18～19  フィリピン土木学会（PICE）年次大会 & PICE-JSCE ジョイントセミナー参加 

フィリピン・ダバオ 竹内 邦彦（ICHARM）、国際センター長代行 山川 朝生(日本工営）、石渡 幹夫（JICA）、 

塚原 健一（九州大学）、ネトラ・プラカシュ・バンダリ（愛媛大学）、倉岡 千郎（日本工営）、 

勝濱 良博(日本工営）、澁谷 有希子(国際センター) 

H28.11.18～１９  中国土木水利工程学会（CICHE）年次大会参加 

台湾・台中  石塚一郎（鹿島建設） 

H28.12.10～11  第 7 回 ヤンゴン工科大学 ICSE 参加 

ミャンマー・ヤンゴン 国際センター長上田 多門(北海道大学)、白土 博通(京都大学)、国際センターミャンマー担当  

清水哲夫（首都大学東京）、国際センターミャンマー担当 Thi Ha(日本工営)、 

澁谷 有希子(国際センター) 

H29.3.22～23  CJV セミナー 

ベトナム・ホーチミン、ハノイ 塚田 幸広土木学会専務理事、ベトナム分会長 関 陽水(アルメック)、国際センターベトナム 

   担当 藤田 仁（酒井重工業） 

H29.3.22～23  CJV セミナー 

H29.3.24  ハノイ 防災会議 

ベトナム・ハノイ         塚田 幸広土木学会専務理事、ベトナム分会長 関 陽水(アルメック)、国際センターベトナム 

担当藤田 仁（酒井重工業）、ACECC TC21 幹事 勝濱良博（日本工営） 

 

6．交流会 

1） H28.6.10             平成 28年度定時総会（通算第 102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：311名 

2）H27.9.17       平成 28年度土木学会全国大会に伴う交流会： 

             ホテルメトロポリタン仙台                  参加者数：466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）H28.11.21～24 土木コレクション2016 あなたは橋派？鉄道派？ 新宿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｣行事をご参照のこと。 

 

8．記者発表関連 

H28.4.8 会長特別タスクフォース 第１回全体会合開催（会議冒頭時のみカメラ撮り可） 

H28.4.28 平成28年（2016年）熊本地震 土木学会会長を団長とする調査団の派遣について 
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H28.5.18 「平成27年度土木学会賞」に関する記者発表会のご案内 

H28.5.31 土木学会西部支部「2016年熊本地震」 地震被害調査報告会 取材についてのお知らせ 

H28.6.3 第45回報道機関懇談会のご案内 

H28.6.13 平成28年度土木学会会長「記者共同インタビュー」のご案内 

H28.6.15 「技術評価証授与式」開催のご案内 

H28.6.30 米国及びカナダのライフラインの耐震専門家による熊本地震の調査 

～ 日本と北米の専門家による情報交換と現地調査 ～ 

H28.7.4 「バングラデシュでの事件」の悲報に接して 

H28.7.6 「CIM講演会2016」 2016年7月から全国10か所で開催 

平成28年度会長特別タスクフォースの「現場イノベーションプロジェクト」第一弾 

H28.8.5 第46回報道機関懇談会のご案内 

H28.8.19 平成28年度土木学会全国大会特別討論会「これからの我が国の国際貢献について」 

H28.8.19 平成28年度土木学会全国大会 

国際ラウンドテーブルミーティング「建設システムの変革に向けたCIM への期待」 

H28.9.20 平成28年度土木学会選奨土木遺産が決まりました 

H28.9.23 インフラ産業グローバルビジョン講演会 

「世界のリーダーと語るインフラ産業のグローバル戦略」の開催について 

H28.10.7 世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ（第８回） の開催について 

H28.10.19 「1st JSCE-CCES Joint Symposium -Bridge and Tunnel-」の開催について 

H28.11.16 第47回報道機関懇談会のご案内 

H28.11.16 「土木コレクション2016 あなたは橋派？鉄道派？」開催について 

H28.11.28 会長特別タスクフォース 第２回全体会合開催（会議冒頭時のみカメラ撮り可） 

H28.11.29 デザイン賞2016 授賞対象作品が決まりました 

H28.11.29 日越大学大学院社会基盤プログラムセミナーの開催について 

H28.12.8 コンクリートライブラリー第148号 

「コンクリート構造物における品質を確保した生産性向上に関する提案」を発刊、講習会を開催 

H29.1.17 「土木の現場で働く人たち」写真コンテストを開催 

会長特別タスクフォース「現場イノベーションプロジェクト」の一環 

H29.1.29 デザイン賞2016 授賞式を開催いたします 

H29.3.22 提言「土木分野での木材利用拡大に向けて」の記者発表のご案内 

H29.3.23 3/23（木）「技術評価証授与式」開催のご案内 

 

9．他学会との共催、協賛、後援 

1）共  催 

平成 28 年 

（1） H28.5.13 第 29回環境工学連合講演会                  環境工学委員会 東京都 

（2） H28.6.22    宅地地盤の品質評価に関する技術講習会                    地盤工学委員会 東京都 

（3） H28.7.6～8    第 53回アイソトープ・放射線研究発表会      原子力土木委員会・地球環境委員会  東京都 

（4） H28.7.7～8    安全工学シンポジウム 2016                 安全問題研究委員会 東京都 

（5） H28.7.15～16 第 11回日本モビリティ･マネジメント会議                      土木計画学委員会 愛媛県 

（6） H28.9.13 第 51 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岡山県 

（7） H28.9.17～18 日本環境共生学会公開シンポジウム「大都市における環境対策」    総務部門  東京都

                                     

（8） H28.10.13 社会インフラ、グリーン・エネルギー分野における材料工学の展望 地盤工学委員会 東京都
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（9） H28.11.18 平成28年度 第3回技術研修会                       木材工学委員会 佐賀県

(10) H28.11.21     平成 28年度工学教育調査研究連合委員会主催シンポジウム ―鉄道業界が期待する 

 工学教育と学生の人材像―                         教育企画・人材育成委員会 東京都 

（11）H28.12.5～7  第 24回風工学シンポジウム                           構造工学委員会 東京都 

（12）H28.12.8～9   キャビテーションに関するシンポジウム（第 18回）            水工学委員会 福岡県 

平成 29 年 

（13）H29.1.10～12  第 14回岩の力学国内シンポジウム～人類の未来を支えるフロンティア研究と岩の力学～ 

 岩盤力学委員会 兵庫県 

（14）H29.2.18     地盤品質セミナー「地盤に起因する土木・建築のトラブル事例とその解決に向けての地盤品質 

判定士の役割」 地盤工学委員会 東京都 

(15)H29.3.13     第 59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113件、後援94件、 

上記の他に国際センター関係：後援2件 

 

3） 国際会議 

《共  催》 

H28.7.6～8     ICCCBE2016（第16回土木建築コンピューティング国際会議      土木情報学委員会 大阪府 

H28.9.12～14  THESIS 2016‐ The 3rd symposium on two-phase modeling for sediment dynamic in 

geophysical flows                     水工学委員会 東京都 

 

2）他に協賛6件、後援13件 

 

 


