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Ⅳ．支 部 行 事 

1．北海道支部 

（1）通常総会（H28.4.21） ホテル札幌ガーデンパレス 

（2）商議員会 2回 

（3）幹事会 2回 

（4）事業担当幹事会 11回 

（5）委員会等 7回 

（6）支部行事 

1）講習会 

第 1 回「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)」講習会（H28.11.22） 

北大フロンティア応用科学研究棟   題数：5 題   参加人数：74 名 

2）年次技術研究発表会（H29.2.4～2.5） 

 北見工業大学   発表件数：202 件   参加人員：1,084 名 

  3）土木学会北海道支部選奨土木遺産見学会（H28.10.29） 

    旭川・旧神居古潭トンネル、旭川・春光台配水場、旭橋、 

留萌・深川自動車道建設現場及び留萌港南防波堤   参加人員： 40 名 

4）VISIT（職場訪問）事業 

各地区合同（H28.8.26）                             参加人員: 16 名 

      一般国道 275 号江別北道路新石狩大橋、3･3･304 南大通（北大、道科学大、北見工大、室工大、 

北海学園、函館高専、社会人） 

5）札幌市生涯学習講座［市民カレッジ］ 

    講演「水を運ぶ！橋架けプロジェクト～工事現場を見に行くバスツアー～」（H28.10.22） 

札幌市生涯学習センター   参加人員：39 名 

現場見学（H28.10.22）         豊平川水道水源水質保全水管橋新設工事   参加人員：40 名 

6）支部継続事業 

    土木コレクション 2016in Sapporo HANDS＋EYES（H28.7.20～22） 

札幌駅前通り地下歩行空間 7～9 番出口北側スペース   見学者：4,000 名 

    土木にまつわる DVD 等の映像配信（H28.12.6～7）  〔共催行事〕 

札幌駅前通り地下歩行空間大通交差点広場（西側）   参加人員：695 名 

    2017‘ふゆトピア・フェアｉｎ函館’（H29.1.26～27）〔共催行事〕 

函館市函館アリーナ   参加人員：2,100 名 

7）「土木の日」関連行事 

   ①札幌地区事業 

・親子現場見学会（H28.7.28） 

      札幌市西 2 丁目地下歩道工事、南早来変電所大型蓄電システム、千歳川根志越遊水地配水工事、 

        NEXCO 東日本札幌管理事務所   参加人員：75 名 

    ・選奨土木遺産認定書授賞式と「土木の日」記念講演会（H28.11.18） 

ホテル札幌ガーデンパレス 2F「丹頂」   参加人員：105 名 

   ②北見地区事業 

    ・おもしろ科学実験（H28.8.6） 〔後援行事〕          北見工業大学   加人員：620 名 

    ・PR イベント・現場見学会（市民対象）（H28.10.23） 〔共催行事〕 

  北見芸文ホール   参加人員：400 名 
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見学場所：小石川河川トンネル、見晴橋                     参加人員：19 名 

・映画会（高校生対象）（H28.11.14･16･28  3回） 

北見工業高校   参加人員：89名 

・書道展・表彰式（小中学生対象）（H28.11.16～20） 

まちきた大通りビル・北見工大   応募：190点 

   ③苫小牧地区事業 

    ・体験学習（H28.8.20～21） 〔共催行事〕      苫小牧工業高等専門学校   参加人員：491 名 

・市民のための見学会（H28.9.3） 〔共催行事〕        日高自動車道   参加人員： 41 名 

・土木に関する展示（H28.10.22～23） 〔共催行事〕 

 苫小牧工業高等専門学校   参加人員：1,858 名 

・科学実験教室（H28.10.10） 〔共催行事〕       苫小牧市（イオン）   参加人員：165名 

④室蘭地区事業 

    ・オープンラボ伊達（H28.8.28） 〔共催行事〕 伊達市防災センター   参加人員：300 名 

・オープンラボ in 室蘭（H28.9.24） 〔共催行事〕 室蘭工業大学   参加人員：100 名 

・河川環境学習体験フェスタ 2016（H28.10.8） 〔共催行事〕 

室蘭市内知利別川   参加人員：200 名 

・トラスコンテスト in 室蘭（H28.11.19） 〔共催行事〕 室蘭工業大学   参加人員： 100 名 

⑤函館地区事業 

・学校見学会（H28.7.2） 〔後援行事〕 函館工業高等専門学校   参加人員： 120 名 

・体験学習会（H28.8.6～7） 〔後援行事〕 函館工業高等専門学校   参加人員： 40 名 

    ・土木技術体験講座「土木技術紹介＋ドボククイズ」（H28.10.22～23） 〔共催行事〕 

函館工業高等専門学校   参加人員：350 名 

・橋を作ってみよう（H28.11.12） 〔共催行事〕 函館工業高等専門学校   参加人員： 9 名 

（7）刊行物出版 

  1）論文報告集題 73 号（CD-ROM）250 枚 発行：平成 28 年 2 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 

・平成 27 年度の選奨土木遺産 2 種のカード作成完了 

2）SNS シビルネット北海道（Face Book)を利用した広報活動 

・web サイトの管理・運営（業務委託） 

・支部幹事、会員からの投稿促進、連携他の機関との情報共有及び投稿推進 

 

2.東北支部 

（1）商議員会 2 回 

（2）支部総会（H28.5.19） ホテルメトロポリタン仙台 

（3）役員会および懇話会（H28.12.17） 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 5回 

3）継続教育部会 2回 
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（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 年度全国大会実行委員会 1 回 

連絡調整会議 5 回 

各部会・各班会議（適宜開催） 

総務部会 

特別講演・討論会部会（特別講演班・全体討論会班） 

年次学術講演会部会（年次学術講演会班・研究討論会班） 

学会誌編集部会（案内号・報告号班・特集号班・ホームページ班） 

平成 28 年度土木学会全国大会（H28.9.7～9） 

テーマ：復興、そして創生へ ～土木の力で地域を元気に～ 

第 71 回年次学術講演会（H28.9.7～9）       東北大学川内キャンパス   参加者：18,184 名 

研究討論会（H28.9.7・9）             東北大学川内キャンパス   参加者：2,749 名 

基調講演会・特別講演会・全体討論会（H28.9.7～9）    仙台国際センター   参加者：4,264 名 

国際関連行事（H28.9.7～9）     東北大学川内キャンパス・仙台国際センター   参加者：74 名 

交流会（H28.9.7～9）                ホテルメトロポリタン仙台   参加者：466 名 

映画会（H28.9.7～9）                 東北大学川内キャンパス   参加者：737 名 

熊本地震調査報告会（H28.9.8）               仙台国際センター   参加者：290 名 

リレー講演会 ～「土木の今」を聞く～（H28.9.7）       仙台国際センター   参加者：350名 

台風10号水害調査団緊急報告会（H28.9.7）           仙台国際センター   参加者：60名 

パネル展示(H28.9.7～9)    

JR仙台駅2階コンコース：12,000名、サンモール一番町：3,000名、地下鉄国際センター：432名 

参加者合計：15,432名 

映画会（支部企画）(H28.9.7・9)            東北大学川内キャンパス   参加者：250名 

見学会および市民対象行事 

土木遺産ツアー（H28.9.9） 参加者：26名 

震災復興ツアー半日コース（H28.9.7・9） 参加者：44名 

震災復興ツアー１日コース（H28.9.9）  参加者：27名 

東北大学災害科学国際研究所の見学ツアー（H28.9.9） 参加者：33名 

仙台の土木遺産をめぐる（H28.9.7・9） 参加者：46名 

高校生シンポジウム「高校生から見た河川環境」（H28.9.9） 

    東北大学川内キャンパス   参加者：105名 

ドボっこの杜カフェ（H28.9.7～9）          地下鉄仙台国際センター駅   参加者：60名 

3）支部設立 80 周年記念事業準備委員会 1 回 

記念事業 WG 2 回 

記念誌 WG 1 回 

（6）支部行事 

1）現場見学会（仙台地区）（H28.6.17）            仙台市若林区・岩沼市   参加者：97名 

テーマ「仙台湾南部海岸深沼南工区井土浦地区堤防復旧工事」 

2）東北の土木技術を語る会 （H28.6.17）          KTPガーデンシティ仙台   参加者：108名 

テーマ「仙台湾南部海岸堤防復旧プロジェクトについて」 

「仙台湾南部海岸深沼南工区井土浦地区堤防復旧工事」 

3）新刊コンクリートライブラリー145号（H29.1.26）          ハーネル仙台   参加者：39名 
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「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 

4）第8回 東北地方の橋梁保全に関するシンポジウム（H29.1.30）  情報・産業プラザ   参加者：450名 

テーマ「東北インフラ・マネジメント・プラットフォームの構築と展開」 

5）東北支部技術研究発表会（Ｈ29.3.4）               東北工業大学   参加者：670名 

・発表論文：413編 

・同日開催 学生交流会  東北工業大学   参加者：69名 

6）若手技術者交流サロン 

第1回 意見交換会（H28.6.17）          KTPガーデンシティ仙台ホール   参加者：108名 

テーマ「仙台湾南部海岸堤防復旧プロジェクトについて」 

「仙台湾南部海岸深沼南工区井土浦地区堤防復旧工事」 

第2回 仙台ドボクをめぐる・意見交換会（H28.7.6）            仙台市   参加者：19名 

見学先：澱橋 ‐へくり沢‐土橋通り- 四谷用水 – 大崎八幡 – 牛越橋 – 三居沢発電所 

※東京スリバチ学会 コラボ 

第3回 現場見学・意見交換会（H28.11.18）                仙台市   参加者：39名 

名取川閖上水門災害復旧工事・鳴瀬奥松島大橋耐震補強工事・天王橋上部工復旧工事 

※(一社)土木技術者女性の会東日本支部 コラボ 

第4回 意見交換会（H28.12.8）            東北大学青葉山キャンパス   参加者：30名 

※(一社)建設コンサルタンツ協会東北支部 コラボ 

第5回 意見交換会（H28.1.29）                エル・ソーラ仙台   参加者：20名 

※(一社)土木技術者女性の会東日本支部 コラボ 

  「高校生から見た河川環境」（兼 若手交流サロン）    東北大学川内キャンパス   参加者：108名 

※全国大会期間中に市民対象行事として開催 

7）東日本大震災から6年にあたってシンポジウム（H29.2.18）      日本消防会館   参加者：720名 

主催：国土交通省（東北地方整備局、東北運輸局、気象庁仙台管区気象台 

海上保安庁第二管区海上保安本部、国土地理院東北地方測量部 

(公社)土木学会東北支部、(一社)日本建設業連合会東北支部、東北建設業協会連合会 

(一社)建設コンサルタンツ協会東北支部、(一社)東北測量設計協会 

(一社)東北地域づくり協会 

（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 

1）土木の日特別行事                           仙台市   参加者：46 名 

仙台ドボクをめぐる・意見交換会（H28.9.7～8） 

見学先：澱橋 ‐へくり沢‐土橋通り- 四谷用水 – 大崎八幡 – 牛越橋 – 三居沢発電所 

2）土木の日関連行事 秋田ブランチ          アルヴェ 1 階 きらめき広場   参加者：167 名 

「土木コレクション in 秋田」（H28.11.26～27） 

3）土木の日関連行事 ～北上川改修 400 年記念～川村孫兵衛シンポジウム（H29.1.28） 

※石巻市・国土交通省 東北地方整備局と共同開催         石巻専修大学   参加者：300 名 

〔共催行事〕 

1）学園参加型関連行事（H28.10.15～16）           東北工業大学   参加者：合計 305 名 

東北工業大学大学祭「土木の日」企画展示 

2）フォーラム「第 9 回青森土木フォーラム」（H28．11.5～6）  弘前文化センター   参加者：200 名 

※主催：青森土木フォーラム実行委員会 

（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 
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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 7 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（H28.9.5） ハーネル仙台 

〔共催行事〕 

1）第 2 回東北石炭灰有効利用セミナー（H28.5.18） 

※主催：震災がれきと産業副産物のアロケーション最適化コンソシアーム未利用資源有効利用検討会 

2）「景観開花。2016」          東北大学   参加者：スタッフ・審査員 22 名・発表者 63 名 

テーマ「相互作用」（一次審査会Ｈ28.11.4 公開最終審査会Ｈ28.12.17） 

※主催：景観開花実行委員会 

3）第 5 回コンクリートカヌー東日本大会（H28.8.6～7） 山形県寒河江市 参加者：7 校 15 チーム（70 名） 

※主催：NPO 法人スペース・アンド・タイム・クリエーション 

4）「東北港湾空港合同勉強会 平成 28 年度若手技術者発表会」（H28.11.30） 

 ※主催：東北港湾空港合同勉強会        東北地方整備局港湾空港会議室   参加者：119 名 

5）地盤工学フォーラム東北 2016（H29.1.26）              仙台市   参加者：100 名 

 ※主催：(公社)地盤工学会東北支部                

6）地盤工学フォーラム東北 2016 〈平成 27 年度（第 34 回）研究討論会〉（H28.1.26） 

※主催：(公社)地盤工学会東北支部   仙台市 

7）第 2 回東北スラグ類有効利用セミナー（Ｈ29.2.2） 

※主催：資源循環コンソシアーム   仙台市 

8）第 2 回インフラマネジメント技術講習会（H29.3.6） 

～コンクリート構造物の品質確保・耐久性確保を目指して～  

※主催：青い森の橋ネットワーク   県民福祉プラザ県民ホール（青森県） 

〔協賛行事〕 

1）東日本大震災 5 周年シンポジウム～復興の現状と未来～（Ｈ28.6.10） 

※主催：(公社)日本技術士会             TKP ガーデンシティ仙台   参加者：270 名 

2）第 16 回夏休み子ども科学キャンパス（H28.7.27～28） 

第 11 回秋休み子ども科学キャンパス」（H28.10.11～12） 

※主催：子ども科学キャンパス実行委員会） 

参加者：仙台市内小学校 6 年生延べ 310 名サポートスタッフ延べ 252 名（仙台市） 

3）「復旧からの復興・創生へ～東北の魅力を生かして～」（H29.11.11） 

※主催：(一社)建設コンサルタンツ協会   ホテル法華クラブ仙台 

〔後援事業〕 

1）建設技術公開「EE 東北’16」（H28.6.1～2）    

※主催：EE 東北実行委員会 

夢メッセみやぎ   出展者数：304 社 出展技術数：832 技術 参加者：14,200 名 

2）秋田自動車道（横手～秋田南間）開通 25 周年シンポジウム（仮称）（H28.6.16～17） 

 ※主催：NEXCO 東日本 横手管理事務所・秋田管理事務所 

秋田キャスルホテル   参加者：290 名 

3）学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ 2016（第 10 回）（H28.7.17～8.4） 

※主催：NPO 法人 natural science                 東北大学   参加者：9,612 名 

4）「コンクリート構造物の補修・補強に関するフォーラム 2016」 
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～劣化を定量的に評価し、工法を適切に選定するには～（H28.8.3～4） 

※主催：(一社)コンクリートメンテナンス協会東北支部 

「青森会場」アウガ多目的ホール   参加者： 104 名 

「盛岡会場」岩手県公会堂   参加者： 138 名 

5）「水工学に関する夏期研修会」（H28.8.22～23） 

※主催：(公社)人土木学会   秋田大学 

6）「景観からの道づくり」講習会 in 仙台（H28.9.13）   せんだいメデイアテーク   参加者：66 名 

   ※主催：(一社)日本みち研究所 

7）「道路橋の長寿命化対策に関わる技術講習会」（H28.9.29）   せんだいメデアテーク 

※主催：(一社)建設保全協会 

8）東日本大震災 5 周年公開シンポジウム～震災から復旧・復興 5 年間の軌跡～（H28.10.6） 

※主催：(公社)地盤工学会東北支部           仙台シルバーセンター   参加者：207 名 

9）昭和 14 年秋田県男鹿地震」映像上映会（H28.10.16） 

   ※主催：(公社)土木学会土木技術映像委員会     さきがけホール（秋田市）   参加者：41 名 

10）公益事業 50 年記念講演会―東北の創生に向けて―（H29.2.1） 

 ※主催：(一社)東北地域づくり協会・河北新報社     東北大学川内萩ホール   参加者：600 名 

11）「羽越水害 50 年行事」（H29.3.4～8.21） 

※主催：羽越水害 50 年行事実行委員会       関係自治体（国・気象台・県・20 市町・小学校） 

（10）刊行物 

1)平成 28 年度技術研究発表会講演概要集（CD－ROM 版）           発行日：平成 29 年 2 月発行 

（11）研究奨励及び業績の表彰 

1）平成28年度総合技術賞 4件 

2）平成28年度技術開発賞 2件 

3）平成28年度研究奨励賞 7件 

 

3.関東支部 

（1）第 53 回通常総会（H28.5.20）  弘済会館会議室          出席者（委任状を含む）：253 名 

1）平成 27 年度事業報告および決算報告 

2）会計監査報告 

3）関東支部新役員選任 

4）平成 28 年度事業計画および予算報告 

5）第 43 回技術研究発表会優秀発表者表彰 

6）第 17 回「土木のある風景」写真コンテスト表彰 

（2）会議等 

  1）商議員会（H29.2.10）                         出席者（委任状を含む） 名 

2）全体幹事会（H28.6.28）                               出席者：41 名 

3）運営幹事会（H28.11.11）                               出席者：32 名 

4）企画部会（H28.8.24）                                 出席者：13 名 

5）技術情報部会（計 7 回）                            出席者延べ：75 名 

6）学術研究部会（計 4 回）                            出席者延べ：68 名 

  7）広報部会（計９回）                              出席者延べ：126 名 

8）交流部会（計 6 回）                               出席者延べ：41 名 

9）災害対応部会（計 2 回）                               出席者：24 名 
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10）支部選奨土木遺産選考委員会（計 3 回）                     出席者延べ：29 名 

11）関東地区役員候補者選考委員会（H28.10.6）                     出席者：10 名 

12）土木学会認定技術者資格試験実施部会（H29.2）  

13）技術研究発表会優秀発表表彰者懇談会（H28.5.20）                  出席者：24 名 

（3）講習会 

1）講習会「土木技術者に求められる資質と素養」 【技術情報部会】 

  －技術士第二次試験受験のための実践講習会（演習付） 第 27 回－           参加者：61 名 

  2）講習会「土木技術者に求められる資質と素養」 【技術情報部会】 

    －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 8 回－     参加者：58 名 

  3）講習会｢土木系技術者のキャリア形成、その第一歩｣ 【技術情報部会】 

    －技術士第一次試験に挑戦する土木系技術者のために－  第 10 回           参加者：20 名 

  4）講習会｢最近の日本の火山活動について｣ 【技術情報部会】 

－３火山の噴火事例を話題として－                         参加者：45 名 

  5）講習会｢「京」コンピュータによる地震津波シミュレーション｣ 【技術情報部会】     参加者：52 名 

6）平成 28 年度第 25 回中学生記者取材講習会                    参加者 ：7 校 18 名 

（4）コンクリートカヌー大会 【広報部会】             参加者：約 500 名（大会関係者含む） 

第 22 回土木系学生によるコンクリートカヌー大会 

 荒川貯水池［彩湖］ 

 参加校：＜大学・高専 10 校 10 チーム ＞ 

     ＜高等学校 21 校 28 チーム ＞ 

 （5）技術研究発表会【学術研究部会】 

第 44 回技術研究発表会 

1）技術研究発（H29.3.7～3.8）                埼玉大学   参加者：延べ 1,926 名 

      発表数：455 編、優秀発表者賞受賞：16 名 

    2）特別講演会（H29.3.7）                      埼玉大学   参加者：95 名 

      社会実験と社会基盤整備―その達成と今後への課題 

    3）第 18 回「土木のある風景」写真コンテスト（展示と投票） 

    4）「ドボコレ」（土木コレクション）展示 【技術情報部会】 

    5）第 9 回若手土木技術者交流サロン 

6）交流会 

（6）談話会 

第 1 回：「鬼怒川堤防決壊！（その１）緊急復旧工事 怒涛の 2 週間」（H28.6.3） 

 土木学会ＡＢ会議室   参加者：32 名 

第 2 回：「鬼怒川堤防決壊！（その２）緊急復旧工事 怒涛の 2 週間」（H28.7.11） 

 土木学会ＡＢ会議室   参加者：16 名 

第 3 回：「鬼怒川堤防決壊！（その３）土木学会 災害調査報告」（H28.8.5） 

 主婦会館「コスモス」会議室   参加者：21 名 

第 4 回：「空想世界を建設技術で実現する －ファンタジー営業部の活動について－」（H28.12.2） 

    土木学会ＡＢ会議室   参加者：43 名 

第 5 回：「ダム広報～ダムカードからダムコレクションそしてこれから～」（H29.2.17） 

共催：(一社)土木技術者女性の会 東日本支部 

    土木学会ＡＢ会議室   参加者：31 名 

（7）見学会 
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1）技術研究所見学会（H28 年 7 月～H29 年 3 月） 

見学先：16 研究所   

 (株)安藤・ハザマ技術研究所（11/18）                       参加者：20 名 

 (株)大林組技術研究所（10/15）                        参加者：約 500 名 

 鹿島建設(株)技術研究所（10/25）                         参加者：170 名 

大成建設(株)技術センター（11/21）                        参加者：70 名 

 (株)熊谷組技術研究所（11/9）                          参加者： 59 名 

 五洋建設(株)技術研究所（11/22）                       参加者：70 名 

 清水建設(株)技術研究所（12/7・15）                       参加者：161 名 

     (株)竹中工務店技術研究所（11/16）                        参加者：37 名 

 東洋建設(株)美浦研究所（12/3）                          参加者：30 名 

     戸田建設(株)つくば技術研究所（11/18）                      参加者：110 名 

 飛島建設(株)技術研究所（11/8）                         参加者：102 名 

 西松建設(株)技術研究所（7/5）                          参加者：100 名 

 (株)フジタ技術センター（11/28）                         参加者：65 名 

     三井住友建設(株)技術研究所（11/18）                      参加者：125 名 

     東京都土木技術支援・育成センター（11/16）                   参加者： 90 名 

参加者合計：約 1,700  名（地元小学生他） 

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 

    見学先：五洋建設(株)（12/2）                           参加者：35 名 

    見学先：鹿島建設(株)・清水建設(株)（3/15）                    参加者：160 名 

2）現場見学会（H28.11.18）                              参加者：24 名 

見学先：「東京外かく環状道路本線トンネル（南行）東名工事」 

「国土交通省関東地方整備局京浜港湾事務所横浜海上見学」 

3）親子見学会（H28.11.19）                  参加者：20 名（大人 10 名、子供 10 名） 

見学先：「八ッ場ダム」 

（8）平成 28 年度選奨土木遺産認定に伴う認定書授賞式 

1）わたらせ渓谷鐵道関連施設群（H28.11.7）（H28.12.3） 

栃木県総合文化センター、群馬県みどり市大間々図書館 

2）響橋（H28.11.14）   横浜市役所 

3）江連用水旧溝 宮裏両樋（H28.11.8）   茨城県建設技術管理センター 

4）南高橋（H28.11.15）   東京都中央区役所 

5）信濃川千手水力発電所施設群（H28.11.14）   新潟日報メディアシップ「日報ホール」 

6）小山樋門（H28.11.14）   千葉県庁南庁舎第 2 会議室 

7）湘南港（H29.3.1）   神奈川県庁 

8）榎戸新田橋りょう（H28.12.3）   千葉県八街市中央公民館 

 （9）写真コンテスト 

第 18 回「土木のある風景」写真コンテスト 

 （10）スチューデントチャプター関連 

1）登録活動校 

・日本大学船橋部会  

・日本大学大学院生産工学研究科土木工学専攻 

・東京都市大学工学部 
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・東海大学工学研究科 

2）第 8 回若手土木技術者交流サロン（H28.10.14）  土木学会講堂   参加者：学生 20 名、社会人 12 名 

  3）第 9 回若手土木技術者交流サロン（H29.3.7）     埼玉大学   参加者：学生 33 名、社会人 10 名 

4）第 6 回どぼくカフェ（H28.7.15）                           参加者：79 名 

5）第 7 回どぼくカフェ（H28.12.16）                          参加者： 72 名 

（11）シニアサロン 

 1）学会内打ち合わせ  2 回                            参加者：述べ 30 名 

  2）学会外打ち合わせ等 7 回                                

 （12）広報活動 

1）関東支部 Facebook「シビルネット関東」 

2）メルマガ配信（2 回／月） 

（13）出版物 

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 27 回  平成 28 年 4 月刊行 100 部（87 頁） 

  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 8 回  平成 28 年 6 月刊行  100 部（27 頁） 

  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－第 10 回  平成 28 年 7 月刊行 50 部（127 頁） 

   ・第 44 回技術研究発表会講演概要集（CD－ROM 版）       平成 29 年 3 月刊行 600 部  

 （14）共催・後援・協賛行事 

1）「道路橋の長寿命対策に関わる技術講習会」（H28.7.20-21/H28.10.14) 

    (一社)日本建設保全協会 

2）「ジャパンスティールブリッジコンペティション 2016」（H28.9.1-2） 

    JSCB2016 実行委員会 

3）「応用生体工学会第 20 回大会（20 周年記念東京大会）」（H28.9.2-5） 

    応用生体工学会 

4）「第 61 回日本リモートセンシング学会年次学術講演会特別セッション」（H28.11.2） 

    日本リモートセンシング学会：国土防災リモートセンシング研究会 

5）「日本水処理生物工学会第 53 回大会（千葉大会）」（H28.11.10-12） 

    日本水処理生物学会 

    6）「第 5 回 GNN 技術発表会」（H28.11.18） 

    元気な生コンネットワーク 

7）｢神奈川県相模川下流域の自然災害と防災対策｣ （H29.3.11) 

東海大学 To-Collabo プログラム 大学推進プロジェクト「地域デザイン計画 安心安全事業」 

 （15）分会行事報告 

【新潟会】 

1）通常総会（H28.5.12）                  新潟グランドホテル   参加者：80 名 

2）講演会 

①第 1 回（総会時 H28.5.12）「八階醸造の酒造り」      新潟グランドホテル   参加者：80 名 

②第 2 回（定例会時 H28.10.24）「建設現場における男女のコミュニケーションについて」 

      ホテルオークラ新潟   参加者：69 名 

③第 3 回（「土木の日」記念講演会 H28.11.24）     新潟日報メディアシップ   参加者：260 名 

「新潟駅周辺整備とまちづくり」、「日本はよくなるか」 
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3）第 34 回研究調査発表会（H28.11.2）       ハイブ長岡   発表件数：167 件、参加者：284 名 

4）研究活動（H27.4～29.3）コンクリート構造物の品質向上および長寿命化に関する研究委員会 

   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 

新潟班（H28.7.26）                                                         参加者：9 組、23 名 

見学先：新潟防災センター、一級河川五十嵐川災害復旧助成事業囲繞堤・越流堤工事 

長岡班（H28.7.28）                                 参加者：9 組、20 名 

見学先：長岡維持出張所、上信越自動車道「矢代工事」 

②講演会（第 3 回講演会参照）（H28.11.24） 

6）研修会（H28.9.13）白根水道町ポンプ場、奥胎内ダム                    参加者：46 名 

   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 52 施設について紹介 

9）懇親会 

①総会に伴う懇親会（H28.5.12）              新潟グランドホテル   参加者：79 名 

②定例会（H28.10.24）                   ホテルオークラ新潟   参加者：62 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）（H28.11.24） 

     「信濃川 千手水力発電所施設群」 

【山梨会】 

1）通常総会（H28.4.6）               岡島百貨店クリスタルホール   参加者：15 名 

2）講習会「土木技術者倫理と河川管理施設の被災と対応策」（H28.7.14） 

敷島総合文化会館   参加者：150 名 

3）見学会（土木の日行事）「未来の交通網と環境にやさしいインフラを訪ねて」（H28.11.19） 

 参加者：79 名 

4）幹事会                                   合計 11 回 

【群馬会】 

1）通常総会（H28.6.17）                  群馬建設会館 B ホール   参加者：45 名 

2）講演会 

①｢戦国武将の土木力｣（H28.6.17）            群馬建設会館 B ホール   参加者： 40 名 

②｢土木の視点で見る！大河ドラマ『真田丸』登場人物たち｣（H28.11.18） 

群馬会館ホール   参加者：145 名 

3）講習会 

     ①第 13 回コンクリート研究会「コンクリート構造物の維持管理」（H28.5.30） 

前橋工科大学 151 講義室   参加者：180 名 

    ②地震災害講習会（H28.8.3）               前橋工科大学 151 講義室   参加者：170 名 

③第 14 回コンクリート研究会「コンクリート構造物の維持管理Ⅱ」（H28.11.16） 

群馬建設会館 A ホール   参加者：100 名 

④第 15 回コンクリート研究会「新設コンクリート構造物の品質確保」（H29.1.11） 

群馬県公社総合ビル多目的ホール   参加者：240 名 

〔共催行事〕 

学生向けボーリングコア観察・勉強会（H28.11.22）                   参加者： 32 名 

4）見学会 
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①小中高生に伝えたい土木遺産「丸沼ダム」見学会（H28.10.28）           参加者： 44 名 

②「土木の日」記念八ツ場ダム建設現場高校生見学会（H28.12.12）          参加者： 42 名 

〔共催行事〕 

八ツ場ダム現場見学会（H28.7.4）                           参加者： 43 名 

5）土木の日イベント in ぐんま 2016 パネル展示（H28.11.17～18）            参加者：218 名 

6) 選奨土木遺産「わたらせ渓谷鐡道関連施設群」認定書・銘板伝達式（H28.12.3）    参加者： 86 名 

7）機関誌「群馬を拓く」第 26 号の発行 

【栃木会】 

 1）通常総会（H28.8.18）               宇都宮東武ホテルグランデ   参加者：153 名 

2）講演会、意見交換会（H28.8.18）          宇都宮東武ホテルグランデ   参加者：166 名 

講演会題目：「建設業の国際化」 

   〔共催行事〕 

3）研究発表会（栃木県建設技術協会と共催）（H29.1.31） 

栃木県総合文化センター   参加者：368 名 

①研究発表会   発表論文：13 編 

②文化講演会題目：「不揃いの木を組む」 

   〔共催行事〕 

4）技術講習会 

講習会（日本技術士会栃木県支部と共催）（H29.2.22 予定） 

 テーマ：「技術士を志す方への情報提供講座」    栃木県総合文化センター   参加者： 31 名 

   〔共催行事〕 

5）「土木の日」イベント事業（CCI とちぎ 共催）（H28.11.7） 

栃木県総合文化センター   参加者：294 名 

①土木学会選奨土木遺産認定書授与式 

②講演：「建設現場の未来を考える～IoT による建設現場の生産性向上への取り組み～」 

   6）エクスカーション「近代土木遺産探訪の旅」（H28.11.19）               参加者：82 名 

    野木町煉瓦窯、渡良瀬遊水地、渡良瀬川橋梁の視察 

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６校、ハイスクール世界サミット in 福島への助成 

8）平成 28 年度会員名簿の作成およびホームページの更新 

 【茨城会】 

1）理事会および通常総会（H28.7.22） 

理事会                (公財)茨城県開発公社 4 階 4-G 会議室   出席者：14 名 

総会                 (公財)茨城県開発公社 4 階 4-H 会議室   出席者：55 名 

2）幹事会：定期的に開催   

    ①第 1 回幹事会（H28.6.7）    (一財)茨城県建設技術管理センター 3 階会議室   出席者：14 名 

②第 2 回幹事会（H28.10.13）   (一財)茨城県建設技術管理センター 3 階会議室   出席者：16 名 

    ③第 3 回幹事会（H29.1.26）         茨城県三の丸庁舎 3 階共用会議室 B   出席者：15 名 

3）講演会 

①第 14 回総会時特別講演会（H28.7.22）   (公財)茨城県開発公社  4 階会議室   参加者：98 名 

(一財)茨城県建設技術管理センターと共催                     

    ②第 15 回建設技術講演会（H28.11.8）    (一財)茨城県建設技術管理センター   参加者：131 名 

(一財)茨城県建設技術管理センターと共催                     
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    4）講習会（イブニングセミナー） 

    ①第 16 回イブニングセミナー（H28.11.22）    茨城県産業会館 2 階大会議室   参加者：36 名 

②第 17 回イブニングセミナー（H28.12.7）     茨城県産業会館 2 階大会議室   参加者：32 名 

③第 18 回イブニングセミナー（H29.3.24）   土浦市男女共同参画センター研修室   参加者：32 名 

    「3Ｄスキャナー･ＵＡＶ自律飛行を活用した土木遺産及び公共残土ストックヤードの管理について」 

5）「土木の日」見学会（H28.11.16） 一般県民対象                   参加者：23 名 

①土浦市立博物館内見学及び同館内にて講演会の実施 

②亀城公園（城址）、旧水戸街道（今なお当時の面影が残る町なみ）等 

③旧川口川水閘門跡（霞ヶ浦洪水遡上対策の証言者） 

6）広報関係 

①茨城会会報の発行･･･第７号編集中→2 月末発行予定 

②「茨城会」ホームページの運用 http://www.jsce-ibaraki.com/ 

7）調査研究部会 

①橋梁分科会 

       ②土木遺産分科会 

③ＵＡＶ応用活用研究分科会 

     ・３Ｄスキャナーによる土木遺産の維持管理・活用研究（H28.8.26） 

・３Ｄスキャナーによる堤体盛土量の算定への活用（H28.9.15） 

 

4．中部支部 

（1）支部総会（H28.5.16） 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（H28.4.21）                  於：愛知県産業労働センター   参加者：70名 

「技術士資格取得のために －建設部門の二次試験に備える－」講習会 

第2回（H28.7.15）                      於：名古屋工業大学   参加者：38名 

「土木技術者の倫理を考える－人と土木と－」講習会 

第3回（H28.11.9）                  於：愛知県産業労働センター   参加者：69名 

「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）」講習会 

第4回（H29.2.10）                   於：石川工業高等専門学校   参加者：43名 
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「UAVの運用と土木分野における利活用」 

第5回（H29.3.25）                      於：金沢市異業種会館   定員：50名 

「技術士資格取得のために －建設部門の二次試験に備える－」講習会 

2）土木の日関連行事 

① 親子ふれあい見学会（H28.7.24） 参加者：18名 

橋をツクル×ミル×マナブ｢世紀の難工事？ペーパーブリッジを架けろ！｣ 

見学先：ペーパーブリッジ教室、松川橋、富山大橋等 

② 市民見学会 

＜石川県＞（H28.10.1） 参加者：38名 

「親子でドボク探検！」 

見学先：神谷内トンネル、金沢環状道路海側幹線、金沢港御供田国際コンテナターミナル、 

金沢城公園 

＜愛知県＞（H28.11.12）                             参加者：38名 

「ふらぁ～り、土木の旅 ～間近で見る巨大構造物～」 

見学先：名古屋環状 2 号線、刈谷ハイウェイオアシス、矢作ダム  

＜静岡県＞（H28.11.19） 参加者：33名 

「伊豆へのゲートウェイ！土木の役割・大切さを学ぼう」 

見学先：国道136号土肥拡幅工事、国道136号船原バイパス工事、天城北道路 

③ エクスカーション                 参加者：愛知社会科教育研究会海部支部 教師 20 名 

見学先：中川運河、松重閘門、露橋水処理センター、リンナイ倉庫、岡谷鋼機倉庫 等（H28.8.26） 

3）中部支部選奨土木遺産・パネル展（H28.10.20-21）          吹上ホール   参加者：2173 名 

建設技術フェア 2016in 中部内 

4）研究発表会（H29.3.3）                        金沢大学   参加者：535名 

講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 309件 

5）土木出前講座 

第1回「地震と津波」（H28.5.9）             愛知県立春日井高等学校   参加者：28名 

第2回「地盤の調べ方」（H28.6.18）              (株)光建 大会議室   参加者：90名 

第3回「液状化しそうな地盤とは？作って調べてみよう」（H28.6.30） 

愛知県立起工業高等学校   参加者：18名 

第4回「橋のふしぎ」（H28.7.11）             愛知県立小坂井高等学校   参加者：41名 

第5回「地震と津波、津波と高潮」（H28.8.20）           名古屋港湾会館   参加者：51名 

第6回「阪神・淡路ならびに東日本大震災からの教訓と大震災時の緊急対応について」（H28.11.1） 

愛知県立鶴城丘高等学校   参加者：28名 

第7回「自然災害に強い町造りの初歩」（H28.11.8）     愛知県立鶴城丘高等学校   参加者：28名 

第8回「電子紙芝居を使い、水害について考えるワークショップ」（H28.11.17） 

愛知県立海翔高等学校   参加者：28名 

第9回「液状化しそうな地盤とは？」（H29.1.12）         岡崎市立北中学校   参加者：190名 

6）自治体ブランチ（愛知県）：イブニングサロン 

第1回（H28.5.27）              豊川高等学校   参加者：19名（学生7名、社会人12名） 

豊川高等学校学生を対象 

第2回（H28.6.17）                大同大学   参加者：22名（学生10名、社会12名） 

大同大学学生を対象 

第3回（H28.7.4）            豊橋技術科学大学   参加者：22名（学生11名、社会人11名） 
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豊橋技術科学大学学生を対象 

第4回（H28.10.18）             椙山学園大学   参加者：28名（学生16名、社会人12名） 

椙山学園大学学生を対象 

7）学生と技術者の意見交換会（H28.12.12）             名古屋市公会堂   参加者：199 名 

テーマ：「国土の基盤を支える土木技術者－我々はこれから何を学ぶべきか－」 

土木工学を専攻する中部圏大学の1～2年生を対象 

8）学習支援講座                       カモメリア（豊橋市）   参加者：6名 

第14回（H28.8.24）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 

9）調査研究委員会報告会（H29.3.3）                   金沢大学   参加者：36名 

①「地区防災計画の策定支援方法検討委員会」 

②「辰巳用水における土木技術の再考とそれがもたらす今日的意義」 

③「積雪寒冷地におけるコンクリート構造の劣化と健全度評価の適正化に関する調査委員会」 

10）共催・協賛・後援行事 

＜共催行事＞ 

①建設技術フェア 2016 in 中部（H28.10.20-21）      吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館） 

主催：国土交通省中部地方整備局、名古屋国際見本市委員会 

②橋梁技術発表会及び講演会（H28.10.28）                   東建ホール・丸の内 

主催：(社)日本橋梁建設協会 

＜協賛行事＞ 

①総会・特別講演（H28.6.3）                       日本設計工学会東海支部 

主催：(公社)日本設計工学会東海支部 

②機械製図講習会（H28.6月および8月）                  名城大学天白キャンパス 

主催：(公社)日本設計工学会東海支部 

③第50回化学工学の進歩講習会（H28.11.9-10）                 名古屋市工業研究所 

主催：(公社)化学工学会東海支部 

④設計フォーラム（H28.11.25）                      日本設計工学会東海支部 

主催：(公社)日本設計工学会東海支部 

＜後援行事＞ 

①「道路橋床版の長寿命化対策に関わる技術講習会」（H28.5.10）   名古屋国際センター 別棟ホール 

主催：(一社)日本建設保全協会 

②「NATM とシールドトンネルの設計と実際講習会」 (H28.6.17)        中部大学 三浦記念会館 

主催：(公社)地盤工学会中部支部 

③「中部地方の橋をどう守るのかを考えるシンポジウム」（H28.8.19）   名古屋大学 東山キャンパス 

東海構造研究グループ 

④セメント系固化材の利活用セミナー（H28.8.24）                   ルブラ王山 

主催：(一社)セメント協会 

⑤第24回「知多から世界へ」講演会inセントレア（H28.8.26）           中部国際空港(株) 

主催：NPO法人「知多から世界へ」 

⑥平成28年度 第1回見学会・第1回講演会（H28.9.28）        名古屋ガーデン埠頭ポートビル 

「名古屋港港湾整備および航路浚渫土砂の有効利用に関する見学会および講演会」 

主催：(公社)日本材料学会東海支部 

⑦第26回建設コンサルタント業務技術発表会（H28.10.12）          愛知県産業労働センター 

主催：(一社)建設コンサルタンツ協会中部支部 
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⑧SGST 平成28年度第4回定期研究会（特別会）（H28.10.24）    名城大学 研究実験棟Ⅱ多目的室 

「ヨーロッパの橋梁の動向」 

主催：東海構造研究グループ(SGST) 

⑨平成28年度土木見学バスツアー（H28.10.29）   丸山・新丸山ダム工事現場、旧八百津発電所資料館 

主催：(公財)岐阜県建設研究センター 

⑩セメント系固化材の利活用セミナー（H28.11.2）           金沢商工会議所会館1Fホール 

主催：(一社)セメント協会 

⑪第11回新聞紙で作る高速道路“橋”コンテスト（H28.11.5）      電気文化会館イベントホール 

主催：中日本高速道路(株)名古屋支社 

⑫現場技術者のための土質力学：第３回講習会（H28.12.7）        金沢大学サテライトプラザ 

主催：(公社)地盤工学会北陸支部 

⑬第10回ＰＩセミナー（H28.12.16）                     愛知芸術文化センター 

「情報通信技術が変える建設産業の将来」 

主催：(一社)社会基盤技術評価支援機構・中部 

⑭講習会「コンクリート構造物の長寿命化」（H29.1.31）            名古屋大学ES総合館 

主催：(公社)日本コンクリート工学会 中部支部 

⑮文部科学省「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」（H29.2.3）   今池ガスホール 

事業コンソーシアムシンポジウム『あたりまえな“みち”のために』 

主催：岐阜大学工学部 

⑯第25回「知多から世界へ」講演会inセントレア（H29.2.6）            中部国際空港(株) 

主催：NPO法人「知多から世界へ」 

 

5. 関西支部 

（1）平成28年度役員選挙（H28.4.5） 

（2）第89回支部総会（H28.5.12） 

（3）商議員会 3回 

（4）幹事会 

全体幹事会 4回 

主査幹事会 3回 

総務財務幹事会 3回 

企画講習会幹事会 2回 

市民幹事会 5回 

特定事業幹事会 随時 

（5）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 

支部中期運営グループ会議 1回 

（6）役員・委員対象見学会 

場所:黒部川第4発電所(H28.7.1、9.25) 参加者:20名 

場所:新九頭竜橋(仮称)、中部縦貫道(H29.2.4) 参加者:28名 

（7）委員会・行事等 

1）委員会・グループ 

関西支部技術賞選考委員会 
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選考委員会 4回 

技術賞候補発表会(H29.1.23) 

場所:大阪合同庁舎1号館第1別館 参加者:100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 

協力行事 

2017国土政策フォーラム in 五條「全国未成線サミット(未成線の利活用による地方創生)」(H29.3.4) 

主催:国土交通省、奈良県五條市他 

平成28年度特別企画「土木遺産展 in 狭山池博物館 －関西の土木遺産巡歴－」(H29.3.18～5.7) 

主催:大阪府立狭山池博物館他 

土木コレクション バナー展示 

どぼく＋マンガ in 京都国際マンガミュージアム(H28.3.3～5.10)  

内容: 琵琶湖疏水図面集、余部橋梁 参加者:32,000名 

立命館大学 びわこ・くさつキャンパス(H28.6.11) 

内容:余部橋梁、琵琶湖疏水図面集、淀川河川補修 参加者:626名 

大阪大学 吹田キャンパス(H28.8.9) 

内容:穴太衆石積みの石垣、紀ノ川橋梁、毛馬閘門・洗堰・長柄運河、奈良駅舎、淀川河川補修 

平成28年度特別企画「土木遺産展 in 狭山池博物館 －関西の土木遺産巡歴－」(H29.3.18～5.7) 

内容:全13本  

「安全な国土への再設計」支部連合プラットフォーム 

災害協定関西地区連絡会議 1回 

災害協定における支援事業(講師派遣) 

平成28年度滋賀県土木技術職員専門研修(H28.6.7) 

場所:滋賀県建設技術センター、主催:滋賀県 参加者:51名 

地域の災害脆弱性と防災意識の啓発(講師派遣) 

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～」(H29.3.12) 

場所:津波・高潮ステーション 

主催:ぼう祭のつどい実行委員会(大阪市西区6連合振興町会他) 参加者:80名 

調査研究委員会 

まちづくりにおける水辺空間のあり方 ～新たな都市施設・空間の複合化を目指して～      8回 

モニタリング技術と融合した橋梁マネジメントに関する調査研究委員会            14回 

歴史的地盤遺跡の保全と活用に関する研究委員会                       7回 

共同研究グループ 

鋼橋の維持管理全体の高度化に関する共同研究グループ                    6回 

中小規模自治体における社会基盤構造物の維持管理に関する共同研究グループ          3回 

都市直下地震における耐震問題に関する研究                         4回 

老朽化、および更生した下水道管きょの耐震設計法に関する研究               10回 

シビル・ベテランズ＆ボランティア(CVV)                          13回 

2）企画講習会関連行事 

＜主催・共催行事＞ 

平成28年度関西支部年次学術講演会（H28.6.11） 

場所：立命館大学 びわこ・くさつキャンパス 一般講演：260題 

講演会 参加者：626名 
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懇親会 参加者：179名 

平成29年度プログラム編成委員会 1回 

杭基礎と鋼管矢板基礎の実用的統一設計法の確立に向けての基礎的研究 ワークショップ（H28.6.11） 

立命館大学   参加者：7名 

中小規模自治体における社会基盤構造物の維持管理に関する 

共同研究グループ ワークショップ（H28.6.11） 

立命館大学   参加者：20名 

都市直下地震における耐震問題に関する研究 ワークショップ 

“直下地震での構造物の被害は横揺れだけによるものなのか？”（H28.6.11） 

立命館大学   参加者：24名 

老朽化、および更生した下水道管きょの耐震設計法に関する研究 ワークショップ（H28.6.11） 

立命館大学   参加者：18名 

鋼橋の維持管理全体の高度化に関する共同研究グループ ワークショップ（H28.7.29） 

建設交流館   参加者：98名 

メンテナンスエキスパート講習会（H28.8.1～8.5） 

土木学会関西支部、天ヶ瀬ダムなど   参加者：24名、述べ：119名 

大学生・大学院生対象『大規模土木プロジェクト実地研修』（H28.8.17～8.26） 

安威川ダム建設事務所など   参加者：18名、述べ：144名 

第30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（H28.8.24～8.25） 

大阪科学技術センター   参加者：第Ⅰ部83名、第Ⅱ部86名、述べ：169名 

コンクリートカヌー競技大会（H28.8.27）        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 

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 

連携研究委員会講習会（H28.9.30）                 建設交流館   参加者：153名 

協賛：(一財)阪神高速道路技術センター 

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～（H28.10.27） 

マイドームおおさか（建設技術展2016近畿）   参加者：130名 

本部講習会「地中構造物の耐震性能照査高度化」に関する関西支部会場でのビデオ上映会（H28.11.10） 

土木学会関西支部   参加者：13名 

高専学生対象講演会（H28.12.7）             福井工業高等専門学校   参加者：170名 

平成28年度施工技術報告会（H29.2.15）               建設交流館   参加者：188名 

共催：(公社)地盤工学会関西支部、(一社)日本建設業連合会関西支部、 

(一法)日本建設機械施工協会関西支部 

ぶら・土木（ブランチ活動） 

11th シリーズ土木遺産をめぐる3『狭山池』探訪（H28.5.28） 

大阪府立狭山池博物館、狭山ダム施設   参加者：14名 

13th 若手技術者交流イベント「琵琶湖疏水見学」（H28.9.30） 

琵琶湖疏水記念館、水路閤など   参加者：15名 

12th 海外勤務についての講演会「西アフリカ1,000キロを爆走する大型トラックを追いかけろ！ 

－海外開発コンサルタントのシゴト－」（H28.11.18） 

大阪工業大学 大宮キャンパス   参加者：115名 

15th 京奈和自動車道 雄ノ山高架橋・和歌山JCT(仮称)の全景と全貌（H28.11.25） 

鹿島建設雄ノ山工事事務所   参加者：12名 



 

102 

＜特別共催＞ 

建設技術展2016近畿（H28.10.26～10.27） 

主催：(株)日刊建設工業新聞社、(一社)近畿建設協会 参加者：15,106名 

＜協賛行事＞ 

第343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)」（H28.5.17～5.18） 

主催：(一社)日本機械学会関西支部 参加者：101名 

第3回若手セミナー ～地盤工学の基礎講座～（H28.6.17） 

主催：(公社)地盤工学会関西支部 参加者：42名 

宅地地盤の品質評価に関する技術講習会（H28.7.12） 

主催：(公社)地盤工学会関西支部 参加者：41名 

第344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)」（H28.7.27～7.28） 

主催：(一社)日本機械学会関西支部 参加者：71名 

第4回若手セミナー ～地盤工学の基礎講座～（H28.9.30） 

主催：(公社)地盤工学会関西支部 参加者：23名 

第345回講習会「熱応力による変形・破壊の評価方法と対策事例」（H28.10.5～10.6） 

主催：(一社)日本機械学会関西支部 参加者：66名 

特別フォーラム ～ビッグデータ・AI技術の最前線と機械工学への展望を探る～（H28.10.24） 

主催：(一社)日本機械学会関西支部 参加者：185名 

Kansai Geo-Symposium 2016 地下水地盤環境・防災・計測技術に関するシンポジウム（H28.11.18） 

主催：(公社)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：132名 

第9回橋梁模型コンテスト ～世界一の吊橋「明石海峡大橋」をバックに!!～（H28.11.19） 

主催：土木の学校、神戸市建設局 参加者：15校79名 

「落石対策工の設計法と計算例」講習会（H28.12.14） 

主催：(公社)地盤工学会関西支部 参加者：40名 

第11回若手シンポジウム ～材料研究の開拓・融合と魅力の再発見～（H28.12.16～12.17） 

主催：(公社)日本材料学会関西支部 参加者：26名 

第348回講習会「実務者のための振動基礎と制振・制御技術」（H29.1.23～H29.1.24） 

主催：(一社)日本機械学会関西支部 参加者：82名 

シンポジウム「暑中コンクリート工事における対策と取組みの現状」（H29.3.17） 

主催：(一社)日本建築学会近畿支部、GNN(元気な生コンネットワーク) 参加者：230名 

＜後援行事＞ 

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（H28.4.22ほか計5回） 

主催：SCE研究会 参加者：135名 

第13回ジオテク講演会（H28.4.27） 

主催：(一財)災害科学研究所 参加者：122名 

橋の科学館講演会 第23回 橋の仕組みと構造を模型で学ぼう（H28.5.14） 

主催：橋の科学館 参加者：44名 

第3回「震災対策技術展」大阪（H28.6.2～6.3） 

主催：「震災対策技術展」大阪実行委員会 参加者：10,336名 

第15回COBRA講演会（H28.6.17） 

主催：NPO法人建設副産物リサイクル促進機構 参加者：79名 

土工構造物の防災を考える技術セミナー（H28.7.5） 

主催：(一財)土木研究センター 参加者：129名 
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2016年度京都景観エリアマネジメント講座基礎講座(第7期)（H28.7.9ほか計8回） 

主催：NPO法人京都景観フォーラム 参加者：296名 

道路橋の長寿命化対策に関わる技術講習会（H28.7.12、7.13、7.26） 

主催：(一社)日本建設保全協会 参加者：437名 

鴨川から見る、京都の近代から現代（H28.8.3～8.31） 

主催：NPO法人京都景観フォーラム 参加者：58名 

橋の科学館講演会 第24回 世界一をつなぐ道 ～明石海峡大橋に接続する道路の物語～（H28.9.10） 

主催：橋の科学館 参加者：50名 

第49回(平成28年度)研究発表会（H28.9.15） 

主催：(一社)建設コンサルタンツ協会近畿支部 参加者：827名 

京都大学災害リスクマネジメント工学（JR西日本）講座 

第11回市民講座 地震・津波災害に備える（H28.10.1） 

主催：京都大学 災害リスクマネジメント工学（JR西日本）講座 参加者：181名 

平成28年度 i-Constructionセミナー（H28.10.6） 

主催：関西i-Construction研究会 参加者：180名 

第2回近畿本部建設部会『金井塾』（H28.10.15） 

主催：(公社)日本技術士会近畿本部 参加者：33名 

安威川フェスティバル2016（H28.10.16） 

主催：安威川ダムファンづくり会 参加者：1,300名 

シンポジウム建設未来京都フォーラム2016（H28.10.18） 

主催：建設未来京都フォーラム 参加者：200名 

日中地盤工学技術交流会（H28.10.20～10.22） 

主催：(公社)地盤工学会関西支部 参加者：50名 

道路橋の維持管理講習会「道路橋床版の長寿命化技術」（H28.10.25） 

主催：(一財)災害科学研究所 参加者：233名 

くらしをささえる人と技術がわかる！～ふれあい土木展2016～（H28.11.11～11.12） 

主催：国土交通省近畿技術事務所 参加者：1,700名 

with Dam ★ Night in KOBE（H28.11.16） 

主催：(一社)ダム工学会 参加者：94名 

橋の科学館講演会 第25回本州四国連絡橋保全の今2016 ～200年以上使われる橋を目指して～（H28.11.26） 

主催：橋の科学館 参加者：41名 

けんせつビデオセミナー in 豊岡（H28.11.30） 

主催：(一社)近畿建設協会、(一財)日本建設情報総合センター 参加者：43名 

京都大学災害リスクマネジメント工学（JR西日本）講座 第12回市民講座 自然災害に備える（H28.11.30） 

主催：京都大学 災害リスクマネジメント工学（JR西日本）講座 参加者：167名 

豪雨による土砂災害講演会（H28.12.7） 

主催：(一財)災害科学研究所 参加者：93名 

「非鉄スラグ骨材(フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ細骨材)を用いたコンクリートの 

設計施工指針」に関する講習会（H28.12.15） 

主催：日本鉱業協会、(公社)日本コンクリート工学会近畿支部 参加者：87名 

阪神高速大和川線(三宝～鉄砲)開通記念～大和川マラソン＆ハイウェイウォーク～（H29.1.21） 

主催：阪神高速道路(株) 参加者：5,592名 

橋の科学館講演会 第26回日本の技術で海外に吊橋を～トルコ オスマン・ガジ橋のご紹介～（H29.1.21） 
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主催：橋の科学館 参加者：52名 

セメント系固化材の利活用セミナー（H29.1.24） 

主催：(一社)セメント協会 参加者：433名 

けんせつビデオセミナー in 和歌山（H29.3.1） 

主催：(一社)近畿建設協会、(一財)日本建設情報総合センター(JACIC) 参加者：37名 

橋の科学館講演会 第27回東日本大震災が発生した3.11 

改めて、安全や防災への意識を高めよう！（H29.3.11） 

主催：橋の科学館 参加者：42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～」（H29.3.12） 

主催：ぼう祭のつどい実行委員会 参加者：1,200名 

＜協力行事＞ 

橋の科学館「夏休み自由研究教室」 いろいろな橋を作ろう（H28.7.23～8.18） 

主催：橋の科学館 参加者：79名 

3）市民対象行事 

＜主催行事＞ 

小中高生対象見学会（H28.6.5）         天ヶ瀬ダム再開発事業工事現場   参加者：79名 

テーマ：天ヶ瀬ダムを見に行こう！ ～天ヶ瀬ダム再開発事業～ 

教員免許状更新講習  ※共催：兵庫教育大学） 

橋の歴史、種類と役割 ～身近な橋から世界一の吊橋まで～     橋の科学館   参加者：39名 

関西国際空港の歴史と技術－世界大交流時代を支える海上空港の役割にせまる－ 

                       関西国際空港   参加者：38名 

小中学生対象夏休み土木実験教室（H28.8.6）          土木学会関西支部   参加者：33名 

内容：コンクリート実験、地図と地図記号 

『土木実験・プレゼン大会』～どうして？なぜ？が一目でわかる～（H28.10.26） 

マイドームおおさか(建設技術展2016近畿)   参加者：300名 

一般市民対象見学会（H28.10.29）                 明石海峡大橋   参加者：81名 

テーマ：明石海峡大橋とまもる技術の見学会 

＜協力行事＞ 

社会基盤見学ツアー（H28.8.26）   ※主催:JTB西日本     場所:関西国際空港   参加者:15名 

テーマ：夏休み企画！親子で学べる関空裏側探検ツアー 

GISday in 奈良 2017（H29.3.19）  ※主催：奈良大学 参加者：10名 

内容：製作・体験コーナー「地図模型」 

「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（H28.6.1～9.8） 応募数:子供部門 50編、一般部門 48編 

テーマ：大雨からみんなを守る土木 

「土木の日」ポスター応募作品展示 

建設技術展2016近畿（H28.10.26～10.27）                  参加者:15,106名 

くらしをささえる人と技術がわかる！～ふれあい土木展2016～（H28.11.11～11.12） 

参加者：1,700名 

FCC(フォーラム・シビル・コスモス) 

FCCフォーラム                    京都大学吉田キャンパス   参加者：50名 

テーマ：「どぼくで遊ぶ」（H29.1.27） 
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企画展示 

テーマ：どぼく＋マンガ in 京都国際マンガミュージアム（H28.3.3～5.10） 

※共催：京都国際マンガミュージアム   京都国際マンガミュージアム   参加者：約32,000名 

FCCどほくカフェ 

第22回 どぼく＋マンガ in 京都国際マンガミュージアム（H28.4.10） 

京都国際マンガミュージアム   参加者：約100名 

マニアの目から見た国道（H28.6.11） 

立命館大学 びわこ・くさつキャンパス   参加者：約90名 

第23回 暗渠マニアック！（H28.10.6）               Loop A   参加者：約30名 

第24回 マンホール蓋は「路上の芸術」（H28.10.23） 

大津港業務用地（滋賀けんせつみらいフェスタ会場内）   参加者：約30名 

第25回 土木好きのための写真講座（H28.11.7）           Loop A   参加者：約30名 

第26回 街角図鑑（H28.11.25）                   Loop A   参加者:約30名 

イベントへのブース出展（H29.1.21）   阪神高速大和川線（三宝～鉄砲）開通記念イベント内 

（8）刊行物・資料 

行事案内 5回 

平成28年度関西支部年次学術講演会講演概要集（CD-ROM）（H28.5.10） 

支部だより第73号（H28.7.1） A4判 14ページ 

平成28年度施工技術報告会講演概要（H29.2.15） A4判 34ページ 

 

6．中国支部 

（1）平成28年度支部総会（H28.5.11）        メルパルク広島   参加者：56名（委任状：635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）選奨土木遺産選考委員会 2回 

（6）支部活性化WG 2回 

（7）支部行事 

〔主催行事〕 

A）支部研究発表会                                  広島工業大学 

・見学会「広島の身近な土木めぐり」（H28.5.20）                        参加者:19名 

・企業による技術展示（H28.5.21）                             参加者:100名 

・研究発表会（H28.5.21）                        発表件数：219件   参加者:450名 

B）講演会・報告会・シンポジウム                  メルパルク広島   参加者:124名 

・「特別講演会」（H28.5.13/支部総会） 

「地方創生時代の土木技術者の役割と貢献」広島県副知事 高垣 広徳 氏  

・「平成28年度工事報告会」（H28.11.10）          ピュアリティまきび   参加者：53名 

※地盤工学会中国支部と共催 

「水島湾臨港道路整備事業について」         中国地方整備局宇野港事務所 濱田 泰博 氏 

「隣接トンネルへの影響を考慮した割岩工法によるトンネル掘削について」 

中国地方整備局岡山国道事務所 高橋 渉 氏 

「県道吉備津松島線の4車線化」              岡山県土木部道路建設課 孝原 博貴 氏 

「岡山三河河口部の高潮・耐震対策について」    中国地方整備局岡山河川事務所 藤兼 雅和 氏 
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・「平成28年度土木シニア講演会」（H28.12.13）           広島県立大学   参加者:65名 

     「NEXCO西日本中国支社の事業展開」 

西日本高速道路(株) 京極 靖司 氏 

「つぶやき －鋼構造物の残存耐荷力評価と予測、そして性能回復－」 

広島大学 藤井 堅 氏 

・「平成28年度若手交流サロン」（H29.1.25）             広島県立大学   参加者23名 

「先輩技術者からの技術伝承・失敗談と教訓・業界のうら話」 

広島大学 土田 孝 氏、一山コンサルタント 山下 祐一 氏 

「学会活動を通じた若手土木技術者の活性化に向けて」 中電技術コンサルタント(株) 佐竹 亮一 氏 

C）講習会 

・「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)」に関する講演会（H28.10.21） 

ＲＣＣ文化センター（広島市）   参加者:54名 

〔共催行事〕 

・「呉工業高等専門学校 公開講座 環境都市シリーズ」(H28.6.19～11.5) 

主催：呉工業高等専門学校   参加者(合計)：104名 

  ・「呉工業高等専門学校 公開講座 防災工学～自主防災組織を育てる～」(H28.6.18～12.3) 

主催：呉工業高等専門学校   参加者(合計)：356名 

・「第1回民間技術説明会」（H28.8.30）       中国地方整備局港湾空港部（広島市） 参加者:66名 

主催:中国地方整備局広島港湾空港技術調査事務所 

・「実りある学舎①」（H28.9.15）       中国地方整備局港湾空港部（広島市）   参加者：49名 

主催: 中国地方整備局広島港湾空港技術調査事務所 

・「中国地方建設技術開発交流会」（H28.10.14～11.9） 

中国各県5か所（山口市・松江市・広島市・岡山市）   参加者：1,067名 

    主催：中国地方建設技術開発交流会 実行委員会 

・「第2回民間技術説明会」（H29.3.2）     中国地方整備局港湾空港部（広島市）   参加者：46名 

主催:中国地方整備局広島港湾空港技術調査事務所 

〔後援行事〕 

・「平成28年度土砂災害防止県民の集い」（H28.5.27） 

  主催：広島県                   Sunstar Hall (広島県坂町)   参加者：300名 

・「道路橋の長寿命化対策に関わる技術講習会」（H28.7.14） 

  主催：日本建設保全協会                 岡山国際交流センター   参加者：90名 

・「福山市立大学教育研究交流センター公開講座2016」（Ｈ28.8.6） 

主催:福山市立大学                                 福山市立大学   参加者:60名 

・「京都大学災害リスクマネージメント工学講座(JR西日本)」（H28.7.4）   

主催:京都大学・JR西日本              岡山コンベンションセンター   参加者:175名 

・「浅場の保全・再生の研究推進シンポジウム」（H28.10.20） 

主催：宇部工業高等専門学校            広島YMCA 国際文化センター   参加者：136名 

・「2016年度日本都市計画学会中国四国支部学術講演会」（H28.12.3） 

主催：日本都市計画学会中国四国支部         広島YMCA 国際文化センター   参加者：24名 

・「セメント系固化剤の利活用セミナー」（H28.12.9） 

主催：(一社)セメント協会                     広島県JAビル   参加者130名 

〔「土木の日」および「くらしと土木の週間」関連行事：主催行事〕 

・「夏休み親子見学会」 ～広島高速道路5号線新設工事（中山IC)～（H28.7.23） 



 

107 

広島高速道路5号線新設工事（中山IC）   参加者: 60名 

・「夏休み子ども土木実験教室」（H28.7.29）            広島市中央公民館   参加者:56名 

・「土木ツアー」～米子編～（H28.8.21）        旧日野橋・賀祥ダム（鳥取県）   参加者:43名 

・「どぼくカフェ マンホール蓋は路上の芸術」（H28.8.21）              

イオンモール日吉津店（鳥取県）   参加者:99名 

・「土木学会 インフラツーリズム～島根編～」（H28.11.13） 

三成ダム・尾原ダム・斐伊川分流堰・来原岩樋（島根県）   参加者：25名 

・「土木学会 インフラツーリズム～しまなみ海道編～」（H29.3.5） 

多々羅大橋・来島海峡大橋・(旧)大浜崎船舶通航潮流信号所（尾道市～今治市）   参加者：18名 

・「建設技術フォーラム2016 in 広島」（H28.11.11～11.12） 

                        広島中央公園   参加者：約2,000名 

・第9回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣応募（～H28.9.16） 

（広島県・山口県・鳥取県・岡山県）   参加者:1,239名 

・第9回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣表彰式（H28.12.11） 

             広島市まちづくり市民交流プラザ   参加者:60名 

・第9回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣展示（H28.12.5～12.16） 

            広島市まちづくり市民交流プラザ   参加者:約7,500名 

・第9回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣展示（H29.1.10～2.10） 

                 土木学会本部   参加者:不明  

・第9回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣展示（H29.1.5～H28.3.12） 

                     広島県立図書館   参加者:33,021名  

・第9回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣展示（H29.3.17～H29.3.26） 

 中国電力(株)柳井発電所   参加者:80名 

・平成28年度「土木学会選奨土木遺産認定式」（H29.2.19）      シーモール下関   参加者：30名 

                     

・「中国地方の選奨土木遺産」写真展（H29.2.19）        シーモール下関   参加者：約1,150名 

〔共催行事〕 

・「環境都市工学科展」（H28.10.29）             呉工業高等専門学校   参加者：120名 

 主催：呉工業高等専門学校 

・「ハイウエイちびっこセミナー」（H28.11.18）    西日本高速道路(株)中国支社   参加者：195名 

  主催：西日本高速道路(株)中国支社 

〔後援行事〕 

・「防災ひろば2016inマツダスタジアム」（H28.7.30）     マツダスタジアム   参加者:約1,000名 

主催: 国土交通省中国地方整備局        

・「防災ひろば2015in安佐動物公園」（H28.9.11）         安佐動物公園   参加者:約1,000名 

主催: 国土交通省中国地方整備局          

（8）研究奨励 

①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 

②調査研究委員会 

・高齢化したインフラ構造物の維持補修技術検討委員会 

（9）表彰 

①優秀学生表彰：30校31学科31名 



 

108 

②中国支部研究発表会若手優秀発表者賞：36名 

③第9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 

（10）広報企画活動 

①ホームページの更新 

②facebookによる行事案内・行事報告、特集ページ「中国地方の選奨土木遺産」 

③ニュースレターの発行 

④賛助会員へのサービス向上企画 

・｢技術相談室｣案内 

・賛助会員1口につき5枚のテキスト無料券を配布 

・平成28年度支部研究発表会概要集ＣＤ配布 

・第9回「近な土木を描いてみよう!」図画コンクール 2017年カレンダー配布 

 

7．四国支部 

（1）支部総会（H28.5.27）                             高知市 三翠園ホテル 

（2）商議員会   H27 第 2 回（H28.5.27）                        三翠園ホテル 

H28 第 1 回（H28.11.14）                   高松サンポート合同庁舎 

（3）幹事会                                 高松市 建設クリエイトビル 

H27 第 4 回全体幹事会（H28.4.22） 

H28 第 1 回全体幹事会（H28.7.29） 

H28 第 2 回運営幹事会（H28.10.19） 

H28 第 3 回全体幹事会（H29.2.14） 

（4）第 22 回技術研究発表会（H28.5.28）                高知工科大学 参加者：延べ 220 名 

・一般発表件数：123 編  

・Web 発表件数：16 編 

・フォーラム「地方建設界（産官学）の未来図」    参加者：94 名 

      1）新しいライフスタイルの創生 2）防災・減災 3）担い手の確保 

（5）講演会、講習会、シンポジウムなど 

【支部行事】 

〔主催行事〕 

①「特別講演会」（H28.5.27/支部総会）                    三翠園ホテル   参加者：86名 

「土木広報戦略会議及び土木広報センターの設置と活動」     土木広報センター次長 小松 淳 氏 

②「交流会」（H28.5.27/支部総会）                 三翠園ホテル   参加者：63 名 

③「四国版フライアッシュを結合材として用いたコンクリートの配合設計･施工指針」講習会 

徳島県（Ｈ28.6.7）                    徳島大学工業会館   参加者：69名 

高知県（Ｈ28.6.22）                   サンピアセリーズ   参加者：83名 

④「四国版フライアッシュを結合材として用いたコンクリートの配合設計･施工指針」及び 

「各種混和材料の コンクリートへの積極利用による高性能の付与」に関する講習会 

愛媛県（Ｈ28.6.15）           愛媛大学総合情報メディアセンター   参加者：55名 

香川県（Ｈ28.6.30）                 サンポートホール高松   参加者：68名 

⑤コンクリートライブラリー145号｢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]｣ 

発刊に伴う講習会（H28.9.14）          高松市 マリンパレスさぬき   参加者：61名 

⑥コンクリートライブラリー146号｢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147号｢銅スラグ細骨材を用いたコンクリートの設計施工指針｣発刊に伴う講習会 
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      第1回 愛媛県（H28.10.6）             愛媛大学南加記念ホール   参加者：69名 

      第2回 香川県（H28.10.7）              高松市 パールガーデン   参加者：67名 

   ⑦平成28年度「土木の日」記念講演会（H28.10.14） 高知ぢばさんセンター   参加者：65名 

 ・平成28年度土木学会選奨土木遺産「宮内川青石護岸」認定書授賞式 

 ・特別講演 

「四国に点在する近代土木遺産の魅力」                愛媛大学  白柳 洋俊 氏 

「(一社)土木技術者女性の会の紹介」          (一社)土木技術者女性の会 古谷 祥恵 氏 

⑧四国の土木コレクション展（H28.10.14～10.15）                        高知ぢばさんセンター 

・四国地方の土木コレクションのバナー展示  

⑨近代土木遺産巡りバスツアー （H28.10.15）          参加者：午前の部 20 名､午後の部 18 名 

見学場所：旭浄水場(高知市)､(旧)吉野川橋(大豊町) 

⑩学術講演会（H28.11.14）                         サンポート高松合同庁舎   参加者：83名 

「四国における地域防災力の向上について」                 香川大学 白木 渡 氏 

⑪平成28年自然災害フォーラム＆第11回南海地震四国地域学術シンポジウム（H29.1.23） 

サンポートホール高松   参加者：100名 

・自然災害フォーラム発表：4件 

・南海地震四国地域学術シンポジウム発表：11件  

・特別講演：1件  

・パネルディスカッション：｢四国の巨大自然災害対応への取り組みの現状と課題｣ 

〔共催行事〕 

①フラップゲート式陸閘受賞記念講演会（H28.9.23）    サンポート高松合同庁舎   参加者：130名 

主催：国土交通省四国地方整備局                         

②平成28年度技術講習会（H28.10.12）             徳島県建設センター   参加者：65名 

主催：(一社)徳島県測量設計業協会 

〔後援行事〕 

①平成 28 年度社会基盤メンテナンスエキスパート(ＭＦ)養成講座      愛媛大学   参加者：24 名 

   前期（Ｈ28.9.26～9.30） 中期（Ｈ28.10.7～10.14） 後期（Ｈ28.10.17～10.21） 

主催：愛媛大学理工学研究科、愛媛大学防災情報研究センター 

②「防災･環境･維持管理と地形地質」講習会（H28.10.7）    香川県立ミュージアム   参加者：44名 

  主催：(公社)地盤工学会四国支部                       

【地区行事】 

香川地区 

〔主催行事〕 

①工事現場見学会（H29.1.11）      高松自動車道4車線化事業白鳥トンネル工事   参加者：46名 

〔共催行事〕 

①「屋外博物館の40年の歩み」（H28.10.16）       高松市四国村農村歌舞伎舞台   参加者：82名 

主催：日本建築学会四国支部 

②「第１回熊本地震報告会」（H28.5.19）             香川大学幸町キャンパス   参加者：90名 

 主催：香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 

③香川大学｢四国危機管理教育･研究･地域連携推進機構｣キックオフ･シンポジウム 

～新機構への期待～（H28.7.19）            サンポートホール高松   参加者：150 名 

 主催：香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 

④香川大学危機管理シンポジウム｢多様化する自然災害や危機に備える｣（H29.2.9） 
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香川県社会福祉総合センター   参加者：200 名 

  主催：香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 

徳島地区 

〔主催行事〕 

①市民参加行事｢吉野川の河口干潟観察会｣（H28.7.31）    徳島市吉野川河口干潟   参加者：21名 

〔共催行事〕 

①修習技術者支援講習会  ※主催：徳島県技術士会 

・平成28年度技術士受験支援講習会（出発セミナー）一般部門（H28.4.14） 

 あわぎんホール   参加者：38名 

・平成28年度技術士受験支援講習会（出願筆記セミナー）総監部門（H28.4.20） 

 あわぎんホール   参加者：19名 

・平成28年度技術士受験支援講習会（筆記試験対策セミナー）（H28.5.18） 

 あわぎんホール   参加者：41名 

・平成28年度技術士第二次試験 専門科目課題解決論文模擬筆記試験（H28.6.4） 

 徳島県職員会館   参加者：32名 

・平成28年度技術士論文の書き方の講習会（H28.10.15) 

シビックセンター   参加者：17名 

・平成28年度技術士第二次試験模擬口頭試験（H28.11.12） 

 徳島県職員会館   参加者：11名 

・平成28年度技術士第二次試験合格体験談発表会（H29.3.25）       開催場所：シビックセンター 

愛媛地区 

〔主催行事〕 

①学術講演会（H28.4.15）                               愛媛大学   参加者：60名 

・「The 2016 Meinung Earthquake caused damages in Taiwan with a special focus on  

 geotechnical aspect of damages」  台湾国立高雄第一科技大学 盧 之偉 氏 

・「台湾南部地震における構造物被害と教訓」             愛媛大学 森 伸一郎 氏 

②学術講演会（H28.11.11）                           開催場所：愛媛大学 参加者：50名 

・｢Geomechanics for Unconventional resources｣           韓国東亜大学 季 大成 氏 

③講演会及び産官学交流会（H29.2.6）                                   愛媛大学 

    ・「四国地方整備局における最近の取り組み」 四国地方整備局 名波 義昭 氏   参加者：104 名 

・産官学交流会                                 参加者：62 名 

④学術講演会（H29.2.24）                                愛媛大学   参加者：30名 

・「斜面の計測・モニタリングとその利活用」              関西大学 小山 倫史 氏 

〔共催行事〕 

①技術士第二次試験準備講習会（H28.4.9）                          愛媛大学   参加者：15名 

  主催：愛媛県技術士会 

②第26回修習技術者支援セミナー（H28.6.25）                       愛媛大学   参加者：36名 

  主催：愛媛県技術士会 

③社会基盤メンテナンスにかかる技術講習会（H28.7.29               愛媛大学   参加者：28名 

  主催：愛媛大学理工学研究科、愛媛大学防災情報研究センター 

高知地区 

〔主催行事〕 

①高知県地震防災研究会･2016年度技術発表会（H28.7.16） 
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   高知市文化プラザかるぽーと   参加者：167名 

②橋梁についての研修会                                                         高知会館 

第1回研修会（H28.4.18）                                      参加者：186名 

第2回研修会（H28.8.31）  参加者：65名 

第3回研修会（H28.12.9）  参加者：93名 

〔共催行事〕 

①高知県建設系教育協議会との行事（H28.8.22）       高知県立宿毛工業高校   参加者：60名 

  主催：高知県建設系教育協議会 

（6）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 

（7）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） 

（8）土木学会四国支部賞表彰 

   技術功労賞（2 名）、技術賞（1 件）、研究･論文賞（1 件）、技術活用賞（1 件）、地域貢献賞（2 件）、 

優秀発表賞（13 名） 

（9）｢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)（H28.10.14）       高知ぢばさんセンター   参加者：65 名 

2）見学会 

・近代土木遺産巡りバスツアー in 高知（H28.10.15） 

(旧)吉野川橋(大豊町)、旭浄水場(高知市)   参加者：38名 

〔共催行事〕 

・とくしま防災フェスタ2016企画展「土木の仕事と防災」（H28.10.30）     

主催：徳島県土木                  徳島県立防災センター   参加者：小学生と保護者 

・香川県土木の日体験バスツアー（H28.11.19）          参加者：38名（大人17名、子供21名） 

主催：香川県土木部                       香川県内の土木施設や工事現場等 

・愛媛県土木事業現場見学会（えひめの土木体感プログラム）（H28.11.17･18･21） 

主催：愛媛県土木部 参加者：愛媛県内小･中学生 

          愛媛県内の土木工事現場5箇所（東予2箇所、中予1箇所、南予2箇所） 

・土木施設の見学バスツアー（H28.11.13）              参加者：小･中学生と保護者62名 

主催：香川高等専門学校                      見学場所：椛川ダム、高松空港 

・高知県建設バス（H28.12.6･13･16･19）                       参加者：3高校･1高専165名 

主催：(一社)高知県建設業協会              見学場所：高知県内土木工事現場 

〔後援行事〕 

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

  主催：(一社)日本建設業連合会四国支部 

3）大学・高専公開行事 
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〔共催行事〕 

・科学体験フェスティバル in 徳島（H28.8.6･7）      徳島大学工学部   参加者：小学生以下 

・建設専門展示と子供実験（H28.11.5･6）         阿南工業高等専門学校   参加者：約160名 

・パネル展（H28.10.29）                 香川大学工学部   参加者：高校生､一般市民 

4）パネル展 

・四国の土木コレクション展（H28.10.14･15）     高知ぢばさんセンター   参加者：一般市民 

〔共催行事〕 

・鉄道土木写真展（H28.11.14～21）                  高松駅コンコース   参加者：一般市民 

       主催：四国旅客鉄道 

 

8．西部支部 

（1）第 78 回定期総会（H28.5.17） 福岡市 

（2）幹事会・各部会（H28.5～29.3） 福岡市 

（3）支部行事 

特別講演「平成 28 年熊本地震土木学会西部支部緊急調査団報告」（H28.5.17） 参加者：98 名 

「2016 年熊本地震」地震被害調査報告会（H28.5.31） 参加者：800 名 

日・韓・台ジョイントカンファレンス 2016（H28.8.25-26） 台湾   参加者：8 名 

平成 28 年度西部支部 親子見学会 

～厳木ダム・九州新幹線久山トンネル～（H28.8.25） 参加者：32 名 

第 8 回土砂災害に関するシンポジウム（H28.9.16-17） 題数：44 題 参加者：189 名 

第 15 回都市水害に関するシンポジウム（H28.11.2） 題数：5 題 参加者：96 名 

平成 28 年度西部支部 土木の日現場見学会（会長特別タスクフォース関連） 

～小石原川ダム・寺内ダム～（H28.11.18） 参加者：41 名 

新刊コンクリートライブラリー145 号 

「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（H28.11.22） 参加者： 92 名 

平成 28 年度西部支部技術発表会（H28.11.25） 題数：8 題  参加者： 30 名 

エクスカーション 

「地域の未来は自ら創ろう！国際育成プログラムの中学生と土木技術者との対話」 

（H28.12.3） 参加者： 80 名 

平成 28 年度西部支部研究発表会（H29.3.4） 題数：396 題 参加者： 645 名 

平成 28 年度西部支部 独自主催講習会（H29.3.21） 

「持続可能な社会形成にむけた国際目標 SDGs と世界のインフラ整備」  参加者：20 名 

（4）「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2016（H28.10.16） 国営海の中道海浜公園   参加者：1,688名 

  小型建設機械の展示と乗車体験、土木を学ぶパネル展 等 

・九州建設技術フォーラム（H28.10.17-18） 福岡国際会議場   参加者：2,952名 

  本年度選奨土木遺産のパネルを展示 

・北九州ゆめみらいワーク（H28.8.26-27） 参加者：1,000名 

・北九州スタジアム公共工事親子見学会（H28.8.7） 参加者：54名 

・若戸大橋公共工事現場見学会（H28.11.17） 参加者：40名 

・佐賀土木フェア2016 in 吉野ケ里（H28.11.19-20） 参加者：1,983名 

パネル展示、はたらく車の展示・操縦体験、土木クイズラリー 等 
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・テクノパワー土木おもしろ体験隊（H28.11.12）  長崎大学   参加者：150名 

小中学生対象の土木実験，建設機械操縦体験 等 

・浜町土木パネル・模型展（H28.11.12） 長崎市 

土木に関するパネル・模型展示 

・土木現場見学会（H28.11.20,26） 参加者：40名 

九州新幹線トンネル工事など土木現場の見学 

・SABOウォーク2016（H28.11.20） 参加者：20名 

水無川の砂防施設を見学 

・長崎みなと見学会（H28.11.20） 長崎港   参加者：240名 

港湾土木施設を船から見学 

・土木遺産ツアー（H28.11.23,27） 参加者：60名 

・熊本の土木工事現場見学バスツアー（H28.11.20） 参加者：60名 

熊本地震で被災した現場等の土木工事見学 

・親子と土木のふれあい見学会（H28.11.12） 参加者：78 名 

中津日田道路、三光本耶馬渓道路、三光第 1 号トンネル、大分川ダムの工事現場見学 

・土木の日ミニ講義&現場見学（H28.11.4） 参加者：142 名 

小学生を対象とした、ミニ講義＆土木施設の現場見学会 

・土木の日パネル展「土木の日」イベント（H28.11.26-27） 参加者：700 名 

パネル展、土石流模型、ドローン活用紹介 等 

・土木の日パネル展（H28.11.12-13） 鹿児島市 

・熊本地震パネル展（H28.11.1-30）   末吉町 

・小学生によるスケッチ大会（H28.11.12） 参加者：86 名 

現場スケッチ大会 

・土木の日ボランティア清掃活動（H28.11.18） 参加者：115 名 

土木の日に因み、道路等の公共施設の維持管理の重要性について県民の認識を高めるとともに、 

地域貢献を行うことを目的とする。（県道歩道両側の清掃作業） 

・2016 土木フェスタ in マリンポート（H28.11.20） 参加者：2,500 名 

土木工事写真パネル、液状化現象模型実験、建設重機試乗体験、 

世界の建設機械ミニチュア展、測量体験、パネル展 他 

・指宿港海岸現地見学会（H28.11.20） 参加者：36 名 

船上見学、陸上見学 

・沖縄の土木技術を世界に発信する会 第 21 回シンポジウム 

強い国土を目指して！ 

～土木施設の耐久性向上と長寿命化を推し進める土木技術～ （H28.11.21） 参加者：230 名 

（5）調査・研究委員会活動等 

・高齢化社会における水害対策のあり方に関する調査研究委員会（Ⅰ期2年目）シンポジウム      1回 

（6）本部および他学協会との共催・後援・協賛等の行事 

熊本地震地盤災害説明会（共催）（H28.4.27） 参加者：398 名 

2016 年アジア都市景観賞（後援）（H28.5.1～10.31）  

SAGA 建設技術フェア 2016（後援）（H28.6.8-9） 参加者：1,563 名 

平成 28 年度 NPO 法人廃棄物地盤工学研究会セミナー 

熊本地震による被災状況と災害廃棄物の発生・処理状況に関する報告会（後援）（H28.6.11）参加者： 59 名 

土工構造物の防災を考える技術セミナー（後援）（H28.6.21） 参加者：74 名 
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長崎地盤研究会 20 周年記念大会（後援）（H28.8.26） 参加者：134 名 

道路橋の長寿命化対策に関わる技術講習会（後援）（H28.8.26） 参加者：182 名 

「地域防災への取り組みと大規模災害への備え」講演会（共催）（H28.9.21） 参加者：43 名 

九州水フォーラム 2016（後援）（H28.9.23-24） 参加者：180 名 

「石橋設計ガイドラインによる石橋設計と石橋の維持管理」講習会（共催）（H28.10.21）  参加者： 42 名 

ながさき建設技術フェア 2016（後援）（H28.10.26-27） 参加者： 1,730 名 

九州大学×NEXCO 西日本 技術シンポジウム 

「はじまる・ひろがる・めぐる・九州の高速道路・新時代」（後援）（H28.10.28） 参加者：215 名 

with Dam Night in Kyushu（後援）（H28.10.29） 参加者： 132 名 

建設材料としてのジオポリマーに関する講習会（共催）（H28.11.2） 参加者： 82 名 

平成 28 年度橋梁技術発表会及び講演会（後援）（H28.11.18） 参加者：208 名 

NPO 法人廃棄物地盤工学研究会平成 28 年度特別セミナー 

「熊本地震災害廃棄物管理におけるドローン利活用の最前線」（後援）（H28.12.10） 参加者：59 名 

土木学会 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（後援）（H28.12.15） 参加者：50 名 

第 4 回九州橋梁・構造工学研究会シンポジウム（共催）（H28.12.16） 参加者：47 名 

あまみずコーディネータ養成講座（後援）（H28.12.17-18） 参加者：95 名 

第 2 回土木写真部写真展「NO DOBOKU, NO LIFE.Ⅱ」（後援）（H29.1.8-21）  

2016 年度日本都市計画学会九州支部主催シンポジウム 

「熊本地震に学ぶ：土地にまつわる課題と復興」（後援）（H29.2.17） 参加者： 62 名  

（7）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 54件賞状・記念品  H29.3.4 

西部支部技術賞 2件賞状・記念品 H29.5.22 

西部支部奨励賞 1件賞状・記念品 H29.5.22 

（8）地域行事 

  沖縄会 

1）講演会（H28.6.16） 参加者：219名 

2）定期総会（H28.6.16） 参加者：45名 

3）「橋の日」清掃活動（豊見城市与那高架橋）（H28.8.9） 参加者：100名 

4）技術講演会（H28.10.26） 参加者：100名 

5）土木の日シンポジウム(H28.11.21) 参加者：230名 

6）第6回土木学会西部支部沖縄会技術研究発表会(H29.1.17)  参加者：80名 

7）現場見学会・懇親会（H29.2.21） 参加者：20名 

 

9．海外支部 

（1）海外支部会議（H28.9.7） 参加者： 21 名 

（2）海外支部活動 

1） 理事会での海外支部活動報告（H29.1.20） 

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 

3） アソシエイトメンバーの促進 

4） その他、海外分会活動支援 

（3）分会活動 
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◎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 

3）交流活動 

① H28全国大会(＠東北大学) 参加 

② CICHE年次大会参加 

③ 1st JSCE-CICHE Joint Workshop                             合計参加者：125名 

④ 烏山頭ダム視察支援  

◎韓国分会  

1）委員会活動 

Ｎ／Ａ 

2）分会行事 

① 定例分会会議 

② 分会交流会 

3）交流活動 

① H28全国大会(＠東北大学) 参加 

② KSCE年次大会 参加 

③ KSCE-JSCEミーティング 

◎トルコ分会 

1）委員会活動 

①Planning and Financial Committee 

②Organization Committee 

③Documentation Committee 

④Earthquake Hazard Investigation Committee 

⑤Retrofittting Civil Engineering Structures Committee 

2）分会行事 

①分会会議 

3）交流活動 

①地震工学委員会とのジョイントシンポジウムの企画 

②STG参加者の推薦 

◎モンゴル分会  

1）委員会活動 

①Planning and Financial Committee 

②Membership and Public Relations Committee 

③Activities and Reports, Publication Committee 

2）分会行事 

①分会理事会 

3）交流活動 

①H28全国大会(＠東北大学) 参加 

②MACE年次大会 参加 
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・インターナショナルセミナー 参加者： 60名 

・インターナショナルラウンドテーブルミーティング(BIM） 参加者： 30名 

③JSCE-MACE土木技術セミナー 

④STG参加者の推薦 支援 

⑤MACE創立20周年お祝い 

◎フィリピン分会 

1）委員会活動 

①Membersｈip Committee 

②Activities Committee 

③Public Relations Committee 

④Programs and Funds Committee 

⑤Reports, Publications and Society Affairs Committee 

2）分会活動 

①分会会議 

3）交流活動 

①国際貢献賞の候補者推薦 支援 

②PICE年次大会 参加 

③ACECC TC21（防災）シンポジウム (PICEと共催)                参加者：80名 

◎ベトナム分会 

1）委員会活動 

①Membersｈip Committee 

②Activities Committee 

③Public Relations Committee 

④Programs and Funds Committee 

⑤Reports, Publications and Society Affairs Committee 

2）分会活動 

①分会会議 

②ベトナム分会 メンバー 国際活動協力賞受賞のお祝いの会 

3）交流活動 

①第15、16回CJVセミナー(H28.4月～H29.3月末) 

※ベトナム政府機関、JICA、民間企業、大学・研究所とのジョイント開催 

②ホーチミン工科大学内に、日越土木技術者交流促進センター（CJV）開設 

③日越大学開設への支援 

④国家建設大学（NUCE）創立50周年お祝い 

⑤VIBRA代表団 JSCE来会 

⑥STG参加者推薦支援 

◎インドネシア分会 

1）委員会活動 

Ｎ／Ａ 

2）分会活動 

①インドネシア分会の再整備 

3）交流活動 

①PII ヘルマント会長一行 来会 
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②STG参加者の推薦 

◎英国分会 

1）委員会活動 

Ｎ／Ａ 

2）分会活動 

①分会会議（年1回） 

②分会総会&交流会（年1回） 

③「国際センター通信」海外分会だよりに寄稿 

3）交流活動 

①World Innovation in Bridge Engineering 2017にエントリー 

◎タイ分会 

1）委員会活動 

Ｎ／Ａ 

2）分会活動 

①分会会議 

②カセサート大学内にタイ分会分会室の開設 

③元日本留学生のデータベース開設 

④STG参加者の推薦 

3）交流活動 

①H28 全国大会（＠東北大学）参加 


