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Ⅱ．平成29年度 行事予定 

 
1. 主 催    

年 月 日 行     事     名 担当委員会名 場  所 

平成 29年    

4月 13日 地盤地震防災に関する講演会 地震工学委員会 
東京大学  生産技

術研究所 

4月 13日 
平成２８年８月北海道豪雨災害と復旧状況等に関

する報告会 
減災・防災委員会 土木学会講堂 

4月 19日 
「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕

様書」説明会 <東京会場＞ 
建設マネジメント委員会 土木学会講堂 

4月 20日 
2016年 8月北海道豪雨災害土木学会調査団報告

会 in帯広 
水工学委員会 とかちプラザ 

4月 22日～23日 第 63回構造工学シンポジウム 構造工学委員会 北海道大学 

4月 26日 2016 年熊本地震 1周年報告会 地震工学委員会 
九州大学医学部 100

年講堂大ホール 

4月 28日 土木計画学ハンドブック出版記念シンポジウム 土木計画学研究委員会 土木学会講堂 

4月 26日～29日 流量観測技術ワークショップ 水工学委員会 
信濃川（小千谷付

近） 

4月 28日 
グローカル気候変動適応研究推進小委員会「適応

策研究推進のためのワークショップ」 
水工学委員会 土木学会AB会議室 

5月13日 

JABEEによる教育プログラム認定審査のための「土木

及び関連の工学分野」、「環境工及び関連のエンジ

ニアリング分野」受審校研修会 

技術者教育プログラム審査

委員会 
土木学会講堂 

5月13日 

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」審

査講習会 

技術者教育プログラム審査

委員会 

土木学会講堂・AB

会議室 

5月 15日 
「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕

様書」説明会 <福岡会場＞ 
建設マネジメント委員会 エルガーラホール 

5月 17日 
CommonMPプロジェクト 10周年記念ワークショップ

～水工情報システムの現在と未来～ 
水工学委員会 土木学会講堂 

5 月 19 日 若手／中堅実務者のためのコンクリート技術講

習会 

 5 月 19 日 

5月 22日 
「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕

様書」説明会 <広島会場＞ 
建設マネジメント委員会 広島工業大学 

5月 23日 平成 29年度地震工学委員会第 1回研究会 地震工学委員会 土木学会 講堂 

5月未定 第 18回異分野技術者との交流会 建設用ロボット委員会 土木学会、他 

5月 20日～21日 第 20回応用力学シンポジウム 応用力学委員会 京都大学 

5月 24日 
「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕

様書」説明会 <名古屋会場＞ 
建設マネジメント委員会 名古屋工業大学 

5月26日 
地方公共団体におけるアセットマネジメントシステム

実装に関する意見交換会 

アセットマネジメントシステ

ム実装のための実践研究

委員会 

土木学会講堂 

5月 26日 「ワ－クショップ（自治体向け成果報告会）」 

アセットマネジメントシステ

ム実装のための実践研究

委員会 

土木学会講堂 

5月 26日 第 5回データモデルセミナー 土木情報学委員会 土木学会AB会議室 

6月 1日～2日 環境水理部会研究集会 2017in鹿児島 水工学委員会 
鹿児島大学稲盛会

館 

6 月 1 日 コンクリートにおける水の挙動研究小委

員会（JSCE349）報告会およびシンポジウ

ム 

コンクリート委員会 中央大学 

6月 1日 
「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕

様書」説明会 <大阪会場＞ 
建設マネジメント委員会 建設交流館 

6月 8日 
「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕

様書」説明会 <札幌会場＞ 
建設マネジメント委員会 未定 
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6月 8日 耐爆・耐衝撃設計法に関する講習会（東京会場） 構造工学委員会 土木学会講堂 

6月 15日～16日 2017 年度河川技術に関するシンポジウム 水工学委員会 東京大学弥生講堂 

5月 2４日 トンネル工学セミナー2017 トンネル工学委員会 
土木学会 AB 会議

室 

6月 10日～11日 第 55回土木計画学研究発表会（春大会） 土木計画学研究委員会 愛媛大学 

6月 16日 地震防災技術懇話会 地震工学委員会 
土木学会 AB 会議

室 

6月 20日 
「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕

様書」説明会 <仙台会場＞ 
建設マネジメント委員会 ハーネル仙台 

6月 22日 
「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕

様書」説明会 <高松会場＞ 
建設マネジメント委員会 

サンポートホール高

松 

6月 23日 第 37回土木史研究発表会 エクスカーション 土木史研究委員会 未定 

6月 24日 第 37回土木史研究発表会 シンポジウム 土木史研究委員会 東京工業大学 

6月 24日～25日 第 37回土木史研究発表会 土木史研究委員会 東京工業大学 

6月 26日～27日 第 42回海洋開発シンポジウム 海洋開発委員会 仙台国際センター 

6月 28日 海洋開発シンポジウム翌日シンポジウム 海洋開発委員会 
東北大学災害科学

国際研究所 

7月 3日 
土木学会による実務者のための耐震設計入門（基礎

編） 
地震工学委員会 土木学会 講堂 

7月 4日～5日 
第 20 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 
地震工学委員会 

土木学会  講堂，

AB会議室 

7月 12日～13日 第 21回鉄道工学シンポジウム 構造工学委員会 土木学会講堂 

7 月 21 日 構造物の更新・改築技術に関する講習会 複合構造委員会 土木学会講堂 

7 月未定 第11回夏休み親子見学会（東京都） 地下空間研究委員会 未定 

7 月未定 第11回夏休み親子見学会（大阪府） 地下空間研究委員会 未定 

7月 26日 研究成果報告会 地下空間研究委員会 東京都 

8月 1日 
2017 年度建設マネジメント委員会研究成果発表会

及び表彰式 
建設マネジメント委員会 土木学会講堂 

8 月 4日 第 20回鋼構造と橋に関するシンポジウム 鋼構造委員会 法政大学 

8 月 31 日～9 月 1

日 
第 53回水工学に関する夏期研修会 A コース 水工学委員会 大阪大学 

8 月 31 日～9 月 1

日 
第 52回水工学に関する夏期研修会 B コース 海岸工学委員会 大阪大学 

8月 8日～9日                   第 16回木材利用研究発表会 木材工学委員会 土木学会講堂 

8月未定 
橋梁の対津波設計に関する研究小委員会 最終

報告会 
地震工学委員会 土木学会 

9月 6日～8日 第 25 回地球環境シンポジウム 地球環境委員会 神戸大学 

9月 7日 土木学会一般公開シンポジウム 地球環境委員会 神戸大学 

9月未定 トンネル技術史講演会 2017 トンネル工学委員会 未定 

9月未定 平成 29年度地震工学委員会第 2回研究会 地震工学委員会 土木学会 講堂 

9月 27日 耐爆・耐衝撃設計法に関する講習会（東京会場） 構造工学委員会 土木学会講堂 

9月 28日～29日 第 42回土木情報学シンポジウム 土木情報学委員会 
土木学会講堂・AB

会議室 

10月 12日～13日 
平成29年度 構造工学における有限要素法の基礎

と応用講習会 
構造工学委員会 土木学会講堂 

10 月 21日～22日 第 45 回環境システム研究論文発表会 環境システム委員会 大阪大学 

10月 24日 第 64回海岸工学講演会「前日シンポジウム」 海岸工学委員会 
TKP札幌駅カンファ

レンスセンター 

10月 25日～27日 第 64回海岸工学講演会 海岸工学委員会 
TKP札幌駅カンファ

レンスセンター 

10月中旬 土木学会 台湾視察 第 5弾企画 土木広報センター 台湾 

10月未定 既設構造物を対象とした安全性評価に関する講習 構造工学委員会 土木学会講堂 



 

 

152 

会 

10月未定 
土木学会による実務者のための耐震設計入門（実践

編） 
地震工学委員会 土木学会 講堂 

10月未定 第 36回地震工学研究発表会 地震工学委員会 熊本市 詳細未定 

10月未定 土木ふれあいフェスタ 2017 コンサルタント委員会 未定 

10月未定 建設マネジメントに関する地域シンポジウム 建設マネジメント委員会 未定 

11月 3日～5日 第 56回土木計画学研究発表会（秋大会） 土木計画学研究委員会 岩手大学 

11月 10日 平成 29年度 施工計画講習会 構造工学委員会 土木学会講堂 

11月 20日～24日 土木コレクション 2017 土木広報センター 
新宿西口広場イベン

トコーナー 

11月 29日 安全問題討論会‘17 安全問題研究委員会 土木学会講堂ほか 

11 月 30 日～12 月

1日 
第 27回トンネル工学研究発表会 トンネル工学委員会 土木学会講堂ほか 

11月 土木建設技術発表会2017 建設技術研究委員会 土木会館講堂ほか 

11月中旬 土木の日シンポジウム 2017 土木広報センター 土木学会講堂 

11月未定 第 17回地震災害マネジメントセミナー 地震工学委員会 土木学会講堂 

12月 5日 
第 35 回建設マネジメント問題に関する研究発表・

討論会 
建設マネジメント委員会 土木学会講堂ほか 

12月 6日 基礎水理シンポジウム 水工学委員会 土木学会講堂 

12月 7日 流域管理と地域計画の連携に関するワークショップ 
水工学委員会、土木計画

学研究委員会 
土木学会講堂 

11 月 17日～19日 第 54 回環境工学研究フォーラム 環境工学委員会 岐阜大学 

11月 18日 一般公開シンポジウム 環境工学委員会 岐阜大学 

12 月 7～8 日 第 22 回舗装工学講演会 舗装工学委員会 札幌市教育文化会

館 

12月未定 第 13回景観・デザイン研究発表会 シンポジウム 景観・デザイン委員会 未定 

12月未定 第 13回景観・デザイン研究発表会 景観・デザイン委員会 京都大学 

12月未定 平成 29年度地震工学委員会第 3回研究会 地震工学委員会 土木学会講堂 

12月未定 第8回インフラライフライン減災対策シンポジウム 地震工学委員会 
新潟県内  詳細未

定 

平成 30年    

1 月 11日～12日 第 45回岩盤力学シンポジウム 岩盤力学委員会 土木学会講堂 

1 月 23 日～24 日 第 23 回地下空間シンポジウム、見学会 地下空間研究委員会 
早稲田大学国際会

議場、他 

1月未定 第 17回土木学会デザイン賞授賞式 景観・デザイン委員会 土木学会講堂 

3月 5日～7日 第 62回水工学講演会 水工学委員会 岡山大学 

3月 5日 第 30回アゲールシンポジウム 水工学委員会 岡山大学 

3月6日 第62回水工学講演会特別講演 水工学委員会 岡山大学 

3 月 18～19 日 2017 年制定コンクリート標準示方書発刊に伴

う講習会（東京会場） 

コンクリート委員会 未定 

未定 平成29度 構造工学委員会セミナー 構造工学委員会 未定 

未定 耐爆・耐衝撃設計法に関する講習会（北海道） 構造工学委員会 寒地土木研究所 

未定 耐爆・耐衝撃設計法に関する講習会（金沢） 構造工学委員会 金沢大学 

    

未定 第33回鋼構造基礎講座 鋼構造委員会 土木学会講堂 

未定 第34回鋼構造基礎講座 鋼構造委員会 土木学会講堂 

未定 平成 29年度地盤工学セミナー 地盤工学委員会 未定 

未定 第 5回地盤工学から見た堤防技術シンポジウム 地盤工学委員会 未定 
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未定 土木計画学ワンディセミナー№○○ 土木計画学研究委員会 未定 

未定 応用力学フォーラム（北海道地区） 応用力学委員会 未定 

未定 応用力学フォーラム（東北地区） 応用力学委員会 未定 

未定 応用力学フォーラム（関東地区） 応用力学委員会 未定 

未定 応用力学フォーラム（中部地区） 応用力学委員会 未定 

未定 応用力学フォーラム（関西地区） 応用力学委員会 未定 

未定 応用力学フォーラム（四国地区） 応用力学委員会 未定 

未定 応用力学フォーラム（中国地区） 応用力学委員会 未定 

未定 応用力学フォーラム（西部地区） 応用力学委員会 未定 

未定 応用力学講演会 2016 応用力学委員会 未定 

未定 第 9回木材利用シンポジウム 木材工学委員会 未定 

未定 市民普請大賞 2016 土木広報センター 未定 

未定 第 4回 土木 a la mode 土木広報センター 土木学会講堂 

未定 第 5回 土木 a la mode 土木広報センター 土木学会講堂 

未定 平成２９年度 第 1 回土木学会トークサロン 企画委員会 土木学会講堂 

未定 平成２９年度 第 2 回土木学会トークサロン 企画委員会 土木学会講堂 

未定 複合構造物の耐荷メカニズムに関する講習会 複合構造委員会 未定 

未定 第○回土木史サロン 土木史研究委員会 未定 

未定 コンクリート構造物の設計と連成型性能評価法

に関する講習会 

コンクリート委員会 未定 

年数回予定 報道機関懇談会 土木広報センター 土木学会会議室 

    

  

2. 共 催    

年 月 日 行     事     名 担当委員会名 場 所 

平成29年    

5月23日 
第 30回環境工学連合講演会「気候変動における

環境工学の貢献 ～緩和と適応～」 
環境工学委員会 日本学術会議 

6月 28日～30日 iRIC講習会 in山口 水工学委員会 
山口県総合保険会

館 

7月1日 第 54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 

東京大学 弥生講

堂 

7月5日～7日 安全工学シンポジウム 2017 安全問題研究委員会 日本学術会議 

7月 7日～8日 安全工学シンポジウム 2016 安全問題研究委員会 日本学術会議 

8月22日～24日 第 64回理論応用力学講演会 応用力学委員会 機械振興会館 

8月28日～30日 第 17回建設ロボットシンポジウム 建設用ロボット委員会 早稲田大学 

10 月 31 日～11 月

1日 
第 22回水シンポジウム 2017 in おきなわ 水工学委員会 

タイムスホール（那

覇市） 

11 月 9～10 日 第 12 回複合・合成構造の活用に関するシンポジ

ウム 

複合構造委員会 日本建築学会 

11月未定 海上 GPS高精度測位講習会 建設用ロボット委員会 未定 

11月未定 平成 29年度建設技術フォーラム 建設用ロボット委員会 さいたま新都心 

未定 第 52回環境システムシンポジウム 環境システム委員会 未定 

未定 第 53回環境システムシンポジウム 環境システム委員会 未定 

未定 第 54回環境システムシンポジウム 環境システム委員会 未定 
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未定 第 44回環境システム地域シンポジウム 環境システム委員会 未定 

未定 第 45回環境システム地域シンポジウム 環境システム委員会 未定 

平成 30年    

1月未定 第 15回岩の力学国内シンポジウム 岩盤力学委員会 未定 

1月未定 海洋土木技術者のための技術講習会 建設用ロボット委員会 平塚市 

3月 5日 河川災害に関するシンポジウム 水工学委員会 岡山大学 

 

3. 主催・共催等国際会議 

年 月 日 行     事     名 担当委員会名 場 所 

平成29年    

    

    

    

平成 30年    

    

    

 


