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Ⅲ．本 部 行 事 

 

１．平成22年度全国大会 

 

（1） H22.9.1～3 北海道大学 札幌キャンパス 

1）特別講演会（H 22.9.2） 北海道大学 札幌キャンパス 参加者数：554名 

特別講演： 「コンプライアンス推進としての社会基盤整備」  

   土木学会会長  阪 田 憲 次 

 

2）全体討論会（H 22.9.2）   北海道大学 札幌キャンパス 参加者数：405名 

テーマ   「土木はつなぐ、”地域”を、”生命（いのち）”を、そして”未来”へ」 

パネリスト      ：桜 井 あけみ（まちづくり団体・しれとこウトロフォーラム21事務局） 

 ：林   美香子（キャスター、慶応義塾大学） 

 ：松 井 俊 久（NASA ゴダード宇宙飛行センター）  

 ：東   久美子（国立極地研究所） 

  ：眞 田 明 子（JICA） 

 ：加賀屋 誠一（北海道大学大学院工学研究院教授） 

 ：Kunnawee KANITPONG（アジア工科大学助教授） 

コーディネーター ：佐々木 隆 生（北海道大学） 

 

3）研究討論会（H 22.9.1、3）     北海道大学 札幌キャンパス 参加者数：1,701名 

討論会題：H24題 

 

4）第65回年次学術講演会        北海道大学 札幌キャンパス 

  1 講 演 数 

 Ⅰ 部 門 680題 

 Ⅱ 部 門 321題 

 Ⅲ 部 門 536題 

 Ⅳ 部 門 361題 

 Ⅴ 部 門 719題 

 Ⅵ 部 門 543題 

 Ⅶ 部 門 214題 

 CS部門 77題 
 

  計  3,451題 

 

  2 延べ参加者数  参加者数：17,939名 

  3 優秀講演者の表彰  表彰者数：248名 

 

5）国際関連行事（H 22.9.1～2） 北海道大学 札幌キャンパス 

  1 海外からの参加者  7協定学協会、1団体、4海外分会より 28名 

2 延べ参加者数  参加者数：83名 

 

6）交 流 会（H 22.9.2） サッポロビール園 参加者数：487名 

 

7）創立百周年キックオフ討論会（H 22.9.1） 北海道大学 札幌キャンパス 参加者数：293名 
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2．講演会、シンポジウム、研究発表会 

 

1) H22.4.16 地震工学委員会 平成22年度第1回研究会 土木学会講堂 

  講演題数：2題 参加者数：55名 

2) H22.4.20 2010年度海洋開発特別講演会 主婦会館プラザエフ（東京） 

      講演題数：3題 参加者数：121名 

3) H22.4.24～25 第56回構造工学シンポジウム 東京工業大学 

      講演題数：126題 参加者数：257名 

4) H22.5.6～7 No.8 皐月夕暮は土木遺産を歩くサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：4名 

5) H22.5.7～8  JABEEによる教育プログラム認定・審査のための「土木および土木関連分野」、 

     「環境工学およびその関連分野」受審校研修会 土木学会講堂 

講演題数：17 題   参加者数：65 名 

6) H22.5.8   JABEE 認定・審査における「土木および土木関連分野」、「環境工学および 

      その関連分野」審査講習会 土木会館 講堂 

     講演題数：15題 参加者数：53名 

7) H22.5.10     第27回トークサロン「長良川河口堰～何が変わったか～」 土木学会講堂 

           講演題数：1題 参加者数：48名 

8) H22.5.18     応用力学講演会 2010 土木学会講堂 

           講演題数：4題 参加者数：130名 

9) H22.6.1～3     No.9 初夏夕暮は土木遺産を歩くサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

           講演題数：1題 参加者数：1名 

10) H22.6.3～4  2010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：94題 参加者数：409名 

11) H22.6.5～6   第41回土木計画学研究発表会（春大会） 名古屋工業大学 

      講演題数：421題 参加者数：901名 

12) H22.6.11     応用力学ウィキペディアフォーラム 東京大学地震研究所 

           講演題数：2題 参加者数：24名 

13) H22.6.15     土木技術者の倫理講習会 土木学会講堂 

 講演題数：3 題 参加者数：66 名 

14) H22.6.19～20  第30回土木史研究発表会 日本大学（東京） 

      講演題数：53題 参加者数：116名 

15) H22.6.24～25    第35回海洋開発シンポジウム 鹿児島県民交流センター 

      講演題数：209題 参加者数：413名 

16) H22.6.28        第28回トークサロン「利根川・荒川に依存する埼玉県の水資源について」土木学会講堂 

           講演題数：1題 参加者数：35名 

17) H22.7.1        災害対策に関わる建設技術の現状 －災害対策技術研究小委員会報告－ 土木学会講堂 

                 講演題数：4題 参加者数：93名 

18) H22.7.8     岩盤力学委員会 講演会 土木学会講堂 

      講演題数：1題 参加者数：28名 

19) H22.7.9     舗装工学委員会 重荷重舗装小委員会 調査研究報告会 土木学会講堂 

      講演題数：3題 参加者数：87名 

20) H22.7.14～15  第14回鉄道力学シンポジウム 土木学会講堂 

      講演題数：19題 参加者数：65名 

21) H22.7.16     北海道における「建設マネジメントに関する地域シンポジウム」 北海道大学 
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      講演題数：5題 参加者数：301名 

22) H22.7.27～29  No.12 土木遺産を歩くサロン！  土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：10名 

23) H22.7.27         シンポジウム「新しい公共、NPOそしてソーシャル・ビジネス－その土木界における 

位置づけと展開－」 土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：8名 

24) H22.8.2   2010年度 建設マネジメント委員会 研究成果発表会 土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：85名 

25) H22.8.3   2010年度 建設マネジメント委員会 公共調達シンポジウム 土木学会講堂 

      講演題数：6題 参加者数：100名 

26) H22.8. 6   第2回土木と学校教育フォーラム 土木学会講堂ほか 

      講演題数：9題 参加者数：100名 

27) H22.8.7     第4回夏休み親子見学会（東京） JR新宿駅周辺 工事現場 

      講演題数：1題 参加者数：20名 

28) H22.8.4   第13回鋼構造と橋に関するシンポジウム 法政大学スカイホール（東京） 

      講演題数：7題 参加者数：130名 

29) H22.8.10～12  No.13 暑気払いに土木遺産を歩くサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：7名 

30) H22.8.11～12    第46回水工学に関する夏期研修会 神戸大学工学部 

      講演題数：16題 参加者数：185名           

31）H22.8.24    コンクリート構造物のインフラマネジメント研究小委員会報告会 市民のためのコンクリ

ート －コンクリートの将来について語ろう－ 土木学会講堂 

           講演題数：4題 参加者数：39名 

32) H22.8.26～27  第9回木材利用研究発表会（木橋技術に関するシンポジウム） 土木学会講堂 

      講演題数：22題 参加者数：60名 

33) H22.8.27～28  第18回地球環境シンポジウム 諏訪東京理科大学 

      講演題数：76題 参加者数：70名 

34) H22.8.28   日中トンネル安全リスク会議2010 首都大学東京 

      講演題数：18題 参加者数：52名 

35) H22.8.28   地球環境フォーラム 諏訪東京理科大学 

      講演題数：9題 参加者数：104名 

36) H22.8.31   第13回応用力学シンポジウム 北海道大学 

      講演題数：113題 参加者数：162名 

37) H22.9.7    第12回建設ロボットシンポジウム 早稲田大学 

      講演題数：48題 参加者数：130名 

38) H22.9.13～14  第5回阪神・淡路大震災学習ツアー 神戸市 

      講演題数：9題 参加者数：39名 

39) H22.10.3        土木ふれあいフェスタin札幌 新札幌サンピア光の広場 

      講演題数：1題 参加者数：553名 

40) H22.10.4    第14回地震防災技術懇話会 土木学会講堂 

      講演題数：1題 参加者数：29名 

41) H22.10.6         第2回ダイバーシティ推進フォーラム「誰もが働き続けられる業界を目指して」 

土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：51名 

42) H22.10.18       No.14 土木遺産の夜景を楽しむウォークサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：3名 
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43) H22.10.21～22  第35回情報利用技術シンポジウム 土木学会講堂他 

      講演題数：54題 参加者数：167名 

44) H22.10.23～24    第38回環境システム研究論文発表会 広島修道大学 

      講演題数：117題 参加者数：183名 

45) H22.10.25       No.15 土木遺産の夜景を楽しむウォークサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：4名 

46) H22.10.27      第29回トークサロン「日本の行く末」 土木学会講堂 

           講演題数：1題 参加者数：29名 

47) H22.10.28       地震工学委員会 平成22年度第2回研究会 土木学会講堂 

      講演題数：1題 参加者数：24名 

48) H22.11.1        No.16 土木遺産の夜景を楽しむウォークサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：2名 

49) H22.11.2        「地球規模環境問題に関する調査・検討（改訂版）」報告会 土木学会講堂 

      講演題数：4題 参加者数：110名 

50) H22.11.4        シンポジウム「近年の国内外で発生した大地震の記録と課題（Ⅲ）」 土木学会講堂 

      講演題数：29題 参加者数：96名 

51) H22.11.8        No.17 土木遺産の夜景を楽しむウォークサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：1名 

52) H22.11.10～12    第57回海岸工学講演会 京都テルサ 

      講演題数：291題 参加者数：648名 

53) H22.11.11      九州地方における公共事業・公共調達に関するシンポジウム 天神アクロス国際会議場（福岡） 

                       講演題数：8題 参加者数：290名 

54) H22.11.12～14 第47回環境工学研究フォーラム 高知大学 朝倉キャンパス 

      講演題数：180題 参加者数：287名 

55) H22.11.17   土木建設技術発表会2010 土木学会講堂他 

      講演題数：40題 参加者数：174名 

56) H22.11.21～23 土木の日記念行事シンポジウム コンファレススクエアM+ 

      講演題数：2題 参加者数：120名 

57) H22.11.21～23 第42回土木計画学研究発表会（秋大会） 山梨大学 

      講演題数：331題 参加者数：694名 

58) H22.11.25～26   第20回トンネル工学研究発表会 土木学会講堂他 

      講演題数：72題 参加者数：187名 

59) H22.11.29    No.20 土木遺産の夜景を楽しむウォークサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：1名 

60) H22.11.29       安全問題討論会‘10 土木学会講堂 

      講演題数：39題 参加者数：72名 

61) H22.11.30    建設用ロボット委員会 談話会 土木学会CD会議室 

      講演題数：2題 参加者数：26名 

62) H22.12.1        平成22年度第3回研究会            土木学会講堂 

      講演題数：2題 参加者数：44名 

63) H22.12.5   横浜市民の視点で地震防災を考える講演会とワークショップ 神奈川大学 

      講演題数：5題 参加者数：176名 

64) H22.12.6   基礎水理シンポジウム 土木学会講堂 

      講演題数：6題 参加者数：46名 

65) H22.12.8     地震災害マネジメントセミナー10周年 記念シンポジウム 土木学会講堂 

      講演題数：7題 参加者数：28名 
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66) H22.12.9     第2回「相互連関を考慮したライフライン減災対策に関するシンポジウム」 土木学会講堂 

      講演題数：23題 参加者数：69名 

67) H22.12.9～10  第10回構造物の衝撃問題に関するシンポジウム 九州大学 西新プラザ（福岡） 

      講演題数：59題 参加者数：85名 

68) H22.12.10     第15回舗装工学講演会 土木学会講堂、AB会議室 

      講演題数：30題 参加者数：121名 

69) H22.12.10      第6回景観・デザイン研究発表会 シンポジウム 東京大学 

      講演題数：5題 参加者数：455名 

70) H22.12.11～12    第6回景観・デザイン研究発表会 東京大学 

      講演題数：58題 参加者数：246名 

71) H22.12.13     No.22 土木遺産の夜景を楽しむウォークサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：1名 

72) H22.12.13   第29回環境システムシンポジウム「里山里海の生態系サービスを評価する」土木学会講堂 

      講演題数：6題 参加者数：71名 

73) H22.12.14   建設マネジメント特別講演会 -建設産業の国際展開へ向けて- 星陵会館（東京） 

      講演題数：2題 参加者数：219名 

74) H22.12.15     第28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：43題 参加者数：102名 

75) H22.12.15   環境水理シンポジウム 東京理科大学森戸記念館 

      講演題数：6題 参加者数：116名 

76) H22.12.16     応用力学フォーラム（中四国地区） 岡山国際交流センター 

      講演題数：3題 参加者数：20名 

77) H22.12.20     No.23 土木遺産の夜景を楽しむウォークサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：1名 

78) H23.1.13～14  第40回岩盤力学に関するシンポジウム 土木学会講堂他 

      講演題数：76題 参加者数：172名 

79) H23.1.17    No.25 土木遺産の夜景を楽しむウォークサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：1名 

80) H23.1.17       第30回トークサロン「エンジニア・アーキテクト協会の設立の意味」 土木学会講堂 

           講演題数：1題 参加者数：21名 

81) H23.1.17～18  第16回地下空間シンポジウム、見学会 早稲田大学国際会議場、他 

      講演題数：36題 参加者数：350名 

82) H23.1.24      No.26 土木遺産“活用”夜景ウォークサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：3名 

83) H23.1.31      No.27 土木遺産“活用”夜景ウォークサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：1名 

84) H23.2.10     土木技術者の倫理講習会 土木学会講堂 

 講演題数：3 題 参加者数：28 名 

85) H23.2.5      第10回土木学会デザイン賞授賞式 土木学会講堂 

      講演題数：11題 参加者数：148名 

86) H23.2.7       No.28 土木遺産“活用”夜景ウォークサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：1名 

87) H23.2.14       No.29 土木遺産“活用”夜景ウォークサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：1名 

88) H23.2.21       No.30 土木遺産“活用”夜景ウォークサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：1名 
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89) H23.3.7       No.32“桜田門外の変”に縁の土木遺産をウォークサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：1名 

90) H23.3.8～10      第55回水工学講演会 東京大学生産技術研究所 

      講演題数：283題 参加者数：535名 

91）H23.3.10    「混和材料を使用したコンクリートの物性変化と性能評価」に関する報告会 

 福岡建設会館 

           講演題数：4題 参加者数：30名 

92) H23.3.28       No.35 桜祭りに土木遺産をウォークサロン！ 土木学会打合せコーナー他 

      講演題数：1題 参加者数：2名 

 

3．講習会、セミナー 

1) H22.4.20     シームレスアジア・アフタムーンセミナー「変貌するアジアの国際交通」（関東） 

         土木学会講堂 

     講演題数：8題 参加者数：103名 

2) H22.4.20 複合構造標準示方書講習会 常翔学園大阪センター 

 講演題数：6題 参加者数：62名 

3) H22.4.22 基礎水理部会「フリー河床変動解析ソフト説明会」 土木学会講堂 

     講演題数：10題 参加者数：114名 

4) H22.4.23 CommonMP説明会 主婦会館プラザエフ（東京） 

      講演題数：4題 参加者数：98名 

5)  H22.4.23      H22年度第1回環境工学セミナー「環境工学の新しいチャレンジ：有害物質管理の最前線」 

 東京大学 

     講演題数：4題 参加者数：46名 

6) H22.5.11     シームレスアジア・アフタムーンセミナー 

     「変貌するアジアの国際交通」（関西）    土木学会講堂 

講演題数：8題 参加者数：122名 

7) H22.5.13     トンネル工学セミナー2010 土木学会講堂 

           講演題数：2題 参加者数：39名 

8) H22.5.20     複合構造物の設計・施工・維持管理－「複合構造標準示方書」・ 

「複合構造物の維持管理」－講習会 北海道大学学術交流会館                      

           講演題数：12題 参加者数：110名 

9) H22.5.26     労働災害防止のための安全教育シリーズ(1) 清水建設シーバンスS館 

           講演題数：7題 参加者数：321名 

10) H22.5.24   混和材料を使用したコンクリートの物性変化と性能評価研究小委員会講習会 

土木学会講堂 

           講演題数：4題 参加者数：117名 

11) H22.6.8   ワンデーセミナー：安心安全かつ健康な社会を創造するロジスティックシステム 

     に関する研究小委員会 土木学会講堂 

      講演題数：9題 参加者数：49名 

12) H22.6.21     労働災害防止のための安全教育シリーズ(2) 航空会館 

           講演題数：7題 参加者数：109名 

13) H22.6.21～22  ワンデイセミナー 58-59 我が国の環境・地域・交通の今と未来 

     －新たなかたちづくりに向けて－ 中央大学他 

      講演題数：21題 参加者数：458名 

14) H22.6.25   道路盛土の耐震設計・耐震補強に関する技術講習会 大阪大学 中ノ島センター 

      講演題数：7題 参加者数：90名 
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15) H22.7.16   環境システムワークショップ「自然共生川づくりワークショップ①」 岐阜高専 

      講演題数：2題 参加者数：195名 

16) H22.7.23   土木技術者のための原価管理講習会 西武研修センター（東京） 

      講演題数：6題 参加者数：70名 

17) H22.7.27       第44回 夏期講習会「水道の歴史と未来」  

神戸市水道局奥平野浄水管理・工事事務所 水の科学博物館 

     講演題数：4題 参加者数：31名 

18) H22.7.30       CommonMP実演会 土木学会講堂 

      講演題数：4題 参加者数：80名 

19) H22.8.2   2010年度土木計画学研究委員会第4回国際セミナー【Shared Space セミナー】 土木学会講堂 

      講演題数：1題 参加者数：21名 

20) H22.8.3   土木計画学ワンデイセミナー シリーズ第60回「交通基本法に関する討論会」 

    日本海運倶楽部（東京） 

      講演題数：4題 参加者数：38名 

21) H22.8.4   「いまさら聞けない計算力学の常識」講習会2010 in 東京 中央大学 

      講演題数：6題 参加者数：80名 

22) H22.8.5    環境システムワークショップ「自然共生川づくりワークショップ②」 土木研究所 

      講演題数：1題 参加者数：24名 

23）H22.8.18     混和材料を使用したコンクリートの物性変化と性能評価研究小委員会講習会 

北海道大学学術交流会館 

24) H22.8.19   トンネルライブラリー第23号「セグメントの設計 改訂版」に関する講習会 土木学会講堂 

      講演題数：4題 参加者数：88名 

25) H22.8.20  平成22年度第2回環境工学委員会研究ワークショップ「環境工学の新しいチャレンジ」 

 土木学会講堂 

      講演題数：4題 参加者数：93名 

26）H22.8.23    コンクリートと地盤の境界問題に関する講習会 東京大学工学部11号館 講堂 

           講演題数：3題 参加者数：89名 

27）H22.8.30    コンクリートライブラリー133「エポキシ樹脂を用いた高機能PC鋼材を使用するプレスト

レストコンクリート設計施工指針（案）」に関する講習会 長井記念ホール（東京） 

      講演題数：4題 参加者数：126名 

28) H22.9.2        トンネル技術史講習会 札幌アスペンホテル 

                 講演題数：2題 参加者数：62名 

29) H22.9.9     「構造物共通示方書Ⅰ，Ⅱ」講習会（東京） コクヨホール（東京） 

      講演題数：7題 参加者数：272名 

30) H22.9.13～16  平成22年度 維持管理に関するサマープログラム 

国立オリンピック記念総合センター（東京） 

      講演題数：15題 参加者数：11名 

31) H22.9.27    「いまさら聞けない計算力学の常識」講習会2010 in 広島 広島大学 

      講演題数：6題 参加者数：71名 

32) H22.9.28     「構造物共通示方書Ⅰ，Ⅱ」講習会（大阪） 関西大学 

      講演題数：7題 参加者数：136名 

33) H22.9.30   「実務者のための道路橋支承部の維持管理技術」講習会 九州大学 西新プラザ（福岡） 

      講演題数：8題 参加者数：129名 

34) H22.10.5 平成22年度第3回環境工学委員会研究ワークショップ 

             「廃棄バイオマス再資源化の最前線」 高知大学 

      講演題数：5題 参加者数：68名 
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35) H22.10.12    土木計画学研究委員会 2010年度第8回国際セミナー 土木学会講堂 

      講演題数：3題 参加者数：32名 

36) H22.10.15    公開フォーラム 中速グリーンモード自転車の空間整備  

      ワンデイセミナー 61 土木学会講堂 

      講演題数：8題 参加者数：92名 

37) H22.10.25～26 平成22年度 構造工学における有限要素法の基礎と応用講習会 土木学会講堂 

      講演題数：8題 参加者数：36名 

38) H22.10.29   第25回建設用ロボットに関する技術講習会 土木学会講堂 

           講演題数：6題 参加者数：80名 

39) H22.11.8   土木計画学ワンディセミナー（No.62合同開催） 

     「生活を支える地域公共・福祉交通＆交通バリアフリーの成果と課題」 大阪大学 

      講演題数：9題 参加者数：38名 

40) H22.11.10       2010年制定コンクリート標準示方書【規準編】講習会 土木学会講堂 

      講演題数：7題 参加者数：103名 

41) H22.11.12      第19回鋼構造基礎講座「鋼構造物の腐食と疲労」 土木学会講堂 

      講演題数：7題 参加者数：53名 

42) H22.11.15       CommomMPセミナー 土木学会講堂 

      講演題数：4題 参加者数：51名 

43) H22.11.30   平成22年度 安全で経済的な施工計画を行うための講習会 土木学会講堂 

      講演題数：7題 参加者数：56名 

44) H22.12.2   第20回鋼構造基礎講座「鋼材 –最近の高機能鋼材-」 土木学会講堂 

      講演題数：5題 参加者数：21名 

45) H22.12.2        構造物の設計におけるコンクリートの収縮の考慮に関する講習会（東京） 

主婦会館プラザエフ 

      講演題数：7題 参加者数：109名 

46) H22.12.7   「事例に基づく複合構造の維持管理技術の現状評価」講習会 土木学会講堂 

      講演題数：6題 参加者数：49名 

47) H22.12.9 構造物の設計におけるコンクリートの収縮の考慮に関する講習会（大阪） 建設交流館 

      講演題数：7題 参加者数：52名 

48) H22.12.11   第8回環境システムワークショップ「都市ごみ減量化の取り組みの効果と課題」 

北海道大学 

      講演題数：3題 参加者数：23名 

49) H22.12.13     労働災害防止のための安全教育シリーズ(3) かつしかシンフィニーヒルズ 

           講演題数：7題 参加者数：70名 

50) H22.12.20   「地盤に関する解析技術講習会」「第4回 個別要素法セミナー」 地盤工学会 

      講演題数：5題 参加者数：64名 

51) H22.12.21   「鋼床版の疲労」講習会 土木学会講堂 

      講演題数：8題 参加者数：78名 

52) H23.1.11 改訂「風力発電設備支持物構造設計指針・同解説」講習会 2010 東京大学 

      講演題数：9題 参加者数：120名 

53) H23.1.18     「歩道橋のデザイン・照明・振動使用性・特徴ある形式・新素材・アセットマネジメント」 

に関する講習会 土木学会講堂 

      講演題数：10題 参加者数：82名 

54) H23.1.19         地盤工学セミナー2010 土木学会講堂 

                 講演題数：5題 参加者数：90名 

55) H23.1.25     「FRP歩道橋設計・施工指針(案)」講習会 土木学会講堂 
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      講演題数：9題 参加者数：72名 

56) H23.1.26 土木学会による実務者のための耐震設計入門（基礎編） 土木学会講堂 

     講演題数：5題 参加者数：48名 

57) H23.2.13 労働災害防止のための安全教育シリーズ(4) 鹿島建設東部営業所 

           講演題数：7題 参加者数：29名 

58) H23.2.16 第11回新しい材料・工法・機械講習会 土木学会講堂 

      講演題数：2題 参加者数：92名 

59) H23.2.23 土木学会による実務者のための耐震設計入門（実践編） 土木学会講堂 

     講演題数：6題 参加者数：37名 

60) H23.2.24 第3回中小建設業のＢＣＰ入門セミナー 土木学会講堂 

      講演題数：3題 参加者数：141名 

61) H23.2.24 労働災害防止のための安全教育シリーズ(5)  宇都宮市東武ホテル・グランデ 

           講演題数：7題 参加者数：78名 

62) H23.3.7       CommomMP活用のための講習会 中央大学 

      講演題数：4題 参加者数：40名 

63) H23.3.9         労働災害防止のための安全教育シリーズ(6)  山梨アイメッセ 

           講演題数：7題 参加者数：39名 
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4．国際交流（受入） 

 

H22.5.17-21 中国土木工程学会 鉄道、地下鉄の耐震施設関連視察 Prof. Zhang Jianmi 一行 

H22.5.25 JICA研修生プログラム JICA研修プログラムによる土木学会訪問 JICA研修生 一行 

H22.5.28 ミャンマー工学会 Mr. Han Zaw会長 

平成21年度第96回通常総会出席/平成21年度国際貢献賞受賞 

H22.9.1-3 米国土木学会 Mr. Potenciano A. Leoncio 

中国土木水利工程学会（台湾） Prof. Luh Mang Chang 国際委員会委員長 

大韓土木学会 Prof. Kyung Soo Chon 会長 一行 

フィリピン土木学会 Dr. Ernesto S. De Castro 副会長 一行 

モンゴル土木学会 Mr. Zorig Dalibag 

ネパール技術者協会日本支部 Mr. Ugendra Regmi 

 台湾分会 Prof. Der-Her Lee 分会長 一行 

韓国分会 Prof. Dong-Uk Lee分会長 一行 

モンゴル分会 Mr. Zorig Dalibag 平成22年度全国大会出席 

H22.9.13-18 大韓土木学会 Mr. Kim Seong-Jun 

モンゴル土木学会 Ms. Gansukh Tserenjargal 

トルコ土木学会 Mr. Altin Nezih 

インドネシア工学会 Mr. Nagara Cakra 

  Study Tour Grant 2010 

H22.10.6 JICA研修生プログラム JICA研修プログラムによる土木学会訪問 JICA研修生 一行 

 

5．国際交流（派遣） 

H22.5.11-13  土木国際化懇談会 PPP/PFI 視察 

韓国：釜山  古木 守靖 土木学会専務理事、井手 和雄 土木学会理事、清水建設(株)、久保田 荘一 

清水建設(株)、伊勢田 敏 東日本高速道路(株)、中川 裕明 東日本高速道路(株)、岡

野 哲 本州四国連絡高速道路(株)、田村 哲 (株)長大、柳川 博之 土木学会国際室 

H22.6.9   コンクリート工学に関するジョイントセミナー(JS-20, Istanbul, Turkey, 2010) 

トルコ：イスタンブール 中村  光 コンクリート委員会委員兼同国際関連小委員会委員長、内田 裕市コンクリ

ート委員会委員、鎌田 敏郎コンクリート委員会委員、武若 耕司コンクリート委員会

委員 

H22.6.17-13 モンゴル土木学会年次大会、JSCE モンゴル分会訪問 

モンゴル：ウランバートル 山口栄輝 国際委員会委員兼幹事 

H22.8.8-12  鋼構造・橋梁に関するジョイントセミナー(JS-21, Dhaka, Bangladesh, 2010) 

バングラデシュ：ダッカ 森猛 鋼構造委員会委員長、長井正嗣 鋼構造委員会元委員長、奥井義昭 鋼構造委員会

委員、野上邦栄 鋼構造委員会委員、松本泰尚 埼玉大学 

H22.8.8-12  第 5回アジア土木技術国際会議及びアジア土木学協会連合協議会 19th 理事会 

オーストラリア：シドニー  阪田 憲次 土木学会会長、古木 守靖 土木学会専務理事、古田  均 土木学会理事・

国際委員長、加々美修一 国際委員会幹事長、住吉幸彦 ACECC JSCE 代表、日下部治 

ACECC 担当委員会顧問、堀越研一 ACECC 担当委員会委員長、山口栄輝 ACECC 担当

委員会副委員長、鳥居雅之 ACECC 担当委員会幹事長、本城 勇介 ACECC 担当委員

会委員、芹野恵美子 ACECC 担当委員会事務局、柳川博之 土木学会国際室ほか 

H22.9.20-23  集集地震 11 周年講演会及び台湾分会との交流 

台湾：台北・高雄  後藤 洋三 地震工学委員会防災企画推進小委員長、小川 雄二郎 地震工学委員会防災

企画推進小委員長副小委員長、泉 博允 地震工学委員会防災企画推進小委員会、岩本 
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利行 地震工学委員会防災企画推進小委員会、佐伯 光昭 地震工学委員会防災企画推進

小委員会、田蔵 隆 地震工学委員会防災企画推進小委員会委員 

H22.9.25-27  英国分会との交流 

英国：ロンドン  石井 弓夫 元会長 

H22.10.20-22  大韓土木学会（KSCE）年次大会参加 

韓国：インチョン  山本 卓朗 土木学会次期会長、古木 守靖 土木学会専務理事、小澤 一雅 建設マネジ

メント委員会委員長、森望 建設マネジメント委員会運営小委員長、田村 哲 建設マ

ネジメント委員会委員、渡邊 法美 建設マネジメント委員会委員 

H22.10.21-23  米国土木学会（ASCE）年次大会参加 

米国：ラスベガス  阪田 憲次 土木学会会長、室野 剛隆 地震工学委員会委員 

H22.11.24-26 フィリピン土木学会（PICE）年次大会参加 

フィリピン：セブ 古田 均 土木学会理事・国際委員長、伊東 淳 早稲田大学セーバース 

H22.11.30-12.3 モンゴル国構造物設計基準整備支援活動 

モンゴル：ウランバートル 日下部 治 国際委員会顧問、堀越 研一 国際委員会委員、佐藤 靖彦 コンクリート委

員会常任委員、同国際関連小委員会委員 

H22.12.3-4 大韓土木学会（KSCE）鋼構造委員会合同会議 

韓国：釜山 森猛 鋼構造委員会委員長、髙木 千太郎 鋼構造委員会副委員長、佐々木 保隆 鋼構造

委員会幹事長、金子 傑 鋼構造委員会委員、杉本 一朗 鋼構造委員会委員、橘 吉宏 鋼

構造委員会委員、本間 宏二 鋼構造委員会委員、柳沼 安俊 鋼構造委員会委員 

H22.12.10-11  中国土木水利工程学会（CICHE）および台南水道選奨土木遺産認定記念式典参加 

台湾：屏東、台南  阪田 憲次 土木学会会長、藤野 陽三 東京大学大学院教授、エレン・ワン 国際委員会

委員 

H22.12.15-17  構造物情報モデリングと建設実務の変化に関するジョイントセミナー 

中国：香港 (JS-22, Hong-Kong, China, 2010) 

矢吹 信喜 情報利用技術委員会常任委員、国際小委員会委員長、北川 悦司 情報利用

技術委員会国際小委員会委員、物部 寛太郎 情報利用技術委員会国際小委員会委員 

 H23.2.9-12  アジア土木学協会連合協議会（ACECC）20th 理事会およびインドネシア工学会（PII） 

  インドネシア：ジャカルタ 阪田 憲次 土木学会会長、古木 守靖 土木学会専務理事、住吉 幸彦 ACECC 担当委

員会 JSCE 代表、日下部 治 ACECC 担当委員会顧問、堀越 研一 ACECC 担当委員会

委員長、山口 栄輝 ACECC 担当委員会副委員長、和田 一範 国際委員会委員、柳川 博

之 土木学会国際室 

H23.3.29-31  鋼構造・橋梁に関するジョイントセミナー(JS-23, Phnom Penh, Cambodia, 2011) 

カンボジア：プノンペン  森猛 鋼構造委員会委員長、長井正嗣 鋼構造委員会元委員長、依田照彦 鋼構造委員会

元委員長、奥井義昭 鋼構造委員会委員、小西 拓洋 鋼構造委員会委員、高上 顕 鋼

構造委員会海外交流小委会委員、松村寿男 鋼構造委員会委員 

 

6．交 流 会 

1）H22.5.28 第96回通常総会に伴う交流会： 

ホテル メトロポリタンエドモンド 参加者数：202名 

2）H22.9.2 平成22年度土木学会全国大会に伴う交流会： 

サッポロビール園 参加者数：487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 
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1）H22.11.17～19 土木コレクション2010 HANDS ＋ EYES 新宿西口イベント広場[新宿駅西口]  

2）H22.11.20～30 土木コレクション2010 HANDS ＋ EYES        行幸地下ギャラリー［東京駅丸の内口］ 

3）H22.11.20 土木の日記念行事シンポジウム       コンファレンススクエアM＋ 

 土木偉人映像展/シンポジウム「土木の原点を考える」 参加者数：200名 

｢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 

H22.4.5 技術評価証授与式 

H22.4.20 2010年「チリ地震」合同調査団報告会 

H22.5.7 「平成21年度土木学会賞」に関する記者発表 

H22.5.7 技術評価証授与式 

H22.5.28 平成21年度土木学会「これからの社会を担う土木技術者に向けて」報告会 

H22.6.1 平成22年度土木学会会長「会長就任記者共同インタビュー」 

H22.7.21 第25回報道機関懇談会「建設マネジメント研究の紹介」 

H22.9.30 平成22年7月広島県庄原市で発生した土砂災害に関する４学会合同現地調査報告会 

H22.10.25 「土木の日」共同インタビュー 

H22.12.16 第26回報道機関懇談会「日本版ニューディール施策の提案」 

H23.2.4 第27回報道機関懇談会「下水道の老朽化問題」 

H23.3.11 2011年「クライストチャーチ地震調査団」報告会 

H23.3.23 東日本大震災についての会長緊急声明 

 

9．他学会との共催、協賛、後援 

1）共  催 

平成 22 年 

（1） H22.4.24～25 第 56 回構造工学シンポジウム 構造工学委員会 東京都 

（2） H22.4.15～16 第 24 回環境工学連合講演会 環境工学委員会 東京都 

（3） H22.5.15 科学技術人材育成シンポジウム 教育企画・人材育成委員会 東京都 

（4） H22.5.18 EcoCities:マンチェスターと名古屋での気候変動への適応策 環境システム委員会 名古屋 

（5） H22.5.26～27 原子力総合シンポジウム 2010 原子力土木委員会 東京都 

（6） H22.6.8～10 理論応用力学講演会(第 59 回) 応用力学委員会 東京都 

（7） H22.6.25 第 2 回バイオウェイストマネジメント工学講座セミナー 環境システム委員会 北海道 

（8） H22.6.30 腐食した鋼構造物の耐久性照査に関する講習会 鋼構造委員会 愛知県 

（9） H22.7.７～9 第 47 回ｱｲｿﾄｰﾌﾟ･放射線研究発表会 原子力土木委員会 東京都 

（10）H22.7.8～9 安全工学シンポジウム 2010 安全問題研究委員会 東京都 

（11）H22.7.18 第 29 回混相流シンポジウム 応用力学委員会 静岡県 

（12）H22.7.30～31 第 5回日本モビリティ・マネジメント会議（JCOMM） 土木計画学研究委員会 広島県 

（13）H22.8.1 平成 22 年度工学教育連合講演会 教育企画・人材育成委員会 宮城県 

（14）H22.8.19 第 45 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～  

 教育企画・人材育成委員会ダイバーシティ推進小委員会 愛媛県 

（15）H22.9.7 第 12 回建設ロボットシンポジウム建設ロボット委員会 東京都 

（16）H22.9.22 第 1 回バイオウェイストマネジメント工学講座シンポジウム 環境システム委員会 東京都 

（17）H22.10.25～27 第 54 回材料工学連合講演会 コンクリート委員会 京都府 

（18）H22.11.4 第 2 回低炭素化・低物質化社会に関する研究シンポジウム 環境システム委員会 名古屋市 

（19）H22.11.17 第 3 回バイオウェイストマネジメント工学講座セミナー 環境システム委員会 北海道 
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（20）H22.11.17～20 第 13 回日本地震工学シンポジウム 地震工学委員会 つくば市 

（21）H22.11.22～23 「キャビテーションに関するシンポジウム(第 15 回)」 水工学委員会 大阪府 

（22）H22.11.27 技術倫理協議会第 6 回公開シンポジウム「研究倫理～責任ある研究活動を進めるために」  

 倫理・社会規範委員会 東京都 

（23）H22.12.14 土木系女子学生のためのキャリアセミナー 

 教育企画・人材育成委員会ダイバーシティ推進小委員会 東京都 

（24）H22.12.15～17 第 17 回鉄道技術連合シンポジウム（J-RAIL2010） 構造工学委員会 東京都 

（25）H22.12.20 地盤に関する解析技術（個別要素法）講習会 地盤工学委員会 東京都 

 

平成 23 年 

（26）H23.1.22 第 2 回科学技術人材育成シンポジウム 教育企画・人材育成委員会 東京都 

（27）H23.3.8 公開シンポジウム「理論応用力学講演会（第 60 回）」 応用力学委員会 東京都 

 

2）他に協賛106件、後援62件  

 

3）国際会議 

《共  催》 

H22.5.13～14  国際ワークショップ「生物用性保全に向けた応用生態工学からのアプローチ」 

        ～COP10 名古屋に向けて～ 水工学委員会 名古屋市 

H22.6.9 コンクリートに関するジョイントセミナー(JS-21, Istanbul, Turkey, 2010) 

             トルコ土木学会 イスタンブール 

H22.７.1１～15  The Fifth International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management 

         (IABMAS2010) 構造工学委員会、鋼構造委員会 LOEWS PHILADELPHIA 

H22.9.8 4 回 WFEO-JFES-JSCE 合同国際シンポジウム―災害リスクマネジメント― 

  国際委員会  札幌市 

H22.12.21-23 建設マネジメントに関するジョイントセミナー（JS-22, Hong-Kong, China, 2010） 

 香港工程師学会 香港 

H23.2.2～4  建設分野における FRP に関するアジア太平洋国際会議 2010 コンクリート委員会 北海道 

H23.2.10 PII-JSCE Special Lectures and the AOC Signing Ceremony インドネシア工学会  ジャカルタ 

H23.3.29-31 鋼構造・橋梁に関するジョイントセミナー（JS-23, Phnom Penh, Cambodia, 2011） 

 カンボジア土木学会 プノンペン 

 

2）他に協賛11件、後援12件  

 


