
Ⅳ．支 部 行 事 

1．北海道支部 

（1）通常総会（H24.4.25） ホテルモントレ札幌 

（2）商議員会 2回 

（3）幹事会 2回 

（4）事業担当幹事会 17回 

（5）委員会等 14回 

（6）支部行事 

  ア 講習会  
第 1 回 ポンプ＆高流動コンクリート指針講習会（H24.8.30） 題数：2 題 参加人数：47 名 

                                                              開催場所：北海道大学学術交流会館 
  第 2 回 「コンクリート構造物の補修・解体・再利用における CO2削減を目指して」 
      「けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針（案）」（H24.10.12） 題数：9 題 参加人数：60 名 
                                 開催場所：北海道建設会館 

イ 講演会  
これからの土木技術者がなすべきこと～防災、維持管理に着目して～（H24.6.14） 

               １ ３つの大災害に備えるー自然災害、社会資本施設の老巧化、人口減少― 

国土交通省国土技術政策総合研究所 所長 西川和廣 

         ２ 産学官連携による道路附帯施設の延命化  釧路工業高等専門学校 校長  岸 徳光 

 開催場所：札幌市 北海道大学交流会館 参加人数：140 名 

 ウ 映画会 

  北海道イブニングシアター 

（第 2 回）（H24.9,26） 記録映像で見る北海道の名橋 

           上映作品 1「旭橋物語」 上映作品 2「潮風に築く～白鳥大橋建設記録～」 

開催場所：札幌市 札幌市民ホール 参加人数：47 名 

（第 3 回）（H25.1.23） 記録映像で見る東日本大震災 

上映作品 1「三陸の奇跡」と命の道」 上映作品 2「東日本大震災、現場の戦い」 

開催場所：札幌市 札幌市民ホール 参加人数：51 名 

エ 年次技術研究発表会（H25.2.2～2.3） 開催場所：函館市 函館工業高等専門学校 

発表件数：185 件 参加人員：877 名 

 オ 土木学会北海道支部選奨土木遺産見学会 

           「自然エネルギー/水力とメガソーラーを訪ねて」（H24.7.31） 

見学場所：支笏湖・虻田水力発電所と伊達ソーラー発電所 参加人員：39 名 

         「水道と電気を生み出す施設巡り」（H24.9.27）見学場所：藻岩浄水場・京極発電所 参加人員：39 名 

 カ VISIT（職場訪問）事業 

札幌地区（H24.11.19）訪問先：札幌開発建設部 札幌大橋 （北大、道工大、北海学園大）参加人員：20 名 

室蘭・苫小牧地区（H24.11.2）訪問先：北海道 胆振総合振興局 登別市倶多楽湖公園線改築工事現場 

 （室蘭工大・苫小牧高専）参加人員：18 名 

函館地区（H24.11.19）訪問先：函館開発建設部 函館港、函館漁港工事現場 （函館高専）参加人員： 4 名 

北見地区（H24.11.16）訪問先：網走開発建設部 北海道横断自動車道見学 （北見工大）参加人員： 6 名 

 キ 札幌市生涯学習講座［市民カレッジ］ 

  講演「札幌のトンネル掘削現場を見る～見るならトンネルナイト～」（H24.6.28） 
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開催場所：札幌市生涯学習センター 参加人員：30 名 

  現場見学 （H24.7.5） 見学場所：札幌市 豊平川雨水貯留管工事 参加人員：34 名 

 ク 100 周年北海道支部事業 

  土木にまつわる DVD 等の映像配信（H24.11.18～20） 

                    開催場所：札幌市 札幌駅前道地下歩行空間 参加人員：延べ 752 名 

ケ 「土木の日」関連行事 

  ア）札幌地区事業 

   ①親子現場見学会（H24.7.31） 

見学場所：長沼町嶮淵右岸地区遊水地 夕張シュウーパロダム 札幌市豊平川雨水貯留管工事 

 参加人員：43 名 

   ②選奨土木遺産認定書授賞式と「土木の日」記念講演会（H24.11.16） 

                      開催場所：ホテルポールスター 2F セレナード 参加人員：125 名 

   Part1 選奨土木遺産認定書授賞式 

   Part2 土木の日記念講演会 

講演 1 「北海道新幹線のさらなる活用を目指して」      北海商科大学 教授 佐藤馨一 

      講演 2 「新函館開業に向けた官民連携の取り組みについて」 

函館商工会議所地域振興課長 永澤大樹 

  イ）北見地区事業 

   ①おもしろ科学実験（H24.8.7） 開催場所：北見工業大学 参加人員：約 500 名 

   ②PR イベント・現場見学会（市民対象）（H24.10.21）開催場所：北見芸文ホール 参加人員：約 700 名 

 ：川東トンネル工事現場 参加人員：35名 

③映画会（高校生対象）（H24.11.6～8  3回）黒部の太陽 

 開催場所：北見工業高校 参加人員：76名 

   ④書道展・表彰式（小中学生対象）（H24.11.18） 開催場所：NHK北見放送局 北見工大 応募：100点 

  ウ）苫小牧地区事業 

   ①体験学習（H24.7.28～29）  開催場所：苫小牧工業高等専門学校 参加人員：74 名 

   ②市民のための見学会（H24.7.31）  見学場所：苫小牧市近郊工事現場 参加人員：35 名 

      ③土木に関する展示（H24.10.20～21）  開催場所：苫小牧工業高等専門学校 参加人員：1000名 

   ④化学実験教室（H24.11.18）  開催場所：苫小牧市 参加人員：350名 

  エ）室蘭地区事業 

   ①オープンラボ伊達（H24.8.23）  開催場所：伊達市防災センター 参加人員：150 名 
    ②オープンラボ in 室蘭（H24.9.22）  開催場所：室蘭工業大学 参加人員：100 名 

      ③エコツアー２０１２（H24.11.13） 開催場所：室蘭日本製鋼所、伊達市黄金遺跡  参加人員：25 名 

   ④トラスコンテストin室蘭（H24.11.17）  開催場所：室蘭工業大学 参加人員： 70名 

  オ）函館地区事業 

   ①体験学習会（H24.8.9～10）開催及び見学場所：函館工業高等専門学校、函館市内近郊 参加人員：40 名 

      ②土木技術体験講座「土木技術紹介＋ドボククイズ」（H24.10.12～15） 

 開催場所：函館工業高等専門学校 参加人員：約 300 名 

   ③橋を作ってみよう（H24.11.17） 開催場所：函館工業高等専門学校 参加人員：10 名 

（7）刊行物出版 

  1）論文報告集題 69 号（CD-ROM）260 枚 発 行：平成 25 年 1 月 
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2．東北支部 

（1）商議員会 2 回 

（2）支部総会（H24.5.18） ホテルメトロポリタン仙台 

（3）役員会（H25.1.23） ホテル JAL シティ仙台 

（4）幹事会 4回 

1）総務部会 2回 

2）土木の日行事部会 5回 

3）継続教育部会 3回 

（5）特別委員会 

1）東北支部選奨土木遺産選考委員会 1 回 

2） 東日本大震災に関する東北支部学術合同調査委員会  14 回 

（6）支部行事 

1） 東日本大震災における造成宅地被災の対策事業を考える談話会（H24.10.28） 

（地盤工学会東北支部・日本地すべり学会東北支部・土木学会東北支部）合同開催 

  参加者：140名 東北学院大学土樋キャンパス 

2） 現場見学会（仙台地区）（H24.10.30） 

テーマ『河川・海岸の復旧復興プロジェクトにおける土木技術を学ぶ』            参加者：75名 仙台市 

3） 東北の土木技術を語る会 （H24.10.30） 

テーマ『河川・海岸の復旧復興プロジェクトにおける土木技術を学ぶ』  参加者：150名 仙台メディアテーク 

4） 現場見学会（北東北地区：秋田ブランチ） 

テーマ『「わたしたちのくらしをささえる水」～仁井田浄水場・藤倉水源地見学会～』 

参加者：18名 仁井田浄水場・藤倉水源地（秋田市） 

5）東北支部コンクリート技術講習会 「ポンプ＆高流動コンクリート指針講習会」 

参加者：78名 TKP仙台カンファレンスセンター 

6）第 4 回 東北地方の橋梁保全に関するシンポジウム テーマ～維持管理の確実性と容易さについて ～ 

 （H25.1.17）参加者：500 名 仙台市情報・産業プラザ 

7）東北支部技術研究発表会（H25.3.9）                     東北大学 

・発表論文：384編 参加者：550名 

・同時開催 共通セッション（講演会）参加者：179名 

・同時開催 学生交流会 参加者：90名 

8） 東日本大震災に関する東北支部学術合同調査委員会 総括報告会（H25.3.21） 

主催：東日本大震災に関する東北支部学術合同調査委員会 

（土木学会東北支部・地盤工学会東北支部・日本地すべり学会東北支部・東北建設協会・日本コンクリー

ト工学会東北支部・日本建築学会東北支部・日本都市計画学会東北支部）合同開催 

 参加者：500名 仙台市情報・産業プラザ 

（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）学園参加型関連行事（H24.10.20～21） 東北工業大学 

・学科紹介パネル展 

2）土木の日特別行事 防災シンポジウム 

「東日本大震災と復興～生活に密着したライフラインの復旧・復興の足取り～」（H24.11.22） 参加者：250 名 

        仙台市情報・産業プラザ 

（8）調査・研究会活動 

1）技術開発・研究奨励賞選考委員会 1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） ７校 

（9）本部及び他学協会との共催・後援・協賛等 

1）本部主催「土木学会認定上級および 1 級技術者資格試験」（H24.8.25） ハーネル仙台 

2）協賛 子ども科学キャンパス 

「夏休み科学キャンパス」・「秋休み科学キャンパス」 

（主催：子ども科学キャンパス実行委員会）（H24.7.30～31，10．9～10） 仙台市 

3）共催 土木デザイン設計競技・公開講評会（パネルディスカッション） 

「景観開花。12」 

    （主催：景観開花実行委員会）（公開最終審査会 H24.12.8） 仙台市 

4）後援 講習会「東北地方におけるコンクリート構造物の劣化予測と LCC 評価」 

  ・青森県青森市（H24.9.18）・山形県酒田市（H24.9.24）・岩手県盛岡市（H24.10.23） 

・秋田県秋田市（H24.11.14）・福島県郡山市（H24.12.7） 

（主催：公益社団法人 日本コンクリート工学会東北支部） 

5）共催 フォーラム 「万世大路」選奨土木遺産認定記念フォーラム 

（主催：土木学会選奨土木遺産「万世大路」認定記念事業実行委員会） （H24.10.6） 山形県米沢市 

6）後援 建設技術公開「EE 東北’12」 

（主催：EE 東北実行委員会）  （H24.10.9～10） 仙台市 

7）共催 フォーラム「第 5 回青森土木フォーラム」 

（主催：青森土木ﾌフォーラム実行委員会）（H24.11.10） 青森県八戸市 

8）協賛 講演会「平成 24 年度講演会 強靱な東北の復興を目指して」 

（主催：主催：一般社団法人 建設コンサルタンツ協会）（H24 .11.13 ） 仙台市 

9）共催 シンポジウム「東北新幹線八戸開業 10 周年記念「交通まちづくりシンポジウム in 八戸」」 

（主催：主催：財団法人自治総合センター、八戸市）（H24.11.29） 青森県八戸市 

10）協賛 公開シンポジウム「岩手三陸復興まちづくりにむけて」 

（主催：岩手大学・岩手県技術士会）（H24.12.15） 岩手県盛岡市 

11）後援 地盤工学フォーラム東北 2012 〈平成 24 年度（第 31 回）研究討論会〉 

（主催：地盤工学会東北支部）（H25.1.18） 仙台市 

12）共催 フォーラム「第 18 回 庄内・社会基盤技術フォーラム」 

（主催：庄内・社会基盤技術フォーラム運営委員会）（H25.1.24） 山形県鶴岡市 

13）後援 シンポジウム ゆきみらい 2013in 秋田「秋田発 蘇れ日本 雪国からの元気を」  

（主催：「ゆきみらい 2013in 秋田」実行委員会）（H25.2.7～8） 秋田県秋田市 

14）共催 講習会 「産業副産物由来循環資材の港湾工事への利用方法」 

（主催：公益社団法人地盤工学会東北支部）（H25.2.26） 仙台市 

15）後援 セミナー 第 42 回セメント系固化材セミナー 「最近の固化処理について」 

（主催：社団法人セメント協会）（H25.2.26） 仙台市 

16）後援 フォーラム 「東日本大震災復興技術支援フォーラム」 

（主催：東日本大震災復興技術支援実行委員会）（H25.3.27） 仙台市  

（10）研究奨励及び業績の表彰 

1）平成24年度総合技術賞 2件 

2）平成24年度技術開発賞 3件 

3）平成24年度研究奨励賞 7件 
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3．関東支部 

（1） 第 49 回通常総会（H24.5.17） 1 回 

（2） 商議員会 1 回 

（3） 全体幹事会 1 回 

（4） 運営幹事会および打合せ会 4 回 

（5） 企画部会および打合せ会 5 回 

（6） 技術情報部会および打合せ会 10 回 

（7） 学術研究部会および打合せ会 5 回 

（8） 広報部会および打合せ会 9 回 

（9） 交流部会および打合せ会 8 回 

（10） 支部選奨土木遺産選考委員会 3 回 

（11） 関東地区役員候補者選考委員会 1 回 

（12） 土木学会認定技術者資格試験実施部会 1 回 

（13） 平成 25 年度土木学会全国大会実行委員会・幹事会合同委員会 1 回 

（14） 平成 25 年度土木学会全国大会実行委員会幹事会 3 回 

（15） 関東支部タスクフォース委員会 3 回 

（16） 技術研究発表会優秀発表表彰者懇談会 1 回 

（17） 行事 

1）講習会「土木技術者に求められる資質と素養」－技術士第 2 次試験受験のための実践講習会（演習付） 

 －第 23 回（H24.4.10）題数：6 題 参加者：42 名  土木学会本部 2 階講堂 

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 4 回（H24.7.3）題数：7 題 参加者：47 名  土木学会本部 2 階講堂 

3）平成 24 年度第 21 回中学生記者取材講習会（H24.7.24） 

見学コース：横浜港本牧ふ頭コンテナターミナル・横浜港海上見学 参加者：4 校 16 名 

4）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－（H24.8.7） 

題数：5 題 参加者：30 名  土木学会本部 2 階講堂 

5）講習会「富士山の噴火に備える」-過去の経験に学ぶ- （H25.2.1） 

 題数：2 題 参加者：79 名  土木学会本部 2 階講堂 

（18）コンクリートカヌー大会 

1）第 18 回土木系学生によるコンクリートカヌー大会（H24.8.25） 

  荒川調節池 ［彩湖］ 

  参加校：（大学・高専   12 校  15 チーム） 

      （高等学校     25 校  32 チーム）         参加者:約 500 名（大会関係者含む） 

（19）技術研究発表会 

1）第 40 回技術研究発表会 

     1）技術研究発表会（H25.3.14～15）  宇都宮大学陽東キャンパス 

 発表数：421 編   参加者：1,513 名（延べ） 

     2）特別企画 

      （1）特別講演会（H25.3.14）10 号館１階アカデミアホール：86 名 

         「これからの日本酒」 

      （2）優秀発表賞授賞：14 名 
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      （3）第 14 回「土木のある風景」写真コンテスト 

（4）交流会 参加者:180 名 

 3）土木学会創設百周年記念事業関連特別企画 

      （1）若手土木技術者交流サロン（H25.3.14）第 10 会場（９号館１階）：70 名 

      （2）ミニ「ドボコレ」（土木コレクション）展示 

（20）談話会 

第 1 回「談話会」（H24.6.8） 

「防衛分野における土木技術の活用事例と最新動向」 参加者：48 名 土木学会講堂 

第 2 回「談話会」（H25.2.13） 

「Fujisawa サスティナブル・スマートタウン構想」 参加者：16 名 土木学会会議室 

第 3 回「談話会」（H25.3.8） 

「渋谷が変わる！～渋谷駅街区開発事業」 参加者：42 名 土木学会会議室 

（21）交流会 

   第 1 回「学生・若手土木技術者交流会」（H24.12.17） 参加者：33 名 土木学会会議室 

（22）見学会 

1）技術研究所見学会（各企業体と共催）（H24.11～H25.1） 

     見学先：15 研究所 参加者：約 1500 名（地元小学生および一般市民） 

2）親子見学会（土木の日行事）（H24.9.1） 

（土木の日行事・世田谷区と国士舘大学に協力） 

見学先：「多摩川河口」、「羽田沖」 参加者：60 名 

3）見学会（土木の日行事）（H24.11.16） 

見学先：「東京外環自動車道 国分工事」「鉄建建設建設技術総合センター」 参加者：32 名 

4）親子見学会（土木の日行事）（H24.11.17） 

見学先：「環状 2 号地下トンネル（新橋第二工区）工事」、「東京みなと館」、 

「東京都勝島ポンプ所流入 管渠工事」 参加者：10 家族 30 名 

（23）写真コンテスト・土木学会選奨土木遺産認定 

1）第 14 回「土木とくらし」写真コンテスト 

応募期間（H24.11.1～25.2.28）、審査（技術研究発表会参加者投票形式 H25.3.14～15）、 表彰式（H25.5.16）

2）平成 24 年度土木学会選奨土木遺産認定書伝達式（H24.11～25.3 予定含む） 

選奨構造物：花貫川第一発電所第三号水路橋 

選奨構造物：東京動力機械製造株式会社地下工場跡、栃木県の防空関連施設群  

選奨構造物：二ケ領用水 

選奨構造物：加治川（旧）運河水門・土砂吐水門 

選奨構造物：駒沢給水塔 

選奨構造物：山生橋梁 

選奨構造物：新佐賀橋 

選奨構造物：前橋地先の利根川の護岸と水制工 

選奨構造物：長潭橋 

（24）懇親会等 

1）支部総会に伴う懇親会（H24.5.17） 弘済会館（椿の間）参加者：50 名 

（25）企画助成 1 件 

（26）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 2 次試験受験のための実践講習会（演習付） 
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 第 23 回- 平成 24 年 4 月刊行  60 部 （102 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 4 回 平成 24 年 7 月刊行  60 部 （19 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 

    平成 24 年 8 月刊行  45 部 （119 頁） 

（4）第 40 回技術研究発表会講演概要集（CD－ROM 版） 平成 25 年 3 月刊行   650 部 

（27） メルマガ配信（2 回／月） 

（28）  地域行事 

◎ 新潟会 

1）通常総会（H24.5.9）  ホテルオークラ新潟 参加者：61 名 

2）講演会 

① 第 1 回講演会（総会時）「新潟に日本一のワイン地帯出現！」（H24.5.9） 

 ホテルオークラ新潟 参加者：59 名 

② 第 2 回講演会（定例会時）「未発見古代渟足柵の地下探求」（H24.11.5） 

ホテルオークラ新潟 参加者：56 名 

③ 第 3 回講演会（「土木の日」記念講演会）「防災遺産としての立山砂防の取り組み」 

「想定を超える災害にどう備えるか～釜石市津波防災教育に学ぶ」（H24.12.2）朱鷺メッセ 参加者：151 名 

                           

3）第 30 回研究調査発表会（新潟大学担当）（H24.10.30）朱鷺メッセ 発表件数：158 件 参加者：339 名 

「土屋雷蔵賞」7 名に授与 

4）研究活動（H23.4～25.3）コンクリート構造物の診断技術の開発に関する研究委員会  

  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  （H24.8.22） 参加者 13 組 34 名 

見学先：国土交通省安田除雪ステーション、鹿瀬ダム、黒岩トンネル、小花地大橋 

長岡班  （H24.8.23） 参加者 7 組 15 名 

見学先：三国川ダム、JR 東日本信濃川発電所 

② 講演会（第 3 回講演会参照）（H24.12.2） 

  6）研修会（H24.10.10） 

      刈羽原子力発電所防潮堤、INPEX 直江津 LNG 基地、上越市板倉地区地滑り対策 参加者：41 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 4 箇所を追加紹介 

9）懇親会 

① 総会に伴う懇親会（H24.5.9） ホテルオークラ新潟 参加者：56 名 

② 定例会（H24.11.5）            ホテルオークラ新潟 参加者：50 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）（H24.12.2） 

      「加治川運河水門」新潟県新発田市真野原（加治川治水記念公園内） 

   ②女性部会（仮称）設立に向けた準備活動   意見交換会（H24.10.30） 参加者:11 名 

◎ 山梨会 

1）通常総会（H24.4.4）                                 岡島ローヤル会館 参加者：18 名 
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2）講習会（H24.7.19）「富士川の治水と地震・火山災害」山梨県立文学館 参加者：243 名 

3）見学会（土木の日行事，H24.11.17）   

「富士山周辺の環境・文化施設を訪ねて」 参加者：73 名 

  見学先：リニア中央新幹線実験線伸延工事、新倉トンネル、米倉山ゆめソーラー館 他 

4）幹事会  合計 11 回 

◎ 群馬会 

1）通常総会（H24.6.27）                 群馬建設会館 B ホール 参加者：38 名 

2）講演会 ①｢日本の地震予知について｣（H24.6.27）    群馬建設会館 B ホール 参加者：57 名 

       ②｢土木工学科卒業生はこんなところでも活躍しています｣（H24.11.14） 

群馬工業高等専門学校 参加者：185 名 

       ③｢群馬県の再生可能エネルギー｣（H25.1.29）  群馬建設会館 B ホール 参加者：35 名 

3）講習会 

①第４回コンクリート研究会（H24.8.30）       前橋工科大学 151 講義室 参加者：111 名 

     ②第 5 回コンクリート研究会（H24.11.29）        群馬県公社総合ビル多目的ホール 参加者：150 名 

     ③｢群馬で考える 小規模建築物基礎の地盤評価｣（H24.12.19）（共催）（地盤工学会関東支部主催） 

参加者：111 名 

④第 6 回コンクリート研究会（H24.8.30）          前橋工科大学 151 講義室 参加者：85 名 

4）見学会 

      ①｢東武伊勢崎線高架橋・上武大橋下部ケーソン工事現場見学会｣ 参加者：34 名 

   ②｢開通前のトンネルを親子で歩いてみませんか｣ 参加者：28 名 

5）選奨土木遺産「前橋地先の利根川の護岸と水制工」認定書・銘板伝達式 参加者：17 名 

6）機関誌「群馬を拓く」第 22 号の発行 

◎ 栃木会 

 1）通常総会（H24.7.20）  ホテルニューイタヤ 参加者：141 名 

2）講演会、意見交換会（H24.7.20）  ホテルニューイタヤ 参加者：156 名 

講演会題目：「公共事業調達改革の道筋」 

3）技術研究発表会（栃木県建設技術協会と共催）（H25.2.1） 栃木県総合文化センター 参加者：300 名 

① 技術研究発表会   発表論文：14 編 

② 文化講演会          題目：「宇宙エレベーター建設構想」 

4）技術講習会 

① 講習会（栃木県技術士会と共催）（H24.5.24） 栃木県総合文化センター 参加者： 23 名 

テーマ：「技術士を志す方への情報提供講座」 

② 技術講習会（H24.12.21） 栃木県総合文化センター 参加者： 53 名 

テーマ：「橋梁の長寿命化修繕計画について」 

    「橋梁補修及び耐震補強の設計事例について」 

5）「土木の日」イベント事業（CCI とちぎと共催）（H24.11.16）  ホテルニューイタヤ 参加者：230 名 

① 土木学会選奨土木遺産認定書授賞式 

       選奨構造物：東京動力機械製造株式会社地下工場跡、栃木県の防空関連施設群 

②基調講演 

題目：「公共事業が日本を救う」 

③ パネルディスカッション 

   テーマ：「近未来に発生する大規模災害への備え」 

6）那須エクスカーション（H24.12.2） 参加者：111 名 
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   晩翠橋、膳棚水路橋等、土木遺産の視察 

7）各種事業への支援・参加・協賛 

コンクリートカヌー大会参加団体５校への助成 

8）総合講座 

総合学習における出前講座の実施 

9）その他 

平成 24 年度会員名簿を作成およびホームページの更新 

◎ 茨城会 

1） 通常総会（H24.7.20）13:00～13:30        （財）茨城県開発公社 大会議室 参加者：78 名 

2） 講演会 

①特別講演会（総会時）「大学と NPO の連携による震災復興支援活動について」（H24.7.20） 

                        （財）茨城県開発公社 大会議室 参加者：78 名 

②フォーラム（茨城大学、公益社団法人土木学会関東支部茨城会、環境省、地盤工学会関東支部と共催） 

「地球変動の影響に関する適応技術、適応政策に関するフォーラム」参加者：83 名 

   ③第 6 回建設技術講演会（公益社団法人土木学会関東支部茨城会と（財）茨城県建設技術管理センターと共催） 

                              （財）茨城県建設技術管理センター 研修センター大会議室 参加者：100 名 

     a）｢歴史資源を活かす景観まちづくり｣   b）「コンクリート内部の水分測定と劣化診断」 

3） 講習会 

  第 7 回イブニングセミナー（H25.1.25）「茨城における新しい津波想定と防災対策」 

（社）茨城県産業会館 参加者：43 名 

4） 建設事業のイメージアップ活動参加 

「建設フェスタ 2012」出展参加（H24.10.28） ひたちなか市特設会場 出展ブース来場者：約 500 名 

     ①鉄橋模型鉄橋変位のディスプレー展示、②ハンディー鉄筋コンクリート電磁波探査実演、 

③H24 選奨土木遺産認定箇所紹介パネル展示（1 カ所）、④ダム原理模型実演、⑤関連クイズの実施 

5） 建設遺産見学会（H24.10.12） 「第 2 回茨城の土木遺産を訪ねる（鹿行・県南編）」 参加者：24 名 

        （見学先）：備前堀（江戸時代;水戸市）、大貫運河跡（江戸時代;大洗町）、勘十郎堀跡（江戸時代;茨城町、

鉾田市）、桜花公園（旧神ノ池海軍航空隊・掩体壕）（S19;鹿嶋市）、居切堀（M4；鹿嶋市、神栖

市）、横利根閘門（T10;香取市）、霞ヶ浦湖岸施設（旧鹿島海軍航空隊跡・H22 年度選奨土木遺産

認定箇所）（S13；美浦村） 

6）「土木の日」見学会（H24.11.18） 一般県民・親子対象 参加者：31 名 

      （見学先）：水府橋（メタル橋）架替現場、（仮称）新那珂川橋（PC）架橋現場、国道 245 号崖崩壊災害

復旧現場、日立市山側道路（市道及び県道日立笠間線）工事現場 

7） H24 年度・選奨土木遺産認定箇所の紹介（1 カ所） 

    ・「花貫川第一発電所第三号水路橋」 施工時期：大正 8 年、H25.1.25 認定証・銘板授与、 

8） 幹事会  

     ①第 1 回幹事会 H24.4.25 （水） （財）茨城県建設技術管理センター 会議室 

     ②第 2 〃 H24.5.23 （水） 〃 

③第 3 〃 H23.6.2９ （金） 〃 

④第 4 〃 H24.8.31 （金） 〃 

⑤第 5 〃 H24. 9.26 （水） 〃 

⑥第 6 〃 H24.10.24 （水） 〃 

⑦第 7  〃 H24.11.30 （金） 〃 

⑧第 8  〃 H25.1.25 （金） （社）茨城県産業会館 中会議室 
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⑨第 9 〃 H25.2.22 （金） （財）茨城県建設技術管理センター 会議室 

⑩第 10 〃 H25.3.22 （金） 〃 

9） 広報関係 

     平成 24 年度会員名簿作成、会報（2 回）発行）、ホームページの運営 

 

4．中部支部 

（1）支部総会（H24.5.17） 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）戦略準備会 5回 

（10）全国大会実行委員会 1回 

（11）全国大会幹事会 2回    

（12）戦略WG 9回 

（13）地域WG 9回 

（14）広報WG 9回 

（15）講習会WG 8回 

（16）研究発表会WG 8回 

（17）支部行事 

1）技術講習会  

 第1回（H24.4.16）於：愛知県産業労働センター 参加者：62名 

  「技術士資格取得のために －建設部門の2次試験に備える－」 

 第2回（H24.6.26）於：愛知県産業労働センター 参加者：70名 

  「ポンプ＆高流動コンクリート指針」講習会 

 第3回（H24.7.31）於：愛知県産業労働センター 参加者：49名 

    「CO２削減を考慮したコンクリート構造物の解体、再利用、補修技術に関する調査研究 

小委員会」成果報告会及び「けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針（案）」講習会  

   第4回（H24.10.10）於：愛知県産業労働センター 参加者：59名 

「鋼構造架設設計施工指針2012版」講習会 

 第5回（H25.2.18）於：金沢大学サテライト・プラザ 参加者：48名 

 「けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針（案）」 講習会 

2）土木の日関連行事 

① 親子ふれあい見学会（H24.11.18） 参加者：30名 

    ｢木曽三川水郷地区の水辺環境を学ぶ｣  

  見学先：七里の渡跡、長良川河口堰、船頭平河川公園 等 

② 市民見学会 

 ＜三重県＞（H24.11.11） 参加者：35名 

   「地域の生活基盤を支え、災害に強い「命の道」を見学しよう！」 

   見学先：紀勢自動車道、三重県立熊野古道センター 等 
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 ＜名古屋市＞（H24.11.17） 参加者：24名 

   「100周年を迎える名古屋の上下水道施設を見に行こう」 

   見学先：堀留水処理センター、下水道科学館 等  

 ＜長野県＞（H24.11.17） 参加者：38名 

  「長野県の安全と環境を考える」 

   見学先：犀川 久米路河川トンネル、諏訪湖 等  

③ エクスカーション 

・「飛騨古川」（H24.8.30） 参加者：34 名 

見学先：飛騨古川・高山 

・「四日市」（H24.8.31） 参加者：31 名 

見学先：四日市港 

・「木曽三川下流域」（H24.12.2） 参加者：29 名 

見学先：木曽三川下流域 

3）中部支部選奨土木遺産認定授与式（H24.10.25） 於：中部地方整備局中部技術事務所  

 長篠発電所の堰堤と取水路（愛知県新城市） 

    長良大橋（岐阜県岐阜市、大垣市） 

    手取川霞堤（石川県能美市、能美郡川北町） 

4）中部支部選奨土木遺産パネル展示（H24.10.25～H24.10.26） 於：中部地方整備局中部技術事務所 

5）市民対象講座（H25.3.11） 於：於：中部地方整備局中部技術事務所 

    講演1：世界一受けたい減災教室 ～もしもの時のために～ 

    講師：岐阜大学 髙木朗義 教授 

    講演2：災害マネジメント力の強化 

    講師：北海道大学 高野伸栄 准教授 

6）研究発表会（H25.3.8）於：愛知工業大学 参加者：450名 

   講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門  251件 

7）土木出前講座 

第1回（H24.6.27）於：ウインクあいち 参加者：60名 

「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」 

講師：名古屋工業大学 山本幸司氏 

第2回（H24.8.8）於：岩倉市希望の家（岩倉市） 参加者：22名 

「新聞紙で橋を作ってみよう」 講師：愛知工業大学 鈴木森晶氏 

第3回（H24.8.29）於：中部運輸局 参加者：83名 

「近づく大地震－地震発生のしくみと予測－」 講師：長野工業高等専門学校 古本吉倫氏 

第4回（H24.10.2）於：豊橋市役所 参加者：33名 

「気候の歴史をさぐる」 講師：名古屋工業大学 庄 建治朗氏 

第5回（H24.11.1）於：南知多町総合体育館 参加者：17名 

「地震と津波」 講師：名古屋大学 川崎浩司氏 

第6回（H24.11.16）於：愛知県自治センター 参加者：30名 

「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」 

講師：名古屋工業大学 山本幸司氏 

第7回（H24.11.22）於：ハートフルスクエアG大研究室 参加者：80名 

「来るべき東海地震に備えて －地震災害をさぐる－」（仮） 講師：中部大学 山田公夫氏 

第8回（H24.11.29）於：名古屋市立八幡中学校 参加者：352名 
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「海溝型巨大地震と内陸型地震について知っておこう」 講師：岐阜大学 能島暢呂氏 

第 9 回（H25.1.8） 於：愛知県立鶴城ヶ丘高校環境デザイン課 参加者：３４名 

「地震と津波」 講師：名古屋大学 水谷法美氏 

        第 10 回（H25.1.25） 於:津島市立蛭間小学校 参加者: 27 名 

「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」 

講師：名古屋工業大学 山本幸司氏 

     第 11 回（H25.2.13） 於:名古屋市立有松小学校 参加者：113 名 

「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」 

講師：名古屋工業大学 山本幸司氏 

第 12 回（H25.2.18）於：知多市立中部中学校 参加者： 9 名 

「新聞紙に乗ろう！橋の話と実験」 講師：愛知工業大学 鈴木森晶氏 

第 13 回（H25.2.19）於：西尾市立佐久島小学校 参加者： 15 名 

「地震と津波の基本特性」「南海トラフ巨大地震・津波の被害予想」 講師：名古屋大学 川崎浩司氏 

第 14 回（H25.2.25）於：岐阜県立岐阜工業高等学校 参加者： 46 名 

「緊急地震速報で命をまもる」                  講師：愛知工業大学 小池則満氏 

第 15 回（H25.2.26）於：西尾市立西野町小学校 参加者： 52 名 

「新幹線の線路保守」 講師：東海旅客鉄道㈱ 

第 16 回（H25.3.5）於：愛知県立東浦高等学校 参加者： 8 名 

「橋のふしぎ」 講師：名古屋工業大学 永田和寿氏  

第 17 回（H25.3.7）於：豊橋市立幸小学校 参加者： 199 名 

「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」 

講師：名古屋工業大学 山本幸司氏 

（18）共催・協賛・後援行事 

1）共催行事 

① 次世代技術者育成 学生フォーラム「連動する巨大自然災害の減災対応への連携」 （H24.6.8） 

於：名古屋大学東山キャンパス ES 総合ホール 主催：中部地方巨大災害タスクフォース 

② 先生のための「社会資本」学習支援講座（H24.8.8） 

於：名古屋港湾会館 主催：先生のための学習支援講座実行委員会 

③ 建設技術フェア 2012 in 中部（H24.10.25-26） 

於：国土交通省中部地方整備局 中部技術事務所内 主催：建設技術フェアin中部実行委員会 

④ 橋梁技術発表会及び講演会－快適環境をつなぐ鋼橋－（H24.11.16） 

     於：東建ホール・丸の内 主催：（社）日本橋梁建設協会 

⑤ 学生のための相談コーナー（建設技術フェア2012 in 中部）（H24.10.25-26） 

於：国土交通省中部地方整備局 中部技術事務所内 主催：建設技術フェアin中部実行委員会 

2）協賛行事 

プロジェクトマネジメント学会「中部支部シンポジウム」（H24.11.13） 

於：名古屋工業大学 主催：プロジェクトマネジメント学会 中部支部 

3）後援行事 

① 第 15 回「知多から世界へ」講演会 in セントレア （H24.8.28） 

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

② 第 7 回 PFI セミナー （H24.9.21） 

     於：愛知芸術文化センター12 階ホール 主催：社会基盤技術評価支援機構・中部 

③ 第 22 回建設コンサルタント業務技術発表会 （H24.10.3） 
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於：愛知産業労働センター  主催：（社）建設コンサルタンツ協会 

④ 第 7 回新聞紙で作る高速道路（橋）コンテスト （H24.10.27） 

     於：テレピアホール（名古屋市） 主催：中日本高速道路㈱名古屋支社 

⑤  シンポジウム「コンクリート構造物の信頼性向上への提言」（仮題）（H24.12.15） 

-品質向上に向けた生コンからの要望と提言-  於：名城大学サテライト多目的室 

主催：日本コンクリート工学会 平成25年度・名古屋大会実行委員会 

⑥ 第 16 回「知多から世界へ」講演会 in セントレア （H25.2.8） 

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

 

（1）支部長候補・副支部長・商議員・監査役の選挙（H24.4.3） 

5．関西支部 

（2）第85回支部総会（H24.5.9） 

（3）役員会 

商議員会 2回 

幹事会 

全体幹事会 4回 

主査幹事会 4回 

支部サーバー運営幹事会 0回 

総務財務幹事会 3回 

企画講習会幹事会 1回 

市民幹事会 5回 

特定事業幹事会 随時 

運営に関する会議 

役員候補者等選定ＷＧ打合せ会 1回 

支部に関する懇談会 1回 

（4）委員会・グループ 

関西支部技術賞選考委員会 

選考委員会 4回 

技術賞候補発表会（H25.1.22）  

場所:建設交流館 参加者:76名 

土木学会選奨土木遺産支部推薦委員会 

推薦委員会 2回 

社会基盤施設の維持管理のための各種スキーム検討委員会 

委員会 2回 

分科会（国際・教育） 7（3・4）回 

東北地方太平洋沖地震による津波災害特別調査研究委員会－南海・東南海地震津波に備えて－ 

委員会 2回 

第4回報告会（H24.8.28）  

場所:関西大学 194名 

第5回報告会（H25.3.14）  

場所:京都キャンパスプラザ 214名 

平成26年全国大会準備委員会 

委員会 3回 
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「安全な国土への再設計」支部連合プラットフォーム 

支部タスクフォース打合せ会 2回 

調査研究委員会 

市町村等における維持管理の現状と対応に関する調査研究委員会 

委員会 5回 

地盤情報を活用した防災ハザードマップの開発調査研究委員会 

委員会 20回 

共同研究グループ 

FCM橋梁の維持管理に関する共同研究グループ 

研究会 8回 

都市空間の魅力を創造する橋梁設計のホーリスティック・アプローチ 

研究会 2回 

水辺空間を活かした都市大阪の再生に関する調査研究 

研究会 5回 

 

（5）企画講習会関連行事 

主催・共催行事 

関西支部年次学術講演会 

平成24年度 

関西支部年次学術講演会（H24.6.9） 

場所:神戸市立工業高等専門学校 一般講演:343題 

共催:神戸市立工業高等専門学校 

講演会 参加者:660名 

懇親会 参加者:176名 

平成25年度プログラム編成委員会 1回 

第26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（H24.7.31～8.1） 

場所:建設交流館 参加者:127名 

ぶら・土木1 ぶらッと宇宙へ（H24.8.3） 

場所:ドーンセンター 参加者:33名 

コンクリートカヌー競技大会（H24.8.21） 

場所:兵庫県立円山川公苑 参加数:14校17艇 

共催:近畿高校土木会 

維持管理の時代を迎えた土木技術者の役割と技術伝承に関する特別講演会 

～土木技術者に継ぐ、地震対策等での課題解決例・関連構造開発例等の紹介と今後の課題～（H24.8.31） 

場所:建設交流館 参加者:86名 

橋梁ヘルスモニタリングに関する講習会（H24.9.28） 

場所:大阪市立大学文化交流センター 参加者:67名 

学生のためのキャリア支援 ～相談にのります、将来への道づくり～（H24.11.1） 

場所:マイドームおおさか（建設技術展2012近畿） 参加者:130名 

ぶら・土木2 ぶらッと現場へ 阪神三宮駅改良工事現場見学会（H24.12.6） 

場所:阪神三宮駅 参加者:25名 

土木計画学 ワンディセミナー No.67 自転車通行空間の設計 ～事例から学ぶ～（H24.12.7） 

場所:キャンパスポート大阪 参加者:72名 
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共催:（公社）土木学会土木計画学研究委員会自転車政策研究小委員会、自転車活用推進研究会 

高専学生対象講演会 

場所:福井工業高等専門学校（H24.12.10） 参加者:120名 

共催:福井工業高等専門学校 

新春講演会・交流会（H25.2.4） 

場所:建設交流館 参加者:163名 

地方講演会（福井県）（H25.2.8） 

場所:福井県国際交流会館 参加者:93名 

共催:福井県建設技術協会、（財）福井県建設技術公社 

平成24年度施工技術報告会（H25.2.13） 

場所:建設交流館 参加者:118名 

共催:（一社）日本建設機械施工協会関西支部、（公社）地盤工学会関西支部、（社）日本建設業

連合会関西支部 

共同研究グループワークショップ 

21世紀の幹線鉄道研究会（H24.11.22） 

場所:ドーンセンター 参加者:41名 

協賛行事 

第319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）」（H24.5.21～22） 

主催:（一社）日本機械学会関西支部 参加者:84名 

第320回講習会「実務者のための振動基礎と制振・制御技術」（H24.7.30～31） 

主催:（一社）日本機械学会関西支部 参加者:60名 

第322回講習会「熱応力による変形・破壊の評価方法と対策事例」（H24.10.25～26） 

主催:（一社）日本機械学会関西支部 参加者:63名 

橋梁模型コンテスト（H24.11.17） 

主催:土木の学校、神戸市建設局 参加者:56人 

土木の日「土木の教室」（H24.11.17） 

主催:土木の学校、神戸市建設局 参加者22人 

第323回講習会「機械加工における計測の基礎と最新動向」 

 －工程・品質管理のための測定評価と利活用－（H24.12.4～5） 

主催:（一社）日本機械学会関西支部 参加者:34名 

第7回若手シンポジウム ～若手による材料研究の開拓・継承・融合～（H24.12.7～8） 

主催:（公社）日本材料学会関西支部 参加者:28名 

地震防災フォーラム2013 地震の科学と地震の対策 ～関西の将来に備えて～（H25.1.16） 

主催:関西地震観測研究協議会 参加者:92名 

第324回講習会「事例に学ぶ流体関連振動（トラブル事例相談会付き）」（H25.1.28～29） 

主催:（一社）日本機械学会関西支部 参加者:50名 

後援行事 

トンネル技術講演会（H24.4.9） 

主催:（一財）災害科学研究所 参加者:103名 

ジオテク講演会（H24.4.27） 

主催:（一財）災害科学研究所 参加者:98名 

第11回COBRA講演会（H24.6.5） 

主催:NPO法人建設副産物リサイクル促進機構 参加者:80名 
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京都 高瀬川～角倉了以・素庵の遺産～に学ぶ『これからの暮らしとまちづくりのあり方』（H24.7.16） 

主催:映画「夢は波濤をこえて」製作委員会 参加者:400名 

橋の科学館講演会 第2回 明石海峡大橋 ケーブルのお話（H24.7.21） 

主催:橋の科学館 参加者:48名 

地盤環境振動の対策技術に関する講演会（H24.7.27） 

主催:（一財）災害科学研究所 参加者:70名 

第6回夏休み親子見学会（H24.7.28） 

主催:（公社）土木学会地下空間研究委員会 参加者:21名 

第46回夏期講習会「土木史探求」（H24.8.1） 

主催:（公社）土木学会教育企画・人材育成委員会高校教育小委員会 参加者:46名 

第5回「ゆめづくりまちづくり賞」（H24.8.10～H24.9.30） 

主催:快適都市実現委員会 応募数:16件 

第3回次世代地盤改良技術に関するワークショップ（H24.8.24） 

主催（独）土木研究所 参加者:33名 

第45回研究発表会（H24.9.13） 

主催:（一社）建設コンサルタンツ協会近畿支部 参加者:525名 

橋の科学館講演会 第3回 本四架橋の水中基礎（H24.9.15） 

主催:橋の科学館 参加者:33名 

京都景観エリアマネジメント講座基礎講座（H24.10.13） 

主催:NPO法人京都景観フォーラム 参加者:47名 

盛土の性能向上技術に関するセミナー（H24.11.2） 

主催:（一財）災害科学研究所 参加者:89名 

旧余部橋梁撤去部材を用いた調査研究に関するシンポジウム（H24.11.7） 

主催:（一財）災害科学研究所、大阪工業大学 参加者:164名 

地盤の環境・計測技術に関するシンポジウム2012（H24.11.9） 

主催:（公社）地盤工学会関西支部 参加者:88名 

橋の科学館講演会 第4回 さまざまな橋のかたち －町の小さな橋から世界一のつり橋まで－（H24.11.10） 

主催:橋の科学館 参加者:40名 

京都インクライン物語・著者 田村喜子先生追悼上映会（H24.11.14） 

主催:映画「夢は波濤をこえて」製作委員会 参加者:200名 

地下水地盤環境に関するシンポジウム2012  

－巨大災害と地下水・地盤環境－東日本大震災を教訓として－（H24.11.16） 

主催:地下水地盤環境に関する研究協議会、（一財）地域 地盤 環境 研究所、 

（財）日本地下水理化学研究所 参加者:120名 

竹取物語 in 亀の瀬 ～亀の瀬地すべり見学会～（H24.11.18） 

主催:国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所 参加者:35名 

名神高速道路50周年と新名神高速道路に関するフォーラム 「未来につなぐ信頼の道」（H24.12.5） 

主催:京都大学大学院工学研究科 参加者:361名 

橋の科学館講演会 第5回 余部橋りょうと技術（H25.1.19） 

主催:橋の科学館 参加者:59名 

地域デザイン研究会2013フォーラム 「大規模災害 復興の在り方を考える ～まちづくりの視点から、事

前に備えるには～」（H25.2.2） 

主催:NPO法人地域デザイン研究会 参加者:53名 

97



第41回セメント系固化材セミナー 最近の固化処理について（H25.2.19） 

主催:（社）セメント協会 参加者:132名 

大和川 水環境改善活動発表・研究・交流会2013 生きものと人でにぎわう大和川 ～大和川がつなぐ、山

と海～（H25.2.23） 

主催:国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所 参加者:120名 

橋の科学館講演会 第6回 ラプラタ川（川幅42km）の架橋計画に携わって －アルゼンチン～ウルグアイ

国境の川を横断する橋りょう－（H25.3.9） 

主催:橋の科学館 参加者:26名 

（6）市民対象行事 

主催行事 

小中高生対象見学会（H24.5.26） 

テーマ:高速道路をつくっているところを見に行こう！ 

内容:京都縦貫自動車道工事現場他 参加者:91名 

小中学生対象夏休み土木実験教室（H24.7.27） 

内容:水圧、液状化、コンクリートの実験 参加者:100名 

教員免許状更新講習（H24.8.1） 

共催:兵庫教育大学 

テーマ:知っておきたい！環境に優しい資源再生術 

場所:神戸市東灘処理場 参加者:38名 

一般市民見学会（H24.10.13） 

テーマ:～大規模地震への備え～直立浮上式防波堤と稲むらの火の館を探求しよう！ 

内容:和歌山下津港（海南地区）直立浮上式津波防波堤工事他 参加者:76名 

『土木実験・プレゼン大会』～どうして？なぜ？が一目でわかる～（H24.10.31） 参加者:200名 

場所:マイドームおおさか（建設技術展2012近畿） 

協力行事 

審査員の斡旋 

主催:京都こどもモノづくり事業推進委員会、京都市立伏見工業高等学校、京都市教育委員会 

内容:みやこ子ども土曜塾「第4回中学生ブリッジコンテスト」（H24.8.6～7） 参加者:16名 

見学先斡旋（H24.11.23） 

主催:京都府立農芸高等学校 

内容:阪神高速道路会社大和川線工事 

講師派遣（H25.1.15） 

主催:兵庫教育大学 参加者:16名 

内容:教職キャリア形成支援講座 防災学習～子供たちを災害から守るためには～ 

（7）「土木の日」関連事業 

「土木の日」関連行事関西地区連絡会 3回 

「土木の日」ポスター制作（H24.6.1～9.10） 応募数:子供部門 142編、一般部門 64編 

テーマ:災害に強い未来のまち ～土木がつくる～ 

（8）FCC（フォーラム・シビル・コスモス） 

全体会議 3回 

FCCフォーラム（H24.11.30）  

テーマ:どぼくカフェ コクドウを味わう 

場所:川の駅はちけんや にぎわいXing 参加者:82名 
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FCCどほくカフェ 

第1回（H24.4.12） 

テーマ:フォントに土木？ 

場所:Loop A（阪神高速ミナミ交流プラザ） 参加者:26名 

第2回（H24.7.13）  

テーマ:ファンタジー営業部による土木的ファンタジーなものを語る会 

場所:Loop A（阪神高速ミナミ交流プラザ） 参加者:23名 

第3回（H24.9.14）  

テーマ:高架橋脚Fan Club 

場所:Loop A（阪神高速ミナミ交流プラザ） 参加者:26名 

第4回（H24.12.6）  

テーマ:安定志向 漫才&トーク in どぼくカフェ 

場所:Loop A（阪神高速ミナミ交流プラザ） 参加者:30名 

（9）刊行物・資料 

行事案内 5回 

平成24年度関西支部年次学術講演会講演概要集（CD-ROM）（H24.5.17） 

支部だより第69号（H24.7.1） A4判 14ページ 

橋梁ヘルスモニタリングに関する講習会（H24.9.28） A4判133ページ 

平成24年度施工技術報告会講演概要（H25.2.13） A4判 34ページ 

 

6．中国支部 

（1）支部通常総会（H24.4.20） メルパルク広島（広島市中区） 

（2）商議員会                                           2回 

（3）幹事会                                            6回                         

（4）役員選出委員会                                         1回 

（5）選奨土木遺産支部選考委員会                                   2回 

（6）「安全な国土への再設計」中国支部タスクフォース委員会 4回 

（7）支部活性化WG 3回 

（8）支部行事 

主催行事 

A） 支部研究発表会（H24.6.9） 講演発表論文件数=Ⅰ～Ⅶ部門:180件 呉工業高等専門学校（広島県呉市） 

参加者:260名 呉工業高等専門学校（呉市） 

B） 特別講演会 

・「真に豊かな日本社会を考える」（H24.4.20/支部総会） 参加者:120名 メルパルク広島（広島市） 

  ・「南海トラフの海底地震を探る」（H24.6.9/支部研究発表会） 参加者:120名 呉工業高等専門学校（呉市） 

C）講習会 

 ・「CO2

参加者:79名 広島工大学広島校舎 （広島市） 

削減を考慮したコンクリート構造物の解体，再利用，補修技術に関する調査研究小委員会」成果報告

会ならびに「けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針（案）」に関する講習会（H24.8.30） 

 ・「コンクリートのポンプ施工指針[2012年版]」ならびに｢高流動コンクリートの配合設計・施工指針 

[2012年版]｣に関する講習会（H24.11.9） 参加者:41名 RCC文化センター （広島市） 

 ・「コンクリート構造物の長寿命化を考える」講習会（H24.11.16） 参加者:73名 さざんか会館 （鳥取市） 

D） 選奨土木遺産認定式 
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 ・徳佐川橋梁（H24.11.16/SLフェア） 参加者（全体）:1500名 下関総合車両所 新山口支所（山口市） 

 ・建部井堰（H25.3.16） 参加者:60名 建部井堰（岡山市） 

E） 見学会 

 ・第２音戸大橋建設現場見学会（H24.6.8） 参加者:40名 第２音戸大橋建設現場（呉市）  

 ・土木遺産ツアー ～呉編～（H24.12.14）               参加者:40名 本庄水源地他（呉市）  

F） ブランチ活動（島根会） 

・「橋梁の長寿命化に関する講習会」（H24.11.29） 参加者:140名 くにびきメッセ（松江市） 

 ・ 第9回土木学会中国支部島根会研究・事例報告会 （H25.1.11） 参加者:25名 島根県民会館（松江市）   

G） 工事報告会 

 ・「島根県下における社会資本整備の現状」（H24.12.7） 参加者:85名 島根県民会館（松江市）  

H） 支部タスクフォース  

 ・「街コン！防災マップ作成演習」（H25.3.27） 参加者40名 中国電力小町クラブ（広島市） 

共催行事 

  ・「第2回民間技術説明会」（H24.9.24） 

主催:中国地方整備局広島港湾空港技術調査事務所 参加者:33名 広島港湾空港技術調査事務所（広島市） 

   ・「軟弱な土の固化と利用に関する講習会」（H24.9.28） 

主催:公益社団法人地盤工学会中国支部 参加者:31名 鳥取大学 （鳥取市） 

・「中国地方建設技術開発交流会」（H24.10.23～11.9/5回） 

主催:国土交通省中国技術事務所 参加者:1060名中国5県（広島市･岡山市･鳥取市･松江市･山口市） 

 ・「第3回民間技術説明会」（H24.12.7） 

主催:中国地方整備局広島港湾空港技術調査事務所 参加者:17名 広島港湾空港技術調査事務所（広島市） 

    ・「第1回実りある学舎」（H24.12.21） 

主催:中国地方整備局広島港湾空港技術調査事務所 参加者:19名 広島港湾空港技術調査事務所（広島市） 

  ・「第2回実りある学舎」（H25.3.5） 

主催:中国地方整備局広島港湾空港技術調査事務所 参加者:44名 広島港湾空港技術調査事務所（広島市） 

後援行事 

 ・「岡山の地盤と液状化対策」（H24.5.25/5.28） 

主催: 岡山の地盤と英浄化対策研究会                 

参加者:117名 岡山ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ･ｲﾝｷｭｰﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ/水島公民館（岡山市/倉敷市） 

・「旧余部橋梁に学ぶ鋼構造物の長寿命ワークショップ」（H24.8.10）  

主催:広島大学大学院工学研究科等 参加者:96名 広島工業大学広島校舎（広島市） 

・「International Conference on Civil and Environmental Engineering」（H24.8.17～18） 

主催:広島大学 参加者:180名 広島大学 （東広島市） 

・「中国地方の土木遺産を巡って」水彩画展 （H24.10.11～16） 

主催：藤登弘郎 参加者:430名 旧日本銀行広島支店 （広島市） 

・「学生見学会」（H24.10.30） 主催:鳥取大学 参加者:80名 鳥取西道路工事建設現場（鳥取市） 

・「日本都市計画学会中国四国支部学術講演会」（H24.12.1） 主催:日本都市計画学会中国四国支部 

 参加者:100名 広島修道大学（広島市） 

・「ひろしま自転車トーク」（H24.12.19） 

主催：建設コンサルタンツ協会中国支部 参加者:70名 広島まちづくり市民交流プラザ（広島市） 

（9）「土木の日」および「くらしと土木の週間」関連行事 

主催行事 

第5回「身近な土木を描いてみよう！｣図画コンクール作品大募集！  
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・ 作品募集（H24.7～9.21） 応募件数:867件 

・ 作品展示（H24.11.12～11.25） 優秀作品:13点･佳作作品:50点  広島まちづくり市民交流プラザ（広島市） 

・ 表彰式（H24.11.25） 優秀作品:13点  広島まちづくり市民交流プラザ（広島市） 

共催行事 

  ・「木材を利用した大型橋梁の作成と｢松江高専祭｣における展示（H24.10.19） 

共催：松江工業高等専門学校 参加者:200名 松江工業高等専門学校（松江市） 

・「エネルギア土木研究展2012」（H24.10.19） 

主催：中国電力㈱ 参加者:348名 中国電力エネルギア綜合研究所（東広島市） 

・「体験学習会」（H24.10.20～21） 

主催：福山大学 参加者:500名 福山大学（福山市） 

・「土木工学展」（H24.10.28） 

主催：鳥取大学 参加者：50名 境港市夢みなとタワー周辺（境港市） 

・「建設・環境ジュニアサイエンス」～楽しく学ぼう道・橋・川・海～（H24.11.3） 

主催：広島大学 参加者：160名 広島大学東広島キャンパス（東広島市） 

・

・「環境都市工学展」（H24.11.10） 

「都市デザイン工学科展」（H24.11.3～4）主催：広島工業大学 参加者:560名 広島工業大学（広島市） 

主催：呉工業高等専門学校 参加者:200名 呉工業高等専門学校（呉市） 

・「ハイウェイちびっこセミナー」（H24.11.15） 

主催：西日本高速道路㈱中国支社 参加者:227名 西日本高速道路㈱中国支社 緑井社屋内（広島市） 

・「広島高速道路親子見学会」（H24.11.17）  

主催:広島高速道路公社 参加者:49名  広島高速道路公社・高速3号橋梁現場（広島市） 

・「建設技術フォーラム2012in広島」（H24.11.23～24） 

主催：ｴｺ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾒｯｾ 2012in広島実行委員会 参加者:（全体）7620名 広島西区民文化センター（広島市） 

後援行事 

  ・「中国地方整備局港湾空港技術特別講演会in広島2012」（H24.11.1） 

主催：国土交通省中国地方整備局                参加者:141名 広島YMCAホール（広島市） 

（10）研究奨励 

・ 調査研究活動助成（A）「International Conference on Civil and Environmental Engineering」 

・ 調査研究活動助成（A）「リーダーズキャンプ」 

・ 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」 

（11）表彰 

    A） 優秀学生表彰：30 校 31 学科 31 名 

B） 若手優秀発表者（支部研究発表会/H24.6.9）：26名 

    C） 第5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点･佳作作品:50点 

 

7．四国支部 

（1）支部総会（H24.5.18） 三翠園ホテル（高知市） 

（2）商議員会 2 回 

（3）幹事会 4 回 

（4）第 18 回技術研究発表会（H24.5.19） 参加者：300 名 高知工科大学 

・フォーラム｢我々は津波防災のために今日からなにをすべきか｣ 参加者：130 名 

（5）講演会、講習会、シンポジウムなど 

【支部主催行事】 
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①特別講演会「室戸ジオパークが目指す科学と地域の関係」（H24.5.18） 

参加者：76 名 三翠園ホテル（高知市） 

②CL1３５号「コンクリートのポンプ施工指針」および CL136 号「高流動コンクリートの配合設計・施工指針」

に関する講習会（H24.9.12）     参加者：50 名 サンメッセ香川 

③平成24年度「土木の日」記念行事（特別講演会）（H24.11.2） 参加者：170名 かがわ国際会議場 

 ・特別講演会「新たな公共工事執行システムの構築」 

 ・平成24年度土木学会選奨土木遺産認定書授賞式「石手川橋梁」「煉瓦橋（横河原線・第26号溝橋）」（愛媛県） 

④第7回南海地震四国地域学術シンポジウム（H25.1.24） 参加者：110名 サンポートホール高松 

⑤平成24年度学術講演会（H25.2.13） 参加者：80名 香川県立ミュージアム           

⑥社会資本整備を通した地域づくりフォーラム（H25.2.18） 参加者：120名 愛媛大学               

⑦平成25年自然災害フォーラム（H25.3.15） 参加者：76名 徳島大学 

⑧国際問題研究委員会講演会（H25.3.15） 参加者：41名 愛媛大学           

⑨防災講演会（H25.3.23） 参加者：86名 高知市文化プラザかるぽーと           

【支部共催行事】 

①公共事業調達の今後を考える（H24.7.13） 愛媛大学 

②えひめ防災フォーラム2012－南海トラフ巨大地震の新たな想定を受けて－（H24.8.24）ひめぎんホール（松山市） 

③迫り来る南海トラフ巨大地震への備え（H24.10.10） 愛媛大学 

【支部後援行事】 

①四国災害アーカイブス講演会（H24.7.20） ホテルパールガーデン（高松市） 

②地域産学官と技術士との合同セミナー  

 ～東日本災害から見る危機管理のあり方について～（H24.11.10） ホテルパールガーデン（高松市） 

③四国各都市の地盤と災害講習会（H24.12.14） サンポートホール高松 

【地区行事】 

①市民向け見学会「建築文化週間2012」（H24.10.13） 参加者：72名 四国村（高松市） 

香川地区 

②土器川現場見学会（H24.12.19） 参加者：42名 土器川・野津床止 

③第5回危機管理シンポジウム（H25.2.20） 参加者：245名 サンポートホール高松 

①市民向け講演会「東日本大震災被害調査報告会」（H24.6.5） 参加者：102名 徳島大学 

徳島地区 

②市民向け講演会「吉野川の河口環境観察会」（H24.7.28） 参加者：18名 吉野川河口干潟 

③講演会「九州北部豪雨災害調査報告会」（H24.8.31） 参加者：40名 徳島大学 

④研究者・行政向け講演会「いま水害のリスクを考える」（H24.9.1） 参加者：43名 徳島大学 

⑤学習会「南海トラフ地震による被害予測をどう読むか」（H24.9.5） 参加者：160名 徳島大学 

⑥講習会「平成24年度修習技術者支援講習会（第4回）セミナー」（H24.9.15）  

 参加者：13名 あわぎんホール（徳島市） 

⑦講演会「南海トラフ巨大地震に備える」（H24.11.10） 参加者：86名 徳島大学 

①平成24年度技術士第二次試験準備講習会（H24.6.30） 参加者：16名 愛媛大学 

愛媛地区 

②平成24年度技術士口頭試験準備講習会（H24.11.3） 参加者：8名 愛媛大学 

③講演会及び産官学交流会（H25.2.5）  参加者：講演会114名･交流会60名 松山全日空ホテル 

①高知県建設系教育協議会との共催行事（H24.8.22） 参加者：38名 高知県立宿毛工業高等学校 

高知地区 

 「防災関連テーマの講演とワークショップ（高校生・大学生対象）」 
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②高知県橋梁会との共催行事 

第1回研修会（H24.4.17） 参加者：76名 高知会館 

高知県橋梁会創立35周年記念式典特別講演（H24.6.27） 参加者：60名 高知会館 

第2回研修会（H24.8.31） 参加者：59名 高知会館 

第3回研修会（H24.12.12） 参加者：58名 高知会館 

③高知県地震防災研究会･2012年度技術発表会（H24.7.21） 参加者：96名 高知県建設会館（高知市） 

④平成24年度「橋梁の維持・管理・補修・補強」〔中級編〕講習会（H24.10.19・20） 

参加者：54名 高知工業高等専門学校 

（7）委員会活動  

・国際問題研究委員会 1回 

・ホームページ編集委員会 1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 1回 

・四国ブロック南海地震研究委員会 1回 

・社会資本整備を通した地域づくり研究委員会 1回 

・土木学会四国支部賞選考委員会 3回 

・土木学会四国支部地域貢献事業運営委員会 メール会議 

（8）優秀卒業・修了生の表彰 

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

（9）土木学会四国支部賞表彰 

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

（10）「土木の日」及び「くらしと土木の週間」行事 

1）講演会 

土木の日記念行事（特別講演会）（H24.11.2） 参加者：170 名 かがわ国際会議場 

2）見学会 

徳島県2橋体験ツアー（H24.11.10） 参加者：70名 明石海峡大橋･大鳴門橋 

徳島県高校生現場見学会（H24.11.8､12､22） 参加者：120名 徳島県内 

香川県土木の日体験バスツアー（H24.11.17） 参加者：28名 

新中央病院建築工事現場､高松港コンテナターミナル､県道太田上町志度線バイパス道路工事現場 

愛媛県現場見学会（H24.9.27） 参加者：27名 （一）内平ヶ谷川河川改修三間橋架け替え工事現場 

愛媛県現場見学会（H24.10.29） 参加者：119名 （一）新居浜東港線バイパス工事現場 

愛媛県現場見学会（H24.11.12） 参加者：45名 松山外環状道路建設工事現場 

愛媛県現場見学会（H24.11.20） 参加者：84名 （国）197号大洲･八幡浜自動車道「名坂道路」 

愛媛県現場見学会（H24.11.21） 参加者：14名 （一）朝倉伊予桜井停車場線､新森山橋建設工事現場 

高知県建設バス（H24.11.21） 参加者：13名 

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事､仁ノ海岸堤防改良（その2）工事現場 

高知県建設バス（H24.11.28） 参加者：31名 大山トンネル工事現場 

高知県建設バス（H24.12.13） 参加者：37名 

衣笠高架橋上部工事､仁ノ海岸堤防改良（その2）工事､高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事現場 

高知県建設バス（H24.12.14） 参加者：16名 橘川橋上部工事現場 

高知県建設バス（H24.12.17） 参加者：41名 橘川橋上部工事､金上野トンネル工事現場 

建設工事現場見学会（年間を通して随時） 日本建設業連合会会員会社工事現場 

土木施設の見学バスツアー（H24.10.21） 参加者：76名 新屋島水族館､JR四国高松運転所 
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松山太陽光および西条発電所見学会（H24.10.11） 参加者：36名 松山太陽光および西条発電所 

穴内川発電所･ダム見学会（H24.10.26） 参加者：37名 穴内川発電所･ダム 

蔭平発電所および小見野々ダム見学会（H24.11.13） 参加者：12名 蔭平発電所･小見野々ダム 

坂出発電所および坂出ＬＮＧ基地見学会（H24.11.16）参加者：28名 坂出発電所および坂出LNG基地 

麻変電所見学会（H24.11.29～30） 参加者：48名 麻変電所 

仁淀川第三発電所･筏津ダム見学会（H24.12.13） 参加者：18名 仁淀川第三発電所･筏津ダム 

3）大学・高専公開行事 

体験フェスティバル（H24.8.4～5） 参加者：小学生以上 徳島大学工学部 

パネル展示（H24.11.3） 参加者：高校生･一般市民 香川大学工学部 

土木パネル展および実験（H24.11.10～11） 参加者：小･中･高校生と一般市民 愛媛大学 

パネル展（H24.10.20～21） 参加者：一般市民 高知工科大学 

パネル展示および実験（H24.11.3） 参加者：一般市民 高知大学農学部 

建設専門展示と子供実験（H24.11.3～4） 参加者：小･中･高校生や一般市民 阿南工業高等専門学校 

サイエンスフェスタ2012in香川高専（H24.11.3～4） 参加者：小学生と保護者 香川高等専門学校 

香川高専「第21回皆楽祭」土木専門展示（H24.11.3～4） 

参加者：小･中･高校生と一般市民 香川高等専門学校 

高知高専「第25回高専祭」パネル展示と実験（H24.11.10～11） 

 参加者：小･中･高校生と一般市民 高知工業高等専門学校 

4）パネル展 

鉄道土木写真展（H24.11.15～22） 参加者：一般市民 高松駅コンコース 

 

8．西部支部 

（1）役員会（H24.3.14） 福岡市 

（2）第 74 回定期総会（H24.4.26） 福岡市 

（3）幹事会・各部会（H24.5～25.3） 福岡市 

（4）支部行事 

特別講演会「九州新幹線建設と博多まちづくりについて」（H24.4.26） 題数：1 題 参加者：85 名 福岡市 

平成 24 年度西部支部親子見学会 

～東九州自動車道光国トンネル現場・遠賀川水辺館～（H24.8.22） 参加者：38 名 福岡県 

  第 6 回土砂災害に関するシンポジウム（H24.8.23～24） 参加者：205 名 宮崎市 

韓国・台湾・日本ジョイントセミナー2012（H24.8.24） 参加者：120 名 熊本市 

ポンプ＆高流動コンクリート指針講習会（H24.9.20） 参加者：51 名 福岡市 

平成 24 年度西部一般・会員見学会 ～九州新幹線（西九州ルート）俵坂トンネル現場、天山揚水発電所～ 

 （H24.11.13） 参加者：39 名 佐賀県 

「CO2 削減を考慮したコンクリート構造物の解体、再利用、補修技術に関する調査研究小委員会」成果報告 

及び「けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針」講習会（H24.11.16） 参加者：33 名 福岡市 

平成 24 年度西部支部技術発表会（H24.11.30） 参加者：26 名 福岡市 

第 11 回都市水害に関するシンポジウム（H24.12.1） 参加者：68 名 福岡市 

西部支部独自主催講習会「社会資本整備における SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の 

果たす役割（H24.12.19） 参加者：80 名 福岡市 

   平成 24 年度西部支部研究発表会（H25.3.9） 題数：503 題 参加者：800 名熊本市 

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

・土木の日ファミリーフェスタ2012（H24.10.21） 国営海の中道海浜公園 
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  小型建設機械の展示と操作体験、工作コーナー等、 

・九州建設技術フォーラム（H24.10.31） 福岡国際会議場 

  本年度選奨土木遺産のパネルを展示。 

・土木フェア（H24.10.27～28） 吉野ヶ里歴史公園 

煉瓦で作るアーチ橋、ダム模型による洪水調整、地震時の液状化の実験、特殊車両の展示及び乗車体験、 

土木ふれあいバスツアー 

・DOVOCフェア2012（H24.11.6 12.13） 長崎大学、長崎県各地、長崎市ベルナード観光通 

 テクノパーク土木おもしろ探検隊、浜町パネル・模型展、土木現場見学会、写真コンテスト  

・2012みなと八代フェスティバル（H24.11.4） 八代港外港地区 

・化石発掘ツアー（H24.11.18） 御船町恐竜博物館 

・絵画・写真コンクール（H24.10.5） ゆめタウン 

・親子と土木のふれあい見学会（H24.11.12） 大分県  

 八丁原地熱発電所、九重森林公園スキー場、稲葉ダム 

・木の日パネル展「土木の日」イベント（H24.11.24～25） イオンモール都城駅前 

  新燃岳噴火や口蹄疫など地元と密接に関連した災害やその復興対策に関するパネル展示、重機模型操作体験                            

  ・土木フェスティバル（H24.11.10） JR 鹿児島駅隣接地（操作場跡地） 

   建設重機試乗体験 

・「沖縄の土木技術を世界に発信する会」シンポジウム（H24.11.16） パレット市民劇場                                                                  

  沖縄の総合交通ネットワークとインフラ整備 

（6）調査・研究委員会活動等 

○豪雨時の避難のあり方と地域防災力強化に関する調査研究委員会（継続） 

 （委員長 橋本 晴行：九州大学大学院 准教授）シンポジウム 1回 

○防災・災害情報アーカイブ構築に関する調査研究委員会（新規） 

（委員長 塚原 健一：九州大学大学院 教授）委員会 3回   

（7）本部および他学協会との共催・後援・協賛等の行事 

   廃棄物地盤工学研究会セミナー 

「東日本大震災における災害廃棄物処理の取り組みの現状と課題」（後援）（H24.4.20） 参加者：92 名 

     損傷の経時性と致命的損傷に着目した橋梁点検ワークショップ講習会（H24.5.18）（共催） 参加者：94 名 

   第 35 回町並みゼミ福岡大会（後援） 参加者：100 名 

   地盤工学会九州支部佐賀・長崎地区講習会「斜面災害における予知と対策技術の最前線」（後援）（H24.6.29） 

 参加者：118 名 

   建設技術者のための地盤工学セミナー「大規模地震を想定した土木構造物等の耐震設計」講習会（後援）

（H24.8.10） 参加者：78 名 

     第 32 回地域産学官と技術士との合同セミナー（後援）（H24.10.2） 参加者：220 名 

   建設技術者のための地盤防災セミナー「大規模災害における防災対策（九州地域として考えるべきこと） 

 講習会（後援）（H24.10.1）参加者：42 名 

   九州建設技術フォーラム（共催） 参加者 1,700 名 

   建設技術者のための地盤工学セミナー「新訂版：近接施工」講習会（後援）（H24.11.27） 参加者：37 名 

     第 40 回セメント系固化材セミナー（後援） 参加者：122 名 

（8）研究奨励及び業績の表彰 

西部支部研究発表会優秀講演賞 66件賞状・記念品 H25.3.9 

西部支部奨励賞 2件賞状・記念品 H25.4.24  

（9） 地域行事 
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  沖縄会 

1）定期総会（H24.7.4） 那覇市 参加者：66名 

2）国道329号とよみ大橋清掃活動（H24.8.3） 豊見城市 参加者：100名 

    3）土木の日シンポジウム（H24.11.14） 那覇市 参加者：300名 

   ４）橋梁長寿命化技術に関する技術研究講習会（H24.9.25） 琉球大学 参加者：60名 

   ５）第2回土木学会西部支部沖縄会技術研究発表会（H24.9.25） 琉球大学 参加者：101名 

   ６）橋梁長寿命化技術に関する技術研究講習会（H24.12.18） 琉球大学 参加者：70名 

    7）新春特別セミナー 土木学会会長来沖講演会（NPO法人との共同開催）（H25.1.26） 那覇市 参加者：111名 

 

9．海外支部 

（1）海外支部会議（H24.9.5） 参加者：25 名 

（2）海外支部活動 

1） 理事会での海外支部活動報告（H24.11.16） 

2） 海外分会JSCEライブラリーへの刊行物の寄贈 

4） その他、海外分会活動支援 

（3）分会活動 

◎台湾分会  

1） 委員会活動 

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

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

2） 分会行事 

◎韓国分会  

1） 委員会活動 

① Steel Structure Committee 

② Soil Foundation Group 

③ International ExcHange Group 

2） 分会行事 

① Congratulation of Honorary member of Kim, Kook-Ill tHe former president of Korea section （H23.7.6） 

  参加者：7名 

② Joint Seminar of KSCE Busan- Taiwan SoutHg-JSCE Seibu CHapter 参加者：51名 

⑥ 2012 JSCE Annual Meeting International Program （H24.9.5～7） 参加者：2名 

⑦ 2012 KSCE Annual Meeting International Program （H24.10.24～26） 参加者：11名 

⑧ Special Lecture for tHe guraduate students of Pukyung Universit, Busan 参加者：73名 

3） 交流活動 

① Particioation to 2012 JSCE Annual Meeting in Nagoya （H24.9.5～7） 

② Participation to KSCE Annual Meeting （H24.10.24～26） 

◎トルコ分会 

1） 委員会活動 

① Planning and Financial Committee 

② Organization Committee 

③ Documentation Committee 

④ EartHquake Hazard Investigation Committee 

⑤ Retrofittting Civil Engineering Structures Committee 
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2） 分会行事 

① WorksHop: THe Roles and Contribtuion of IISEE & Japan to EartHquake Engineering （H24.51&2）  

  参加者：150名 

② Conference （Nucleare Power Plants） （H23.5） 参加者：50名 

3） 交流活動 

① 2012 JSCE Annaul Meeting Int’l Program （H24.9.5&6） 

◎フィリピン分会 

1） 委員会活動 

① MembersHip Committee 

② Activities Committee 

③ Public Relations Committee 

④ Programs and Funds Committee 

⑤ Reports, Publications and Society Affairs Committee 

2） 分会活動 

 ① Section meetings （H24. 11.22-23） 参加者：7名 

3） 交流活動 

    N/A 
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