
 

Ⅳ．支 部 行 事 

1．北海道支部 

（1）通常総会（H25.4.24） 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 13回 

（5）委員会等 11回 

（6）支部行事 

  ア 講習会  
  〔主催行事〕 

第 1 回 「2012 年制定 コンクリート標準示方書」講習会（H25.6.6）   題数：6 題 参加人数： 40 名 
                                                              開催場所：函館市 勤労者総合福祉センター 
  第 2 回 「2012 年制定 コンクリート標準示方書」講習会（H25.7.23） 題数：5 題 参加人数：220 名 
                                 開催場所：札幌市 北海道大学交流会館 

第 3 回 「2012 年制定 コンクリート標準示方書」講習会（H25.8.30） 題数：6 題 参加人数： 48 名 
                                 開催場所：北見市 北見工業大学 

第 4 回 「衝撃作用を受ける土木構造物の性能設計」講習会（H25.7.5） 題数：4 題 参加人数： 54 名 
                                開催場所：札幌市 土木研究所寒地研究所 

第５回 「コンクリート示方書[維持管理編]」講習会（H25.12.13）     題数：3 題 参加人数：187 名 
                                 開催場所：札幌市 北海道大学交流会館 

 イ 映画会 

  北海道イブニングシアター 

  〔主催行事〕 

（第 4 回）（H25.11.19） 記録映像で見る大震災の記録 

           上映作品 1「阪神・淡路大震災による道路の被災と復旧」 上映作品 2「東日本大震災の初

動対応」 

開催場所：札幌市 札幌市民ホール 参加人数：89 名 

（第 5 回）（H26.3.4） 記録映像で見る昭和・平成のビックプロジェクト 

上映作品 1「東京タワーの建設記録」 上映作品 2「東京スカイツリー」 

開催場所：札幌市 札幌市民ホール 参加人数：82 名 

ウ 年次技術研究発表会（H26.2.1～2.2）〔主催行事〕開催場所：札幌市 札幌コンベンションセンター 

発表件数：214 件 参加人員：949 名 

 エ 土木学会北海道支部選奨土木遺産見学会 

  〔主催行事〕 

           「港まち小樽のインフラ 100 年物語～4 つの土木遺産と高速道路トンネル工事現場～」（H25.10.19） 

見学場所：張碓橋・小樽港北防波堤・天狗山トンネル工事・奥沢水源地  

参加人員：39 名 

 オ VISIT（職場訪問）事業 

  〔主催行事〕 

札幌地区（H25.11.8）訪問先：札幌開発建設部 寒地土木研究所・道路交通管理室（北大、道工大、北海学園大） 

参加人員 18 名 

室蘭・苫小牧地区（H25.11.22）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：13 名 

函館地区（H26.1.22）訪問先：函館開発建設部 函館道路事務所函館新外環状道路工事現場  

（函館高専）    参加人員： 4 名 

北見地区（H25.10.28）訪問先：網走開発建設部 北海道横断自動車道見学・情報管理施設 

 （北見工大）参加人員： 7 名 

 カ 札幌市生涯学習講座［市民カレッジ］ 

  〔主催行事〕 

  講演「～完成前！ダム工事現場を見る～」（H25.6.6） 

開催場所：札幌市生涯学習センター 参加人員：23 名 

  現場見学 （H25.6.8） 見学場所：夕張市 夕張シューパロダム 参加人員：22 名 

 キ 100 周年北海道支部事業 

  〔主催行事〕 

  第 1 回土木コレクション 2013 HANDS＋EYES（H25.8.22～28） 

                    開催場所：札幌市 札幌駅前道地下歩行空間 参加人員：延べ 4000 名 

  第 1 回土木にまつわる DVD 等の映像配信（H25.11.18～19） 

  〔共催行事〕 

開催場所：札幌市 札幌駅前北口(西コンコース)参加人員： 1297 名 

  〔主催行事〕 

  第 1 回東日本大震災調査成果品講演会（H25.10.4） 

開催場所：厚岸町 北海道厚岸翔洋高等学校  参加人員： 210 名 

〔主催行事〕 

第 2 回東日本大震災調査成果品講演会（H26.2.1） 

開催場所：札幌市 札幌コンベンションセンター参加人員： 147 名 

  〔主催行事〕 

第 1 回若手技術者交流サロン（H26.2.2） 

開催場所：札幌市 札幌コンベンションセンター 参加人員： 47 名 

ク 「土木の日」関連行事 

  〔主催行事〕 

  ア）札幌地区事業 

   ①親子現場見学会（H25.8.1） 

見学場所：札幌大橋橋脚工事 夕張シュウーパロダム 札幌市小林峠トンネル新設工事 

 参加人員：69 名 

   ②選奨土木遺産認定書授賞式と「土木の日」記念講演会（H25.11.18） 

                      開催場所：ホテルモントレ札幌 1F ケンジントン 参加人員：131 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 「2011 年タイ洪水からの教訓、世界の防災イニシアティブと日本のプリゼンス」    

国際協力機構 客員専門員 竹谷 公男 

       講演 2 「水ビジネスの世界情勢”勝てる日本の戦略は”」 

グローバルウォータージャパン代表 吉村 和就 

  イ）北見地区事業 

  〔後援行事〕 
   ①おもしろ科学実験（H25.8.3）              開催場所：北見工業大学参加人員： 545 名 



 

 〔共催行事〕 

   ②PR イベント・現場見学会（市民対象）（H25.10.27）開催場所：北見芸文ホール 参加人員： 700 名 

 ：川東トンネル工事現場 参加人員：21名 

③映画会（高校生対象）（H25.11.7～9  3回）剣岳点の記 

 開催場所：北見工業高校 参加人員：58名 

   ④書道展・表彰式（小中学生対象）（H25.11.18） 開催場所：NHK北見放送局 北見工大 応募：153点 

  ウ）苫小牧地区事業 

  〔共催行事〕 

   ①体験学習（H25.7.27～28）  開催場所：苫小牧工業高等専門学校 参加人員：78 名 

   ②市民のための見学会（H25.7.31）  見学場所：苫小牧市近郊関連施設 参加人員：19 名 

      ③土木に関する展示（H25.10.19～20）  開催場所：苫小牧工業高等専門学校 参加人員：1000名 

   ④科学実験教室（H25.10.27）     開催場所：苫小牧市（イオン） 参加人員：230名 

  エ)室蘭地区事業 

  〔共催行事〕 

   ①オープンラボ伊達（H25.8.25）          開催場所：伊達市防災センター 参加人員：180 名 

  〔共催行事〕 
    ②オープンラボ in 室蘭（H25.9.21）  開催場所：室蘭工業大学 参加人員：310 名 

   〔後援行事〕 

   ③河川環境学習体験フェスタ 2012           開催場所：室蘭市内知利別川 参加人員：100 名 

  〔主催行事〕 

     ④トラスコンテスト in 室蘭（H25.11.16）  開催場所：室蘭工業大学 参加人員： 120 名 

   ⑤エコツアー2012（H25.12.17）  開催場所：PCB 情報センター、室蘭市青少年科学館 参加人員：25 名 

  〔共催行事〕 

  オ）函館地区事業 

  〔共催行事〕 

   ①体験学習会（H25.8.9～10）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：42 名 

      ②土木技術体験講座「土木技術紹介＋ドボククイズ」（H25.10.19～20） 

 開催場所：函館工業高等専門学校 参加人員：450 名 

   ③橋を作ってみよう（H25.11.17） 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 70 号（CD-ROM）280 枚 発 行：平成 26 年 1 月 

 

2.東北支部 

（1）商議員会 2 回 

（2）支部総会（H25.5.23） ホテルメトロポリタン仙台 

（3）役員会および懇話会（H26.1.20） 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 2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   9 回 



 

（6）支部行事 

 〔主催行事〕 

1） 東北支部コンクリート技術講習会  

・2012年制定 コンクリート標準示方書 発刊に伴う講習会・けい酸塩系含浸材の設計施工指針（案）発刊に伴う講

習会（H25.6.27.28） 参加者：84名 仙台市情報・産業プラザ 

・2013年制定 コンクリート標準示方書【維持管理編】【ダムコンクリート編】（H26.1.9） 

 参加者：92名 仙台市情報・産業プラザ 

・土木構造物のライフサイクルマネジメント～方法論と実例，ガイドライン～（H26.1.10） 

 参加者：91名 仙台市情報・産業プラザ 

2）現場見学会（仙台地区）（H25.11.20） 

テーマ「最新鋭LNG火力発電所リプレース工事における土木技術を学ぶ」        参加者：34名 仙台市 

3） 東北の土木技術を語る会 （H25.11.20） 

テーマ「最新鋭LNG火力発電所リプレース工事における土木技術を学ぶ」 

 参加者：100名 仙台メディアテーク 

4）第5回 東北地方の橋梁保全に関するシンポジウム （H26.1.27） 

テーマ～橋梁点検からインフラ総点検へ～      参加者：500 名 仙台市情報・産業プラザ 

5）東北支部技術研究発表会（H26.3.8）                八戸工業大学（青森県八戸市） 

・発表論文：403編 参加者：600名 

・同時開催 学生交流会 参加者：71名 

  6）セメント系補修・補強材料に関する技術講習会（H25.3.19 ）  

主催：公益社団法人土木学会東北支部秋田ブランチ，一般社団法人セメント協会， 

一般社団法人コンクリートメンテナンス協会東北支部 

後援：公益社団法人日本コンクリート工学会東北支部，一般社団法人秋田県建設業協会 

一般社団法人秋田県県土整備コンサルタンツ協会，NPO 法人秋田道路維持支援センター 

参加者：85名 秋田大学（秋田県秋田市） 

7）100周年記念事業 

安全な国土の再設計支部タスクフォース 

  ・東日本大震災学術成果講演会（H25.10.4）        参加者：210名 厚岸翔洋高校（厚岸町） 

  ・東日本大震災学術成果講演会（H26.2.1）  参加者：147名 札幌コンベンションセンター（札幌市） 

   ※東日本大震災学術成果講演会は北海道支部と合同開催 

  ・「東日本大震災と復興」～復興まちづくりの加速、 

合意形成は行政主導から住民主導へ～」 （H25.12.6）参加者：230名 仙台市情報・産業プラザ 

※土木の日特別行事 防災に関するシンポジウムと合同開催 

・第3回防災フォーラム～ 東日本大震災復興調査研究報告～（H26.3.11）  

参加者：300名 八戸市公民館 

※八戸工業大学と合同開催 

若手技術者交流サロン〔100周事業〕 

  ・第1回（H25.11.27）         参加者21名  仙台市 

   ・第2回：女性技術者対象（H26．3.6） 参加者11名  仙台市 

（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 

 〔主催行事〕 

1）土木の日関連行事 模型づくりを体験（H25.11．23）  参加者 100 名 にぎわい交流館（秋田市） 

（主催：ブランチ秋田・共催：土木学会木材工学委員会木橋研究小委員会） 



 

2）土木の日特別行事 防災に関するシンポジウム 

 〔安全な国土の再設計支部タスクフォース：100 周年事業合同開催〕 

「東日本大震災と復興」～復興まちづくりの加速、合意形成は行政主導から住民主導へ～」（H25.12.6）  

 参加者：230 名 仙台市情報・産業プラザ 

3）土木の日特別行事 パネル展 参加者：230 名 仙台市情報・産業プラザ 

「東日本大震災と復興」（H25.12.6）  

※防災に関するシンポジウムと同時開催 

  〔共催行事〕 

1）学園参加型関連行事（H25.10.12～13） 参加者 147 名 東北工業大学 

・学科紹介パネル展 

2）フォーラム「第 6 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）（H25.11.2） 参加者 250 名 青森県弘前市 

（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 

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 6 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」 （H25.8.25）ハーネル仙台 

2）土木学会「土木史研究委員会」設立 40 周年記念東日本大震災土木史シンポジウム」 

 （H25.6.22～23） 仙台市 

共催行事 

1）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。13」 

 （主催：景観開花実行委員会）（公開最終審査会 H26.12.10） 仙台市 

2）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） （H25.10.26） 福島県福島市 

3）地盤工学フォーラム東北 2013 〈平成 25 年度（第 32 回）研究討論会〉 

（主催：公益社団法人地盤工学会東北支部）（H26.1.17） 仙台市 

4）フォーラム「第 19 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）（H26.1.28） 山形県鶴岡市 

協賛行事  

1）子ども科学キャンパス 

「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）（H25.10.15） 仙台市 

2）協賛 講演会「平成 25 年度講演会 東北 これからのインフラ整備を考える」 

（主催：主催：一般社団法人 建設コンサルタンツ協会）（H25 .11.15） 仙台市 

後援事業 

1）建設技術公開「EE 東北’13」 

（主催：EE 東北実行委員会）  （H25.6.5～6）   仙台市 

2）東北大学インフラマネジメント研究センター開所記念シンポジウム 

 （主催：東北大学大学院工学研究科インフラマネジメント研究センター） （H26.2.20） 仙台市 

（10）刊行物 



 

1)平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震災害調査報告書～地震・地震動および社会基盤施設の被害～ 

発行日：2013 年 6 月 

発行元：東日本大震災に関する東北支部学術合同調査委員会（第一部門） 

（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） 

2) 東日本大震災に関する東北支部学術合同調査委員会報告書（DVD 版） 

発行日：2013 年 9 月 

発行元：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） 

   3）平成 25 年度技術研究発表会講演概要集（CD－ROM 版） 

発行日：平成 26 年 2 月発行 

（11）研究奨励及び業績の表彰 

1）平成25年度総合技術賞 3件 

2）平成25年度技術開発賞 3件 

3）平成25年度研究奨励賞 7件 

 

3．関東支部 

（1） 第 50 回通常総会（H25.5.16） 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 4 回 

（6） 技術情報部会および打合せ会 12 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 9 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 4 回 

（14） 関東支部タスクフォース委員会 1 回 

（15） 技術研究発表会優秀発表表彰者懇談会 1 回 

（16） 行事 

1）講習会「土木技術者に求められる資質と素養」－技術士第二次試験受験のための実践講習会（演習付） 

－第 24 回（H25.4.10）題数：6 題 土木学会講堂 参加者：123 名 

2）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－ 

（H25.6.17）題数：5 題 土木学科講堂 参加者：23 名 

3）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 5 回（H25.7.3）題数：7 題 土木学会講堂 参加者：78 名 

4）平成 25 年度第 22 回中学生記者取材講習会（H25.7.23） 



 

見学コース：横浜港流通センターから京浜港湾船着場、本牧ふ頭・南本牧ふ頭・大黒ふ頭 

 参加者：5 校 14 名 

5）コンクリートカヌー大会 

◆第 1９ 回土木系学生によるコンクリートカヌー大会（H25.8.31） 

   荒川調節池 ［彩湖］ 

   参加校：（大学・高専   10 校  12 チーム） 

       （高等学校     26 校  34 チーム） 参加者:約 500 名（大会関係者含む） 

  6）平成25年度全国大会（H25.9.4～9.6）日本大学生産工学部津田沼キャンパス 

    ◆テーマ：「土木が築いた今日と切り拓くべき未来」 

     特別講演：「21世紀のインフラ整備をどう考えるかー歴史に学びつつー」  講師：御厨貴   

7）技術研究発表会 

◆第 41 回技術研究発表会 

     ①技術研究発表会（H25.3.13～14）  アオーレ長岡・長岡まちなかキャンパス・長岡グランドホテル 

 発表数：413 編   参加者：1600 名（延べ） 

     ②特別企画 

        ・特別講演会（H25.3.13）アオーレ長岡 参加者：110 名 

         「東京生まれの越後人～土屋雷蔵という土木技術者～」  

       ・優秀発表賞授賞： 14 名 

        ・第 15 回「土木のある風景」写真コンテスト 

・交流会 参加者: 234 名 

 ③土木学会創設百周年記念事業関連特別企画 

       ・若手土木技術者交流サロン（H25.3.13）アオーレ長岡 

 参加者：35 名 

       ・「ドボコレ」（土木コレクション）展示 

  8）土木学会創設百周年記念行事 

       ◆土木コレクション（HANDS＋EYES） 

・東京駅行幸ギャラリー（H25.9.1～H25.9.30） 

 ・茨城県庁（H26.3.3～H26.3.7） 

◆交流会 

・「学生・若手土木技術者交流会」（H25.10.2）土木学会講堂 参加者：50 名 

◆どぼくカフェ（Ｈ25.12.18）「アニメに挑む建設業」SHIBAURA HOUSE 参加者：57名 

       ◆墨田区公開講座（Ｈ26.3.1）「あなたの『まち』の防災問題を鑑定します」 参加者：111 名 

（17）談話会 

第 1 回「談話会」（H25.6.25） 

「土木技術と宇宙開発～宇宙エレベータ―と月・火星基地構想」土木学会 AB 会議室  参加者：24 名 

（18）見学会 

1）技術研究所見学会（各企業体と共催）（H25.11～H2６.1） 

     見学先：13 研究所 参加者：約 1500 名（地元小学生および一般市民） 

3）見学会（土木の日行事）（H25.11.15） 

見学先：羽田エプロン整備工事、中央環状新宿線大橋地区本線接続工事         参加者：48 名 

4）親子見学会（土木の日行事）（H25.11.16） 

見学先：東京湾トンネル工事、東京外郭環状道路（千葉県区間）工事、東京臨海広域防災公園内にて防災

体験学習                             参加者：10 家族 27 名 



 

（19）写真コンテスト・土木学会選奨土木遺産認定 

1）第 15 回「土木とくらし」写真コンテスト 

応募期間（H25.11.1～26.2.28）、審査（技術研究発表会参加者投票形式 H26.3.13～14）、 表彰式（H26.5.16）

2）平成 25 年度土木学会選奨土木遺産認定書伝達式（H25.11～26.3 予定含む） 

選奨構造物：①閘門橋②長生橋③所野第一発電所外山原取水施設④柳瀬橋 

⑤神田下水⑥神奈川県営水道施設群 

（20）懇親会等 

1）支部総会に伴う懇親会（H25.5.16） 弘済会館（椿の間） 参加者：50 名 

（21）企画助成 1 件 

（22）出版物 

・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 24 回- 平成 25 年 4 月刊行  130 部 （68 頁） 

   ・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 25 年 6 月刊行  35 部 （112 頁） 

・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 5 回 平成 25 年 7 月刊行  90 部 （27 頁） 

・第 41 回技術研究発表会講演概要集（CD－ROM 版）平成 26 年 3 月刊行 550 部  

（23） メルマガ配信（2 回／月） 

（24）  地域行事 

【新潟会】 

1）通常総会（H25.5.9） ホテルオークラ新潟  参加者：77 名 

2）講演会 

① 第 1 回（総会時 25.5.9）「人と人、心と心のつながりを大切に！～大規模災害から学ぶまちづくり～」 

  NPO 法人おぢや元気プロジェクト 理事 若林 和枝 

 ホテルオークラ新潟 参加者：72 名 

② 第 2 回（定例会時 25.10.30）「インフラの長寿命化を達成するために今何が必要か 

～地方自治体の現状と課題～」 長岡技術科学大学 教授 丸山久一 

 ホテルイタリア軒  参加者：73 名 

③ 第 3 回（「土木の日」記念講演会 25.11.25） 

「自然災害から県民の暮らしを守るための土木事業」 北陸地方整備局 企画調査官 田中倫英 

「ドボジョ（土木女性技術者）が語る」 

 新潟県魚沼地域振興局課長 瀬戸民枝・福田組監理技術者 和間藍 

「地域経済の活性化が、日本の元気を取り戻す鍵」 フリーキャスター 伊藤 聡子 

 新潟日報メディアシップ 参加者：210 名 

3） 講習会 

         「2012年制定コンクリート標準示方書［設計編］［施工編］および 2013年制定コンクリート標準示方書［維持管理

編］発刊に伴う講習会」 （26.1.16）                          題数 ： 3 題 参加者 ： 71 名 

4）第 31 回研究調査発表会（長岡技術科学大学担当）（25.11.19）ハイブ長岡 発表件数：147 件参加者：270 名 

「土屋雷蔵賞」6 名に授与 

5）研究活動（H25.4～27.3）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－その２－  

  6）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 

長岡班  （25.8.20）                                                   参加者  ７組 16 名 



 

見学先：鵜川ダム、上越火力発電所 

新潟班  （25.8.22） 参加者 13 組 32 名 

見学先：国土交通省村上道路ステーション、大石ダム、奥胎内ダム 

② 講演会（第 3 回講演会参照）（25.11.25） 

  7）研修会（25.10.16）台風のため中止  国道 289 号 八十里越  

  8）幹事会 5 回 

  9）新潟県内の土木施設を紹介する取り組み 

       HP にて 9 箇所を追加紹介 

10）懇親会 

① 総会に伴う懇親会（25.5.9）  ホテルオークラ新潟 参加者：82 名 

② 定例会（25.10.30）  ホテルイタリア軒 参加者：46 名 

11）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）（25.11.25） 

      「長生橋」新潟県長岡市 

【山梨会】 

1）通常総会（H25.4.10） 岡島ローヤル会館 参加者：21 名 

2）講習会（H25.7.19）「エネルギーの地産地消を目指して」 山梨県立文学館 参加者：162 名 

3）研修会（H25.6.12) 「現場見学」（楮根第四トンネル、富士川第一橋梁、他） 参加者：13 名 

4）見学会（土木の日行事，H25.11.16）「新しい駿州往還（中部横断道）を訪ねて」 参加者：70 名 

  見学先：中部横断道増穂インターチェンジ、八の尻トンネル、河川防災ステーション 他 

5）幹事会  合計 11 回 

 

【群馬会】 

1）通常総会（H25.6.26）                 群馬建設会館 A ホール 参加者：37 名 

2）講演会 

 〔主催行事〕 
①｢ゼネコン女性総合職を例題に女性土木技術者の働き方を考える｣（H25.6.26） 

群馬建設会館 A ホール     参加者：65 名 

     ②｢土木工学を志すみなさんへ―成長へチャレンジ―｣（H25.11.13） 

群馬工業高等専門学校  参加者：210 名 

3）講習会 

  〔主催行事〕 

①第 7 回コンクリート研究会（H25.6.6）        前橋工科大学 151 講義室 参加者：180 名 

     ②第 8 回コンクリート研究会（H25.10.31）            前橋工科大学 151 講義室 参加者：141 名 

 ③｢2012 年制定コンクリート標準示方書｣に関する講習会（H26.1.30） 

群馬建設会館 A ホール  参加者：105 名 

   〔共催行事〕 

｢再生可能エネルギーと地盤工学｣（H25.11.8）（共催）（地盤工学会関東支部主催）     参加者：88 名 

4）見学会 

  〔主催行事〕 

      ｢工業高校土木科 1 年生対象の国道 354 号線等工事現場見学会｣（H25.12.18） 参加者：35 名 

5）選奨土木遺産「柳瀬橋」認定書・銘板伝達式（H25.11.19） 参加者：14 名 

6）機関誌「群馬を拓く」第 23 号の発行 



 

【栃木会】 

 1）通常総会（H25.7.12）  ホテルニューイタヤ 参加者：149 名 

2）講演会、意見交換会（H25.7.12）  ホテルニューイタヤ 参加者：161 名 

講演会題目：「公共事業の資金調達における公と民の役割」 

3）技術研究発表会（栃木県建設技術協会と共催）（H26.1.27） 栃木県総合文化センター 参加者：400 名 

① 技術研究発表会   発表論文：12 編 

② 文化講演会          題目：「東京駅丸の内駅舎保存・復原工事の記録」 

4）技術講習会 

① 講習会（栃木県技術士会と共催）（H26.1.31） 職員会館ニューみくら 参加者： 28 名 

テーマ：「技術士を志す方への情報提供講座」 

5）「土木の日」イベント事業（CCI とちぎと共催）（H25.11.14）  東武ホテルグランデ宇都宮 参加者：180 名 

① 土木学会選奨土木遺産認定書授賞式 

       選奨構造物：所野第一発電所 外山原取水施設 

②基調講演 

「住民主体の文化・スポーツクラブと「憩う」場を拠点とした地域づくり」 

③ 栃木の土木最新情報 

   「東日本大震災における土砂災害対策事例」 

   「ハイスクールサミット in 東北参加報告」 

6）日光・足尾エクスカーション（H25.11.17） 参加者： 55 名 

   古河橋、足尾ダム、第 1 松木川橋梁等、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 

ハイスクールサミット参加者への助成 

8）その他 

平成 25 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（H25.7.26）13:00～13:30        （財）茨城県開発公社 大会議室 参加者：82 名 

2） 講演会 

①第 7 回建設技術講演会－社会基盤・防災シンポジウム－（茨城大学工学部防災セキュリティ技術教育研究 

センター、公益社団法人土木学会関東支部茨城会、一般財団法人茨城県建設技術管理センターと共催） 

(H25.5.24) (一財)茨城県建設技術管理センター 研修センター大ホール        参加者：107 名 

a)「センシング技術の高度化と橋梁の健全性モニタリングシステムの構築」 

b)「韓国の自然災害の現状とセンシング技術応用の将来展望について」 

c)「橋梁長寿命化修繕計画策定における市町村支援について」 

②特別講演会（総会時・第 8 回建設技術講演会）（(公社)土木学会関東支部茨城会、（一財）茨城県建設技術 

管理センターと共催）（H25.7.26）  （一財）茨城県開発公社 大会議室        参加者：82 名 

 a)「私が取り組んだ景観について」 

 b)「郷土の偉人・根本正の生涯－JR 水郡線を開通させた男－」 

   ③第 9 回建設技術講演会－公共土木施設の老朽化対策－ 

（（公社）土木学会関東支部茨城会と（一財）茨城県建設技術管理センターと共催） 

       （一財）茨城県建設技術管理センター 研修センター大ホール             参加者：182 名 

     a）｢公共土木施設の点検－橋梁の事例を中心として－｣ 

    b）「PC 橋の補修補強技術」 



 

3） 講習会 

  a)第 8 回イブニングセミナー（H25.6.21） 「改良型 TBM ドーナッツ工法の開発について」 

（社）茨城県産業会館 研修室 参加者：42 名 

b)第 9 回イブニングセミナー(H25.10.9)  「水撃作用を利用したアオコの処理について」 

（社）茨城県産業会館 研修室 参加者：50 名 

4） 建設事業のイメージアップ活動参加 

a)「建設フェスタ 2013」出展参加（H25.10.27） ひたちなか市県立笠松運動公園特設会場  

出展ブース来場者：約 450 名 

     ①しなるコンクリート体験、②模型電車運転、③建設遺産認パネル展示、④ダム原理模型実演、⑤土木

学会 100 周年記念事業 PR コーナー、⑥クイズの実施と金魚すくいコーナー 

    b)公益社団法人土木学会 100 周年記念事業関連－土木コレクション in いばらき HANDS+EYES－の開催 

     (H26.3.3～3.7) 茨城県庁 11 階アトリウム展示場  来場者数：約 400 名 

5） 建設遺産見学会（H25.11.9） 「第 3 回茨城の土木遺産を訪ねる（県南・県西編）」 参加者：18 名 

        （見学先）：小田城祉（南北朝時代;つくば市）、平沢官衙跡（平安時代;つくば市）、筑波山千寺川砂防堰 

堤群(S14～18、つくば市・H23 年度選奨土木遺産認定箇所）、八間堀川（江戸時代、・下妻市） 

江連用水宮裏両樋（M31、下妻市）、宗道河岸跡（江戸時代、下妻市）、大宝沼干拓（江戸時代、

下妻市）、大宝城祉・大宝八幡宮（奈良、平安時代；下妻市） 

6）「土木の日」見学会（H26.1.25） 一般県民・親子対象 参加者：20 名 

      （見学先）：下菅谷跨線橋架橋現場(那珂市)、国道 293 号里川橋災害復旧工事現場(常陸太田市)、H24 年 

度選奨土木遺産認定(花貫川第一発電所第三号水路橋)(高萩市)、都市計画道路「十王北通り 

線」道路改良工事現場(日立市) 

7)「土木コレクション in いばらき」の開催(H26.3.3～3.7) 茨城県庁 11 階アトリウム 来場者数：約 500 名 

  a)関東支部管内 1 都 8 県の 19 箇所 27 枚の土木コレクション  b)茨城県内選奨土木遺産 6 箇所 

8） 幹事会  

     ①第 1 回幹事会 H25.4.26 （金） （一財）茨城県建設技術管理センター 会議室 

     ②第 2 〃 H25.6.21 （金） （社）茨城県産業会館 会議室 

③第 3 〃 H25.8.30 （金） （一財）茨城県建設技術管理センター 会議室 

④第 4 〃 H25.10.9 （水）         〃 

⑤第 5 〃 H25. 11.29 （金） 〃 

⑥第 6 〃 H26.3.6 （木） 〃 

9） 広報関係 

     平成 25 年度会員名簿作成、会報(1 回)発行、ホームページの年間運営 

 

4．中部支部 

（1）支部総会（H25.5.13） 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 8回 

（14）研究発表会WG 8回 

（15）支部行事 

1）技術講習会  

 第1回（H25.4.16）於：愛知県産業労働センター（WINC愛知） 参加者：56名 

  「技術士資格取得のために」講習会 

 第2回（H25.5.25）於：金沢大学サテライト・プラザ 参加者：23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－」講習会 

 第3回（H25.6.5）於：今池ガスホール 参加者：133名 

     「2012 制定 コンクリート標準示方書の発刊に伴う講習会」 

   第4回（H25.6.7）於：金沢大学自然科学本館大講義棟 レクチャーホール 参加者：35名 

「衝撃作用を受ける土木構造物の性能設計」講習会 

 第5回（H25.12.11）於：愛知県産業労働センター（WINC愛知） 参加者：60名 

    「2013制定 コンクリート標準示方書の発刊に伴う講習会」 

    「これからの道路保全・維持管理 特別講演」 

2）土木の日関連行事 

① 親子ふれあい見学会（H25.11.17） 参加者：29名 

    ｢『道路・港湾・鉄道』暮らしに身近な土木について学ぼう！｣ 

  見学先：新名神高速道路、四日市港ポートビル 等 

② 市民見学会 

 ＜石川県＞（H25.9.7） 参加者：43名 

   「親子見学会」 

   見学先：金沢城公園、金沢能登連絡道路、北陸新幹線 等 

 ＜名古屋市＞（H25.10.27） 参加者：28名 

  「鉄道の安全を守る技術や施設絵尾見学しよう！」 

   見学先：名古屋市交通局レトロでんしゃ館 等  

＜静岡県＞（H25.11.17） 

 「流通拠点となる港湾と新たな流通網となる中部横断自動車道を見学しよう！！」 参加者：37 名 

見学先：袖師埠頭・新興津埠頭、中部横断自動車道興津川橋、中部横断自動車前沢トンネル 

③ エクスカーション 

・「陶磁器産業と砂防」（H25.8.30） 参加者：26 名 

見学先：愛知県陶磁資料館、市之倉砂防堰堤など  

・「海から港をみてみよう」（H25.11.2） 参加者：19 名 

見学先：名古屋海洋博物館、名古屋港内見学  

3）中部支部選奨土木遺産認定授与式・パネル展（H25.10.24～25） 於：吹上ホール  

授与式参加者 80 名・パネル展 715 名 

 信越本線トンネル群 大廻隧道(長野県上水内郡信濃町、飯網町)、戸草隧道(長野県上水内郡信濃町)、   

坂口新田隧道（新潟県妙高市） 

    鹿島橋（静岡県浜松市天竜区二俣町鹿島） 

    千垣橋梁（富山県中新川郡立山町、富山市） 



 

4）研究発表会（H26.3.7）於：岐阜大学    参加者：501名 

   講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 263件 

5）土木出前講座 

第1回（H25.6.26）於：西尾市立一色南部小学校 参加者：28名 

「液状化しそうな地盤とは？作って調べてみよう」 

講師：名古屋大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻 中井健太郎氏 

第2回（H25.6.27）於：岐阜県立関有知高校 参加者：37名 

「橋のふしぎ」 講師：名古屋工業大学 永田和寿氏 

第3回（H25.7.2）於：北名古屋市総合体育館会議室 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」 (市民講座) 

講師：名古屋工業大学名誉教授 山本幸司氏 

第4回（H25.7.9）於：北名古屋市総合体育館会議室 参加者：32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」 (市民講座) 

講師：名古屋大学 川崎浩司氏 

第5回（H25.8.5）於：西尾市立東部中学校 参加者：302名 

「東海大地震と被害の話」 講師：中部大学 山田公夫氏 

第6回（H25.9.5）於：知立市立知立中学校 参加者：208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（H25.9.19）於：株式会社東芝ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ＆ｽﾄﾚｰｼﾞ社四日市工場 参加者：49名 

「地震災害・土砂災害の備えについて」 講師：三重大学 酒井俊典氏 

第8回（H25.10.3）於：鈴鹿市職業訓練センター 参加者：97名 

「進化しつづける建設材料」 講師：岐阜大学 国枝稔氏 

第 9 回（H25.10.4）於：西尾市立萩原小学校 参加者：50 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：名古屋工業大学名誉教授 山本幸司氏 

第 10 回（H25.10.10）於：富士宮市立東小学校 参加者：83 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 11 回（H25.10.26）於：西尾市立平坂小学校 参加者：80 名 

「液状化しそうな地盤とは？作って調べてみよう」 講師：名古屋大学 山田正太郎氏 

第 12 回（H25.11.27）於：愛知県企業庁 参加者：41 名 

「コンクリート構造物の維持管理」 講師：名古屋大学 中村光氏 

第 13 回（H26.1.23）於：美濃加茂市生涯学習センター 参加者：9 名 

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

第 14 回（H26.1.23）於：輪之内町立福束小学校 参加者：17 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：名古屋工業大学名誉教授 山本幸司氏 

第 15 回（H26.2.7）於：静岡県道路利用者会議 参加者：83 名 

「コンクリート構造物の維持管理」 講師：岐阜大学 小林孝一氏 

6）中部地方巨大災害タスクフォース   

① 歴史・教訓に減災を学ぶ見学会(地震津波編)(H25.6.29) 参加者：31名 

見学先：静岡県湖西市、浜松市  

② 歴史・教訓に減災を学ぶ見学会(大規模土砂災害編)(H25.9.11) 参加者：35名 



 

見学先：富山県立山町 

③ 歴史・教訓に減災を学ぶ見学会(台風・高潮編)(H25.12.6) 参加者：29名 

見学先：三重県長島町他 

④  歴史・教訓に減災を学ぶ見学会(台風・高潮編)(H25.12.7) 参加者：28名 

見学先：岐阜県岐阜市、海津町 

⑤ 迫り来る巨大災害に備える～中部地方巨大災害 TF 報告会～(H26.3.14) 参加者：64名 

  於：愛知県産業労働センター（WINC 愛知） 

7）共催・協賛・後援行事 

1）共催行事 

①  2013 年度（第 49 回）水工学に関する夏期研修会（H25.8.26～27） 

於：名古屋工業大学 主催：土木学会 海岸工学委員会 

②  建設技術フェア 2013 in 中部（H25.10.24-25） 

於：吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館） 主催：建設技術フェアin中部実行委員会 

③  橋梁技術発表会及び講演会－100年橋梁を目指した技術－（H25.12.6） 

於：東建ホール・丸の内 主催：（社）日本橋梁建設協会 

2）協賛行事 

① 「機械製図講習会」（H25.5.14） 

於：名城大学名駅サテライト 名古屋駅前桜通ビル13階 主催：日本設計工学会東海支部 

② 特別講演会「ここまで来ている風力発電」（H25.6.7） 

於：名城大学名駅サテライト多目的ホール 主催：日本設計工学会東海支部 

③ プロジェクトマネジメント学会「中部支部シンポジウム」（H25.11.12） 

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 

④ 「第77回見学会 大同特殊鋼 知多工場」（H26.2.21） 

於：大同特殊鋼 知多工場 主催：日本設計工学会東海支部 

⑤ 「名鉄のハイキング 電車沿線コース 

『宿場彩る太田橋と春の妖精カタクリを求めて』コース（仮称）」（H26.3.30） 

於：太田橋（土木遺産）(美濃加茂市)他 主催：名古屋鉄道 

⑥ 「巨大自然災害に備える～3.11東日本大震災を忘れない～」（H26.3.27） 

於：名古屋大学 減災連携研究センター 主催：中部地方整備局、名古屋大学減災連携研究センター 

3）後援行事 

① 名城大学 自然災害リスク軽減研究センター 開所記念イベント（H25.5.31） 

於：名城大学 天白キャンパス 主催：名城大学 自然災害リスク軽減研究センター 

② イブニングサロン第 1 回(H25.7.1) 主催：名古屋大学 

於：名古屋大学 参加者：23名（内学生 11 名） 

イブニングサロン第 2 回(H25.10.18) 主催：名古屋工業大学 

於：名古屋工業大学（中止） 

イブニングサロン第 3 回（H25.11.13） 主催:豊田工業高等専門学校 

於：豊田工業高等専門学校 参加者：42 名（内学生 25 名） 

③ 「道路橋床版の長寿命化修繕に関わる」技術講習会（H25.7.26） 

於：関市文化会館  主催：一般社団法人 日本建設保全協会 

④ 第 76 回見学会 三菱電機名古屋製作所（H25.7.30） 

於：三菱電機名古屋製作所  主催：日本設計工学会中部 

⑤ 第 17 回「知多から世界へ」講演会 in セントレア（H25.8.28） 



 

於：中部国際空港㈱ 第 2 セントレアビル セントレアホール 

 主催：特定非営利活動法人「知多から世界へ」 

⑥ 橋梁保全・長寿命化シンポジウム 2013（H25.8.28） 

   於：名古屋国際センター 別棟ホール 主催：国土交通省中部地方整備局 

⑦ Japan Steel Bridge Competition 2013（H25.8.31～9.1） 

於：名城大学 天白キャンパス 主催：土木鋼構造研究ネットワーク 

⑧ 43回セメント系固化材セミナー（H25.9.11） 

於：KKRホテル金沢 主催：一般社団法人セメント協会 

⑨ 第 23 回建設コンサルタント業務技術発表会（H25.10.9） 

於：愛知県産業労働センター 主催：一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 中部支部 

⑩ 第 8 回新聞紙で作る高速道路（橋）コンテスト（H25.10.27） 

於：電気文化会館  主催：中日本高速道路㈱名古屋支社 

⑪ with Dam ☆ Night in Nagoya（H25.11.18） 

於：名古屋大学 ES 総合館 ES ホール 主催：ダム工学会 活性化推進小委員会 

⑫ 土木遺産保存活用シンポジウム「土木遺産を地域資産に」（仮）（H26.1.17） 

於：長野県立歴史館 

           主催：土木・環境しなの技術支援センター 
⑬ 第 18 回「知多から世界へ」講演会 in セントレア （H26.1.28） 

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」 

⑭ 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事業「地域ニーズに応えるインフラ 
再生技術者の育成」シンポジウム「インフラの町医者が守るみんなのくらし」（H26.2.26） 

於：岐阜市文化センター  

主催：岐阜大学研究推進・社会連携機構社会資本アセットマネジメント技術研究センター 

⑮ 道路橋床版の長寿命化対策に関わる技術講習会 （H26.5.9） 

於：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 

⑯ 平成 26 年度第 1 回イブニングセミナー「東海道新幹線土木構造物の大規模改修工事」 （H26.6.27） 

於：一般財団法人ファインセラミックスセンター       主催：（公社）日本材料学会東海支部 

（1）支部長候補・副支部長・商議員・監査役の選挙(H25.4.5) 

（2）第86回支部総会(H25.5.9) 

（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 

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(H26.1.20)  

場所:大阪合同庁舎1号館第1別館 大会議室 参加者:120名 

土木学会選奨土木遺産支部推薦委員会 

推薦委員会 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－ 

最終報告会(H25.5.31)  

場所:関西大学 244名 

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 

成果報告会(H25.9.27)  

場所:建設交流館 109名 

平成26年度全国大会実行委員会 

実行委員会 1回 

常任員会委員会 2回 

幹事会 3回 

その他 随時 

「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 8回 

防災意識の啓発講習会（H26.1.17） 

場所:奈良県五條市立五條小学校 74名 

『コンクリート構造の設計・施工・維持管理に関する基本』第5次改訂委員会 

全体委員会 1回 

主査幹事会 1回 

幹事会 1回 

準備会 1回 

準備打合せ 1回 

調査研究委員会 

FCMに着目した橋梁の維持管理に関する調査研究委員会 

委員会 9回 

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 

水辺空間を活かした都市大阪の再生に関する調査研究 ～東横堀川をケーススタディとして～ 

委員会 5回 

共同研究グループ 

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 3回 

（5）企画講習会関連行事 

主催・共催行事 

「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

告会および「けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針(案)」講習会(H25.4.16) 

場所:建設交流館 参加者:37名 

ぶら・土木3 ぶらッと世界遺産へ 天空の白鷺～姫路城大天守保存修理事業見学～(H25.6.7) 

場所:姫路城 参加者:15名 



 

関西支部年次学術講演会 

平成25年度 

関西支部年次学術講演会(H25.6.8) 

場所:大阪市立大学 杉本キャンパス 一般講演:281題 

共催:大阪市立大学 

講演会 参加者:669名 

懇親会 参加者:182名 

平成26年度 

プログラム編成委員会 1回 

前副支部長特別講演会 災害の防止と予知 ～斜面災害、河川災害～(H25.7.19) 

場所:建設交流館 参加者:73名 

コンクリートカヌー競技大会(H25.8.20) 

場所:兵庫県立円山川公苑 参加数:15校18艇 

共催:近畿高校土木会 

第27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(H25.9.10～9.11) 

場所:建設交流館 参加者:125名 

地盤情報を活用した防災ハザードマップの講習会(H25.9.17) 

場所:大阪市立大学文化交流センター 参加者:66名 

ぶら・土木4 ぶらッと現場へ 阪神高速 大和川線工事 現場見学会(H25.9.19) 

場所:阪神高速大和川線工事現場 参加者:20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～(H25.10.31) 

場所:マイドームおおさか(建設技術展2013近畿) 参加者:120名 

ぶら・土木5 ぶらッとキャリアアップ 資格取得を目指す若手技術者のためのミーティング(H25.12.4) 

場所:土木学会関西支部 参加者:20名 

高専学生対象講演会(H26.1.17) 

場所:和歌山工業高等専門学校 参加者:160名 

共催:和歌山工業高等専門学校 

地方講演会(兵庫県)(H26.2.7) 

場所:兵庫県庁西館 参加者:127名 

共催:兵庫県建設技術協会 

平成25年度施工技術報告会(H26.2.14) 

場所:建設交流館 参加者:135名 

共催:一般社団法人日本建設機械施工協会関西支部、公益社団法人地盤工学会関西支部、 

一般社団法人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 

FCM橋梁の維持管理に関するワークショップ(H25.5.31) 

場所:咲洲ホール 参加者:163名 

協賛行事 

防災特別講演会(H25.4.27) 

主催:公益社団法人日本技術士会近畿本部 参加者:140名 

第325回講習会「構造・強度設計における数値シミュレーションの基礎と応用」 

 －デモ展示付き－(H25.5.20～5.21) 

主催:一般社団法人日本機械学会関西支部 参加者:41名 



 

講習会「破壊力学の基礎と最新応用」 (実習付、修了証発行)(H25.5.29～5.30) 

主催:公益社団法人日本材料学会関西支部 参加者:72名 

第326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)」(H25.7.30～7.31) 

主催:一般社団法人日本機械学会関西支部 参加者:49名 

第328回講習会「応力計測の基礎とその応用(計測およびデモンストレーション付き)」 

 (H25.10.21～10.22) 

主催:一般社団法人日本機械学会関西支部 参加者:55名 

Kansai Geo-Symposium 2013 地下水地盤環境・防災・計測技術に関するシンポジウム(H25.11.8) 

主催:公益社団法人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:127名 

橋梁模型コンテスト(H25.11.23) 

主催:土木の学校、神戸市建設局 参加者:11校13チーム72名 

第329回講習会「機械加工・計測の基礎とものづくり最前線」 

 －データの流れとモノの流れ－(H25.12.3～12.4) 

主催:一般社団法人日本機械学会関西支部 参加者:34名 

第8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～(H25.12.6～12.7) 

主催:公益社団法人日本材料学会関西支部 参加者:37名 

地震防災フォーラム2014 巨大地震研究の役割と展望 

 －地震の予知と制御、日本の災害対処能力－(H26.1.14) 

主催:関西地震観測研究協議会 参加者:69名 

第7回「災害対策セミナー in 神戸」(H26.1.23) 

主催:公益社団法人日本技術士会近畿本部 参加者:56名 

第330回講習会「実務者のための振動基礎と制振・制御技術」(H26.1.27～1.28) 

主催:一般社団法人日本機械学会関西支部 参加者:71名 

第33回地域産学官と技術士との合同セミナー(近畿本部)(H26.3.1) 

主催:公益社団法人日本技術士会近畿本部 参加者:106名 

後援行事 

トンネル施工技術講習会「都市NATM、ECLからSENSへ シールド工法の歩み」(H25.4.23) 

主催:一般社団法人日本建設機械施工協会関西支部 参加者:110名 

第10回ジオテク講演会(H25.4.25) 

主催:一般財団法人災害科学研究所 参加者:72名 

橋の科学館講演会 第7回 風と踊る明石海峡大橋(H25.5.18) 

主催:JBハイウェイサービス株式会社 参加者:50名 

道路のリスクマネジメントに関する国際ワークショップ(H25.5.29～5.30) 

主催:公益社団法人日本道路協会 参加者:162名 

第3回ヒートアイランドに配慮したまちづくり・アイデアコンペ 

 魅力あふれる大都市・大阪クールネットワークの創造(H25.6.1～7.10) 

主催:大阪ヒートアイランド対策技術コンソーシアム 参加者:80名 

第12回COBRA講演会(H25.6.11) 

主催:NPO法人建設副産物リサイクル促進機構 参加者:85名 

デ・レイケ没後100周年記念講演会(H25.7.3) 

主催:在大阪・神戸オランダ王国総領事館 参加者:24名 

橋の科学館講演会 第8回 川と橋を訪ねて6千キロ 

 －徒歩で川を遡行し橋の現況を診る－(H25.7.20) 



 

主催:JBハイウェイサービス株式会社 参加者:47名 

2013年度京都景観エリアマネジメント講座基礎講座(第4期)(H25.7.20ほか計8回) 

主催:NPO法人京都景観フォーラム 参加者:271名 

第6回「ゆめづくりまちづくり賞」(H25.8.22～10.20) 

主催:快適都市実現委員会 応募数:16件 

橋の科学館講演会 第9回 ベトナムの道路橋梁建設に携わって(H25.9.7) 

主催:JBハイウェイサービス株式会社 参加者:34名 

第46回研究発表会(H25.9.12) 

主催:一般社団法人建設コンサルタンツ協会近畿支部 参加者:488名 

応用生態工学会 第17回 大阪大会(H25.9.18～9.21) 

主催:応用生態工学会 参加者:520名 

どぼくカフェ：コクドウを味わう(H25.10.4) 

主催:公益社団法人土木学会中国支部 参加者:23名 

特別講演会「活断層と共生する」(H25.11.6) 

主催:一般財団法人災害科学研究所 参加者:77名 

橋の科学館講演会 第10回 

 美しい山と海のある神戸の景観は、地震と共に作られてきた(H25.11.16) 

主催:JBハイウェイサービス株式会社 参加者:32名 

暮らしを支えるインフラがわかる！最新技術を知る～ふれあい土木展～(H25.11.22～11.23) 

主催:国土交通省近畿地方整備局近畿技術事務所 参加者:1,371名 

地盤環境振動の対策技術マニュアルに関する講演会(H25.11.29) 

主催:一般財団法人災害科学研究所 参加者:40名 

橋の科学館講演会 第11回 斜張橋の発展とその魅力(H26.1.25) 

主催:JBハイウェイサービス株式会社 参加者:46名 

大和川 水環境改善活動発表・研究・交流会2014 生きものと人でにぎわう大和川 

 ～楽しく学べる大和川～(H26.2.16) 

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:63名 

大阪湾Years2012-2013ファイナルイベント(H26.3.1～3.3) 

主催:大阪湾再生推進会議 参加者:565名 

橋の科学館講演会 第12回 瀬戸大橋から明石海峡大橋へ 

 －プロジェクトXで語られなかったこと－(H26.3.15) 

主催:JBハイウェイサービス株式会社 参加者:62名 

（6）市民対象行事 

主催行事 

小中高生対象見学会(H25.5.26)  

テーマ:工事中のトンネルを探検してみよう！！ 

内容:阪神高速大和川線シールドトンネル工事現場 参加者:120名 

小中学生対象夏休み土木実験教室(H25.7.27) 

内容:液状化、コンクリートの実験 参加者:76名 

教員免許状更新講習(H25.8.5) 

共催:兵庫教育大学 

テーマ:知っておきたい！津波・高潮防災の最前線  

場所:津波・高潮ステーション 参加者:40名 



 

一般市民見学会(H25.11.16)  

テーマ:土木現場見学会 

内容:和新名神高速道路 箕面トンネル、坊川第三橋梁工事現場 参加者:70名 

『土木実験・プレゼン大会』～どうして？なぜ？が一目でわかる～(H25.10.30)  

場所:マイドームおおさか(建設技術展2013近畿) 参加者:200名 

協力行事 

講師派遣(H26.1.31) 

主催:兵庫教育大学 参加者:11名 

内容:教職キャリア形成支援講座『自分は大丈夫と考えている人のための防災学習』～東南海・南

海地震に備える～ 

（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(H25.6.1～9.10) 応募数:子供部門 360編、一般部門 243編 

テーマ:住んでみたい未来の“まち” ～土木がかなえる～ 

（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(H25.11.29) 

テーマ:どぼくカフェ 道ちゃん大集合 

場所:川の駅はちけんや にぎわいXing 参加者:56名 

FCCどほくカフェ 

第11回(H25.6.24) 

テーマ:鉄道散歩 

場所:Loop A(阪神高速ミナミ交流プラザ) 参加者:37名 

第12回(H25.7.16) 

テーマ:フォントに土木？ in 吹田サービスエリア 

場所: 名神高速道路 吹田サービスエリア(上り線)レストラン建物横オープンスペース 

 参加者:52名 

第13回(H26.3.20) 

テーマ:踏んでもええアート 

場所:Loop A(阪神高速ミナミ交流プラザ) 参加者:35名 

（9）刊行物・資料 

行事案内 5回 

「東北地方太平洋沖地震による津波災害から学ぶ－南海・東南海地震による津波に備えて－」報告書 

 A4判 247ページ 

平成25年度関西支部年次学術講演会講演概要集(CD-ROM)(H25.5.15) 

支部だより第70号(H25.7.1) A4判 14ページ 

平成25年度施工技術報告会講演概要(H26.2.14) A4判 40ページ 

 

6．中国支部 

（1）支部通常総会（H25.4.26） 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 1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 3回 

（7）支部活性化WG 5回 

（8）支部行事   

    A) 講演会・報告会等 

    〔主催行事〕 

      特別講演会「土木工学からの新しい風」－住民とともに道直し－（H25.4.26） 京都大学教授 木村 亮氏 

 開催場所：メルパルク広島 参加人数：120名 

   特別講演会「『想定外』の災害対策の考え方」（H25.5.25） 関西大学社会安全学部教授 河田 惠昭氏 

 開催場所：鳥取大学 参加人数：140名 

   ｼﾆｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 土木シニア講演会（H25.11.17） 

                  ①広島県の土木行政の最近の話題 広島県土木局長 岩佐 哲也氏 

                                  ②社会基盤施設の維持管理計画 広島工業大学名誉教授 中山 隆弘氏 

 開催場所：サテライトキャンパスひろしま 参加人数：75名 

   平成25年7月山口・島根豪雨災害調査報告会（H25.11.18） 

                 ①降雨の状況と被害の概要 山口大学准教授 朝位 孝二氏 

                 ②河川被災状況とダムの洪水調節 山口大学准教授 赤松 良久氏 

 （土木学会水工学委員会）東京理科大学准教授 二瓶 泰雄氏 

 山口大学教授 三石 真也氏 

                 ③道路・斜面・橋梁被害 山口大学教授 松田 博氏 

 山口大学准教授 鈴木 素之氏 

 山口大学准教授 渡邊 学歩氏 

                 ④今後の減災に向けて 山口大学教授 羽田野 袈裟義氏 

開催場所：山口県教育会館 参加者：160名 

      平成25年度工事報告会～鳥取県下におけるの社会資本整備の現状（H26.1.15） 

        ①殿ダム古神護線における地すべり対策について 

国土交通省中国地方整備局 鳥取河川国道事務所  坂本 裕治氏 

                 ②中山・名和/名和・淀江道路整備事業について 

                            国土交通省中国地方整備局  倉吉河川国道事務所  熊中 龍彦氏 

                  ③県道猪ノ子国安線（源太橋）橋梁補強事業 

鳥取県 鳥取県土整備事務所 道路都市課 木村 拓寛氏 

                   ④佐陀川透過型堰堤の被災と復旧について 

 鳥取県 西部総合事務所 県土整備局河川砂防課 山本 哲也氏 

     〔共催行事〕 

   バケツで地面の揺れを計る！？講演会[地盤工学会中国支部] （H25.8.10） 

開催場所：広島工業大学広島校舎 参加者：14 名 

   第 2 回民間技術説明会[地整港湾] （H25.9.26） 

開催場所：中国地方整備局港湾空港部 参加者：27 名 

   中国地方建設技術開発交流会[地整企画]   参加者合計：892 名  

                      島根県会場(H25.10.25) 開催場所：くに引きメッセ 

                      岡山県会場(H25.10.28) 開催場所：さん太ホール 

                                            山口県会場(H25.10.29) 開催場所：山口県健康づくりセンター 

                                            鳥取県会場(H25.10.31) 開催場所：とり銀文化会館 



 

                                            広島県会場(H25.11.8) 開催場所：広島県民文化センター 

      建設ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ委員会 地域シンポジウム[土木学会] （H25.11.17） 

    開催場所：広島 YMCA 国際文化センター 参加者：173 名 

   平成 25 年第 1 回実りある学舎[地整港湾] （H25.12.10） 

開催場所：中国地方整備局港湾空港部 参加者：34 名 

      呉高専「市民セミナー」[呉高専] （H25.5.18～12.8） 合計 12 回開催 

開催場所：呉工業高等専門学校 参加者：328 名  

      第 3 回民間技術説明会[地整港湾] （H25.12.19） 

開催場所：中国地方整備局港湾空港部 参加者：28 名 

 

      平成 25 年第 2 回実りある学舎[地整港湾] （H26.2.27) 

開催場所：中国地方整備局港湾空港部 参加者：41 名 

     〔後援行事〕 

   ゴミ溶融スラグの構造用コンクリートへの活用調査委員会報告会[JCI] （H25.6.25） 

開催場所：広島工業大学広島校舎 参加者：86 名 

      中国地区高等学校農業土木研究会協議会山口大会[農業土木教育研究会] （H25.8.6～8.7） 

開催場所：セントコア山口 参加者：21 名 

      地域産学官と技術士の合同セミナー[技術士会] （H25.11.9） 

開催場所：三光荘 参加者：108 名 

      日本都市計画学会中四国支部 学術講演会[都市計画学会] （H25.12.8） 

開催場所：広島工業大学広島校舎 参加者：18 名 

      日本技術士会中国本部 新春特別講演会[技術士会] （H26.1.24） 

開催場所：サテライトキャンパスひろしま 参加人数：144名 

    B) 講習会 

     〔主催行事〕 

   2013年制定コンクリート標準示方書講習会[広島会場]（H25.4.24）     題数：4題  参加人数：177名 

 開催場所：広島工業大学広島校舎 

   2013年制定コンクリート標準示方書講習会[岡山会場]（H25.5.10）     題数：4題  参加人数：115名  

    開催場所：岡山国際交流センター 

   2013年制定コンクリート標準示方書講習会[米子会場]（H25.5.17）        題数：4題   参加人数：89名 

    開催場所：米子コンベンションセンター 

   2013年制定コンクリート標準示方書講習会[山口会場]（H25.5.30）        題数：4題   参加人数：84名 

    開催場所：山口県健康づくりセンター 

   鋼橋の鋼橋の耐候耐久性に関する最新技術（H25.11.28）                   題数：4題   参加人数：48名 

開催場所：松江工業高等専門学校 

   2014年制定コンクリート標準示方書講習会[広島会場]（H25.12.11）       題数：4題   参加人数：60名 

    開催場所：広島工業大学広島校舎 

      2014年制定コンクリート標準示方書講習会[島根会場]（H25.12.13）        題数：4題  参加人数：32名 

    開催場所：くにびきメッセ 

      2014年制定コンクリート標準示方書講習会[鳥取会場]（H25.12.11）        題数：5題  参加人数：52名 

    開催場所：とり銀文化会館 

      2014年制定コンクリート標準示方書講習会[岡山会場]（H25.12.20）        題数：4題  参加人数：59名 

    開催場所：岡山国際交流センター 



 

      2014年制定コンクリート標準示方書講習会[山口会場]（H25.12.26）        題数：4題  参加人数：29名 

    開催場所：山口県健康づくりセンター 

   〔後援行事〕 

       講習会                                  題数：1題  参加人数：25名 

    開催場所：山口県生コンクリート工業組合 

    C) 支部研究発表会     

 〔主催行事〕 

  第65回 平成25年度支部研究発表会（H25.5.24～5.25） 講演発表論文件数=Ⅰ～Ⅶ部門:191件  

開催場所：鳥取大学工学部 参加者：250名  

    D) 見学会 

     〔主催行事〕 

      東広島・呉道路金剛山トンネル工事現場見学会（H25.5.21） 

開催場所：東広島・呉道路金剛山トンネル 参加者：47 名 

      殿ダムと鳥取平野の治水（H25.5.24） 

開催場所：殿ダム・袋川発電所，浜坂遊水池 参加者：20 名 

    土木学会｢夏休み親子見学会｣ 

開催場所：広島南道路太田川工区新設橋梁 参加者：53 名 

 

      ｼﾆｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「広島空港･ﾌﾗｲﾄﾛｰﾄﾞ・広島空港大橋見学会」（H26.2.26） 

     開催場所：広島空港・ﾌﾗｲﾄﾛｰﾄﾞ・広島空港大橋 参加者：36 名 

     土木遺産ツアー ～岡山編～（H26.2.28） 

開催場所：児島湾干拓地 参加者：21 名 

     〔後援行事〕 

      学生見学会[鳥取大学] （H25.10.29） 

開催場所：鳥取西道路工事建設現場 参加者：71 名 

    E) 選奨土木遺産認定式 

   〔主催行事〕 

      日谷山の石塁（H25.11.10） 

   開催場所：善福寺(広島市) 参加者：50 名 

      安長土手（H26.3.14） 

 開催場所:鳥取市立城北小学校 参加者：620 名 

    F)  支部タスクフォース  

     〔主催行事〕 

      街コン！防災マップ作成演習（H26.3.24） 

開催場所：広島 YMCA 国際文化センター 参加者：20 名 

    G) ブランチ活動（島根会） 

   〔主催行事〕 

      鋼橋の耐候耐久性に関する最新技術 講演会（H25.11.28） 

開催場所：松江工業高等専門学校 参加者：48 名 

      第 1 回島根会若手技術者懇談会 （H25.12.6） 

 開催場所：くにびきメッセ  参加者：12名 

    H) 100周年記念支部事業 

     〔主催行事〕 

   どぼくカフェ～コクドウを味わう～（H25.10.4） 



 

開催場所：RCC文化センター  参加者：23名 

 

    I) 「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 6 回「身近な土木を描いてみよう！｣図画コンクール  作品募集（H25.7 月～9.20） 

対象者：小中学生 参加者：832名 

      第 6 回「身近な土木を描いてみよう！｣図画コンクール  優秀賞・佳作作品展示（H25.12.4～12.18） 

開催場所：広島まちづくり市民交流プラザ 参加者：400 名 

      第 6 回「身近な土木を描いてみよう！｣図画コンクール  優秀賞表彰式（H25.12.14） 

開催場所：広島まちづくり市民交流プラザ 参加者：60 名 

     〔共催行事〕 

      松江城築城ミニチュアの作成と｢松江高専祭」における展示 [松江高専]（H25.10.12～10.13） 

開催場所：松江工業高等専門学校 参加者：300 名 

   エネルギア土木研究展 2013[中国電力]（H25.10.25） 

開催場所：中国電力㈱エネルギア総合研究所 参加者：600 名 

      都市デザイン工学科展[広島工業大学]（H25.11.2～11.3） 

開催場所：広島工業大学  参加者：540 名 

     環境都市工学展[呉高専] （H25.11.2） 

   開催場所：呉工業高等専門学校 参加者：200 名 

     ﾊｲｳｪｲちびっこｾﾐﾅｰ[NEXCO 西日本] （H25.11.18） 

   開催場所：西日本高速道路㈱中国支社 参加者：232 名 

      建設技術ﾌｫｰﾗﾑ 2013in 広島 （H25.11.23～11.24） 

 開催場所：広島県立産業会館 参加者：7900 名(全体) 

     〔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 2013 [地整港湾] 

開催場所：広島 YMCA 国際文化センター 参加者：128 名 

（9）調査研究活動助成 

      調査研究活動助成（A）「平成25年度中国地区耐候性鋼橋梁研究会」： 松江工業高等専門学校 大屋 誠氏 

      調査研究活動助成（B）「久保中学校防災教育コンソーシアム」：  徳山工業高等専門学校 目山 直樹氏 

      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」： 

NPO法人 臨床トンネル工学研究所 中川 浩二氏 

（10）表彰 

      優秀学生表彰：30 校 31 学科 31 名 

      中国支部研究発表会若手優秀発表者賞：32 名 

      第6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:52名 

 

7．四国支部 

（1）支部総会（H25.5.10） 愛媛大学 

（2）商議員会 2 回 

（3）幹事会 4 回 

（4）土木学会創立 100 周年記念事業  

第 1 回土木学会 100 周年事業四国支部 WG（H25.9.24） 建設クリエイトビル（高松市） 

（5）第 19 回技術研究発表会（H25.5.11） 参加者：延べ 549 名 愛媛大学 

・一般発表 計 7 部門 184 編 



 

・フォーラム｢国土強靭化と四国の社会資本整備｣              参加者：105 名 

（6）講演会、講習会、シンポジウムなど 

【支部主催行事】 

①特別講演会｢愛媛県土木部における被災地支援について｣（H25.5.10） 参加者：111名 愛媛大学           

②学術講演会（H25.8.9） 参加者：103名 愛媛大学           

③平成25年度｢土木の日｣記念行事(特別講演会)（H25.11.12）参加者：90名 ホテルパールガーデン（高松市） 

 ・特別講演会｢南海トラフ地震津波に備える土木技術者の課題｣ 

 ・平成25年度土木学会選奨土木遺産認定書授賞式｢旧桜谷発電所｣（徳島県） 

④2012 年制定コンクリート標準示方書発刊に伴う四国地区講習会（H25.12.13）   

                            参加者：69 名 サンポートホール高松 

⑤第8回南海地震四国地域学術シンポジウム（H25.12.17） 参加者：142名 サンポートホール高松 

⑥国際問題研究委員会講演会（H26.1.21） 参加者：50名 サンポートホール高松           

【100 周年事業】 

①土木コレクション(四国)パネル展（H25.11.11～11.14）      参加者：延べ950名 ＪＲ高松駅コンコース 

②土木カフェ（H26.3.15）                        参加者：40名 香川大学ミッドプラザ 

【支部共催行事】 

①えひめ防災フォーラム2013－最大犠牲者数1万2千人に備える－（H25.8.20）  ひめぎんホール（松山市） 

【支部後援行事】 

①高知の新たな公共工事システムに関するシンポジウム（H25.5.23） 高知市文化プラザかるぽーと 

②阿波しらさぎ大橋受賞記念  

 橋梁シンポジウム｢橋の博物館！よしのがわ｣（H25.8.21） 徳島グランヴィリオホテル 

③｢地盤調査の方法と解説｣講演会（H25.9.19） 参加者：68名 香川大学工学部 

④第44回セメント系固化材セミナー｢最近の固化材処理について｣（H25.11.1） 高松センタービル 

⑤香川におけるまちづくりの方向性を考えるミニシンポジウム（H26.2.8） リーガホテルゼスト高松 

【地区行事】 

①平成25年度公開講座（工作実験と見学）（H25.7.28） 参加者:16名 香川高等専門学校 

香川地区 

｢どぼじょと，うまげなコンクリ～ト創ってみんまぃ？｣   工作実験：香川高専、見学：日本興業(株)  

②実践的な原位置透水試験法（入門コース）（H25.9.27） 参加者:11名 香川高等専門学校 

③2013四国の建築家の講演会 松村正恒「日土小学校から学ぶこと」（H25.10.5）  参加者:107名 香川大学 

④平成25年度公開講座「現場ですぐに役立つ原位置透水試験法」（H26.1.17）参加者:10名 香川高等専門学校 

⑤工事現場見学会（H26.1.20） 参加者：37名 丸亀市 

    ・土器川赤山地区護岸工事見学、清水川水門耐震補強工事見学 

⑥平成25年度見学会（H26.2.22） 参加者：21名 満濃池、豊稔池、道の駅たからだの里さいた 

     ｢かがわ地域遺産を巡る防災サロン～技術者の先輩と満濃池・豊稔池を訪ねて｣ 

①市民向け講演会｢吉野川干潟観察会｣（H25.7.28） 参加者：40名 吉野川河口干潟 

徳島地区 

②市民向け講演会｢淡路島地震調査報告会｣（H25.9.20） 参加者：75名 徳島大学 

③市民向け講演会｢最近の豪雨災害を振り返る｣（H26.1.10） 参加者：約40名 徳島大学 

④修習技術者支援講習会  

第1回 修習技術者支援講習会(出発セミナー)（H25.4.22） 参加者：48名 あわぎんホール 

第2回 修習技術者支援技術論文書き方講習会（H25.5.18） 参加者：16名 とくぎんトモニプラザ 

第3回 修習技術者支援技術論文書き方講習会（H25.6.9） 参加者：28名 徳島市シビックセンター 

第4回 修習技術者支援講習会(第4回セミナー)（H25.10.12） 参加者：2名 徳島県民活動プラザ 

①技術士第二次試験準備講習会（H25.4.27） 参加者：21名 愛媛大学 

愛媛地区 



 

②技術士口頭試験準備講習会（H25.11.16） 参加者：4名 愛媛大学 

③講演会および産官学交流会（H26.2.19） 参加者：講演会118名 交流会69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  高知県立安芸桜ヶ丘高等学校 

高知地区 

第8回学ぶ会｢南海地震に備えるｉｎ東部｣の事前学習会（H25.7.20）      参加者：20名  

第8回学ぶ会｢南海地震に備えるｉｎ東部｣（H25.8.18）            参加者：30名  

②高知県橋梁会との共催行事  

第1回研修会（H25.4.22） 参加者：113名 高知会館 

第2回研修会（H25.8.30） 参加者：65名 高知会館 

第3回研修会（H25.12.11） 参加者：69名 高知会館 

③高知県地震防災研究会･2013年度技術発表会（H25.7.27） 参加者：67名 高知市文化プラザかるぽーと 

④平成25年度｢橋梁の維持･管理･補修･補強｣講習会（応用編）（H25.11.29・30）  

  参加者：25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 

・インターネット活用委員会 3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 1回 

・社会資本整備を通した地域づくり研究委員会  

・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  

・土木学会四国支部｢安全な国土の再設計｣タスクフォース､同幹事会  

（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、地域技術賞、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）（H25.11.12） 参加者：90 名 ホテルパールガーデン 

2）見学会 

蔭平発電所および小見野々ダム見学会（H25.10.4） 参加者：20名 蔭平発電所･小見野々ダム 

仁淀川第三発電所･筏津ダム見学会（H25.10.18） 参加者：43名 仁淀川第三発電所･筏津ダム 

土木施設の見学バスツアー（H25.10.20） 参加者：50名 猪ノ鼻道路･池田ダム･池田発電所 

坂出発電所見学会（H25.10.23） 参加者：19名 坂出発電所 

とくしま防災フェス2013（H25.11.4）  参加者：来場者 徳島防災センター 

穴内川発電所･ダム見学会（H25.11.6） 参加者：24名 穴内川発電所･ダム 

徳島県高校生現場見学会（H25.11.6～25） 参加者：県立工業高校､土木･建築学科生 徳島県内 

香川県土木の日体験バスツアー（H25.11.16） 参加者：40名 宝山湖､県道丸亀詫間豊浜線白方高架橋等 

建設工事現場見学会（H25.11.16） 参加者：土木系技術者 愛媛県内の土木工事現場 

麻変電所見学会（H25.11.19･29） 参加者：45名 麻変電所 

愛媛県現場見学会（H25.10.11） 参加者：18名 (国)440号新八幡橋架設工事現場 

愛媛県現場見学会（H25.11.14） 参加者：30名 (二)岡山川水系(砂)福浦砂防堰堤工事現場 

愛媛県現場見学会（H25.11.18） 参加者：74名 (主)大西波止浜線道路改良工事現場 



 

愛媛県現場見学会（H25.11.19） 参加者：110名 （主）新居浜別子山線橋梁架替工事現場 

愛媛県現場見学会（H25.11.26） 参加者：20名 (一)肱川水系肱川河川改修工事現場 

高知県建設バス（H25.11.20） 参加者：10名 稲生高架橋床版工事､大山トンネル工事 

高知県建設バス（H25.12.16）  

参加者：21名 金上野トンネル工事､市野瀬橋下部工事､不破堤防工事､寺山高架橋上部工事 

高知県建設バス（H25.12.17） 参加者：24名 野市堤防工事､浦戸大橋工事､稲生高架橋床版工事 

高知県建設バス（H25.12.18） 参加者：41名 金上野トンネル工事､新居海岸堤防改良工事 

高知県建設バス（H25.12.19） 参加者：42名 浦戸大橋工事､高知三里地区防波堤工事 

本川発電所見学会（H25.12.20） 参加者：73名 本川発電所(揚水発電)見学会 

3）大学・高専公開行事 

体験フェスティバル（H25.8.3･4） 参加者：小学生以上 徳島大学工学部 

パネル展示（H25.10.19･20） 参加者：一般市民 高知工科大学 

パネル展示（H25.11.2） 参加者：高校生､一般市民 香川大学 

パネル展示および実験（H25.11.3） 参加者：一般市民 高知大学農学部 

土木パネル展および実験（H25.11.9･10） 参加者：小･中･高校生や一般市民 愛媛大学 

建設専門展示と子供実験（H25.11.9･10） 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2013in香川高専（H25.11.9･10） 参加者：小学生と保護者 香川高等専門学校 

香川高専「第22回皆楽祭」土木専門展示（H25.11.9･10） 参加者：小･中学生 香川高等専門学校 

高知高専「第26回高専祭」パネル展示と実験（H25.11.9･10） 

 参加者：小･中･高校生や一般市民 高知工業高等専門学校 

4）パネル展 

土木コレクション(四国)展（H25.11.11～14） 参加者：一般市民 高松駅コンコース 

 

8．西部支部 

（1）役員会（H25.3.6） 福岡市 

（2）第 74 回定期総会（H25.4.24） 福岡市 

（3）幹事会・各部会（H25.5～26.3） 福岡市 

（4）支部行事 

特別講演会「国際リニアコライダー計画について（研究者から）」（H25.4.24） 参加者：94 名 福岡市 

小野会長講演「学会活動の原点は支部にある」（H25.4.24） 参加者：101 名 福岡市 

平成 24 年 7 月九州北部豪雨による災害調査団報告会（H25.5.10） 参加者：315 名 福岡市 

衝撃作用を受ける土木構造物の性能設計講習会（H25.5.24） 参加者： 43 名 福岡市 

平成 25 年度西部支部親子見学会 

～九州新幹線俵坂トンネル、天山揚水発電所～（H25.8.6） 参加者：30 名 佐賀県 

  平成 25 年度西部支部一般・会員見学会  

～五ヶ山ダム工事現場、福岡空港～（H25.11.18） 参加者：39 名 福岡県 

平成 25 年度西部支部技術発表会（H25.11.22） 題数：9 題  参加者：34 名 福岡市 

第 12 回都市水害に関するシンポジウム（H25.11.30） 参加者：67 名 福岡市 

2012 年制定コンクリート標準示方書の発刊に伴う講習会（H25.12.6） 参加者：87 名 福岡市 

平成 25 年度西部支部研究発表会（H26.3.8） 題数：449 題 参加者：630 名福岡市 

西部支部独自主催講習会「これからの時代に求められる土木技術・土木技術者」（26.3.24） 

参加者：36 名 福岡市 

（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2013（H25.10.20） 参加者約10,000名 国営海の中道海浜公園 

  小型建設機械の展示と操作体験、土木を学ぶパネル展等 

・九州建設技術フォーラム（H25.10.28～29） 参加者2,500名 福岡国際会議場 

  本年度選奨土木遺産のパネルを展示。 

・2013土木フェア（H25.10.26～27） 参加者1,838名 吉野ヶ里歴史公園 

ダム模型による洪水調整、土木展パネル、液晶化実験、レンガで作るアーチ橋実験等 

土木ふれあいバスツアー 

・DOVOCフェア2013（H25.11.9 .10.16） 参加者2,500名 長崎大学、長崎港、長崎市観光通、島原市外 

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

土木施設見学会、火砕流からの復興歴史展  

・2013土木の日イベント（H25.7.16） 

熊本港フェスティバルへのパネル展示・環境整備船の体験乗船（H25.7.16） 熊本港 

化石発掘体験ツアー（H25.8.24） 参加者40名 天草御所浦ジオパーク 

 みなと八代フェスティバルへの展示、体験乗船（H25.9.29） 八代港 

 土木遺産探訪問バスツアー（H25.11.16） 参加者80名 山都町、美里町、宇土市 

 絵画・写真コンクール表彰式（H25.11.17） 参加者80名 熊本県庁 

 御舟町立七滝中央小学校橋梁学習会（H25.11.14.18） 参加者25名 八勢川橋現場、熊本大学             

・親子と土木のふれあい見学会、パネル展示   

 大分県内バスツアー（H25.11.16） 参加者90名 中津日田道路＆歴史国道 

   パネル展示＆記念講演会（H25.1.19） 参加者30名 大分県文化会館 

・木の日パネル展 2013 ほか  

  土木の日パネル展 2013（H25.11.30～12.1） 参加者 1,500 名 イオンモール宮崎 

 小学生対象のミニ講義及び現場見学会（H25.11.17） 参加者 79 名 宮崎市立生目小学校、新相生橋建築現場                            

  ・2013 土木フェスタ in Kagoshima（H25.11.16） 参加者 4,000 名 JR 鹿児島駅隣接地（操作場跡地） 

   8.6 水害時の被災・復旧状況の展示パネル、建設重機の試乗体験、世界の建設重機のミニチュア展示、災害 

情報収集車の展示、小学生の図画コンクール、土木クイズラリー等 

・土木の日シンポジウム（H25.11.20） 参加者250名 パレット市民劇場                                                                  

  地震災害～その予測と予防～ 

（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（第1期継続） 

 （委員長 橋本 晴行：九州大学大学院 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（継続） 

（委員長 塚原 健一：九州大学大学院 教授）委員会 3回  委員会3回 

  ○土砂災害における調査・解析技術の開発と実用化に関する調査・研究委員会（新規） 

   （委員長 陳 光斉：九州大学大学院工学研究院 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 

   陶芸の里の文化と自然をかんがえる(後援)（H25.4.12～13） 参加者：94 名 

   平成 25 年度 C＆C21 研究会特別講演会（後援）（H25.5.16） 参加者：80 名 

   雲仙普賢岳の復興まちづくりと今後の課題（後援）（H25.6.3） 参加者：150 名 

   土木分野における木材利用拡大の可能性に関する講習会 

～仮設木橋地盤改良における事例～（後援）（H25.6.21） 参加者：46 名 

   第 8 回風景デザインワークショップ「地域再生の起爆剤となる駅周辺整備にむけて」（後援）（H25.6.14～15） 

  参加者：193 名 



 

  「橋を守る。～橋梁維持管理技術者の使命～」講習会（共催）（H25.7.24） 参加者 121 名 

    11th International Conference on Analysis of Discontinuous Deformation（共催）（H25.8.27～29） 

  参加者 116 名 

   実務に役立つ！災害に強い国土作り講習会「液状化対策の考え方と対策工」（後援）（H25.8.30） 参加者 85 名 

   The6th Kumamoto International Workshop（共催）（H25.9.17～18） 参加者 47 名 

   長崎“よか川”作り研修会（後援）（H25.9.24） 参加者 80 名 

   コンクリート構造物の劣化実態の評価分析委員会中間報告会（後援）（H25.9.25） 参加者 128 名 

   世界遺産の概要と三池港（閘門）見学（協賛）（H25.9.29） 参加者 66 名 

   ながさき建設技術フェア 2013（後援）（H25.10.17） 参加者 1450 名 

   九州建設技術フォーラム（共催）（H25.28～29） 参加者 2500 名 

   関門橋、40 年の歴史とこれから～40 年の歴史とこれからを考える～（後援）（H25.10.31） 参加者 305 名 

   九州地区における地盤情報データベースの現状とその利活用について（後援）（H25.11.15） 参加者 57 名 

   「沖縄の土木技術を世界に発信する会」第 18 回シンポジウム～地震災害、その予測と対応～ 

                                 （後援）（H25.11.20） 参加者 250 名 

   第 7 回特殊土と地盤環境に関するアジアジョイントシンポジウム JS-Okinawa2013(後援)（H25.11.22～23）    

参加者 87 名 

   九州橋梁・構造工学研究会設立 30 周年記念特別講演会（共催）（H25.11.29） 参加者 165 名 

   中小水力発電に関するシンポジウム（後援）（H25.12.5） 参加者 200 名 

   「光学的計測法による構造物の維持管理手法の開発」講習会（後援）（H26.1.30） 参加者 70 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 64件賞状・記念品 H26.3.8 

西部支部技術賞 3件賞状・記念品 H26.5.15 

西部支部奨励賞 1件賞状・記念品 H26.5.15  

（9） 地域行事 

  沖縄会 

1）定期総会（H25.6.21）  参加者：55名 那覇市 

2）国道58号「新牧港橋」清掃活動 浦添市（H25.8.2） 参加者：100名 浦添市 

3）夏休み特別企画見学会（H25.8.14） 参加者： 50名 浦添市、南城市、那覇市 

    4）第3回土木学会西部支部沖縄会技術研究発表会(H 25.10.1)  参加者：56名 琉球大学 

   5）土木の日シンポジウム(H 25.11.16) 参加者：250名 那覇市 

 

 


