
 

Ⅲ．平成26年度 支部事業計画 

 

◎北海道支部 

1．総会・主な役員会等 

期 日 会 議 名 称 主 な 議 題 場 所 

平成26年4月7日 商議員会 平成25年度事業・決算報告 札幌市 

  平成26年度役員改選 (案) 

平成26年4月24日 支部総会 平成25年度事業・決算報告 札幌市 

  平成26年度事業計画・予算（報告） 

  平成26年度役員改選 (案) 

  平成25年度支部5賞授与 

平成26年4月24日 幹事会 平成26年度の事業計画の執行 札幌市 

平成26年10月上旬 幹事会 平成26年度活動テーマ 札幌市 

平成26年10月上旬 商議員会 平成26年度活動テーマ 札幌市 

平成26年2月中旬 幹事会 平成27年度事業計画・予算 札幌市 

平成26年2月下旬     商議員会 平成27年度事業計画・予算 札幌市 

平成26年4月～ 総務担当幹事会 執行状況の報告等 札幌市 

平成27年3月   各担当幹事会 

2．支部行事 

期 日 行事名 講演（講習）題数 参加者数 開催場所 

H26.6.17 第1回講習会         未定             100名            函館市(高専） 

 

 H26.6.24        第２回講習会         未定            50名     北見市(北見工業大学) 

           

 未 定         第３回講習会                 未定       100名         札幌市 

                

未 定 選奨土木遺産見学会 未定 未定 未 定 

平成27年1月31日～ 年次技術研究発表会 200編 700名 室蘭市 

平成27年2月1日 

3．本部および他学協会との共催・後援・協賛の行事 

期 日 種 別 行事名 講演題数 参加者数 開催地 

未 定 共 催    映画会 (題目未定)     1～2回 100名 札幌市 

         （映像映画委員会） （北海道イブニングシアター） 

未 定 共 催 講演会 (題目未定) 2題 100名 札幌市 

 (地盤工学会) 

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

期 日 行事名  講演数等 参加者数 開催場所 

平成25年8月上旬 現場見学会  2～3箇所  80名 未 定 

平成26年11月18日 選奨土木遺産認定書授賞式   150名 札幌市 

平成26年11月18日 講演会  2題 150名 札幌市 

平成26年11月18日 映画会  1本 150名 札幌市 

未 定 地方における市民参加行事    4地区 

5．研究奨励および業績の表彰 

名 称 授与件数 授与するもの 時 期 開催場所 

北海道支部功労賞 3～4 賞状・記念品 平成27年4月下旬 支部総会 

北海道支部奨励賞 1～3 賞状・メダル 平成27年4月下旬 支部総会 

北海道支部優秀学生賞 18～22 賞状・記念品 平成27年4月下旬 支部総会 

北海道支部技術賞 2～5 賞状・記念品 平成27年4月下旬 支部総会 

北海道支部地域活動賞 2～3 賞状・記念品 平成27年4月下旬 支部総会 



 

6．出版物 

名 称 発行時期 発行部数 サイズ 総頁数 

平成26年度論文報告集 (第71号) 平成27年1月下旬 250部 （CD-ROM） 900頁 

7．VISIT（職場訪問）事業 

  期 日 参加定員 訪問先 

  未 定                 未 定                        ４地区 

8．札幌市生涯学習講座［市民カレッジ］ 

  期 日 参加定員 開催場所 

  未 定 未 定 札幌市 

9．100周年北海道支部事業 

  期 日・事業名            参加定員                      開催場所 

平成26年7月3日～6日 土木コレクション(仮) 未 定 札幌駅前道地下歩行空間 

平成26年7月5日   土木カフェ 未 定 札幌駅前道地下歩行空間 

   未 定 東日本大震災調査成果講演会 未 定 函館市(高専） 

未 定 若手技術者交流サロン 未 定 室蘭市 

 

◎東北支部 

1．総会・主な役員会 

平成25年度商議員会 (H26. 4. 22) ・平成25年度事業報告および決算報告 

 ・平成26年度事業計画および収支予算 

 ・平成26年度本部役員および支部役員 

支部総会 (H26. 5. 15) ・平成25年度事業報告および決算報告 

・平成26年度事業計画および収支予算 

・平成26年度本部役員および支部役員 

商議員会（2回：12月中旬、4月中旬） ・平成26年度事業報告および決算報告 

 ・平成27年度事業計画および収支予算 

 ・平成27年度本部役員および支部役員 

幹事会(4回：4月上旬、6月下旬、10月上旬、12月上旬) ・平成26年度事業実施状況報告等 

部会会議（適宜開催：総務部会3回程度/年・土木の日行事部会６回程度/年・継続教育部会6回程度/年） 

役員会・懇話会 (H27.1月中旬)  ・平成26年度事業実施、収支中間報告 

2．支部行事 （予定） （参加者数）   （開催地） 

〔主催事業〕 

 東北支部コンクリート技術講習会 

コンクリートライブラリー「災害廃棄物の処分と有効利用 –東日本大震災の記録と教訓−」発刊に伴う講習会 

 7月18日 100名 仙台市 

橋梁保全に関するシンポジウム（演題：未定） 1月中旬 500名 仙台市          

東北支部技術研究発表会 (400題程度) 3月上旬 600名 多賀城市 

学生交流会  3月上旬  50名 多賀城市 

現場見学会  未 定  40名 未定 

東北の土木技術を語る会 ｢講演会及び座談会｣ (1回／年)   未 定       150名 仙台市 

国連防災会議関連行事〔本部共同開催〕 3月 未定 仙台市 

〔100周年事業〕 

若手土木技術者交流サロン（拡大版） 4月 70名 仙台市 



 

若手土木技術者交流サロン               未定(2回予定)     各20名        仙台市 

土木コレクションＨＡＮＤＳ＋ＥＹＥＳ・土木カフェ    6月4日～9日      200人程度 仙台市 

土木コレクションＨＡＮＤＳ＋ＥＹＥＳ・震災復興パネル展示  

                                  8月20～21日           仙台駅コンコース 

3．｢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〕 

土木の日行事 (秋田ブランチ行事・北東北地区) 未 定 未 定 

土木の日特別行事パネル展 未 定 未 定 

土木の日特別行事防災に関するシンポジム 11月中旬 仙台市 

〔共催事業〕 

土木の日学園参加型行事 10月中旬 仙台市 

第７回青森土木フォーラム                 11月中旬 八戸市 

4．支援活動（共催・協賛含む） 

調査・研究会に関する支援活動 5件程度 

学生見学会 (各大高専における学生対象の見学会への助成) 12校程度 

次世代教育への支援活動 3件程度 

 広報・啓発活動に関する支援活動 3件程度 

5．委員会活動 

支部活動活性化推進委員会 3回程度 

土木遺産観光交流研究会   3回程度 

選奨土木遺産選考委員会 (東北支部選奨土木遺産候補選定) 1回 

技術開発賞・研究奨励賞選考委員会 2回 

総合技術賞選考委員会 1回 

平成28年度全国大会準備委員会 適宜 

6．表彰 
1) 総合技術賞 3件程度 
2) 技術開発賞 3件程度 
3) 研究奨励賞 7件程度 

7．刊行物 
平成26年度東北支部技術研究発表会講演会講演概要集(CD-ROM)(H27.2) 1回 

 

◎関東支部 

1．総会・主な役員会 

（1）支部総会（第51回）（H26.5.16） 

①平成25年度事業報告および収支決算報告の承認 

②平成26年度事業計画および収支予算の承認 

③商議員の改選の承認 

④新役員の紹介 

⑤第41回技術研究発表会優秀発表者表彰 

⑥第 15 回「写真コンテスト」入賞者表彰 
（2）役員会議等 

①商議員会 1回 

②全体幹事会（支部長、幹事長、副幹事長、幹事） 1回 



 

③運営幹事会（支部長、幹事長、副幹事長、主査、副主査、幹事） 3～5回 

④担当部会・委員会（委員会、主査幹事、幹事、委員） 適宜 

⑤関東地区役員候補者選考委員会 適宜 

2. 講習会 

（1）講習会「土木技術者に求められる資質と素養」 

－技術士第二次試験受験のための実践講習会－第25回 

ほか、新テーマで3～4回程度 

3．講演会 

状況に応じて開催 

4．第42回技術研究発表会（H27.3） 

5．見学会 2回 

6．第20回土木系学生によるコンクリートカヌー大会 

7．第16回「土木のある風景」写真コンテスト 

8．「談話会」 

  新テーマで3～4程度開催 

9. 土木学会「国土の再設計」関東支部タスクフォース 適宜 

10. 土木学会創設100周年記念事業 

11．学生、生徒および一般を対象にした広報活動 適宜 

12．「土木の日」および「くらしと土木の週間」の関連行事 

13．企画助成の支援 

14．Student Chapter 活動支援 

15．各ブランチ活動に対する支援 

16. 土木学会認定技術資格試験実施に協力 

17. 土木学会選奨土木遺産選考に協力 

18．メルマガ配信（２回／月） 

 

【新潟会】 

第36回総会（H26.5.13） 

講演会（3回） 

第32回研究調査発表会(H26.11.5)（長岡高専担当）  土屋雷蔵賞授与 

研究活動：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- 

建設事業イメージアップ活動（日本建設業連合会北陸支部との共催） 

「土木の日」関連行事 

①イメージアップ親子見学会 

②講演会 

③その他 

研修会  40名程度 

幹事会  5回程度 

定例会 

その他：新潟県内の土木施設を新潟会のホームページで紹介 

    コンクリート構造物についての講習会 

    女性技術者の職場環境作りや評価向上、土木業界全体のイメージアップに向けた活動を行う。 

【山梨会】 



 

総会（H26.4） 

幹事会 11回 

〔主催行事〕  

講習会  参加者 150名程度 1回 

研修会  参加者 20名程度 1回 

土木の日関連行事 見学会（H26.11中旬） 参加者 60名程度 1回 

【群馬会】 

第26回通常総会 

会員の技術と知識の向上を図るため、講演会、講習会、見学会等を実施する。 

（1）講演会      参加者（50名程度）           1回程度 

（2）講習会      参加者（50名程度／回）         2回程度 

（3）見学会      参加者（30名程度／回）         2回程度 

「土木の日」および「土木とくらしの週間」の関連行事として土木事業の PR 活動をする。 適宜 

会員相互の親睦を図るため、懇親会および懇談会を実施する。 適宜 

機関誌「群馬を拓く」を発行する。 

【栃木会】 

総会（H26.7月） 

講演会、意見交換会の実施 

現場見学会およびエクスカーションの実施 

役員会・部会 適宜 

広報活動の積極的な展開 

「土木の日」イベント事業 

「とちぎの土木遺産ハンドブック」の作成 

各種講習会、シンポジウム等への参加・支援 

技術研究発表会の開催 

【茨城会】 

  総会（H26.7.18） 

  講演会、イブニングセミナーの実施 

  建設事業のイメージアップ活動事業に参加し、土木事業の PR を図る。 

  土木の日見学会、建設遺産見学会の実施 

  分科会活動 

  幹事会の開催 

広報事業（茨城会会報、HP の運用） 

 

◎中部支部 

1．総会・主な役員会 

支部総会：平成26年5月12日(月) ・平成25年度事業報告 レセプションハウス名古屋逓信会館 

 ・平成25年度決算報告 

 ・平成26年度支部選出本部役員(案)および支部役員(案)について 

商議員会：3回 平成26年9月・12月・平成27年2月／支部事務所他 

幹事会：原則として4・8・1月を除く月の第三･第四水曜日／支部事務所他 

顧問会：1回程度 平成26年12月／名古屋市 

WG 会議：随時 (一般的には、幹事会と同日開催) 



 

調査研究委員会選考委員会：必要に応じて 

優秀研究発表賞選考委員会：必要に応じて 

技術賞選考委員会：必要に応じて 

土木学会選奨土木遺産中部支部選考委員会：必要に応じて 

地域貢献事業運営委委員会：必要に応じて 

緊急災害対応委員会：必要に応じて 

2．行事 

特別講演会：平成26年5月12日(月)「超電導リニアによる中央新幹線計画」 

／レセプションハウス名古屋逓信会館 

研究発表会：1回 平成27年3月／豊橋技術科学大学 

技術講習会：4～5回 (1) 平成26年4月19日(土) 「技術士資格取得のために－建設部門の2次試験に備える－」 

／愛知県産業労働センター 

他調整中 

講 演 会：随時 

地域貢献事業： 

(1)土木技術者と学生の交流活動 

(2)市民対象講座：随時受付 

(3)出前講座：随時受付  

｢土木の日｣ 及び ｢くらしと土木の週間｣ の行事： 

市民見学会：3回 平成26年10～11月／愛知県、岐阜県、富山県 

土木の日親子見学会：1回 平成26年10～11月 

エクスカーション：3回 平成26年度中  

学生交流活動：1回 平成26年10～11月 

3．その他 

調査研究委員会 

・「森林整備および森林資源の有効活用を核とした地域デザイン研究委員会」（継続） 

   委員長：吉村 優治（岐阜工業高等専門学校） 

・「課題解決型研修による“環境を考えられる土木技術者”の養成に関する調査研究委員会」 

    委員長：山田 剛史（豊橋技術科学大学） 

「土木学会100周年記念フェスタ in 中部」〔100周年事業〕：平成26年7月28日(月)～7月30日(水) 

／オアシス21（銀河の広場） 

どぼくふれあいフェスタ：体験コーナー、ゲームラリー 

土木カフェ：市民と意見交流 

映像コーナー：土木に関する理解を深めてもらうための映像を上映 

土木コレクション：貴重な図面をパネル展示、中部地区の推奨土木遺産パネル展示 

 

◎関西支部 

1.総会・役員会 

総 会 

第87回支部総会(H26.5.7) 

役員会 

商議員会 2回 

幹事会 

全体幹事会 4回 



 

主査幹事会 随時 

担当幹事会 随時 

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 

支部中期運営グループ 1回 

 

2.委員会・行事等 

2.1 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 1回 

土木学会選奨土木遺産支部推薦委員会 

推薦委員会 3回 

平成26年度全国大会実行委員会 

実行委員会 2回 

部会、幹事会 随時 

第69回年次学術講演会(H26.9.10～12) 

テーマ:百年の計，変わらぬ使命感と進化する土木 

場所:大阪大学豊中キャンパス 

共催:大阪大学 

「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 4回 

『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 

委員会 1回 

主査幹事会等 随時 

調査研究委員会 

平成25～26年度調査研究委員会 2件 

平成26～27年度調査研究委員会 1件 

平成27～28年度委員会募集 1回 

共同研究グループ 

平成27年度グループ募集 1回 

2．2 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(H26.5.31) 

場所:大阪産業大学 中央キャンパス 一般講演:304題 

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講習会(仮称)(H26.7.24) 

場所:建設交流館 

コンクリートカヌー競技大会(H26.8.19) 

場所:兵庫県立円山川公苑 

共催:近畿高校土木会 

第28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(H26) 

場所:建設交流館 

学生のためのキャリア支援(H26.10.30) 

場所:マイドームおおさか(建設技術展2014近畿) 

高専学生対象講演会(未定) 

場所:大阪府立大学工業高等専門学校、修成建設専門学校(予定) 

平成26年度施工技術報告会(H27) 

場所:建設交流館(予定) 

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 

地方講演会(奈良県)(未定) 



 

場所:未定 

共催:奈良県建設技術協会(予定) 

分会(ブランチ)活動(ぶら・土木) 

2．3 市民対象行事 

主催行事 

小中高生対象見学会(H26.6.7) 

テーマ:ダムと道路を探検しよう！ 

内容:日吉ダム、京都縦貫自動車道工事現場 

小中学生対象夏休み土木実験教室(H26.8.2) 

内容:コンクリート実験、地図と地図記号 

教員免許状更新講習(H26.8.6) 

共催:兵庫教育大学 

テーマ:知っておきたい！橋の歴史，種類と役割～身近な橋から世界一の吊橋まで～ 

場所:橋の科学館 

一般市民対象見学会 

内容:河内川ダム工事現場、北陸新幹線新北陸トンネル工事現場 

『土木実験・プレゼン大会』～どうして？なぜ？が一目でわかる～(H26.10.29) 

場所:マイドームおおさか(建設技術展2014近畿) 

共催行事 

小中学生対象夏休み土木実験教室(H26.8.4) 

共催:土木学会中国支部 

内容:コンクリート実験、液状化実験 

「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」ポスターの募集(H26.6.2～9.5) 

テーマ:つくってみたい未来の橋 

FCC(フォーラム・シビル・コスモス) 

平成26年度フォーラム(H26.11) 1回 

FCCどぼくカフェ(関西広域版・地域限定版) 5回 

2．4 刊行物・資料 

行事案内 5回 

平成26年度関西支部年次学術講演会講演概要集(CD-ROM)(H26.5) 1回 

支部だより第71号(H26.7) 1回 

コンクリート構造の設計・施工・維持管理の基本 第5次改訂版(H26.9) 1回 

平成26年度施工技術報告会講演概要(H27.2) 1回 

平成26年度関西支部講習会テキスト 随時 

 
◎中国支部 

(1) 平成26年度支部総会（H26.4.18）メルパルク広島(広島市)  

(2) 商議員会 (2回を予定) 

(3) 幹事会 (6回を予定) 

(4) 役員選出委員会 (1回を予定) 

(5) 平成27年度土木学会全国大会実行委員会 

(6) 選奨土木遺産支部選考委員会 

(7) ｢安全な国土への再設計｣中国支部タスクフォース委員会 

(8) 支部活性化ワーキンググループ 

(9) 支部行事 

A) 支部研究発表会（H26.5.30～31）松江工業高等専門学校(松江市) 

B) 特別講演会（H26.4.18）メルパルク広島 



 

       演題：「津波・高潮災害に対する持続可能な防災体制を目指して」 

       講師：高知工科大学 副学長（土木学会次期会長） 磯部 雅彦 氏 

    C) 講習会           

 D) 見学会 

    ①「斐伊川流域の治水対策」（H26.5.30) 

    ② 土木学会｢夏休み親子見学会｣（H26.7.26） 

     ③「土木遺産ツアー」（H26.10月) 

 E) 選奨土木遺産認定授与式（H26.11月） 

 F) 工事報告会（H26.11月～12月頃を予定) 

 G) シニア活性化プロジェクト    

    H) 土木学会100周年支部行事 

     ①若手技術者シンポジウム（H26.5.31)松江工業高等専門学校 

      土木コレクション in 松江（H26.5.30～5.31)松江テルサ 

       ②土木学会100周年記念行事 （H26.7.3～7.6)ＪＲ広島駅南口エールエール地下広場 

      記念式典・基調講演会・土木コレクション・土木ふれあいフェスタ・どぼくカフェ・土木映画会                       

      土木学会創立100周年記念「中国地方の選奨土木遺産」発刊 

   I) 土木の日関連行事 

     ①第7回｢身近な土木を描いてみよう！｣図画コンクール 

      （作品募集：H26.7月～9月、作品展示：H26.11月上旬～中旬、表彰式：H26.11月） 

     ②土木イメージアップシンポジウム（H26.10.25）鳥取県民ふれあい会館 

     ③体験行事、講演会、展示会、セミナー等を予定 （H26.10月～12月）中国地方各県 

  J) ブランチ活動(島根会)   

  K) 夏休み子ども土木実験教室（H26.8.4） なぎさ公園小学校    

(10) 委員会活動 

   コンクリート構造物の設計，施工，維持管理に関する研究委員会 

 (11) 調査研究活動助成 

    調査研究活動助成（A） 4件 

    調査研究活動助成（B） 2件 

 (12) 表彰 

    中国支部研究発表会若手優秀発表者賞：35名程度 

    優秀学生表彰：35名程度 

    第7回｢身近な土木を描いてみよう！｣図画コンクール入賞者表彰：70名程度 

 (13) 技術相談   随時受付(賛助会員のみ) 

 (14) 出前講座    随時受付 

 

◎四国支部 

1．支部総会（H26.5.30） ザグランドパレス(徳島市) 

・特別講演会 

・総会 

・交流会 

2．商議員会 2回開催（H26.5.30、H26.11月） 

3．幹事会 

全体幹事会 3回開催（H26.4.25、H26.7月、H27.2月） 



 

運営幹事会 1回開催（H26.10月） 

4.  第20回技術研究発表会（H26.5.31）  徳島大学 

一般発表 計7部門 182編予定 

フォーラム「四国におけるインフラ維持管理の現状と課題」（予定） 

5．講演会、講習会、シンポジウムなど 

【支部主催行事】 

①平成26年自然災害フォーラム（H26.10月頃） 高松市 

②瀬戸大橋の塔頂を含む体験ツアー（H26.7～9月頃） 高松市 

③｢コンクリートの施工性能の照査･検査システム｣研究小委員会第2期委員会報告に関する四国地区講習会 

（H26.9.19） ホテルパールガーデン(高松市) 

④平成26年度｢土木の日｣記念行事(特別講演会)（H26.10.10） サンポートホール高松 

⑥第9回南海地震四国地域学術シンポジウム（H26.11月頃） 高松市 

⑦国際問題研究委員会講演会（H26.12月頃） 高松市 

⑧学術講演会 

⑨四国地域緊急災害調査報告会 

【100周年事業】 

①土木コレクション四国2014（H26.5.17～20） 松山市 

②土木ふれあいフェスタ（H26.5.17～20） 松山市 

③土木カフェ（H26.5.17～20の間で1日） 松山市 

④若手土木技術者の交流サロン（H26.5.31） 徳島大学 

⑤地域防災力向上支援（H26.10月） 高知市 

【支部共催行事】 

①四国災害アーカイブス記念講演会（四国4県で開催） 

愛媛県開催（H26.4.21） 松山全日空ホテル 

徳島県開催（H26.4.23） 徳島県 JA 会館 

香川県開催（H26.4.24） ホテルパールガーデン 

高知県開催（H26.4.25） 高知ぢばさんセンター 

【地区行事】 

香川地区 

①日本建築学会四国支部との共催行事（H26.10月） 香川大学 

②学術講演会（H26.9月頃） 高松市 

③工事現場見学会 四国地方整備局管内 

徳島地区 

①市民向け講演会｢吉野川の河口環境観察会｣（H26.7月下旬頃） 吉野川河口干潟 

②技術交流会（H26.11月頃） 徳島市 

③技術者支援講習会（H26内に4回開催予定） 徳島市 

愛媛地区 

①技術士セミナー（H26.6月頃） 愛媛大学 

②技術士口頭試験準備講習会（H26.11月頃） 愛媛大学 

③講演会（H26.11月頃） 愛媛大学 

④講演会及び産官学技術交流会（H27.2月頃） 松山全日空ホテル 

高知地区 

①高知県建設系教育協議会との共催行事（H26.8月頃） 高知市 



 

②高知県橋梁会との共催行事 

第1回研修会（H26.4.18） 高知会館 

第2回研修会（H26.8.25） 高知会館 

第3回研修会（H26.12.19） 高知会館 

③高知県地震防災研究会･2014年度技術発表会（H26.7月予定） 

6．委員会活動 

・国際問題研究委員会 

・インターネット活用委員会 

・支部選奨土木遺産選考委員会 

・四国地域緊急災害調査委員会 

・四国ブロック南海地震研究委員会 

・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 

・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 

7．表彰 

・優秀卒業・修了生表彰 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) を予定 

・土木学会四国支部賞表彰（技術功労賞、技術賞、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）を予定 

8．｢土木の日｣ 及び ｢くらしと土木の週間｣ 行事 

11月18日の土木の日を中心にして、市民向けの活動を中心に取り組む 

 

◎西部支部 

1．総会・主な役員会等 

支部総会（第76回） (H26.5.15) ・平成25年度事業報告並びに決算報告 福岡市 

 ・平成26年度事業計画 (案) 並びに予算 (案) について 

 ・平成26年度役員人事 (案) について  

幹事会・各部会 (H25.5～H26.3) ・平成26年度事業計画に基づく会務の執行に関する審議等 

商議員会 (H27.3）             ・平成26年度事業報告並びに決算見込報告 福岡市 

 ・平成27年度事業計画 (案) 並びに予算 (案) について 

                     ・平成27年度役員人事 (案) について 

2．支部行事 

特別講演会 H26.5.15  100名 福岡市 

おでかけ講座                     随時   西部支部域内 

平成26年度西部支部親子見学会 H26. 8月下旬  30名 未定 

第7回土砂災害に関するシンポジウム          H26.9.26～27        150名   鹿児島市 

平成26年度西部支部技術発表会             H26.10中旬                   50名    福岡市 

平成26年度西部支部一般及び会員見学会 H26.11月下旬 30名 未定 

平成26年度西部支部独自主催講習会 未定  100名 福岡市 

第13回都市水害に関するシンポジウム H26.12月初旬  70名 福岡市 

平成26年度西部支部研究発表会 H27. 3月初旬 500題 800名 沖縄 

支部活性化のための新規事業              未定                   未定 

土木学会創立100周年記念事業 



 

 ・土木コレクション                 H26.6上旬         5000名    福岡市 

・土木コレクション                                 H26.6下旬         3000名   北九州市 

・日韓台ジョイントセミナー             H26.8.28～29        100名     韓国 

・土木カフェ                   未定             30名     未定 

・シンポジウム（安全な国土への再設計）       未定            100名     未定 

3．｢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 

 H26.11.18 ｢土木の日｣ のパネル展、講演会、見学会等 未 定 福岡市 

 ～ (1週間程度)   他各県 

4．調査・研究委員会活動等 

① 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Ⅰ期継続） 

 （委員長 橋本 晴行：九州大学大学院工学研究院教授） 

② 防災・災害情報アーカイブ構築に関する調査研究委員会（第1期継続） 

 （委員長 塚原 健一：九州大学大学院工学研究院教授） 

③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（継続） 

 （委員長 陳 光斉：九州大学大学院工学研究院教授） 

5．本部および他学協会との共催・後援・協賛等の行事 

   第9回低平地に関する国際シンポジウム（共催）             H26.9.29～10.1      100名 

九州建設技術フォーラム（共催） H26.10月 1,700名 

 

「土木構造･材料論文集」（共催) H27. 2月  

(九州橋梁・構造工学研究会と共同発行) 

6．研究奨励及び業績の表彰 

名    称 授与件数 授与するもの 授与期日 

西部支部研究発表会優秀講演賞 70件 賞状・記念品 H27. 3月初旬 

西部支部技術賞       2 件 賞状・記念品 H 27. 4月中旬 

西部支部奨励賞（研究部門）  1 件 賞状・記念品 H 27. 4月中旬 

西部支部奨励賞（技術部門） 1 件 賞状・記念品 H 27. 4月中旬 

７．地域行事 

 沖縄会 

1)土木学会西部支部沖縄会総会 H26.6月 

2)橋の日（8月4日）にあわせ、県内橋梁の清掃、歴史調査などを行う。 H 26.8月上旬 

3)技術研究発表会等 H 26.9月下旬 

・大学の研究のほか、主要発注機関、コンサルタント等から発表論文を募集し年1回開催する。 

4)土木の日シンポジウム H 26.11月中旬 

・土木の日にあわせ、土木工学に係るシンポジウムを開催 

5)講演会（1回開催）                                      年内 

6)講習会等の開催(年3回程度開催)  随時 
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