
Ⅳ．支 部 行 事 

 

1．北海道支部 

（1）通常総会（H21.4.24） ホテルモントレ札幌 

（2）商議員会 3回 

（3）幹事会 2回 

（4）事業担当幹事会 17回 

（5）委員会等 11回 

（6）支部行事 

  ア 講習会 「山岳トンネルの補助工法」に関する講習会（H21.10.9） 題数：4 題 参加人数：103 名 
 開催場所 札幌市 センチュリーロイヤルホテル 

   イ 講演会  
１）開港 150 周年記念「函館のまちづくりの歴史と未来」(H21.7.4)  題数：2 題 参加人数：105 名 

 開催場所 函館市・北海道教育大学教育学部函館校 

２）森と川とそこにすむ生物たち、それらと人のつながり(H22.3.10) ［地盤工学会北海道支部共催］ 

開催場所 札幌市 ホテルポールスター札幌 題数：2 題 参加人数：133 名 

  ウ 年次技術研究発表会（H22.2.2～2.3） 発表件数：185 件 参加人員：784 名 

 開催場所 札幌コンベンションセンター 

  エ 土木学会北海道支部選奨土木遺産見学会（H21.10.15） 見学場所：石狩川 5 箇所 参加人員： 15 名 

  オ ＶＩＳＩＴ（職場訪問）（H22.2.4） 訪問先 札幌市・北海道開発局・寒地土木研究所 

 参加人員： 29 名 

  カ 札幌市生涯学習講座［市民カレッジ］（H21.10.7～21 毎週水曜全 3 回） 

     「さっぽろのまち大解剖～さっぽろのまちの地下構造物を見る」 

 開催場所：札幌市生涯学習総合センター 参加定員： 30 名 

  キ 「土木の日」関連行事 

  ア）札幌地区事業 

   ①親子現場見学会（H21.7.31） 

 見学場所：千歳空港、久留喜トンネル、大夕張トンネル、夕張シューパロダム 参加者： 38 名 

   ②選奨土木遺産認定書授賞式と「土木の日」記念映画上映会（H21.11.18） 

 開催場所：ホテルポールスター セレナード 参加者：188 名 

   Ｐart１ 選奨土木遺産認定書授賞式 

       講演：選奨土木遺産のあらまし 

   Ｐart２ 土木の日記念映画上映会  テーマ：パッテンライ！！～南の島の水ものがたり～ 

  イ）北見地区事業 

   ①おもしろ科学実験（H21.8.8）  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）（H21.10.18） 開催場所：北見芸文ホール 参加人員：約 1,000 名 

 開催場所：北見工事現場 参加人員：29名 

   ③書道展・表彰式(小中学生対象)（H21.11.12～15）  開催場所：北見市民会館 参加人員：118名 

   ④写真コンクール・表彰式（一般の部・高校生以下の部）（H21.11.12～15） 

  開催場所：北見市民会館 参加人員：28名 

   ⑤どぼくお絵かき会・展示（小学生以下対象）（H21.11.12～15）  

  開催場所：北見市内各児童館 参加人員：209名 
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   ⑥映画会（高校生対象）（H22.1.18～2.2 3 回）  開催場所：北見工業高校 参加人員：112 名 

  ウ）苫小牧地区事業 

   ①市民のための見学会（H21.7.30） 見学場所：日高自動車道外（苫小牧、平取） 参加人員：26 名 

  エ）室蘭地区事業 

      ①エコツアー2009（1）(H21.8.6)        開催場所：室蘭日本製鋼所外 参加人員：15 名 

   ②オープンラボ in 伊達（H21.8.23）  開催場所：伊達市消防・防災センター 参加人員：100 名 

   ③映画会（H21.9.26）  開催場所：室蘭工業大学 参加人員 ：50 名 

   ④エコツアー2009（2）（H21.11.5）  開催場所：室蘭日本製鋼所外 参加人員 ：50 名 
   ⑤トラストコンテストin室蘭（H21.11.21）  開催場所：室蘭工業大学 参加人員：60名 

  オ）函館地区事業 

   ①一日体験学習会（H21.8.5）           見学場所：函館市内 参加人員：29 名 

      ②「微生物たちの世界を見てみよう」（H21.8.8） 開催場所：函館工業高等専門学校、近郊河川 

 参加人員：12 名 

   ③橋を作ってみよう（H21.11.14）               開催場所：函館工業高等専門学校 参加人員：12 名 

（7）刊行物出版 

  1）論文報告集題 66 号（CD-ROM）280 枚                  発 行：平成 21 年 1 月 

 

 

2．東北支部 

（1）商議員会 2 回 

（2）通常総会（H21.5.15） ホテルモントレ仙台 

（3）支部運営会議（H22.1.8） せんだい情報・産業プラザ 

（4）役員会（H22.1.20） ホテルＪＡＬシティ仙台 

（5）幹事会 3回 

1）総務部会 2回 

2）土木の日行事部会 7回 

3）継続教育部会 5回 

（6）懇話会（H22.1.20） 1回 

（7）特別委員会 

1）東北支部選奨土木遺産選考委員会 2 回 

（8）支部行事 

1）平成 20 年度岩手・宮城内陸地震 4 学協会東北合同調査報告会（H21.6.13）  参加者：180 名 

  主催：㈳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 

せんだいメディアテーク 

2）海外技術調査団派遣（H21.9.12～20）  参加者：24名 中国：三峡ダム 

3）土木学会東北支部秋田ブランチ設立記念行事「秋田ブランチ設立記念講演会」（H21.12.12） 

      参加者：96 名 秋田大学 

4）平成 21 年度土木学会東北支部公開討論会「東北地方の橋梁長寿命化修繕計画の現状と課題」（H22.1.14） 

  参加者：420 名 仙台国際センター 

5）東北支部技術研究発表会（H22.3.6）                          日本大学 

・発表論文：371編 参加者：550名 

・同時開催 オーガナイズドセッション 参加者：250名            

・同時開催 学生交流会 参加者：59名 

- 82 -



（9）「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）第19回「東北の土木技術を語る会」(H21.7.15) 参加者：150名 せんだいメディアテーク 

2）現場見学会「仙台地下鉄東西線青葉山トンネル工区」(H21.7.15) 

※第19回「東北の土木技術を語る会」同時開催          参加者：46名 青葉山トンネル工区 

3）「学園参加型関連行事」 

・公開講演会、研究室公開（H21.10.18） 参加者：74名 東北工業大学 

4）土木の日特別行事「土木エンジニア ドローイング展」(H21.9.24～10.3)  参加者：164 名 

オンワードスクエアＧＡＬＬＥＲＹ 

5）土木の日特別行事 防災シンポジウム 

「東北における地球温暖化影響と適応を考える！（地球温暖化と防災対策）」（H21.11.18） 

 参加者：200 名 せんだいメディアテーク 

6）第20回「東北の土木技術を語る会」（H22.2.3）参加者：120名 せんだいメディアテーク 

（10）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）平成 20 年岩手・宮城内陸地震 4 学協会東北合同調査委員会 １回 仙台市 

4）支部活動活性化推進委員会 1回 仙台市 

5）出版委員会 ４回 仙台市 

6）土木遺産観光交流活用研究会 ５回 仙台市 

7）若手・女性技術者意見交換会 1回 仙台市 

8）学生見学会（各大高専における学生対象の見学会開催） 8校 

9）学生映画会（各大高専における学生対象の映画会開催） 1校 

（11）本部及び他学協会との共催・後援・協賛等 

1）後援［ＥＥ東北’2009］（主催：ＥＥ東北実行委員会）（H21.6.4～5）  仙台市 

2）後援 フォーラム「第 1 回都市防災フォーラム in 八戸」 

（主催：都市防災フォーラム実行委員会）（H21.7.7） 青森県八戸市 

3）後援 見学会「県環境再生事業および八戸工業大学関連研究施設見学会」 

（主催：八戸工業大学土木建築工学科）（H21.7.24） 青森県 

4）後援 子ども科学キャンパス「第 9 回夏休み科学キャンパス」・「第 4 回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）（H21.7 .30～31，10．13～14）            仙台市 

5）本部主催「2009年度水工学に関する夏期研修会」（H21.8.5～6） 日本大学工学部70号館 

6）本部主催「土木学会認定上級および1級技術者資格試験」（H21.9.12） 東北工業大学 

7）協賛 「第36回日本技術士会全国大会（仙台）」（H21.10.15～16） 

（主催：日本技術士会） 仙台国際センター 

8）本部主催「土木学会認定 2 級技術者資格試験」（H21.10.18） 

 東北工業大学・秋田大学・八戸工業大学 

9）共催 講習会「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針」改定講習会 

（主催：日本コンクリート工学会東北支部）(H21.10.15～16) 仙台市 

10）共催 シンポジウム 庄内・社会基盤技術フォーラム記念行事「庄内からの発信地球環境シンポジウム」 

（主催：庄内・社会基盤技術フォーラム運営委員会）（H21.11.13）    山形県酒田市 

11）共催 フォーラム「第２回青森土木フォーラム」 

（主催：青森土木フォーラム実行委員会）（H21.11.21） 青森県青森市 

12）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） 
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2009 年度「景観開花」～新時代のダム環境デザイン～景観開花（公開最終審査会 H21.11．21）   

・土木デザイン設計競技       候補作品 25模型 ・受賞作品 8作品 

・公開講評会（パネルディスカッション） 東北大学 

13）協賛 講演会 平成 21 年度講演会 

（主催：㈳建設コンサルタンツ協会東北支部）(H21.12.4)     仙台市 

14）共催 講習会「地盤材料試験の方法と解説」 

（主催：地盤工学会東北支部）(H21.12.22) 仙台市 

15）共催 フォーラム 講演「戦略的維持管理とは何か」および事例発表 

（主催：庄内・社会基盤技術フォーラム運営委員会）（H22.1.26）    山形県酒田市 

16）後援「ゆきみらい 2010in 青森」（H22.2.18～19）   

（主催：ゆきみらい 2010in 青森 実行委員会）          青森県青森市 

17）後援 「平成２１年度 日本大学学部連携推進シンポジウム」（H22.2.20・2.22） 

（主催：日本大学工学部、生物資源科学部） 神奈川県・福島県 

18）共催 シンポジウム「土木遺産シンポジウム 2010in 置賜」 

（主催：土木遺産シンポジウム in 置賜実行委員会）(H22.2.26)     山形県米沢市 

19）後援 シンポジウム「東北の地域を考える」シンポジウム 

（主催：東北圏広域地方計画協議会、東北大学土木工学ｸﾞﾙｰﾌﾟ、東北大学防災科学研究グループ）(H22.2.27)    

 仙台市 

20）後援 模型展「土木構造の体験型・簡易卓上事件模型の紹介」 

（主催：東北工業大学工学部建設システム工学科）(H22.3.12～17)     仙台市 

（12）研究奨励及び業績の表彰 

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 

 

 

3．関東支部 

（1） 第 46 回通常総会（H21.5.20） 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 4 回 

（5） 技術情報部会および打合せ会 10 回 

（6） 学術研究部会および打合せ会 5 回 

（7） 広報部会および打合せ会  9 回 

（8） 交流部会および打合せ会 8 回 

（9） 支部選奨土木遺産選考委員会 3 回 

（10）関東地区役員候補者選考委員会 1 回 

（11）土木学会認定技術者資格試験実施部会 1 回 

（12）技術研究発表会優秀発表表彰者懇談会 1 回 

（13）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 20 回（H21.4.16） 

- 84 -



 題数：7 題 参加者：69 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１回（H21.7.10）       

題数：6 題 参加者：54 名  土木学会本部 2 階講堂 

3）平成 21 年度第 18 回中学生記者取材講習会（H21.7.22） 

見学コース：第二合同庁舎発→横浜港湾空港技術調査事務所 護岸の設計について取材→乗船→川崎港・

羽田空港再拡張工事 船窓より取材→東扇島下船→横浜駅 参加者： 9 校 29 名 

4）講習会「鉄道博物館で土木と環境を考えよう」                       （H22.2.3） 

 題数：2 題 参加者：51 名  鉄道博物館 

（14）コンクリートカヌー大会 

1）第 15 回土木系学生によるコンクリートカヌー大会（H21.8.29） 

  荒川調節池 ［彩湖］ 

  参加校：（大学・高専   12 校  14 チーム） 

      （高等学校     18 校  21 チーム）         参加者:約 450 名（大会関係者含む） 

（15）技術研究発表会 

1）第 37 回技術研究発表会 

     1）技術研究発表会（H22.3.12～13）  日本大学理工学部駿河台キャンパス 

発表数：443 編   参加者：809 名（延べ 1,933 名） 

     2）特別企画 

      （1）特別講演会（H22.3.12） 

         「人をつなぐ道：土木技術者の志、求められる土木技術、これからの夢」 

      （2）パネル展示（H21.3.12～13） 

        テーマ：「東京の震災復興・戦災復興など歴史を物語る都市計画制度の資料」 

            「関東支部各部会の活動・各ブランチの活動」 

      （3）英語によるポスターセッション（発表数:16 件、参加者:50 名） 

      （4）優秀発表賞授賞：15 名 

      （5）第 11 回「土木とくらし」写真コンテスト 

      （6）交流会                                 参加者:100 名 

（16）談話会 

第 1 回「談話会」（H21.7.3） 

「環境問題の真実と近未来の日本」               参加者：26 名 土木学会会議室 

第 2 回「談話会」（H21.9.8） 

「東京オリンピック・パラリンピック大会計画」         参加者：20 名 土木学会会議室  

第 3 回「談話会」（H21.11.10） 

「東京スカイツリー」 参加者：24 名 土木学会会議室 

第 4 回「談話会」（H22.2.26） 

「首都圏ターミナル駅の変遷および今後の展望について」 参加者：18 名 土木学会会議室 

（17）見学会 

1）技術研究所見学会（各企業体と共催）（H21.10～22.1） 
     見学先：14 研究所 参加者：約 1700 名（地元小学生および一般市民） 

2）大学生向け社会科見学会（国土交通省関東地方整備局と共催）（H21.12.16）              

    見学先：「首都圏外郭放水路」、「 首都圏中央連絡自動車道（埼玉区間）」        参加者：12 名 

3）親子見学会（土木の日行事）（H21.10.1） 
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（土木の日行事・駒沢給水塔風景資産保存会、世田谷区と国士舘大学に協力） 

見学先：「駒沢給水塔」                           参加者：200 名 

4）親子見学会（土木の日行事）（H21.11.7） 

見学先：「渋谷東急地下鉄シールド現場」、「ガスの科学館」、「羽田 D 滑走路(海上見学)」、 

「基幹的広域防災拠点（東扇島地区）」 参加者：17 家族 43 名 

5）見学会（土木の日行事）（H21.11.18） 

見学先：「京王線調布駅付近立体交差工事」、「圏央道裏高尾橋工事」 参加者：41 名 

6）大学生向け社会科見学会（国土交通省関東地方整備局と共催）（H22.3.10） 

見学先：首都圏中央連絡自動車道(東京都・神奈川県区間)                参加者：15 名 

7）大学生向け社会科見学会（国土交通省関東地方整備局と共催）（H22.3.18） 

見学先：羽田空港再拡張事業 参加者：21 名 

8）大学生向け社会科見学会（国土交通省関東地方整備局と共催）（H22.3.24） 

 見学先：荒川治水事業（荒川ロックゲート）                     参加者：19 名 

 

（18）写真コンテスト・土木学会選奨土木遺産認定 

1）第 11 回「土木とくらし」写真コンテスト 

応募期間（H21.11.1～22.2.28）、審査（技術研究発表会参加者投票形式 H22.3.12～13）、 表彰式（H22.5.19） 

2）平成 21 年度土木学会選奨土木遺産認定書伝達式（H21.11.18～27） 

選奨構造物：小坪・名越隧道 

選奨構造物：奥多摩橋 

選奨構造物：高崎市剣崎浄水場 
選奨構造物：汐止橋 
選奨構造物：旧須花隧道 

（19）懇親会等 

1）支部総会に伴う懇親会（H21.5.20） 弘済会館（梅の間）参加者：62 名 

（20）企画助成 11 件 

（21）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） 

        第 20 回- 平成 21 年 4 月刊行  90 部 （80 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１回 平成 21 年 7 月刊行  75 部 （13 頁） 

（3）講習会「鉄道博物館で土木と環境を考えよう」 

 平成 22 年 2 月刊行  65 部 （21 頁） 

（4）第 37 回技術研究発表会講演概要集（CD－ROM 版） 平成 22 年 3 月刊行   600 部 

（22）地域行事 

◎ 新潟会 

1）通常総会（H21.5.8）  ホテルオークラ新潟 参加者：64 名 

2）講演会 

① 第 1 回講演会（総会時）「新潟県の気象について」（H21.5.8） 

 ホテルオークラ新潟 参加者：68 名 

② 第 2 回講演会（定例会時）「想定内？想定外！」（H21.10.27） 

 新潟グランドホテル 参加者：56 名 

③ 第 3 回講演会（「土木の日」記念講演会）「食と日本人の知恵」（H21.11.8） 
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                          朱鷺メッセ         参加者：232 名 

3）第 27 回研究調査発表会（新潟大学担当）（H21.11.10） 

朱鷺メッセ 発表件数：135 件 参加者：292 名 

4）研究活動（H21.4～23.3） 

   コンクリート構造物の品質評価方法に関する研究委員会 –その２- 

  5）建設事業のイメージアップ活動（土工協北陸支部と共催）「土木の日」関連行事 

     ① イメージアップ親子見学会 

見学先：三国川ダム・中山隧道            新潟班 14 組 30 名（H21.8.20） 

見学先：三国川ダム・8 箇峠トンネル・大河津分水   新潟班 9 組 計 23 名（H21.8.20） 
  6）研修会（H21.10.7) 

      国道 49 号揚川改良事業・東北電力豊実発電所改修工事・滝坂地すべり対策事業   参加者：32 名 
  7）幹事会 

  8）新潟県内の土木施設を紹介する取り組み 
       HP にて 20 箇所を紹介 

9）懇親会 

① 総会に伴う懇親会（H21.5.8） ホテルオークラ新潟 参加者：69 名 

② 定例会（H21.10.27） 新潟グランドホテル 参加者：51 名 

10）その他（日本コンクリート工学協会関東支部との共催） 

 コンクリートのひび割れ、補修・補強士指針-2009-に関する講習会（H21.11.5） 

 興和ビル 参加者：69 名 

◎ 山梨会 

1）通常総会（H21.5.13） 笹やレストラン 参加者：20 名 

2）講習会（H21.6.19）「山梨県の自然災害と防災」 

 山梨県立青少年センター 参加者：200 名 

3）見学会（H21.11.14）  参加者：75 名 

「土木の日」見学会「34 年災害から 50 年 ～自然の恐ろしさと人間の英知～」  

  見学先：太陽光発電施設、三分湧水・小水力発電施設、砂防ポケットパーク(釜無川橋左岸橋詰) 

4）幹事会  合計 11 回 

◎ 群馬会 

1）通常総会（H21.6.30） 群馬建設会館  参加者：42 名 

2）講演会（総会時） 

① 第１回講演会（総会時）―ソンマ・ヴェスベスヴィアーナ遺跡から発掘された 
古代ローマコンクリート―（H21.6.30） 

  参加者：33 名 

3）講習会 

①｢群馬県における橋梁劣化の現状と補修・補強技術｣に関する講習会（H22.1.21) 
                   群馬建設会館 A ホール         参加者：83 名 

4）見学会 

①見学会｢八ツ場ダム関連現場見学会｣（H21.5.28）（共催）【地盤工学会関東支部主催】 

                                        参加者：35 名 

②見学会｢群馬のつり橋＆橋の起源をたずねる｣（H21.12.8）                          参加者：18 名 
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③見学会｢八ツ場ダム関連現場見学会｣（H22.3.16）【地盤工学会関東支部共催】    参加者：20 名 

5）懇親会 

①懇親会（H21.6.30） 群馬建設会館レストラン           参加者：21 名 

6）「土木の日」の行事 

①「土木の日」記念講演会（海洋土木から総合建設をめざして）（H21.11.4） 

 群馬工業高等専門学校講堂 参加者：150 名 

◎ 栃木会 

1）通常総会（H21.7.13）  ホテルニューイタヤ     参加者：150 名 

2）講演会、意見交換会（H21.7.13）  ホテルニューイタヤ 参加者：200 名 

題 目：「環境にやさしい効率的な物流の実現に向けて」 

3） 技術研究発表会・報告会 

① 技術研究発表会（栃木県建設技術協会と共催）（H22.3.5） 

       栃木県総合文化センター  発表論文：14 編                 参加者：300 名 

② 文化講演会（H22.3.5） 

題 目：「土木とまちづくり」 

                    栃木県総合文化センター        参加者：300 名 

4）講習会 

① 技術講習会（栃木県技術士会と共催）（H21.6.17） 

テーマ：「技術士を志す方への情報提供講座」 

                栃木県総合文化センター 参加者： 31 名 

②技術講習会（H22.1.14） 

題 目：「最近の豪雨災害に学ぶこれからの地域防災」 

         「集中豪雨の発生構造と地球温暖化の影響｣ 

          栃木県総合文化センター 参加者：110 名 

5）エクスカーションの実施（ＣＣＩとちぎ・栃木県建設技術協会と共催）（H21.9.12） 

見学先：日光地区（華厳の滝、いろは坂、中善寺ダム）      参加者： 40 名 

6）「土木の日」イベント事業（ＣＣＩとちぎと共催） 

① 記念講演会（H21.11.27） 

      題 目：「社会資本整備の意義と重要性を考える」 

 ホテルニューイタヤ 参加者：230 名 

② 土木学会選奨土木遺産認定書授賞式（H21.11.27） 

      選奨構造物：旧須花隧道 

 ホテルニューイタヤ 参加者：230 名 

7）各種事業への支援・参加・協賛 

①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 21 年度会員名簿を作成およびホームページの更新   

 

 

4．中部支部 

（1）支部総会（H21.4.15） メルパルク名古屋 

- 88 -



（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）土木学会選奨土木遺産中部支部選考委員会 4回 

（9）企画調整ＷＧ 9回 

（10）広報ＷＧ1 7回 

（11）広報ＷＧ2 9回 

（12）講習会ＷＧ1 8回 

（13）講習会ＷＧ2 9回 

（14）支部行事 

1）技術講習会  

 第1回（H21.5.19）於：名古屋市工業研究所 参加者：130名 

  「鋼橋の維持管理に関する講習会」 

 第2回（H21.6.9）於：名古屋市工業研究所 参加者：83名 

  「土壌・地下水汚染に関する講習会」 

 第3回（H21.9.1）於：名古屋工業大学 参加者：81名 

    「ＣＯＰ１０ プレシンポジウム －生物多様性と工学の関わり－」（共催） 主催：名古屋工業大学 

   第4回（H21.10.3）於：名古屋都市センター 参加者：126名 

「中部支部調査研究報告会『都市河川・堀川の再生に向けて』」 

 第5回（H21.10.21）於：金沢工業大学 参加者：39名 

    「材料劣化が生じたコンクリート構造物の構造性能研究小委員会『成果報告会』」 

 第6回（H21.11.18）於：愛知県産業労働センター 参加者：160名 

    「橋梁技術発表会及び講演会－次世代に贈る鋼橋のために－」（共催）主催：(社)日本橋梁建設協会 

 

2）土木の日関連行事 

① 親子ふれあい見学会（H21.11.23） 参加者：39名 

    ｢くらしの中のふしぎを海からさぐろう｣  

  見学先：名古屋高速道路・名古屋港 

② 市民見学会 

 ＜愛知県＞（H21.11.7） 参加者：33名 

   テーマ：未来を支える社会基盤整備－わくわく貸切リニモで行くサツキとメイの家－ 

   見学先：名古屋環状２号線、愛･地球博記念公園、リニモ試乗･車両基地、瀬戸デジタルタワー 

 ＜三重県＞ (H21.11.14) 参加者：29名 

   テーマ：私たちのまわりの土木施設を見てみよう 

   見学先：北勢バイパス現場，四日市港，中部電力 川越火力発電所  

 ＜長野県＞（H21.11.15） 参加者：33名 

  テーマ：「過去から現代へ。信州の土木施設を訪ねて」 

       －それぞれの時代の技術が息づく土木施設を巡る－ 

   見学先：北陸新幹線建設現場，中部横断自動道建設現場，小谷道路建設現場  

③ 学校イベントの協賛・後援 
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・第6回全国工業高等専門学校デザインコンペティッション 

（豊田工業高等専門学校・スカイホール豊田） （H21.11.13～15） 

・岐阜高専・高専祭「防災減災展～東海地震への備え～＆環境都市の部屋」（岐阜工業高等専門学校） 

    （H21.10.24～25） 

 ・長野高専・高専祭「軽くて強くってかっこいい橋って、どんな橋」（長野工業高等専門学校） 

  （H21.10.24～25） 

 ⑤ エクスカーション 

第 1 回（H21.7.29） 参加者：19 名 

「徳山ダム、根尾谷断層および観察館コース」  

見学先：徳山ダム・根尾谷地震断層観察館 

第 2 回（H21.8.7） 参加者：27 名 

「陶都の小路と砂防の知恵」 

見学先：セラミックパーク美濃、雲五川床固工群、市之倉おりべ砂防堰堤他 

第 3 回（H21.8.26） 参加者：27 名 

「人陶都の小路と砂防の知恵」 

見学先：市之倉おりべ砂防堰堤、市之倉さかづき美術館 

 

3）中部支部選奨土木遺産認定授与式 於：建設技術フェア 2009in 中部 

（国土交通省中部地方整備局 中部技術事務所内）  

 ・七ヶ用水 給水口および大水門（手取川七ケ用水土地改良区） 

 ・柳河原発電所 跡曳水路橋（関西電力株式会社北陸支社） 

  ・北勢線のねじり橋とめがね橋（三岐鉄道株式会社） 

  

4）研究発表会（H22.3.1）於：金沢工業大学    参加者：524名 

  講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 328件 

 

5）土木出前講座 

第 1 回（H21.6.26）於：名古屋市立神の倉中学校 参加者：470 名 

 「生態系と開発，環境・外来種，生物多様性，COP10 環境と生物の関係に関する一般知識から 

最先端の研究まで」  講師：名古屋工業大学 増田理子 

第 2 回（H21.10.15）於：常滑市立南陵中学校 参加者：106 名 

 「生態系と開発，環境・外来種，生物多様性，COP10 環境と生物の関係に関する一般知識から 

最先端の研究まで」  講師：名古屋工業大学 増田理子 

第 3 回（H21.10.28）於：幡豆郡一色町立一色中部小学校  参加者：94 名 

「液状化しそうな地盤とは？作って調べてみよう」  講師：愛知工業大学 奥村哲夫 

第 4 回（H21.10.30）於：弥富市立十四山中学校 参加者：58 名 

「地震と津波」  講師：名古屋大学 水谷法美 

第 5 回（H21.11.13）於：国土交通省中部地方整備局 参加者：50 名 

「阪神・淡路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 

第 6 回（H21.11.20）於：名古屋マリオットアソシアホテル（日本鉄道施設協会中部支部） 参加者：85 名 

「水域災害のリスクを考える」  講師：名古屋工業大学 北野利一 

第 7 回（H21.12.18）於：名古屋市立冨士中学校 参加者：113 名 

「阪神・淡路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 
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第 8 回（H22.1.21）於：安城市立桜井中学校 参加者：31名 

「東海大地震に備えて ― 地震災害を探る ―」 講師：中部大学 山田公夫 

第 9 回（H22.2.9）於：静岡県総合研修所もくせい会館（静岡県道路協会・  静岡県道路利用者会議） 

 参加者：95 名 

「地域づくりに活かす技術者の視点と役割」  講師：名古屋工業大学 秀島栄三 

第 10 回（H22.2.19）於：愛日建設技術協会（清須市建設部） 参加者： 70 名 

「気候の歴史をさぐる」  講師：名古屋工業大学 庄 建治朗 

第 11 回（H22.2.23）於：豊山町立豊山小学校  参加者：49 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 

第 12 回（H22.2.24）於：宇治山田商業高等学校  参加者：238 名 

「生態系と開発，環境・外来種，生物多様性，COP10 環境と生物の関係に関する一般知識から 

最先端の研究まで」  講師：名古屋工業大学 増田理子 

第 13 回（H22.3.11）於：聖霊中学校（瀬戸市） 参加者：200 名 

「東海大地震に備えて ― 地震災害を探る ―」  講師：中部大学 山田公夫 

 

6）自治体ブランチ活動 講師：名古屋市職員 

① 「名古屋市の道路づくりから」(H21.11.11) 於：中部大学  参加者：30名 

② 「行政・施策の実際」(H21.11.18) 於：中部大学  参加者：30名 

③ 「行政・施策の実際」(H21.12.11) 於：名古屋工業大学  参加者：90名 

 

（15）共催・協賛・後援行事 

1）共催行事 

   ① 先生のための「社会資本」学習支援講座（H21.8.18） 

     於：中部国際空港  主催：国土交通省中部地方整備局 

   ② 「ＣＯＰ１０プレシンポジウム －生物多様性と工学の関わり－」（第 3 回技術講習会）（H21.9.1） 

     於：名古屋工業大学  主催：名古屋工業大学 

③ 建設技術フェア2009 in 中部（H21.10.28～29） 

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 

④ 「橋梁技術発表会及び講演会－次世代に贈る鋼橋のために－」（第6回技術講習会）（H21.11.18） 

     於：愛知県産業労働センター 主催：（社）日本橋梁建設協会 

2）協賛行事 

① プロジェクトマネジメント学会「中部支部シンポジウム」（H21.11.12） 

於：名古屋工業大学     主催：プロジェクトマネジメント学会 

② テクノフェア2009（H21.10.21～22） 

於：中部電力株式会社技術開発本部    主催：中部電力㈱ 

3）後援行事 

① 第9回「知多から世界へ」講演会inセントレア（H21.8.28） 

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 ＣＯＰ１０協賛事業「流域生態圏を基にこの国の形を創る」シンポジウム（H21.9.15） 

於：ホテルグランコート名古屋 主催：同シンポジウム実行委員会 

③ 文部科学省科学技術振興調整費地域再生人材創出拠点の形成プログラム（H21.9.25） 

｢―『鉄の橋』を守る技術－暮らしの安全と地域再生への挑戦」 

於：岐阜文化センター 主催：岐阜大学社会資本アセットマネジメント技術研究センター 
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④ 平成２１年度建設コンサルタント業務技術発表会（H21.10.7） 

 於：桜華会館 主催：（社）建設コンサルタンツ協会中部支部 

⑤ 第4回 新聞紙で作る高速道路（橋）コンテスト（H21.10.17） 

於：アスナルホール（金山）     主催：中日本高速道路株式会社名古屋支社 

⑥ 全国高等専門学校デザインコンペティション 2009 in 豊田（H21.11.14～15） 

於：スカイホール豊田（豊田市総合体育館）    主催：高等専門学校連合会 

⑦ 第10回「知多から世界へ」講演会inセントレア（H22.1.29） 

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」 

 

 

 

5．関西支部 

（1）支部長・副支部長・商議員の選挙（H21.4.3） 

（2）第82回通常総会（H21.5.8） 

（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  3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 2回 

市民幹事会 6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 2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 3回 

候補発表会（H22.1.27）  

場所：建設交流館 参加者 150名 

土木学会選奨土木遺産支部推薦委員会 

推薦委員会 3回 

調査部会 1回 

幹事会 2回 

『品確法』の実質化に関する委員会 

委員会 2回 

分科会Ⅰ 6回 

分科会Ⅱ 4回 

幹事会 2回 

第二阪和道の橋梁損傷対策検討特別委員会 

委員会 5回 
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小委員会 2回 

特定事業幹事会 1回 

「コンクリート構造の設計・施工・維持管理に関する基本」マニュアル第４次改訂委員会 

委員会 1回 

主査幹事会 3回 

調査研究委員会 

橋梁のリハビリテーションに関する調査研究委員会 

委 員 会 9回 

新･大阪都市空間創生とインフラ再構築に関する調査研究委員会 

委 員 会 4回 

ＦＣＣ活動の内の「内なる啓蒙」に関する調査研究特別委員会 

委 員 会 12回 

共同研究グループ 

橋梁の維持管理へのモニタリング技術の適用に関する研究会 

研 究 会 7回 

構造物群のライフサイクルマネジメント 

研 究 会 5回 

地方分権による総合的な交通政策に関する研究会 

研 究 会 10回 

（5）企画関連行事 

主催行事 

関西支部年次学術講演会 

平成21年度 

関西支部年次学術講演会（H21.5.23） 

場所：神戸市立工業高等専門学校 一般講演：308題 

講 演 会 開催中止 

懇 親 会 開催中止 

平成22年度プログラム編成委員会 1回 

新春講演会・交流会（H22.1.29） 

場所：建設交流館 参加者：176名 

共催行事 

コンクリートカヌー競技大会（H21.8.18） 

場所：兵庫県立円山川公苑 開催中止 

共催：近畿高校土木会 

地方講演会（奈良県）（H22.2.12） 

場所：奈良県文化会館 参加者：166名 

共催：奈良県建設技術協会 

（6）講習会関連行事 

主催行事 

土木構造物の効率的・効果的な強化・補強技術に関する講習会（H21.7.24） 

場所：大阪大学中之島センター 参加者：131名 

複数空港時代の航空輸送：政策と方法論講習会（H21.9.19～20） 

場所：キャンパスプラザ京都 参加者：41名 
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魅力的な都市型渚空間の創り方講習会（H21.9.30） 

場所：建設交流館  参加者：55名 

材料劣化が生じたコンクリート構造物の構造性能研究小委員会「成果報告会」（H21.11.4） 

場所：建設交流館 参加者：67名 

高専学生対象講演会（H21.10.21） 

場所：大阪府立工業高等専門学校 参加者：22名 

23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 

第Ⅰ部：設計に関する研修会（H21.11.16） 参加者：108名 

第Ⅱ部：施工・維持管理に関する研修会（H21.11.17） 参加者：125名 

場所：建設交流館 

共催行事 

「インフラ事業における民間資金導入への挑戦」に関する講習会（H21.5.29） 

場所：建設交流館 中止 

共催： (社)土木学会 

「インフラ事業における民間資金導入への挑戦」に関する講習会（H21.9.11） 

場所：大阪科学技術センター 参加者：14名 

共催： (社)土木学会 

建設技術展2009近畿（H21.12.2 ～3） 

場所：マイドームおおさか 参加者：13,548名 

主催：日刊建設工業新聞社、(社)近畿建設協会 

平成21年台風9号による災害調査団合同報告会（H21.12.7） 

場所：建設交流館 参加者：212名 

共催： (社)地盤工学会関西支部 

阪神・淡路大震災15周年フォーラム（H22.1.18） 

場所：神戸国際会議場 参加者：580名 

共催：日本地震工学会 

平成21年度施工技術報告会（H22.1.27） 

場所：建設交流館 参加者：108名 

共催： (社)日本建設機械化協会関西支部、(社)地盤工学会関西支部 

協賛行事 

第301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－」（H21.5.20～21） 

主催：(社)日本機械学会関西支部 参加者：52名 

講習会｢破壊力学の基礎と最新応用（実習付、終了証発行）」（H21.5.12～13） 

主催：日本材料学会関西支部 参加者：78名 

第302回講習会「実務者のための振動基礎と制振・制御技術」（H21.6.17～18） 

主催：(社)日本機械学会関西支部 参加者：66名 

第6回材料力学基礎講習会「実践的な設計技術習得を目指して」（H21.7.1～3,14.15.28） 

主催：(社)日本材料学会関西支部 参加者：14名 

「第39回初心者のための有限要素法講習会（演習付き）」（H21.7.30～31,8.20～21） 

主催：(社)日本材料学会 参加者：13名 

平成21年度公共構造物品質コンテスト(コンクリート構造物部門)（H21.9～H22.2.26） 

主催：国土交通省近畿地方整備局 応募件数：12件 

第304回講習会「応力計測の基礎とその応用(計測デモンストレーション付き)」（H21.10.22～23） 

- 94 -



主催：(社)日本機械学会関西支部 参加者：47名 

「2009日中科学技術交流大阪シンポジウム－環境保護先進未来都市に向けて－（H21.11.5） 

主催：(社)日本技術士会近畿支部 参加者：106名 

「橋梁模型コンテスト」（H21.11.14） 

主催：土木の学校、神戸市建設局 参加者：300名 

「防災」に関する日本技術士会近畿支部講演会 

主催：(社)日本技術士会近畿支部 参加者：69名 

「リフレッシュフォーラム 技術者のロマン(浪漫)」（H21.12.1）  

主催：協同組合 関西地盤環境研究センター 参加者：119名 

第4回若手シンポジウム｢環境を創造する材料科学」（H21.12.4～5） 

主催：(社)日本材料学会関西支部 参加者：34名 

「地震防災フォーラム2010」（H22.1.8） 

主催：関西地震観測研究協議会 参加者：148名 

平成21年度「防災とボランティア週間」イベント講演会 

主催：国土交通省近畿地方整備局 参加者：280名 

第306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)」（H22.1.21～22） 

主催：（社）日本機械学会関西支部 参加者：49名 

後援行事 

ジオテク講演会（H21.4.14） 

主催：(財)災害科学研究所 ジオテク研究会 参加者：172名 

ＩＳ－Ｋｙｏｔｏ2009（H21.5.25～28） 

主催：(社)地盤工学会関西支部、ＩＳ－Ｋｙｏｔｏ2009実行委員会参加者：188名 

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（H21. 6月上旬～7月下旬） 

主催：大阪ヒートアイランド対策技術コンソーシアム 応募件数：31件 

建設副産物リサイクル講演会（H21.6.18） 

主催：特定非営利活動法人建設副産物リサイクル促進機構 参加者：83名 

特別講演会「地質工学と地質学の融合」（H21.7.3） 

主催：関西国際空港用地造成㈱ 参加者：467名 

第2回「ゆめづくりまちづくり賞」（H21.8.10.～10.2） 

主催：快適都市実現委員会 応募件数：18件 

第42回(平成21年度）研究発表会（H21.9.10） 

主催：(社)建設コンサルタンツ協会近畿支部 参加者：518名 

淀川改良工事百周年記念シンポジウム 

   主催：国土交通省近畿地方整備局 参加者413名 

建設副産物リサイクル講演会（H21.11.26） 

主催：特定非営利活動法人建設副産物リサイクル促進機構 参加者：52名 

地下水地盤環境に関するシンポジウム2009（H21.11.27） 

主催：地下水地盤環境に関する研究協議会 参加者：167名 

「地盤の環境・計測技術に関するシンポジウム2009」（H21.12.1） 

主催：(社)地盤工学会関西支部  参加者：89名 

「建設技術者のための地盤の可視化と評価法」発刊に伴う講習会（H21.12.2） 

主催：（財）災害科学研究所・トンネル調査研究会 参加者：97名 

「快適都市フォーラム」（H21.12.2） 
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主催：快適都市実現委員会  参加者：250名 

平成OSAKA天の川伝説 天の川フォーラム2009「人と水と光がはぐくむ地域」（H21.12.3） 

主催：平成OSAKA天の川伝説実行委員会  参加者：52名 

国際セミナー（H22.1.12～14） 

主催：京都大学京都サステイナビリティイニシアティブ 参加者：100名 

「川の特性や本質を読みとる～淀川水系の流出解析モデルの技術的検討について～」講演会（H22.1.18） 

主催：国土交通省近畿地方整備局 参加者：138名 

「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応」講習会（H22.1.20） 

主催：(社) 日本応用地質学会関西支部 参加者：85名 

2010フォーラム「街づくりの理念はどこにいった？! われわれは、何をしてきたのか、君たちはどこへ行くのか～新

進気鋭の研究者が若者に夢を語る～」（H22.2.20） 

主催：特定非営利活動法人地域デザイン研究会 参加者：67名 

（7）市民対象行事 

主催行事 

小中高生対象見学会（H21.7.31） 参加者：90名 

テーマ：「水のちからってこんなにすごいの！？」～大雨を体験しよう！！ 

内容：京都大学防災研究所宇治川オープンラボラトリー、乙訓ポンプ場工事現場、 

京阪本線淀駅付近立体交差化事業の見学～  

小中学校教職員対象「防災・危機管理」研修会（H21.7.31） 参加者：19名 

テーマ：次代の土木技術を担う後継者への広報・啓発活動の一環として、学校教育に携わる教職員を対

象にした体験型の見学会  

内容：河川増水に関する講義、京都大学防災研究所宇治川オープンラボラトリー、乙訓ポンプ場工事現

場、京阪本線淀駅付近立体交差化事業の見学 

関西広域見学会（H21.10.31） 参加者：75名 

テーマ：ダムの中とJR線路の地下道路を探検しよう！ 

内容：県道鯖江美山線 第一新出踏切（ＪＲ北陸線の地下道路の工事現場） 

県立恐竜博物館、浄土寺川ダムの監査廊の見学  

共催：福井県、福井県建設技術協会 

一般市民見学会（H20.6.7） 参加者：131名 

テーマ：「山の中と海の上で体験しよう土木の世界！」 

～山のトンネル、海上の２４時間空港をいっしょに見に行きましょう～ 

内容：第二阪和道阪南岬トンネル工事現場、関西国際空港他 参加者：131名 

『土木実験・プレゼン大会』～どうして？なぜ？が一目でわかる～ 参加者：300名 

場所：マイドーム大阪（建設技術展2009近畿） 

講師派遣の斡旋 

「地域防災について」(H21.6.6) 

依頼者：松原市立河合小学校 

審査員の斡旋 

みやこ子ども土曜塾「第１回 中学生ブリッジコンテスト」(H21.8.6～7) 

依頼者：京都市教育委員会  

（8）「土木の日」関連事業 

「土木の日」関連行事関西地区連絡会 5回 

「土木の日」ポスター制作（H21.6～10） 
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テーマ：住んでみたいなこんな街 ～土木がかなえるみんなの夢～ 

  応募数 子供部門：800編、一般部門：106編 

（9）ＦＣＣ（フォーラム・シビル・コスモス） 

全体会議（ＦＣＣ活動の内の「内なる啓蒙」に関する調査研究特別委員会と同じ） 12回 

ＦＣＣサロン 

第26回（H21.6.23） 

テーマ： 鉄道新線よもやま話－“これまで”と“これから”－ 

場所：大阪府立女性総合センター 参加者：46名 

第27回（H21.9.16） 

テーマ： ＦＣＣの理念を防災・減災に生かす 

場所：大阪府立女性総合センター 参加者： 32名 

第28回（H22.2.10） 

テーマ： 買収済み道路予定地等の有効活用について－市民の目線で、行政の常識を脱却－ 

場所：大阪府立女性総合センター 参加者：17名 

 

ＦＣＣフォーラム（H21.11.14） 

テーマ：『きっと来る巨大地震 起きたらどうする？自助共助』 

場所：新梅田研修センター参加者 69名 

（10）刊行物・資料 

行事案内発行 5回 

平成21年度関西支部年次学術講演会講演概要（ＣＤ－ＲＯＭ）（H21.5.23） 

支部だより第66号（H21.7.1） Ａ４判 14ﾍﾟｰｼﾞ 

土木構造物の効率的・効果的な強化・補強技術に関する講習会（H21.7.24） Ａ４判 198ﾍﾟｰｼﾞ 

複数空港時代の航空輸送（H21.9.19～20） Ａ４判  123ﾍﾟｰｼﾞ 

魅力的な都市型渚空間の創り方（H21.9.30） Ａ４判  118ﾍﾟｰｼﾞ 

コンクリート構造の設計・施工・維持管理の基本（H21.11.16～17） Ａ４判  429ﾍﾟｰｼﾞ 

平成21年度施工技術報告会講演概要（H22.1.27） Ａ４判 40ﾍﾟｰｼﾞ 

（11）支部創立80周年記念行事 

記念出版 

講談社ブルーバックス「図解・橋の科学」（H22.3.20） 新書判 280ページ 

 

 

6．中国支部 

（1）支部通常総会（H21.4.24） メルパルク広島（広島市中区） 

（2）商議員会 2回 

（3）役員選出委員会 1回 

（4）選奨土木遺産支部選考委員会 1回 

（5）幹事会 6回 

（6）支部行事 

1）支部研究発表会                                

   十分な新型インフルエンザ対策を講じることが不可能のため中止 

2）講習会・講演会等 

（主催）第1回特別講演会｢リーガルマインドのすすめ｣（H21.4.24） 
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参加者：70名 メルパルク広島（広島市） 

（主催）第61回支部研究発表会 ※都合により中止 （H21.5.30)          

 広島工業大学 (広島市) 

（後援）先端技術セミナー｢斜面災害リスクの評価と管理に向けて｣ 

参加者：60名 山口大学（宇部市） 

（後援）これからの保全を考える『道路橋の補修・補強』技術講習会（H21.7.9） 

参加者：150名 山口セミナーパーク（山口市） 

（後援）全地連”技術e-フォーラム2009”松江（H21.9.10～11) 

参加者：550名 くにびきメッセ（松江市） 

（主催）「水系環境の保全と創造をめざして」（H21.10.9) 

参加者：70名 広島工業大学 (広島市) 

（後援）「土砂災害から身を守るために～防災技術・情報の利活用について～」（H21.10.9) 

参加者：50名 常盤工業会館 (宇部市) 

（後援）「パッテンライ!!～南の島の水ものがたり～」広島上映（H21.10.10) 

参加者：300名 (財)広島市文化財団アステールプラザ(広島市) 

（後援）平成21年7月21日山口防府豪雨災害報告会 （H21.10.14) 

参加者：130名 山口大学（宇部市） 

（後援）中四国から今後の自転車利用環境を考える講習会（H21.10.27) 

参加者：120名 岡山コンベンションセンター (岡山市) 

（主催）第２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！展示会（H21.11.19～26） 

応募件数：348件、作品展示64点 広島まちづくり市民交流プラザ(広島市) 

（共催）平成 21 年度海外技術情報講習会（H21.11.20) 

参加者：20 名 広島 YMCA ホール(広島市) 

（主催）平成21年度工事報告会 （H21.12.3) 

参加者：130名 広島大学 (東広島市) 

（主催）コンクリートのひび割れに関する技術講習会（H21.12.11） 

参加者：90名 くにびきメッセ（松江市） 

（後援）ひろしま自転車トーク2009（H21.12.19） 

参加者：80名 広島市まちづくり市民交流プラザ（広島市） 

 

（共催）第2回土木ふれあいフェスタin広島（H21.12.20) 

・平成21年度選奨土木認定授与式(3件)・第2回図画コンクール表彰式(13名) 

参加者：100名 広島駅エールエール地下広場(広島市) 

（主催）第6回 土木学会中国支部島根会 研究・事例報告会及び総会（H22.1.8） 

参加者：30名 島根県民会館（松江市） 

（後援）都市計画研究会 中四国発・低炭素社会とまちづくり－現場に学ぶ技術とくらし－（H22.2.27) 

参加者：50名 広島市まちづくり市民交流プラザ（広島市） 

（7）「土木の日」および「くらしと土木の週間」関連行事 

（主催）春の塔頂体験ツアー（H21.5.23～24） 

参加者：190名 多々羅大橋3Pと来島海峡大橋8Pの主塔 

（後援）多々羅大橋塔頂＆県境ｳｫｰｷﾝｸﾞ（H21.10.24～11.1） 

参加者：540名 多々羅大橋主塔及び多々羅しまなみ公園～瀬戸田PA(尾道市) 

（共催）建設・環境ジュニアサイエンス ～楽しく学ぼう道・橋・川・海～（H21.11.7） 
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参加者：250名 広島大学東広島キャンパス（東広島市） 

（共催）都市建設工学科展（H21.10.10～11） 

参加者：170名 広島工業大学（広島市） 

（共催）松江工業高等専門学校高専祭における土木構造物の展示（H21.10.17～18） 

参加者：200名 松江工業高等専門学校（松江市） 

（共催）エネルギア土木研究展2009（広島中央サイエンスパーク施設公開）（H21.10.23） 

参加者：550名 エネルギア総合研究所（東広島市） 

（共催）体験学習会（H21.10.24～25） 

参加者：700名 福山大学（福山市） 

（共催）土木工学展（H21.10.10～25） 

参加者：260名 鳥取大学湖山キャンパス（鳥取市） 

（共催）平成20年度 土木の日「特別講演」（20.12.5） 

参加者：70名  松江テルサ（松江市） 

（共催）瀬戸内海環境ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑin広島 （H21.11.13） 

参加者：120名 広島合同庁舎(広島市) 

（共催）土木の日コンテスト｢間伐材でレッサーパンダの遊び場｣（H21.11.21） 

参加者：40名 周南市徳山動物園（周南市） 

（共催）環境都市工学展（H21.11.21） 

参加者：250名 呉工業高等専門学校（呉市） 

（共催）ハイウェイちびっこセミナー（H21.11.24） 

参加者：250名 西日本高速道路㈱中国支社 緑井社屋内（広島市） 

（共催）建設技術ﾌｫｰﾗﾑ・土研 新技術ｼｮｰｹｰｽ2009in広島 （H21.12.2） 

参加者：250名 広島YMCAホール(広島市) 

（8）研究奨励および業績の表彰 

  研究活動助成金（Ａ） 1件 

  研究活動助成金（Ｂ） 2件 

  優秀学生表彰：31名（30校、31学科） 

 

 

7．四国支部 

（1）支部総会（H21.5.15） 松山全日空ホテル 

（2）商議員会 2 回 

（3）幹事会 4 回 

（4）全国大会準備委員会 4 回 

（5）第 15 回技術研究発表会（H21.5.16） 参加者：約 300 名 優秀発表者：19 名 

（6）講演会、講習会、シンポジウムなど 

【支部主催行事】 

①土木の日記念イベント（H21.10.21） 

 ・パネルディスカッション「新世代電気自動車やエコ交通が導く未来都市のデザイン」 

 ・平成21年度土木学会選奨土木遺産認定書授賞式「木頭出原谷の鉄砲堰」 

参加者：約300名 サンポートホール高松 

②平成21年度学術講演会（H21.10.29）                    参加者：139名 愛媛大学 

③四国における産業副産物を利用した環境保全型護岸に関する講習会（香川会場）（H21.11.19） 
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 参加者：57名 ホテルパールガーデン 

④南海地震四国地域学術シンポジウム（H21.11.24） 参加者：77名 サンポートホール高松 

⑤四国における産業副産物を利用した環境保全型護岸に関する講習会（徳島会場）（H21.11.25） 

参加者：65名 徳島大学工業会館 

⑥新刊コンクリートライブラリー131号「古代ローマコンクリート ソンマ・ヴェスヴィアーナ遺跡から発掘

されたコンクリートの調査と分析」およびコンクリート技術シリーズ84号「土木学会基準として制定が望

まれる試験方法の動向」に関する講習会（H21.12.4）          参加者：47名 サンメッセ香川 

⑦社会資本整備を通した地域づくりフォーラム｢重信川の自然再生｣（H22.2.17）  参加者：80名 愛媛大学 

⑧国際問題研究委員会講演会（H22.2.18）       

｢建設産業の課題と将来展望｣－国際社会で生き抜く技術者となる為に何が必要か－ 

 参加者：55名 愛媛大学       

⑨平成22年自然災害フォーラム （H22.3.17）  参加者：63名 香川大学工学部 

【支部共催行事】 

①四国地方における公共調達に関するシンポジウム（H21.11.10） 

主催：(社)土木学会 建設マネジメント委員会 

【支部後援行事】 

①2009 年度度日本都市計画学会中国四国支部 都市計画研究  

中四国地方の「多地域居住」の可能性を探る 

～中山間地域の住まいの利活用と交流・定住の仕掛けを考える～  主催：日本都市計画学会中国四国支部 

第1回都市計画研究会～研究（事例）発表・意見交換～（H21.8.22）  

第2回都市計画研究会～現地視察・意見交換会～（H21.9.12～13）  

第3回都市計画研究会～シンポジウム～（H21.11.7）  

第4回都市計画研究会（H22.2.27）  

②自転車利用促進講演会「中四国から今後の自転車利用環境を考える」（H21.10.27）  

主催：国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所，岡山県，岡山市，徳島大学中速ｸﾞﾘｰﾝﾓｰﾄﾞ研究会 

③総合防災フォーラム2009－新型インフルエンザに立ち向かう－（H21.11.10）  

主催：愛媛大学防災情報研究センター 

④「トラブルから何を学んだかｉｎ四国」講習会（H22.2.18）         主催：地盤工学会四国支部 

【地区行事】 

香川地区 

①大地（ジオ）に関する講演会（H21.7.3）               参加者：42名 サンメッセ香川 

②水環境イベント「みずのわ」（H21.8.1）                  参加者：150名 高松市丸亀町 

③講演会「地域土木学と農～工連携を目指して；～地理情報システム(GIS)の視点から～」（H21.9.24） 

参加者：56 名 香川高等専門学校 

「地域土木学と農～工連携を目指して；～中国･東北部の現状＋岡山･児島湖水質解析～」（H22.2.19） 

参加者：31 名 香川高等専門学校 

④アーキニアリング・デザイン展（H21.11.27～29） 香川県文化会館 

⑤危機管理シンポジウム 第２回「災害と市民生活」（H22.2.9） 参加者：300名 サンポートホール高松 

徳島地区 

①市民向け講演会「河口干潟観察会」（H21.8.2）           参加者：23名 徳島市吉野川河口 

②技術交流会 

「岩手・宮城内陸地震を振り返って」（H21.7.22）               参加者：50名 徳島大学 

「地下構造物の耐震設計における問題点と性能設計への移行」（H21.12.3)       参加者：20 名 徳島大学 
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③技術講習会（最新技術に関する講演とワークショップ） 

地域建設企業のための『災害時事業継続』講演会（H21.8.28） 参加者：200 名 徳島建設センター 

BCP 策定のための講習会（H21.9.7） 参加者：50 名 徳島大学工業会館 

愛媛地区 

①技術士第二次試験受験セミナー（H21.6.13） 参加者：6名 愛媛大学工学部 

②技術士口頭試験受験準備講習会（H21.11.21） 参加者：17名 愛媛大学工学部 

③講習会｢乱流研究の進歩と今後の課題｣｢河川の自然再生と流れの制御工法｣（H21.12.4）  

参加者：50名 愛媛大学工学部 

④講習会｢サイクロン・ナルギスの災害とその復旧－ＢＡＪの果たす役割｣（H21.12.5）  

参加者：70名 愛媛大学工学部 

⑤応用力学フォーラム（中四国地区）－数値解析結果の大規模可視化とＧＰＧＰＵによる高速演算－ 

 ｢松山における風の道のシミュレーションと可視化｣ 

｢ＧＰＧＰＵ勉強会－ＧＰＧＰＵの活用事例と製品群－｣（H22.1.21） 参加者：51名 愛媛大学 

⑥技術講習会 

 「土木分野におけるＣＡＥの活用について」（H22.1.22） 参加者：13名 愛媛大学工学部 

「アンケート調査の設計と基礎的分析手法」（H22.1.27） 参加者：15名 愛媛大学工学部 

「山岳トンネル補助工法の基礎知識」（H22.2.5） 参加者：15名 愛媛大学工学部 

「変動する環境に生息する河川生物：洪水・干上がりの機能」（H22.2.19） 参加者：9名 愛媛大学工学部 

⑦四国のコンクリート構造物のアセットマネジメントに関する講習会（H22.2.15） 参加者：56名 愛媛大学 

⑧講演会及び産官学技術交流会（H22.3.16） 参加者：講習会103名､交流会57名 松山全日空ホテル 

高知地区 

①市民向け見学会（高知県建設系教育協議会との共催） 

 ｢舟入川の概要･歴史･役割等･現状･問題点などの把握｣（H21.8.28） 参加者：115名 高知農業高校 

②平成21年度橋梁会研修会（高知県橋梁会との共催） 

第1回研修会「土木に関する新技術の紹介」（H21.4.21） 参加者：64名 高知会館 

第2回研修会「土木に関する新技術の紹介」（H21.8.26） 参加者：42名 高知会館 

第3回研修会「土木に関する新技術の紹介」（H21.12.16） 参加者：57名 高知会館 

現場見学  「新川川橋，新新荘川橋」（H21.6.26） 参加者：54名 高知市長浜，須崎市下分 

（7）委員会活動  

・国際問題研究委員会 2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 メール開催 

・四国地域緊急災害調査委員会 2回 

・四国ブロック南海地震研究委員会 2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 2回 

（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）研究活動助成  

研究活動助成金（Ａ） 2件 

研究活動助成金（Ｂ） 4件 
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（11）受注研究                                            

① 研究テーマ：四国における産業副産物を利用した環境保全型護岸等の調査研究          継続 

（12）「土木の日」及び「くらしと土木の週間」行事 

1）講演会 

土木の日記念イベント（H21.10.21） 参加者：約 300 名 サンポートホール高松 

2）見学会 

2橋まるごと体験ツアー（H21.11.7～8） 参加者：360名 大鳴門橋･明石海峡大橋 

松尾川ダム他見学会（H21.11.9） 参加者：22名 松尾川ダム･松尾川第二発電所 

香川県土木の日体験バスツアー（H21.11.14） 参加者：31名 高松空港、街路事業福岡三谷線 

愛媛県現場見学会（H21.11.18） 参加者：61名 (都)川東村松線ＪＲ跨線橋建設工事 

愛媛県現場見学会（H21.11.18） 参加者：41名 (地)長浜港港湾改修工事 

愛媛県現場見学会（H21.11.18） 参加者：66名 (重)宇和島港港湾改修工事 

愛媛県現場見学会（H21.11.24） 参加者：38名 松山外環状道路内川第二橋梁建設工事 

愛媛県現場見学会（H21.11.26） 参加者：80名 (砂)向川砂防えん堤建設工事 

徳島県県政バス（H21.11.18）  

  参加者：22名 四国横断自動車道･徳島空港周辺整備事業･アクアきらら月見ヶ丘･徳島東環状線 

高知県建設バス（H21.11.16） 

  参加者：32名 須崎港湾口地区防波堤工事･大坂谷川橋上部工事･影野トンネル工事 

高知県建設バス（H21.11.25） 参加者：11名 波介川河口導流事業･土佐市バイパス工事 

高知県建設バス（H21.12.1） 参加者：23名 押ノ川改良工事･汢の川改良工事･影野改良工事 

高知県建設バス（H21.12.16) 参加者：17名 大坂谷川橋上部工事･波介川河口導流事業･土佐市バイパス工事 

高知県建設バス（H21.12.18） 参加者：41名 影野改良工事･汢の川改良工事 

サイエンス教室（H22.2.16） 参加者：28名 善通寺変電所 

サイエンス教室（H22.2.22） 参加者：26名 麻変電所 

100万人の市民現場見学会（年間を通して随時） 参加者：地元住民･学生･教師等 会員建設現場 

3）パネル展 

鉄道土木写真展（H21.11.16～24） 参加者：一般市民 高松駅コンコース 

4）大学・高専公開行事 

科学体験フェスティバル（H21.8.8～9） 参加者：300名 徳島大学 

パネル展（H21.10.17～18） 参加者：200名 高知工科大学 

香川高専建設環境工学科オープンキャンパス（H21.10.24） 参加者：149名 香川高等専門学校 

香川大学工学部オープンキャンパス（H21.10.31） 参加者：高校生･一般市民 香川大学工学部 

高知高専「第22回高専祭星瞬祭」ﾊﾟﾈﾙ展示･実験（H21.10.31～11.1）参加者：500名 高知工業高等専門学校 

サイエンスフェスタ2009in香川高専（H21.11.7～8)  参加者：1,000名 香川高等専門学校 

香川高専「第18回皆楽祭」土木専門展示（H21.11.7～8) 参加者：1,000名 香川高等専門学校 

パネル展示および実験（H21.11.3） 参加者：250名 高知大学農学部 

土木パネル展（H21.11.14～15） 参加者：一般市民 愛媛大学 

5）その他の取り組み 

鋼橋およびPC橋に関する技術講習会（H21.9.11～10.5） 参加者：352名 四国四県 

お客様感謝デー（H21.10.4） 参加者：瀬戸中央自動車道利用のお客様 与島PA他 

瀬戸大橋スカイツアー（H21.10.17･18･24･25）               参加者：150 名 与島 PA 

しまなみ海道開通10周年記念 多々羅大橋塔頂＆県境ウォーキング（H21.10.24･25･31･11.1） 

             参加者：160名 瀬戸田PA～多々羅しまなみ公園 
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お客様感謝祭 2009in しまなみ海道 （H21.11.3） 参加者：しまなみ海道利用のお客様 来島海峡 SA 他 

 

 

8．西部支部 

（1）役員会（H21.4.21） 福岡市 

（2）第 71 回定期総会（H21.5.15） 福岡市 

（3）幹事会・各部会(H21.5～22.3)                                福岡市 

（4）支部行事 

特別講演会「民意形成の重要性～野中兼山の歴史的評価～」（H21.5.15）  

 題数：1 題 参加者：116 名 福岡市 

平成 21 年度親子見学会「玄海エネルギーパーク・嘉瀬川ダム・天山発電所」（H21.7.17） 

 参加者：15 名 福岡県、佐賀県 

土木学会平成 21 年度全国大会（H21.9.2～4） 参加者：25,600 名 福岡市 

平成 21 年度一般および会員見学会 

｢嘉瀬川ダム建設現場・九州新幹線新鳥栖駅建設現場・博多駅改良工事｣(H21.10.30) 参加者：55 名  

福岡県・佐賀県 

第 8 回都市水害に関するシンポジウム(H21.11.21) 参加者：50 名 福岡市 

平成 21 年度西部支部技術発表会（H21.11.30） 参加者：53 名 福岡市 

平成 21 年度西部支部独自主催講習会（H21.12.8） 参加者：50 名 福岡市 

平成 21 年度西部支部研究発表会（H22.3.6） 題数：478 題 参加者：647 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 

【西部支部】 

・土木遺産の広報活動の新聞掲載（H21.11.16～18）毎日新聞朝刊に掲載 九州全域、山口県 島根県一部 

旅行雑誌のようなテイストで、まだまだ一般には馴染みが薄い選奨土木遺産を、世界遺産のように気軽に気

軽に訪ねてもらえるよう、新聞紙面で紹介した。 

【福岡地区】 

・土木の日ファミリーフェスタ2009（H21.10.25） 国営海ノ中道海浜公園 

パネル展示、土木クイズ、建設機械操作体験、木工作教室。 

【佐賀地区】 

・2009土木フェア（H21.10.24,25） 吉野ヶ里公園 

土木パネル展、模型展示等。 

【長崎地区】 

・DOVOCフェア2009（H21.11.7,8,14,15）長崎大学 長崎大学、県内各地 

 パネル・模型展、長崎港クルージング、土木現場見学会 

【熊本地区】 

・絵画・写真コンクール（H21.11.29）  

・暮らしと土木の週間記念行事（H21.10.3、11.1） 県内各地 

・熊本の土木遺産探求バスツアー（H21.11.14）                            

実験やものづくり体験、建設重機操縦体験、写真コンテスト 

【大分地区】 

・親子と土木のふれあい見学会（H21.11.14）  

・写真展（H21.11.14～23） 県内各地 

バスツアー、現場見学会、ワークショップ、絵画コンクール、体験学習、地域規格、等。 
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【宮崎地区】 

・土木の日現場見学会（H21.1120）                                 

・パネル展（H21.12.４～11） 県内各地 

・出前講座とＰＲ活動（H21.11.9～25） 

    宮崎県内の土木遺産紹介、パネル展、小学生を対象とした、ミニ講義＆土木施設の原画見学会、奉仕活動、

体験学習 

【鹿児島地区】 

・土木フェスタin Kagoshima (H21.11.14) 県内各地 

・土木フェスタinかのや（H21.11.14）   

 土木、建設機械の体験、降雨・地震の体験、足場による展望、協賛団体コーナー、パネル展示。 

【沖縄地区】 

・「土木の日」パネル展（H21.1116～20） 県内各地 

・土木の日シンポジウム 

 ちゅら島づくりと土木技術に関するシンポジウム 

（6）調査・研究委員会活動等 

○浸水被害の早期警戒避難システム構築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 

○土砂災害のリスク評価手法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  准教授）委員会 5回  講習会 4回 

（7）本部および他学協会との共催・後援・協賛等の行事 

NPO法人環境保全技術研究所第3回技術講習会(共催)（H21.7.10） 参加者：148名 

「性能設計における作用」に関する講習会(後援)（H21.7.17） 参加者：14名 

中小自治体を対象とした橋梁維持管理計画のあり方に関する講習会(共催)（H21.7.24） 参加者：190名 

九州デザインシャレット2009(後援)（H21.9.6～13） 参加者：30名 

「液状化対策工法」－液状化のメカニズムから調査・対策工設計まで！－」講習会（H21.9.11・10.2） 

 参加者：36名 

国際集会「KIFA-5」(共催)（H21.9.17～18） 参加者：44名 

「ﾊﾟｯﾃﾝﾗｲ～南の島の水ものがたり～」福岡上映(後援)（H21.9.18～19）  参加者：470名 

九州建設技術フォーラム2009(共催)（H21.10.14） 参加者：978名 

地盤工学会九州支部60周年記念国際ジョイントシンポジウム（H21.11.24～25） 参加者：76名 

「沖縄の土木技術を世界に発信する会」第14回シンポジウム(後援)（H21.12.2） 参加者：370名 

「コンクリート構造物の劣化に関するフォーラム」那覇会場(後援)（H21.12.3） 参加者：80名 

地盤環境および防災における地域資源の活用に関するシンポジウム」(後援)（H22.1.22） 参加者：58名 

第299回コンクリートセミナー「セメントコンクリート技術の最近の動き」(後援)（H22.2.23） 参加者：166名 

「コンクリート構造物の長期性能照査」に関する講演会・講習会(後援)（H22.3.24） 参加者：112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 62件賞状・記念品 H22.3.6 

西部支部技術賞 0件賞状・記念品 H22.5.17 

西部支部奨励賞                              1件賞状・記念品 H22.5.17 

 

 

9．海外支部  

（1）海外支部会議（H21.9.2） 参加者：16 名 
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（2）海外支部活動 

1) 理事会での海外支部活動報告（H21.11.20） 

2) 海外分会技術交流会の開催（ベトナム分会（H 21.4.19）、タイ分会（H21.4.30、H21.8.1、H21.11.9）、モン

ゴル分会（H21.6.15）） 

3) 海外分会JSCEライブラリーへの刊行物の寄贈（H21.9.2） 

4) その他、海外分会活動支援 

（3）分会活動 

◎台湾分会  

1) 分会総会（H21.7.21） 参加者：20名 

2) 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 

3) 分会行事 

① Memorial ceremony for Mr. Hatta, Yoichi at WuShanTou Dam （H21.5.8） 参加者：580名 

② Apply WuShanTou Dam for Civil Engineering Heritage （H21.7.2）   

③ International Symposium in Science and Technology 2009 at Kansai University （H21.8.23～25) 参加者：205名 

④ Taiwan-Japan Symposium in Civil Engineering at ChengShiu University （H21.10.16） 参加者：122名 

⑤ Joint Seminar of the Students at Waseda University Students and the ones  参加者：48名 

at Cheng Shiu University in Tokyo （H21.10.27）  

⑥ Celebration Meeting of WuShanTou Dam of Civil Engineering Heritage （H21.11.21） 参加者：183名 

4) 交流活動 

① Dr. Lee Der-Her, President ect. adviser Hushan Dam for Taisei Corporation  （H21.4.5） 

② Dr. J.C. Chern(Deputy-Minister of Public Construction Commission of Taiwan) visited Deputy-Minister of 

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan （H21.6.19） 

③ Dr. LEE, Der-Her, President and other Taiwanese members attend to the JSCE Annual Meeting in Fukuoka （H 

21.9.1～4） 

④ Prof. Nakagawa Hajime and Dr. Sueoka Toru Speech at Taipei, Tainan and Kaohsiung （H21.11.15～19） 

⑤ Assist JSCE Members Join CICHE Annual Meeting （H21.11.19～20） 

⑥ Prof. Ouchi Masahiro visited  JSCE Taiwan Section Member of JSCE international Committee （H22.1.4） 

⑦ Dr. TOMINAGA Masanari Visited Tainan and Kaohsiung Adviser of JSCE International Committee （H22.3.5） 

⑧ Prof. Fukagawa Ryoichi visited JSCE Taiwan Section （H22.3.8～13） 

5) その他 

① Published ｢Person Interview」of JSCE Magazine “Civil Engineering” Vol.93 No.6 Jun. 2008 Prof. CHOU 

Lie-Liung, JSCE Taiwan-Section Former President （H20.6） 

② Translation for TCI Keynote Speech of Prof. SAKATA Kenji in 2008 JSCE General Assembly （H20.7） 

◎韓国分会  

1) 分会総会（H21.7.14） 参加者：10名 

2) 委員会活動 

① Membership Committee, Recruiting members & membership service 

② Professional Objectives  and  Conduct Committee, Planning a seminar 

③ Programs and Funds Committee, Management of funds 

④ Reports, Publication and society affairs Committee, Recommendation of technology site tour 

⑤ Public Relations Committee, Cooperation between related parties inside and outside of the country 
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3) 交流活動 

① Attendance on JSCE 95th General Assembly in Tokyo （H21.5.29） 

② Dr. KIM, President of Korea Section, attend JSCE Annual Meeting in Sendai （H20.9.9～14） 

③  Attendance on KSCE Annual Conference （H21.10.21～23） 

◎英国分会  

1) 分会総会 

① 総会（H21.8.17） 参加者：15名 

2) 交流活動 

① Dr. Ishii, Ex-president, JSCE 

◎モンゴル分会 

1) 委員会活動 

① Planning and Financial Committee 

② Membership and Public Relations Committee 

③ Activities and Reports, Publication Committee 

2) 分会行事 

① Beam competition for students （H21.4）  参加者：50名 

② JSCE-MACE Joint seminar on Building Safety and Performance Based Design （H21.6.12） 参加者：120名 

③ Roundtable Meeting on “Construction Sector in Economic Crisis Situation” （H21.6.13）  参加者：25名 

3) 交流活動 

① ACECC 17th ECM in Hanoi （H21.4） 

② JSCE Annual Meeting in Fukuoka （H21.9） 

③ ASCE Annual Meeting & Conference （H21.10） 

④ Meeting with Mr. Hiroji Kasamatsu(IDI) and Mr.Hirotaka HIYAMA (IDI) （H21.11.17～20） 

⑤ ACECC 18th ECM in Busan （H22.2） 

◎トルコ分会 

1) 委員会活動 

① Planning and Financial Committee 

② organization Committee 

③ Documentation Committee 

2) 分会行事 

① Visit Submerged Tunnel Construction （H21.6.23） 参加者：10名 

3) 交流活動 

① WCCE-ECCE-TCCE joint Conference for Earthquake & Tsunami –Keynote Lecture（H21.6.22～24） 

② JSCE Annual Meeting and International Chapter Meeting in Fukuoka （H21.9.2～3） 

◎インドネシア分会 

1) 分会行事 

① Earthquake damage investigation （H21.10.7）  

② JSCE-EWBJ-JAEE joint earthquake damage investigation and workshop （H21.10.15～22） 参加者：70名 

③ JSCE-EWBJ-JAEE joint earthquake damage investigation and workshop （H21.12.13～22） 参加者：12名 

3) 交流活動 

① Held a meeting to discuss the operation of Indonesia Section in the future in the JSCE headquarters （H21.9.30） 

② Joint investigation and information exchange with an earthquake damage investigation team of Oriental Consultant 

Co., Ltd and JICA expert Mr. Baba of Water Resources Bureau, the Ministry of Public Works （H21.12.13～22） 
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③ Cooperated with JST, JICA and Prof. Kiyono of Kyoto Univ. （H21.12.22） 

④ Cooperated with Research Centre, the State Ministry of National Development Planning （H21.2.5） 

◎タイ分会 

1) 2009 Annual Seminar of JSCE Thailand Section Mass Transit Development（H21.5.1） 参加者：40 名 

2) JSCE Thailand Year-End Seminar Development of Large Scale Civil Engineering Projects in Thailand  

(with Dr. Ishii as special guest) （H21.11.9） 

◎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) 分会行事 

① Preparatory Meeting for Symposium “Pasigandahan” （H21.6.19）    参加者：14名 

② Seminar on Transportation and Environment （H21.9.14）    

 参加者：60名 

③ Technical Visit to Civil Engineering Projects （H21.9.15）    

 参加者：40名 

④ Seminar on Sustainable and Walkable City Environment （H21.9.18）   

 参加者：80名 

3) 交流活動 

① Meeting with JSCE Past Pres. Dr. ISHII and Exec Dir Dr FURUKI （H21.6.15）  参加者：20名 

② Preparatory Meeting for Symposium “Pasigandahan” （H21.6.19）    参加者：14名 

③ Seminar on Transportation and Environment （H21.9.14）    参加者：60名 

④ Technical Visit to Civil Engineering Projects （H21.9.15）    参加者：40名 

⑤ Seminar on Sustainable and Walkable City Environment （H21.9.18）   参加者：40名 

◎ベトナム分会 

ベトナム分会総会 
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