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Ⅳ．支 部 行 事 

 

1．北海道支部 

（1）通常総会（H22.4.27） 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 16回 

（5）委員会等 10回 

（6）支部行事 

  ア 講習会  

１）「仮設構造物の計画と施工（2010 年改訂版）」に関する講習会（H22.11.16）題数：14 題 参加人数：99 名 

 開催場所：札幌市 北海道大学学術交流会館 

  ２）人口減少時代の今後の社会資本整備制度を考えるー北海道への提言―（H23.3.9） 

題数：4 題 パネルディスカッション 参加人数：88 名 

 開催場所：札幌市 北海道大学学術交流会館 

   イ 講演会  

「豪雨と洪水に北海道はどう立ち向かうべきかー顕在化した最近の豪雨災害からー」（H23.3.28） 

 題数：6 題 パネルディスカッション 定員：150 名 

開催場所：札幌市 北海道大学学術交流会館 

  ウ 年次技術研究発表会（H23.2.5～2.6） 発表件数：183 件 参加人員：750 名 

 開催場所：苫小牧工業高等専門学校 

  エ 土木学会北海道支部選奨土木遺産見学会 

  「水道と電気を生み出す施設巡り」見学場所：豊平川 2 箇所 第１回（H22.6.23）参加人員：44 名 

 第２回（H22.10.1）参加人員：33 名 

  オ VISIT（職場訪問） 

札幌地区（H22.10.29） 訪問先：北海道空知総合振興局当別ダム工事現場（北大・道工大・北海学園大） 

 参加人員：3 名 

室蘭・苫小牧地区（H22.11.1）訪問先：ウトナイ湖サンクチュアリ  

 野外セミナー「自然と産業の共生を考える」 

 （室蘭工大・苫小牧高専）参加人員：7 名 

函館地区（H22.10.12）訪問先：函館開発建設部 新当別大橋上部工事現場（函館高専） 参加人員：3 名 

北見地区（H22.9.22） 訪問先：網走開発建設部 北見道路事務所の改良工事、橋梁工事他現場見学(北見工大) 

 参加人員：3 名 

  カ 札幌市生涯学習講座［市民カレッジ］ 

  講演「水と電気の誕生物語～水力発電の秘密～」（H22.9.29） 

                        開催場所：札幌市生涯学習総合センター 参加人員：23 名 

  工事現場見学（H22.10.6）見学場所：北海道電力(株)（藻岩山・京極発電所他） 参加人員：21 名 

キ 2011 ふゆトピア・フェア in 札幌（共催） 

 DVD 上映「北海道の冬を生きる」（H23.1.21～22）開催場所：札幌コンベンションセンター  

 参加人員：延 50 名 

  ク 「土木の日」関連行事 

  ア）札幌地区事業 
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   ①親子現場見学会（H22.7.30） 

見学場所：石狩川頭首工、当別ダム、石狩湾新港（LNG タンク） 参加者：38 名 

   ②選奨土木遺産認定書授賞式と「土木の日」記念講演会（H22.11.18） 

                    開催場所：ホテルポールスター 2F セレナード 参加者：127 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 土木の日記念講演会「ドクターヘリ・ドクタージェット・ドクターカー救急搬送と医療の現場から」 

  イ）北見地区事業 

   ①おもしろ科学実験（H22.8.7） 開催場所：北見工業大学 参加人員：543 名 

   ②ＰＲイベント・現場見学会（市民対象）（H22.10.17） 開催場所：北見芸文ホール 参加人員：約 800 名 

 開催場所：第１北見ケ丘トンネル 参加人員：33名 

   ③書道展・表彰式(小中学生対象)（H22.11.14） 開催場所：北見市民会館 応募：166点 

   ④写真コンクール（一般の部・高校生以下の部）（H22.11.14）開催場所：北見市民会館 応募：58点 

   ⑤どぼくお絵かき会（小学生以下対象）（H22.11.11～14） 開催場所：北見市内各児童館 参加人員：258名 

   ⑥映画会（高校生対象）（H22.11.22～25 3 回） 開催場所：北見工業高校 参加人員：109 名 

  ウ）苫小牧地区事業 

   ①体験学習（H22.7.24～25） 開催場所：苫小牧工業高等専門学校 参加人員：54 名 

   ②市民のための見学会（H22.7.27） 見学場所：土木関連施設（夕張、占冠） 参加人員：42 名 

      ③土木に関する展示（H22.10.23～24） 開催場所：苫小牧工業高等専門学校 参加人員：327名 

   ④化学実験教室（H22.11.23） 開催場所：苫小牧市 参加人員：352名 

  エ）室蘭地区事業 

      ①エコツアー２０１０（H22.8.3） 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（H22.9.5） 開催場所：伊達市消防・防災センター 参加人員：350 名 

   ③知利別川環境学習体験フエスタ 2010（H22.9.12） 開催場所：室蘭知利別川 参加人員：100 名 

   ④オープンラボ in 室蘭（H22.9.25） 開催場所：室蘭工業大学 参加人員：110 名 

   ⑤トラスコンテストin室蘭（H22.11.27） 開催場所：室蘭工業大学 参加人員：93名 

  オ）函館地区事業 

   ①一日体験学習会（H22.8.4）    見学場所：函館工業高等専門学校、新中野ダム 参加人員：14 名 

      ②「微生物たちの世界を見てみよう」（H22.8.7）開催場所：函館工業高等専門学校 参加人員：10 名 

      ③土木技術体験講座（H22.10.15～17）     開催場所：函館工業高等専門学校 参加人員：約 480 名 

   ④橋を作ってみよう（H22.11.20）              開催場所：函館工業高等専門学校 参加人員：13 名 

（7）刊行物出版 

  1）論文報告集題 67 号（CD-ROM）280 枚 発 行：平成 22 年 1 月 

 

2．東北支部 

（1）商議員会 2 回 

（2）通常総会（H22.5.14） ホテルメトロポリタン仙台 

（3）役員会（H23.1.19） ホテルＪＡＬシティ仙台 

（4）幹事会 4回 

1）総務部会 2回 

2）土木の日行事部会 2回 

3）継続教育部会 5回 

（5）懇話会（H23.1.19） 1回 
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（6）特別委員会 

1）東北支部選奨土木遺産選考委員会 1 回 

（7）支部行事 

1）「仮設構造物の計画と施工」に関する講習会（H22.11.1） 参加者：101 名 仙台市情報・産業プラザ 

2）平成 22 年度映画会「バッテンライ！！」（H22.11.13）  参加者：26 名 秋田大学 

 主催：秋田ブランチ 

3）第 2 回 東北地方の橋梁保全に関するシンポジウム ～ 市町村の取組みと今後の展開 ～（H23.1.13） 

  参加者：520 名 仙台市情報・産業プラザ 

4）東北支部技術研究発表会（H23.3.5） 東北工業大学 

・発表論文：383編 参加者：550名 

・同時開催 共通セッション 参加者：83名            

・同時開催 学生交流会 参加者：57名 

（8）「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21回「東北の土木技術を語る会」（H22.9.15） 参加者：140名 せんだいメディアテーク 

2）現場見学会「施設見学会」（H22.8.4） 参加者：親子20組（合計45名） 仙台空港施設 

3）「学園参加型関連行事」 

・公開講演会、研究室公開（H22.10.17～18） 参加者：70名 東北工業大学 

4）土木の日特別行事「土木コレクション HANDS+EYES 展」(H22.10.4～9)  参加者：109 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 

「2010 チリ地震津波で起きた事・学ぶ事」（H22.11.9） 参加者：200 名 せんだいメディアテーク 

（9）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）支部活動活性化推進委員会 1 回 仙台市 

4）出版委員会 4回 仙台市 

5）土木遺産観光交流活用研究会 1回 仙台市 

6）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 

（10）本部及び他学協会との共催・後援・協賛等 

1） 後援［EE 東北’10］（主催：EE 東北実行委員会）（H22.6.2～3）  仙台市 

2） 後援 シンポジウム「宮城県沖地震 32 周年記念シンポジウム」 

（主催：東北工業大学）（H22.6.12） 仙台市 

3） 共催 研修会「平成 22 年度水道施設【耐震技術】特別研修会」 

（主催：福島県上下水道コンサルタント協会）（H22.７.30） 福島県郡山市 

4） 本部主催「土木学会認定上級および 1 級技術者資格試験」（H22.9.4） ハーネル仙台 

5） 協賛 フォーラム 

日本 APEC 仙台高級実務者会合（仙台 SOM)支援事業「国際交流を深めるタウンフォーラム仙台」 

（主催：日本技術士会東北支部）（H22.9.21） 

6） 協賛 子ども科学キャンパス「第 9 回夏休み科学キャンパス」・「第 5 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）（H22.7.28・30～31，10．12～13） 仙台市 

7） 本部主催「土木学会認定 2 級技術者資格試験」（H22.10.17） 

 エル・ソーラ仙台・秋田大学・八戸工業大学 

8） 共催 講演会「東北新幹線全線開業記念講演会」 
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（主催：八戸工業大学工学部）（H22.11.3） 青森県八戸市 

9） 共催 シンポジウム「土木遺産シンポジウム in 奥州街道」 

（主催：奥州街道シンポジウム実行委員会）（H22.11.7） 岩手県二戸郡 

10）協賛 講演会 平成 22 年度講演会「高齢化社会に対応した社会資本整備のあり方」 

（主催：建設コンサルタント協会東北支部）（H22.11.10） 仙台市 

11）共催 フォーラム「第 3 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）（H22.11.13） 青森県弘前市 

12）後援 デザインコンベンション「全国高等専門学校デザインコンベンション 2010in 八戸」 

（主催：高等専門学校連合会）（H22.11.13～14） 青森県 

13）共催公開講座「第 9 回災害制御研究センター公開講座」 

（主催：東北大学災害制御研究センター）（H22.11.27） 仙台市 

14）共催シンポジウム「土木遺産シンポジウム in 福島－土木遺産を巡る交流に向けて－」 

（主催：土木遺産シンポジウム 2010 in 福島実行委員会）（H22.11.27～28） 福島県福島市 

15）後援 シンポジウム 第 4 回シンポジウム「道路計画と設計のあり方」 

（主催：交通工学研究会）（H22.11.30） 仙台市 

16）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） 

2010 年度「景観開花」～新時代の高架橋デザイン～（公開最終審査会 H22.11.27） 仙台市 

17）後援 フォーラム地盤工学フォーラム 2010 講演会・支部表彰（技術的業績部門）候補の発表 

（主催：地盤工学会東北支部）（H23.1.13） 

18）共催 フォーラム「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）（H23.1.27） 山形県鶴岡市 

19）後援 「平成 22 年度 日本大学学部連携推進シンポジウム」 

（主催：日本大学工学部、生物資源科学部）（H23.2.4・2.5） 神奈川県・福島県 

20）後援 講習会 「地盤の地震応答解析入門」 

（主催：地盤工学会東北支部）（H23.3.8） 仙台市 

（11）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 47 回通常総会（H22.5.19） 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 8 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 6 回 

（9） 支部選奨土木遺産選考委員会 2 回 

（10）関東地区役員候補者選考委員会 2 回 

（11）土木学会認定技術者資格試験実施部会 1 回 
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（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 21 回（H22.4.14） 

 題数：7 題 参加者：95 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 2 回（H22.7.7）           

 題数：7 題 参加者：76 名  土木学会本部 2 階講堂 

3）平成 22 年度第 19 回中学生記者取材講習会（H22.7.23） 

見学コース：横浜港海上取材、東京ガス根岸工場取材 参加者：4 校 13 名 

4）講習会「仮設構造物の計画と施工」                       （H22.10.1） 

 題数：14 題 参加者：121 名  中央大学駿河台記念館 

（14）コンクリートカヌー大会 

1）第 16 回土木系学生によるコンクリートカヌー大会（H22.8.28） 

  荒川調節池 ［彩湖］ 

  参加校：（大学・高専   11 校  12 チーム） 

      （高等学校     19 校  25 チーム）         参加者:約 410 名（大会関係者含む） 

（15）技術研究発表会 

1）第 38 回技術研究発表会 

     1）技術研究発表会（H23.3.10～11）  法政大学ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学部市ヶ谷田町校舎 

 発表数：441 編   参加者：762 名 

     2）特別企画 

      （1）特別講演会（H23.3.10） 

         「東京における水辺からの都市再生」 

      （2）パネルディスカッション（H23.3.10） 

        テーマ：「史跡江戸城外壕の再生、課題と展望」 

      （3）英語によるポスターセッション（発表数:9 件） 

      （4）優秀発表賞授賞：15 名 

      （5）第 12 回「土木のある風景」写真コンテスト 

      （6）交流会  参加者:125 名 

（16）談話会 

第 1 回「談話会」（H22.7.2） 

「ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｲﾝﾎﾞﾙﾌﾞﾒﾝﾄ（PI）の今後の展望」            参加者：19 名 土木学会会議室 

第 2 回「談話会」（H22.9.6） 

「再現 江戸の景観」                      参加者：30 名 土木学会会議室 

第 3 回「談話会」（H22.11.4） 

「土木史を現代にどう活用するか」 参加者：22 名 土木学会会議室 

第 4 回「談話会」（H23.2.24） 

「生物多様性保全に向けてー特に土木との関わりにおいてー」 参加者：38 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）（H22.10～11） 

     見学先：16 研究所 参加者：約 1800 名（地元小学生および一般市民） 

3）親子見学会（土木の日行事）（H22.7.31） 
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（土木の日行事・世田谷区と国士舘大学に協力） 

見学先：「多摩川河川敷」、「野川公園内野川」                           

参加者：77 名 

4）親子見学会（土木の日行事）（H22.11.6） 

見学先：「城山八王子トンネル」、「宮ヶ瀬ダム」 参加者：18 家族 53 名 

5）見学会（土木の日行事）（H22.11.18） 

見学先：「中央環状品川線大井地区トンネル工事」、「東京スカイツリー」 参加者：43 名 

（18）写真コンテスト・土木学会選奨土木遺産認定 

1）第 12 回「土木とくらし」写真コンテスト 

応募期間（H22.11.1～23.2.28）、審査（技術研究発表会参加者投票形式 H23.3.10～11）、 表彰式（H23.5.19） 

2）平成 22 年度土木学会選奨土木遺産認定書伝達式（H22.11.18～23.1.22） 

選奨構造物：相模野基線 

選奨構造物：堀割川 

選奨構造物：雄川堰 

選奨構造物：千葉分場１号配水池 

選奨構造物：新永間市街線高架橋 

選奨構造物：鬼怒橋 

選奨構造物：央橋 

選奨構造物：大手橋 

選奨構造物：権現堂川用水樋管群 

（19）懇親会等 

1）支部総会に伴う懇親会（H22.5.19） 弘済会館（梅の間）参加者：60 名 

（20）企画助成 9 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 21 回- 平成 22 年 4 月刊行  130 部 （88 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 2 回 平成 22 年 7 月刊行  80 部 （18 頁） 

（3）第 38 回技術研究発表会講演概要集（CD－ROM 版） 平成 23 年 3 月刊行   650 部 

(22) メルマガ配信（2 回／月） 

(23)  地域行事 

◎ 新潟会 

1）通常総会（H22.5.11）  ホテルオークラ新潟 参加者：70 名 

2）講演会 

① 第 1 回講演会（総会時）「新潟版グリーンニューディール政策ついて」（H22.5.11） 

 ホテルオークラ新潟 参加者：65 名 

② 第 2 回講演会（定例会時）「土木と素粒子」（H22.10.22） 

 新潟グランドホテル 参加者：46 名 

③ 第 3 回講演会（「土木の日」記念講演会）「私たちの宝 萬代橋」 

                「舞台裏から見た政治と経済」（H22.11.8） 

                          朱鷺メッセ         参加者：380 名 

     ④第 4 回講演会（特別講演会 日本技術士会北陸支部との共催） 

「今後の社会資本整備及び公共事業のあり方について」（H23.1.12） 
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  新潟県民会館      参加者：700 名 

3）第 28 回研究調査発表会（長岡技術科学大学担当）（H22.11.25） 

ハイブ長岡 発表件数：142 件 参加者：246 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：神林高架橋、村上ＩＣ・大石ダム・奥胎内ダム   新潟班 18 組 計 45 名（H22.8.18） 

見学先：三国川ダム・広神ダム・中山隧道         長岡班 17 組 計 48 名（H22.8.20） 

  6）研修会（H22.10.13） 

      日本海沿岸東北自動車道・胎内川総合開発事業（奥胎内ダム）・新潟港東港区国際海上ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ整備

事業                                     参加者：46 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 10 箇所を追加紹介 

9）懇親会 

① 総会に伴う懇親会（H22.5.11） ホテルオークラ新潟 参加者：77 名 

② 定例会（H22.10.22） 新潟グランドホテル 参加者：47 名 

10）その他 

 構造物の設計におけるコンクリートの収縮の考慮に関する講習会（H22.12.14） 

 興和ビル 参加者：73 名 

◎ 山梨会 

1）通常総会（H22.4.7） 岡島ローヤル会館 参加者：21 名 

2）講習会（H22.10.1）「建設産業における CO2 削減対策」 

 甲斐市敷島総合文化会館 参加者：約 250 名 

3）見学会（土木の日行事，H22.11.13）   

「盆地東部の土木施設を訪ねて ～フルーツラインを往く～」              参加者：51 名 

  見学先：柚木発電所，フルーツライン，祝橋，リニア実験線上黒駒工区 他 

4）幹事会  合計 11 回 

◎ 群馬会 

 1）通常総会（H22.7.5）                 群馬建設会館 B ホール 参加者：42 名 

2）講演会 ｢赤谷プロジェクトについて（土木工作物と自然環境の復元）｣（H22.7.5） 

                            群馬建設会館 B ホール     参加者：42 名 

3）講習会 

①｢マスコンクリートの水和熱による温度応力解析とひび割れ抑制対策｣に関する講習会（H22.5.10） 

                       群馬建設会館 A ホール     参加者：123 名 

     ②｢レディーミクストコンクリート関連諸規定改正に伴う『コンクリート講習会』｣（H22.6.18）（共催） 

     （群馬県生コンクリート工業組合主催）群馬建設会館 A ホール     参加者：260 名 

     ③「ぐんま産学官連携キャンパス 2010」（施工技術編）（H22.10.26）（共催） 

（群馬県県土整備部他主催）群馬大学荒牧キャンパス大学会館多目的ホール 参加者：117 名 

     ④「ぐんま産学官連携キャンパス 2010」（計画・設計編）（H22.11.16）（共催） 
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（群馬県県土整備部他主催）群馬大学荒牧キャンパス大学会館多目的ホール 参加者：126 名 

4）見学会 

①｢椎坂トンネル現場見学会｣（H22.8.4）（共催）（地盤工学会関東支部主催）        参加者：35 名 

②｢大規模切土工事・メタルロード工法 現場見学会｣（H22.12.8）                  参加者：37 名 

③「東毛広域幹線道路跨線橋・橋梁下部等工事現場」（H23.2.23）（共催）（地盤工学会関東支部主催）        

参加者：24 名 

5）懇親会（H22.7.5）                   群馬建設会館レストラン    参加者：32 名 

6）「土木の日」の行事 

①｢奥只見ダム見学会｣（一般向け）（H22.10.1）                                  参加者：40 名 

②選奨土木遺産認定書及び銘板伝達式（雄川堰）（H22.11.24）  群馬県庁       参加者：12 名 

③「土木の日」記念講演会（新潟県中越沖地震における柏崎刈羽原子力発電所の被害と復旧状況につい

て～土木構造物を中心として～）（H22.11.24）        群馬工業高等専門学校講堂 参加者：180 名 

7）高崎市制 110 周年記念事業｢土木・建築フェア 2010 in たかさき｣における土木遺産パネル展示（H22.9.19） 

高崎市もてなし広場     参加者：約 3500 名 

8）機関誌「群馬を拓く」第 20 号を発行 

◎ 栃木会 

 1）通常総会（H22.7.8）  ホテルニューイタヤ     参加者：150 名 

2）講演会、意見交換会（H22.7.8）  ホテルニューイタヤ 参加者：200 名 

講演会題目：「日本の土地制度の課題～通説への疑問～」 

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）（H23.2.4） 

       栃木県総合文化センター  発表論文：15 編                 参加者：300 名 

② 文化講演会（H22.2.4） 

題 目：「スカイツリーの建設」 

                    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）（H22.5.12） 

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： 35 名 

②技術講習会（H22.11.5） 

題 目：「測量のむかし」 

         「測量の今（最新技術）｣ 

          栃木県総合文化センター 参加者：70 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）（H22.11.13） 

見学先：那須地域（余笹川、晩翠橋、膳棚水路橋など）      参加者： 45 名 

6）「土木の日」イベント事業（CCI とちぎと共催）（H22.11.25） 

① 土木学会選奨土木遺産認定書授賞式 

      選奨構造物：鬼怒橋 

② 基調講演 

 題 目「社会資本整備における合意形成」 

③ パネルディスカッション 

 テーマ「市民目線からみた社会資本整備」 

 ホテルニューイタヤ 参加者：230 名 
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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４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 22 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（H22.7.16）13:00～13:30        （財）茨城県建設技術管理センター 参加者：122 名 

2)講演会 

  特別講演会（総会時）「本格維持管理時代の土木技術」、「ものづくり系企業の産官学連携に学ぶ」（H22.7.16） 

                        （財）茨城県建設技術管理センター 参加者：122 名 

3)講習会 

  ①第 2 回イブニングセミナー（H22.6.18）「土木遺産と土木インフラの長寿命化について」 

（社）茨城県産業会館 参加者：89 名 

②第 3 回イブニングセミナー（H22.10.8）「グローバル時代の技術者の役割」 

（社）茨城県産業会館 参加者：64 名 

     ③第 4 回イブニングセミナー（H23.1.21）「温暖化の政策検討の現場－温暖化対策は誰が決めているのか」 

                           （社）茨城県産業会館 参加者：57 名 

   4)建設事業のイメージアップ活動参加 

「建設フェスタ 2010」出展参加（H22.10.24）   ひたちなか市特設会場 出展ブース来場者：約 300 名  

     ①ICAS（ｱｲｷｬｽ）とは？パネル展示とクイズ、②コンクリート内部透視機器実演展示とクイズ、③H22

選奨土木遺産認定箇所紹介パネル展示（2 カ所）、④ダムの原理を理解する模型の展示実演、⑤模型電車に

よる鉄橋通過時の光ファイバーによる応答特性、⑥小型衛星の利活用に関するパネル展示、⑦土木学会

制作の小学生向き土木と道路・河川の紹介パネル展示 

   5)「土木の日」見学会（H22.11.28） テーマ「水をめぐる旅－上水道から下水道への旅」   参加者：54 名 

     見学先：霞ヶ浦浄水場、霞ヶ浦環境科学センター、霞ヶ浦浄化センター、アサヒビール茨城工場 

   6)H22 年度・選奨土木遺産認定箇所の紹介（2カ所） 

     ①水戸市「大手橋」、昭和 10 年 RC 造り、下部:一部石積み煉瓦造り H22.11.5 認定証・銘板授与 

     ②常陸太田市「央橋（なかばし）」、昭和 12 年 RC づくりローゼ橋     H22.11.5   〃 

7)幹事会  

     ①第 1 回幹事会 H22.5.12（水） （財）茨城県建設技術管理センター会議室 

     ②第 2 〃 H22.6.18（金）                〃 

③第 3 〃 H22.8.27（金）         〃  

④第 4 〃 H22.10.20（水）        〃 

⑤第 5 〃 H22.12.8（水）         〃 

⑥第 6 〃 H23.1.21（金） 茨城大学インフォメーションセンター会議室                                     

   8)広報関係 

     平成 22 年度会員名簿作成、用語集「建設情報用語の ABC」＆CD ロム作成、ホームページの運営 

 

4．中部支部 

（1）支部総会（H22.5.10） 愛知県産業労働センター 

（2）顧問会 1回 

（3）商議員会 3回 
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（4）幹事会 9回 

（5）調査研究委員会選考委員会 4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 5回 

（9）地域貢献事業運営委員会 2回  

（10）全国大会準備委員会 1回  

（11）企画調整WG 9回 

（12）広報WG1 9回 

（13）広報WG2 9回 

（14）講習会WG1 8回 

（15）講習会WG2 9回 

（16）支部行事 

1）技術講習会  

 第1回（H22.4.28）於：愛知県産業労働センター 参加者：8４名 

  「土木技術者に求められる姿 －技術士資格取得のために－」 

 第2回（H22.6.30）於：愛知県産業労働センター 参加者：8７名 

  「腐食した鋼構造物の耐久性照査に関する講習会」 

 第3回（H22.9.9）於：栄ガスホール（名古屋） 参加者：175名 

    「降雨・竜巻・地震・津波から人を守るために －新しい気象情報の活用－」  

   第4回（H22.10.3）於：愛知県産業労働センター 参加者：98名 

「仮設構造物の計画と施工（2010年改訂版）に関する講習会」 

 第5回（H22.12.7）於：名古屋逓信会館 参加者：397名 

    「切迫する巨大地震への地震発生予測と減災技術に関する講習会」 

2）土木の日関連行事 

① 親子ふれあい見学会（H22.11.23） 参加者：36名 

    ｢中部の空と海の玄関を探ろう｣  

  見学先：セントレア・名古屋港 

② 市民見学会 

 ＜石川県＞（H22.10.24） 参加者：40名 

   テーマ：「道」と「河」と「まちんなか秋風情」、見て・めぐる会 

   見学先：卯辰トンネル、野田地内（大桑連絡橋）、辰巳ダム、犀川御影大橋、兼六園 

 ＜名古屋市＞ (H22.11.21) 参加者：22名 

   テーマ：名古屋高速の工事現場を見てみよう    

   見学先：名古屋高速４号東海線工事現場、ささしまライブ24歩道橋仮設工事現場 他  

 ＜静岡県＞（H22.11.21） 参加者：21名 

  テーマ：二級河川太田川沿いの土木の現場や施設を見学しよう！！ 

   見学先：福田漁港、浅羽海岸サンドバイパス、森川橋、太田川ダム 他  

③ 土木技術者と学生の交流会（H22.11.17） 於：名古屋逓信会館 

  ・講演会   「土木技術者の夢」 講師：東海旅客鉄道㈱ 関 雅樹 参加者：89名 

・意見交換会  土木技術者（官公庁・学校・民間企業）と学生の交流 参加者：101名 

④ エクスカーション（H22.11.20） 

「人々の暮らしと治水の歴史を学ぶ」  参加者：22 名 
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見学先：輪中、長良川河口堰、名古屋市雨水対策整備工事 

3）中部支部選奨土木遺産認定授与式（H22.11.17） 於：名古屋逓信会館 参加者：89 名 

    ・・・・六見橋（岐阜県下呂土木事務所） 

 ・松重閘門（名古屋市緑政土木局） 

  ・清水灯台（清水海上保安部） 

4）市民対象講座「土木遺産の話」（H22.11.17） 於：名古屋逓信会館 参加者：89 名 

   講師：岐阜大学 出村嘉史 

5）研究発表会（H23.3.4）於：中部大学    参加者：545名 

  講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 334件 

6）土木出前講座 

第 1 回（H22.4.16）於：豊明市商工会議所（豊明市産業振興課） 参加者：38 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（H22.7.16）於：豊山町立豊山小学校  参加者：43 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 3 回（H22.7.27）於：自治センター（愛知県企業庁） 参加者：23 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 4 回（H22.8.27）於：中部運輸局 参加者：79 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 5 回（H22.8.27）於：小諸市公民館（高齢者福祉センター糠塚園） 参加者：88 名 

「近づく大地震 地震発生のしくみと地震予測 地震への対応」  

  講師：長野工業高等専門学校 古本吉倫 

第 6 回（H22.9.16）於：小諸市公民館（女性学級） 参加者：47 名 

「微生物でまちをきれいにする」  講師：信州大学 松本明人 

第 7 回（H22.12.1）於：豊橋市役所 参加者：56 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 

第 8 回（H23.3.16）於：中部土質試験協同組合 参加者：28 名 

「都市における下水道の役割」  講師：名古屋市上下水道局 山下研二 

7）自治体ブランチ活動 講師：名古屋市職員    

① 「バリアフリー、ユニバーサルデザイン等の土木における今日的課題について」ほか (H22.6.10～7.15) 

於：豊田工業高等専門学校  参加者：203名 

② 「環境に配慮した道路整備の説明および現場見学」(H22.6.30・H22.7.7)  参加者：75名 

於：豊田工業高等専門学校   

③ 「橋梁設計から動物園の管理まで」ほか (H22.11.10・H22.11.17)  参加者：74名 

於：中部大学 

（17）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（H22.8.20） 主催：国土交通省中部地方整備局 

於：名古屋市都市センター 

② 建設技術フェア 2010 in 中部（H22.11.4） 

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

③ 「橋梁技術発表会及び講演会－安全・安心な鋼橋－」（H22.11.11） 

     於：東建ホール・丸の内 主催：（社）日本橋梁建設協会 
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2）協賛行事 

① 中部電力株式会社テクノフェア 2010 （H22.10.20～21） 

     於：中部電力株式会社 技術開発本部 主催：中部電力㈱ 

② プロジェクトマネジメント学会「中部支部シンポジウム」（H22.11.15） 

於：名古屋工業大学     主催：プロジェクトマネジメント学会 

3）後援行事 

① 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 （H22.4.23） 

暮らしの安全と地域再生への挑戦『地域の道をみんなで守る』 

     於：岐阜県県民ふれあい会館  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 

② 第 5 回 PI セミナー「文化創造としての公共事業の評価と実践－最近の新しい動き」 （H22.5.14） 

     於：愛知芸術文化センター  主催：（社）社会基盤技術評価支援機構・中部 

   ③ 第 11 回「知多から世界へ」講演会 in セントレア （H22.8.26） 

     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」 

   ④ 9･11 恵南豪雨災害から 10 年シンポジウム （H22.9.12） 

     於：恵那市上矢作町公民館  主催：恵那市 

   ⑤ 第 37 回技術士全国大会 （H22.9.24～27） 

     於：じばさん三重、四日市文化会館、四日市都ホテル 主催：（社）日本技術士会 

⑥ 名古屋のまちとみなとの未来を考える会 （H22.10.2） 

    名古屋港ガーデンふ頭を考える学生競技設計、公開講評会及び展覧会  

     於：名城大学天白キャンパス、名古屋都市センター 主催：名古屋都市センター 

⑦ 第 20 回建設コンサルタント業務技術発表会 （H22.10.6） 

     於：愛知産業労働センター  主催：(社)建設コンサルタンツ協会中部支部 

⑧ 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 （H22.10.7） 

岐阜大学社会基盤メンテナンスエキスパート養成ユニット 

シンポジウム－暮らしの安全と地域再生への挑戦－ まじめなコンクリートが守る 

     於：岐阜市文化センター  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 

⑨ 公益財団法人豊田都市交通研究所 設立 20 周年シンポジウム （H22.10.15） 

     於：豊田産業文化センター  主催：公益財団法人豊田都市交通研究所 

⑩ 第 5 回新聞紙で作る高速道路（橋）コンテスト （H22.10.23） 

     於：アスナルホール（名古屋市金山） 主催：中日本高速道路㈱ 

⑪ プロジェクトマネジメント学会 中部支部シンポジウム （H22.11.15） 

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 

⑫ 第12回「知多から世界へ」講演会 In セントレア （H23.2.10） 

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(H22.4.2) 

（2）第 83 回通常総会(H22.5.17) 

（3）役員会 

商議員会 2回 

幹事会 

全体幹事会 4回 
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主査幹事会 4回 

支部サーバー運営幹事会 0回 

総務財務幹事会 4回 

企画講習会幹事会 2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 

候補発表会（H23.1.21）  

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 2回 

『品確法』の実質化に関する委員会成果報告会（H22.8.27） 

場所:建設交流館 参加者:154名 

支部長を囲む懇談会 

委員会 2回 

調査研究委員会 

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 

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 

委員会 16回 

共同研究グループ 

構造物群のライフサイクルマネジメント 

研究会 5回 

（5）企画講習会関連行事 

主催行事 

関西支部年次学術講演会 

平成22年度 

関西支部年次学術講演会（H22.5.22） 

場所:京都大学吉田キャンパス 一般講演:295題 

講演会 参加者:664名 

懇親会 参加者:210名 

平成23年度 

プログラム編成委員会 3回 

橋梁のリハビリテーションに関する講習会（H22.7.30） 

場所:関西大学100周年記念会館ホール 参加者:377名 

第24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（H22.8.2～3） 

場所:建設交流館 参加者:190名 

仮設構造物の計画と施工[平成22年版]に関する講習会（H22.11.5） 
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場所:建設交流館 参加者:99名 

高専学生対象講演会 

明石工業高等専門学校（H22.11.25） 参加者:140名 

神戸市立工業高等専門学校（H22.12.13） 参加者:65名 

新春講演会・交流会（H23.1.28） 

場所:建設交流館 参加者:127名 

特別共催行事 

建設技術展2010近畿（H22.12.1～2） 

場所:マイドームおおさか 参加者:14,346名 

主催:日刊建設工業新聞社、（社）近畿建設協会 

共催行事 

2010年度（第46回）水工学に関する夏期研修会（H22.8.11～12） 

主催:（社）土木学会 参加者:185名 

コンクリートカヌー競技大会（H22.8.18） 

場所:兵庫県立円山川公苑 参加数:25艇 

共催:近畿高校土木会 

平成22年度施工技術報告会（H23.1.26） 

場所:建設交流館 参加者:103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 

地方講演会（滋賀県）（H23.2.9） 

場所:滋賀県庁新館 参加者:101名 

共催:滋賀県建設技術協会 

後援：滋賀県 

共同研究グループワークショップ 

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（H22.5.22） 

場所:京都大学 参加者:45名 

地方分権による総合的な交通政策に関する研究会（H22.5.22） 

場所:京都大学 参加者:36名 

協賛行事 

「複合構造標準示方書」講習会（H22.4.20） 

主催:（社）土木学会複合構造委員会 参加者:62名 

第307回講習会「破壊力学の基礎と最新応用(実験実習･計算演習付き)」（H22.5.27～28） 

主催:（社）日本機械学会関西支部 参加者:92名 

第308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)」（H22.7.8～9） 

主催:（社）日本機械学会関西支部 参加者:76名 

初心者のためのフェーズフィールド法講習会（H22.9.2～3） 

主催:（社）日本材料学会関西支部 参加者:45名 

微生物汚損(基礎と事例)講習会（H22.10.28） 

主催:（社）日本材料学会関西支部 参加者:41名 

第310回講習会 熱応力による変形・破壊の評価方法と対策事例（H22.10.21～22） 

主催:（社）日本機械学会関西支部 参加者:67名 

人材活性化フォーラム（H22.11.5） 

主催:（協）関西地盤環境研究センター 参加者:102名 
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橋梁模型コンテスト、土木の教室（H22.11.6） 

主催:土木の学校、神戸市建設局 参加者:250名 

結晶方位と組織の制御講習会(基礎と応用)（H22.11.24） 

主催:（社）日本材料学会関西支部 参加者:44名 

第311回講習会 事例に学ぶメカトロニクス機器の開発プロセス（H22.12.9） 

主催:（社）日本機械学会関西支部 参加者:37名 

第5回若手シンポジウム ～一流と呼ばれる研究者／技術者を目指して～（H22.12.10~11） 

主催:（社）日本材料学会関西支部 参加者:37名 

地震防災フォーラム2011 －最新の地震予知研究－（H23.1.11） 

主催:関西地震観測研究協議会 参加者:125名 

平成22年度「防災とボランティア週間イベント」講演会（H23.1.19） 

主催:国土交通省近畿地方整備局、気象庁 大阪管区気象台、（社）近畿建設協会  

 参加者:252名 

第312回講習会 実務者のための振動基礎と制振・制御技術（H23.1.19～20） 

主催:（社）日本機械学会関西支部 参加者:69名 

日本技術士会近畿支部特別講演会（H23.2.5） 

主催:（社）日本技術士会近畿支部 参加者:80名 

大和川水環境改善活動発表・研究・交流会2011（H23.2.6） 

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:140名 

平成22年度コンクリート構造物品質コンテスト（H23.2） 

主催:国土交通省近畿地方整備局 応募件数:13件 

後援行事 

『維持管理における次世代技術の防災と物理探査』に関するシンポジウム（H22.4.23） 

主催:（社）物理探査学会 参加者:58名 

ジオテク講演会（H22.4.26） 

主催:（財）災害科学研究所 ジオテク研究会 参加者:94名 

関西活断層シンポジウム －強災都市を目指して－（H22.5.18） 

主催:（財）地域 地盤 環境 研究所 参加者:323名 

「建設副産物リサイクル講演会」（H22.6.15） 

主催:NPO法人建設副産物リサイクル促進機構 参加者:87名 

平成OSAKA天の川伝説2010（H22.7.7） 

主催:平成OSAKA天の川伝説2010運営委員会 参加者:27,000名 

第43回(平成22年度)研究発表会（H22.9.9） 

主催:（社）建設コンサルタンツ協会近畿支部 参加者:515名 

第44回夏期講習会「水道の歴史と未来」（H22.7.27） 

主催:（社）土木学会 参加者:31名 

耐震基礎研究報告会（H22.9.24） 

主催:（社）日本建築学会近畿支部 参加者:85名 

第3回ゆめづくりまちづくり賞（H22.8.9～10.1）、｢快適都市フォーラム｣ 

主催:快適都市実現委員会 応募件数:16件 

第3回近畿ワークショップ in 淀川（H22.10.15～16） 

主催:応用生態工学会 参加者:75名 

災害科学研究所公開シンポジウム（H22.10.18） 
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主催:（財）災害科学研究所 参加者:62名 

地盤の環境・計測技術に関するシンポジウム2010（H22.11.12） 

主催:（社）地盤工学会関西支部 参加者:89名 

地下水地盤環境に関するシンポジウム2010（H22.11.26） 

主催:地下水地盤環境に関する研究協議会 参加者:130名 

社会基盤構造物の維持管理 橋梁を「視る・診る・看る」（H22.12.1,6） 

主催:（財）災害科学研究所社会基盤維持管理研究会 参加者:158名 

『片面施工高力ボルトの継手性能と施工性向上』に関する講習会（H23.1.27） 

主催:（財）災害科学研究所 参加者:98名 

地域デザイン研究会2011フォーラム プロッジェクト研究その1「大阪の玄関が変わる！～大阪駅周辺の歴

史的変遷を知り、今後のあり方を考える～」（H23.2.19） 

主催:NPO法人地域デザイン研究会 参加者:93名 

（6）市民対象行事 

主催行事 

一般市民見学会（H22.6.5） 参加者:146名 

テーマ:100年度の『土木遺産』をめざす 余部橋りょうを見に行こう！ 

内容:山陰線鎧･餘部間余部橋りょう改築他工事 

小中高生対象見学会（H22.8.21） 参加者:92名 

テーマ:「平成の太閤下水を見に行こう！」～地下60ｍの世界って？～ 

内容:平成の太閤下水(逢坂会所現場)、太閤下水見学施設、平成の太閤下水(西天満立坑現場)の見

学 

教職員免許状更新講習(共催：兵庫教育大学) 

必見！地震防災の最前線（H22.8.4） 参加者:40名 

見学先:人と防災未来センター 

知っておきたい耐震技術（H22.8.27） 参加者:38名 

見学先:兵庫県広域防災センター、E－ディフェンス 

関西広域見学会（H22.10.30） 参加者:155名 

テーマ:古代と現代の土木技術を体験しよう！！ 

内容:亀の瀬地すべり資料館・馬見丘陵公園・平城宮跡他の見学 

『土木実験・プレゼン大会』～どうして？なぜ？が一目でわかる～（H22.12.1） 参加者:400名 

場所:マイドームおおさか(建設技術展2010近畿) 

協力行事 

審査員の斡旋（H22.7.31～8.1）  参加者:14名 

みやこ子ども土曜塾「第2回中学生ブリッジコンテスト」 

依頼者:京都市教育委員会 

見学先の斡旋および協力（H22.11.5） 参加者：70名 

見学先:平成の太閤下水(北浜逢阪貯留管築造工事)、太閤下水見学施設 

依頼者:西日本私立小学校連合会 

見学の後援（H22.11.20） 参加者:22名 

亀の瀬で星座観察会 

依頼者:国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所 

映画鑑賞･公開フォーラムの後援（H23.3.20） 参加者:200名 

依頼者:高瀬川開削400年記念映画製作調査活動研究会 
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（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（H22.6.1～9.6） 

テーマ:古代から未来へ 土木が支える国づくり 

 応募数 子供部門:254編、一般部門:225編 

（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（H22.11.5） 

テーマ:現代土木は芸術の対象になりうるか？ 

場所:京都造形芸術大学 参加者：46名 

FCCカフェ 

第1回（H22.6.16） 

テーマ:「土木カフェって？」＋「現代土木は芸術の対象になりうるか？」 

場所:黒崎東商店街  

第2回（H22.11.18） 

テーマ:ゼネコンの仕事 

場所:黒崎東商店街  

第3回（H23.1.11） 

テーマ:土木とかけて盆栽ととく、そのこころは？ 

場所:黒崎東商店街  

（9）刊行物・資料 

行事案内発行 5回 

平成22年度関西支部年次学術講演会講演概要(CD-ROM)（H22.5.22） 

支部だより第67号（H22.7.1） A4判 14ページ 

橋梁のリハビリテーションに関する調査研究委員会報告書（H22.7.30）  

 A4判 79ページ(ネット配信のみ) 

『品確法』の実質化に関する委員会報告書－現場力の具体化と地方自治体への展開（H22.8.27） 

 A4判 89ページ 

平成22年度施工技術報告会講演概要（H23.1.26） A4判 42ページ 

 

6．中国支部 

（1）支部通常総会（H22.4.19） 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 6回 

（5）幹事会 6回 

（6）支部行事 

1）支部研究発表会 （Ｈ22.5.14～5.15）  

   ・講演会 「開水路排水システムによる超軟弱地盤の浅層改良工法に関する研究」  

         「2009年7月の防府の土砂災害と今後の土砂災害軽減対策」   参加者：90名徳山大学（山口県周南市） 

   ・研究発表会            講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 229件 徳山工業高等専門学校（山口県周南市） 

2）講演会・講習会・見学会等 
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（主催） 特別講演会～日本初国際橋梁コンペ～「平和大橋歩道橋・時空の扉」過去から未来へ｣（H22.4.19） 

参加者：50名 メルパルク広島（広島市） 

（主催） 「最先端土木技術に関する講習会」（Ｈ22.8.5） 

     参加者：147名 鳥取大学 (鳥取市) 

（主催） 「平成２２年度工事報告会」 （H22.11.11) 

参加者：49名 山口グランドホテル(山口市) 

（主催) 「地域社会における社会資本整備の課題と方向性に関するｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」（Ｈ22.11.18） 

参加者：278名 くにびきメッセ（松江市） 

（主催） 「平成22年7月中国地方豪雨災害調査報告会」（Ｈ22.11.26） 

参加者：96名 広島市まちづくり市民交流プラザ（広島市） 

（主催） 第7回土木学会中国支部・島根会「研究・事例報告会及び総会」（H23.1.14) 

参加者：39名  島根県民会館（松江市） 

（共催） 「広島大学構造安全・信頼プロジェクト研究センタ－ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」（Ｈ22.8.4） 

参加者：79名 広島大学（東広島市） 

（共催） 「平成22年度海外技術情報講習会」（H22.11.25) 

参加者：18 名 広島市まちづくり市民交流ﾌﾟﾗｻﾞ(広島市) 

（後援） 先端技術セミナー（Ｈ22.7.1） 

｢土砂移動現象の実像－掃流・浮流について考える｣                  

「土砂災害による人的被害防止のための警戒避難対策」           参加者：90名 山口大学（宇部市） 

（後援） ＰＭ学会「中国地方の社会資本整備について・中国地方の自然災害と地域継続計画」（Ｈ22.7.23） 

    参加者：53名 ＲＣＣ文化センター （広島市） 

（後援） 「下水道コンクリートの超長寿命化に関する講演会」（Ｈ22.8.3） 

参加者：160名 ピュアリティまきび（岡山市） 

（後援） 都市計画学会「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」（H22.9.4) 

参加者：24名 広島まちづくり市民交流プラザ (広島市) 

（後援） 先端技術セミナー(Ｈ22.10.7) 

「災害から身を守るために～早期避難の実現を目指して～」          参加者：40名 山口大学（宇部市） 

「土砂災害防止のための対策施設計画及び設備計画」              参加者：52名 山口大学（宇部市） 

（後援） 「鳥取大学土木工学科 学生見学会（Ｈ22.11.2） 

参加者：73名 鳥取大学（鳥取市） 

（後援） 「岡山の橋を考える」（Ｈ22.11.18） 

参加者：138名 岡山県国際交流センター(岡山市) 

（後援） 島根大学「地域資源循環型社会の構築 持続可能で活力ある地域を目指して」（Ｈ22.12.5） 

参加者：86名 くにびきメッセ（松江市） 

（後援） 「ひろしま自転車トーク2010」（H22.12.11） 

参加者：90名 広島市まちづくり市民交流プラザ（広島市） 

（後援） 都市計画学会 「建築をいかに作るかから建築をいかに使うかへ」 

参加者：35名 広島工業大学広島校舎（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） 第３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！（H21.11.19～26） 

・作品募集（Ｈ22.7月～9月末）  応募件数：525件 

・作品展示（Ｈ22.11.13～11.23） 優秀作品：13点 佳作作品：51点  広島まちづくり市民交流プラザ（広島市) 

・表彰式（Ｈ22.11.23）                     優秀作品：13点   広島まちづくり市民交流プラザ（広島市) 



- 97 - 

（主催） 「選奨土木遺産認定授与式」（H22.10.17） 於：とっとり防災フェスタ2010 

  参加者：100名 米子港（米子市） 

（共催） 「春の塔頂体験ツアー」（H22.4.17～4.18） 

参加者：193名 多々羅大橋3Pと来島海峡大橋8Pの主塔（尾道市） 

（共催） 「環境学習フェアin大久野島」（Ｈ22.9.26） 

参加者：60名 大久野島国民休暇村(竹原市) 

（共催） 「土木工学展」（H22.10.9） 

参加者：263名 鳥取大学湖山キャンパス（鳥取市） 

（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」（H22.10.9～10.10） 

参加者：500名 松江工業高等専門学校（松江市） 

（共催） 「都市デザイン工学科展」（H22.10.9～10.11） 

参加者：49名 広島工業大学（広島市） 

（共催） 「体験学習会」（H22.10.23～10.24） 

参加者：800名 福山大学（福山市） 

（共催） 「エネルギア土木研究展2010」（広島中央サイエンスパーク施設公開）（H22.10.29） 

参加者：408名 エネルギア総合研究所（東広島市） 

（共催） 「建設技術ﾌｫｰﾗﾑ2010in広島」 （H22.11.5） 

参加者：250名 広島西区民文化センター(広島市) 

（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～（H22.11.7） 

参加者：289名 広島大学東広島キャンパス（東広島市） 

（共催） 「環境都市工学展」（H22.11.13） 

参加者：150名 呉工業高等専門学校（呉市） 

（共催） 「広島高速道路親子見学会」（Ｈ22.11.13） 

参加者：17名  広島高速道路公社・高速3号橋梁現場（広島市） 

（共催） 「港湾空港技術地域特別講演会in中国2011」 

参加者：98名 広島ＹＭＣＡホール(広島市) 

（共催） 「ハイウェイちびっこセミナー」（H22.11.20） 

参加者：248名 西日本高速道路㈱中国支社 緑井社屋内（広島市） 

（共催） 「間伐材でつくるﾌﾟﾚｰﾘｰﾄﾞｯｸﾞの遊び場作りｺﾝﾃｽﾄ」 

参加者：45名 周南市徳山動物園（周南市） 

（8）研究奨励および業績の表彰 

  研究活動助成金（Ｂ）  

     ・「道路網のサービス水準に着目した業務継続計画（ＢＣP）に関する研究」 

     ・「海岸地域の利用と防災に関する情報発信システムの構築に関する研究」 

  優秀学生表彰：29校（30学科 ３０名） 

（９）調査研究活動 

       ・平成22年7月中国地方豪雨災害に対して調査団を派遣、調査、報告会、報告書の作成 

       (広島県の土砂災害・山口県の土砂災害、水害・岡山県の災害・鳥取県の災害・島根県の災害等報告書を作成) 

 

7．四国支部 

（1）支部総会（H22.5.14） ホテルクレメント徳島 

（2）商議員会 2 回 

（3）幹事会 4 回 
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（4）全国大会実行委員会 7 回 

（5）第 16 回技術研究発表会（H22.5.15）                     参加者：313 名 徳島大学  

（6）講演会、講習会、シンポジウムなど 

【支部主催行事】 

①循環型社会構築のためのコンクリートに関する最新技術 

― コンクリート技術シリーズ86号「コンクリート中の鋼材の腐食性評価と防食技術研究小委員会（338

委員会）委員会報告書」とコンクリートライブラリー132号「循環型社会に適合したフライアッシュコンク

リートの最新利用技術」に関する講習会（H22.9.10）         参加者：76名 サンメッセ香川 

②土木の日記念講演会（H22.10.27） 

 ・講演会「建設産業が国民の信頼を取り戻すために何をすべきか 

～「契約に基づくプロジェクト遂行」への移行～」 

 ・平成22年度土木学会選奨土木遺産認定書授賞式「明治橋」 参加者：80名 ホテルパールガーデン 

③南海地震四国地域学術シンポジウム（H22.11.24）  参加者：130名 サンポートホール高松 

④防災教育フォーラム（H23.1.30） 参加者：250名 八幡浜市文化会館              

⑤社会資本整備を通した地域づくりフォーラム（H23.2.17） 参加者：80名 愛媛大学              

⑥2011年国際問題研究･自然災害対応公開講座（H23.2.22） 参加者：63名 徳島大学          

⑦平成22年度学術講演会｢建物防災の最前線｣（H23.2.28） 参加者：20名 高知工科大学              

⑧平成23年自然災害フォーラム（H23.3.9） 参加者：90名 徳島大学 

【支部後援行事】 

①講演会「社会基盤と文化遺産」（H22.4.12） 主催：西日本高速道路(株)四国支社 

②講習会「地盤液状化を考慮した構造物の耐震点検｣（H23.1.18）参加者：110名 主催：地盤工学会四国支部 

【地区行事】 

香川地区 

①学術講演会「地盤環境問題の最前線」（H22.7.23） 参加者：45名 サンポートホール高松 

②平成 22 年度香川県内の土木構造物や農業施設を巡るツアー（H22.8.25） 

参加者：18 名 香川高等専門学校 

③平成 22 年度中国東北部の農業環境整備における日本の瀬戸内海小雨地域の技術的適用に関する日中ワー

クショップ 兼 香川高専地域イノベーションセンターイブニングセミナー（H22.8.26） 

参加者：41 名 香川高等専門学校 

④工事現場見学会（H22.9.30） 

参加者：39 名 JOGMEC 菊間国家備蓄基地事務所、波方国家備蓄工事現場の見学 

⑤シンポジウム「20年後の高松を考える－人口減少・超高齢化時代の郊外居住－」（H22.11.13） 

 参加者：40名 高松市丸亀町レッツホール 

⑥生活交通シンポジウム（H23.1.18） 参加者：105名 アルファあなぶきホール 

⑦香川大学危機管理シンポジウム－第3回｢災害と地域防災｣（H23.2.17）  

 参加者：230名 サンポートホール高松 

徳島地区 

①市民向け講演会「チリ地震から50年記念シンポジウム」（H22.5.22） 参加者：172名 徳島県立防災センター 

②市民向け講演会「河口干潟観察会」（H22.8.1） 参加者：30名 徳島市吉野川河口 

③2011年国際問題研究･自然災害対応公開講座（H23.2.22）           参加者：63名 徳島大学

             

愛媛地区 

①技術士セミナー（H22.7.3）  参加者：8名 愛媛大学 
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②技術士修習セミナー（H22.9.4） 参加者：32名 愛媛大学工学部 

③市民向け講演会（H22.10.22） 参加者：21名 愛媛大学 

④技術士口頭試験受験準備講習会（H22.11.6）  参加者：5名 愛媛大学 

⑤講演会及び産官学技術交流会（H23.2.21） 参加者:講演会127名 交流会73名 松山全日空ホテル 

高知地区 

①建設系高校生課題研究発表会（高知県建設系教育協議会との共催）（H23.2.2）  

 参加者：約200名 高知市かるぽーと 

②平成22年度橋梁会研修会（高知県橋梁会との共催） 

第1回研修会「古い橋とどのように付き合うか」（H22.4.20） 参加者：85名 高知会館 

第2回研修会「土木に関する新技術の紹介」（H22.8.31） 参加者：44名 高知会館 

第3回研修会（H22.12.14） 参加者：62名 高知会館 

現場見学  「岩堰橋，三好橋」（H22.6.18） 参加者：23名 愛媛県松山市，徳島県三好市 

③小中学生向け映画上映会（H22.8.28） 参加者：45名 高知大学 

（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 1回 

・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 

・土木学会四国支部地域貢献事業運営委員会 メール開催 

（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） 1件 

研究活動助成金（Ｂ） 3件 

（11）「土木の日」及び「くらしと土木の週間」行事 

1）講演会 

土木の日記念講演会（H22.10.27） 参加者：80 名 ホテルパールガーデン 

2）見学会 

2橋まるごと体験ツアー第3回（H22.10.9～10） 参加者：約400名 大鳴門橋･明石海峡大橋 

愛媛県現場見学会（H22.10.12） 参加者：現場近隣小学生 (地)長浜港港湾改修工事 

愛媛県現場見学会（H22.11.10） 参加者：現場近隣小学生 (－)新居浜東港線バイパス工事 

愛媛県現場見学会（H22.11.18）参加者：現場近隣小学生 (国)317号市役所前ロータリー交差点改良工事 

愛媛県現場見学会（H22.11.18） 参加者：現場近隣小学生 (国)494号地方道路整備工事 

愛媛県現場見学会（H22.11.19） 参加者：現場近隣小学生 (－)久良城辺線平城バイパス工事 

仁淀川第三発電所見学会（H22.11.9） 参加者：56名 仁淀川第三発電所 

本川発電所見学会（H22.11.11） 参加者：39名 本川発電所 

陰平発電所および小見野々ダムの見学（H22.11.15） 参加者：30名 陰平発電所､小見野々ダム 

本川発電所見学会（H22.11.16） 参加者：34名 本川発電所 
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サイエンス教室（H22.11.12） 参加者：19名 麻発電所 

サイエンス教室（H22.11.15） 参加者：24名 麻発電所 

100万人の市民現場見学会200万人達成記念イベント（H22.11.18） 

 参加者：高専生徒 立江トンネル工事現場 

香川県土木の日体験バスツアー（H22.11.13）  

参加者：60 名 国道 377 号､道の駅｢しおのえ｣､内場ダム 

徳島県県政バス（H22.11.18） 参加者：22名 徳島県内の工事現場等 

瀬戸大橋アンカレッジ､坂出ＬＮＧ基地､坂出発電所見学バスツアー（H22.11.21）  

参加者：80 名 与島､坂出発電所 

高知県建設バス（H22.11.30） 参加者：18名 辻の川、平田橋、平田高架橋工事 

高知県建設バス（H22.12.14） 参加者：43名 稲生ﾄﾝﾈﾙ、波介川潮止堰新設、新仁淀川大橋下部工事 

高知県建設バス（H22.12.15） 参加者：15名 是友ﾄﾝﾈﾙ、中土佐法面対策、中土佐改良工事 

高知県建設バス（H22.12.17） 参加者：38名 波介川潮止堰新設、新仁淀川大橋下部工事 

高知県建設バス（H22.12.21） 参加者：22名 波介川潮止堰新設、影野ﾄﾝﾈﾙ北工事 

3）パネル展 

鉄道土木写真展（H22.11.17～H11.24） 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（H22.8.7～8） 参加者：徳島県内小学生と保護者 徳島大学 

パネル展（H22.10.16～17） 参加者：一般市民 高知工科大学 

建設専門展示と子供教室（H22.10.30～31）参加者：小･中･高校生や一般市民 阿南工業高等専門学校 

パネル展示（H22.10.30） 参加者：高校生･一般市民 香川大学工学部 

パネル展示および実験（H22.11.3予定） 参加者：一般市民 高知大学農学部 

サイエンスフェスタ2010in香川高専(H22.11.6～7)  参加者：地元小学生と保護者 香川高等専門学校 

香川高専「第19回皆楽祭」土木専門展示（H22.11.6～7) 参加者：地元小･中学生 香川高等専門学校 

土木パネル展および科学実験（H22.11.13～14） 参加者：小･中･高校生と一般市民 愛媛大学 

高知高専「第23回高専祭星瞬祭」パネル展示･実験（H22.11.5～7）  

 参加者：小･中･高校生と一般市民 高知工業高等専門学校 

5）その他の取り組み 

瀬戸大橋スカイツアー（H22.10.16･17･23･24）            参加者：150 名/日 与島 PA 

 

8．西部支部 

（1）役員会（H22.4.28） 福岡市 

（2）第 72 回定期総会（H22.5.17） 福岡市 

（3）幹事会・各部会(H22.5～23.3)                                福岡市 

（4）支部行事 

特別講演会「アフガニスタンに命の水を～未来を育む日本の伝統芸術～」（H22.5.17）  

 題数：1 題 参加者：76 名 福岡市 

平成 22 年度西部支部親子見学会 

～東九州自動車道トンネル工事現場・関門トンネル工事現場・海水淡水化センター～（H22.7.29） 

 参加者：35 名 福岡県 

第５回土砂災害に関するシンポジウム（H22.8.10～11） 参加者：208 名 山口県 

大韓土木学会交流訪問事業「大韓土木学会-土木学会西部支部ジョイントセミナー2010」（H22.8.26～27） 

                                     参加者：21 名 韓国（釜山） 
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平成 22 年度西部支部一般及び会員見学会～九州自動車道向佐野橋床版架替現場・八丁原発電所展示館

（H22.10.29）参加者：35 名 福岡県・大分県 

「仮設構造物の計画と施工」に関する講習会（H22.11.18）                          参加者：50 名 福岡市 

平成 22 年度西部支部技術発表会（H22.11.26） 題数：6 題 参加者：35 名 福岡市 

「複合構造標準示方書」講習会 参加者：44 名 福岡市 

平成 22 年度西部支部独自主催講習会（H22.12.15）                     題数：2 題 参加者：43 名 福岡市 

平成 22 年度西部支部研究発表会（H23.3.5）   題数：448 題 参加者：620 名 北九州市 

第 9 回都市水害に関するシンポジウム                      参加者：24 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2010（H22.10.24） 雨天中止 

・九州建設技術フォーラム（H22.10.21） 福岡国際会議場 

  本年度選奨土木遺産のパネルを展示。 

・土木フェアー2010（H22.10.23～24） 吉野ヶ里後援 

パネル展示、レンガアーチや液状化実験の実演。 

・テクノパーク土木おもしろ体験隊（H22.11.7）                                       長崎大学 

 小学生から中学生を対象にものづくりを体験してもらう、建設機械の操縦体験など。  

・浜の町模型・パネル展（H22.11.13） 長崎市 ベルナード観光通 

人・自然・歴史を育む写真パネルや模型を展示、他にクイズラリーやキッズコーナーなど。                        

・現場見学会（H22.11.14） 長崎県内 

 西九州自動車道の工事現場など。 

・長崎みなと見学会（H22.11.14）                                長崎

港 

 船をチャーターして女神橋など長崎港内の港湾施設を海から見学。                                

・親子と土木のふれあい見学会（H22.11.13）                          大分県 

   中津港、東九州自動車道、赤尾第３トンネル建設現場 

   小学生とその親を対象として、見学会を実施している今年で 20 回目 

・小学生を対象としたミニ講座＆現場見学会 (H22.11.24)            宮崎県日南市立油津小学校 

ミニ講座「土木についての話」、現場見学会「東九州自動車道年見第２トンネル」。 

  ・パネル展（H22.11.24～29）  宮崎県 イオンモール宮崎ウエスト 

パネル展示、土石流体感3Ｄシアターを設置。 

・土木フェスタinかのや（H22.11.13） 鹿児島県 鹿屋市霧島が丘公園自由広場 

市町コーナー、建設機械の展示・試乗、降雨体験、音楽隊による演奏、お楽しみ抽選会。 

  ・土木フェスタin kagoshima (H22.11.20)                 鹿児島県 鹿児島駅旧操車場跡地 

      船による鹿児島港見学会、重機試乗体験、クイズラリー、フリーマーケットなど。 

   ・「沖縄21世紀ビジョンと社会資本整備」シンポジウム 

   多くの市民に来場頂き、社会資本整備の重要性を訴えることが出来た。また将来の沖縄の社会資本整備のあ

りかたを、建設業界以外の有識者を交えて論議することにより、より幅広い議論展開が出来た。 

（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 
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第15回水シンポジウム2010inふくおか(共催)（H22.8.3～4） 参加者：650名 

これからの保全を考える「道路の補修・補強」(後援)（H228.6） 参加者：300名 

九州デザインシャレット（後援）（H22.8.31～9.7） 参加者：40名 

ISLT2010（共催）（H22.9.16～18） 参加者：141名 

「擁壁・山留めの設計演習」第1回講習会（後援）（H22.9.24）  参加者：10名 

「石橋の維持管理に対する健康診断と点検要領と課題」講習会（共催）（H22.10.1） 参加者：54名 

「擁壁・山留めの設計演習」第2回講習会（後援）（H22.10.15）  参加者：8名 

九州建設技術フォーラム(共催)（H22.10.21）                                            参加者：1709名 

「社会を支える土木工学の今と未来」公開講座（後援）（H22.10～12計７回） 参加者：456名 

「みちづくしin九州2010」（後援）（H22.11.6） 参加者：307名 

雲仙普賢岳の火山噴火から20年～これまで、これから～（共催）（H22.11.13） 参加者：66名 

「擁壁・山留めの設計演習」第3回講習会（後援）（H22.11.18） 参加者：8名 

「沖縄の土木技術を世界に発信する会」第15回シンポジウム（後援）（H22.11.18） 参加者：420名 

特定非営利法人廃棄物地盤工学研究セミナー「石膏ボードのリサイクル技術」（後援）（H23.1.18） 

 参加者：40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 58件賞状・記念品 H22.3.5 

西部支部技術賞 2件賞状・記念品 H22.5.17 

西部支部奨励賞                              0件賞状・記念品 H22.5.17 

 

 

9．海外支部 

（1）海外支部会議（H22.9.1） 参加者：16 名 

（2）海外支部活動 

1) 理事会での海外支部活動報告（H22.11.19） 

2) 海外分会技術交流会の開催（インドネシア分会（H23.2.9）、ベトナム分会（H23.2.26）） 

3) 海外分会JSCEライブラリーへの刊行物の寄贈 

4) 土木学会選奨土木遺産推薦（台湾分会（H22.9.1）） 

5) 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（H22.8.3） 参加者：16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 （H22.5.8） 参加者：215名 

② International Symposium on Innovative Technology towards Sustainable Society（H22.7.3）  参加者：120名 

③ Apply Tainan Water supply（台南水道）for Civil Engineering Heritage（H22.7.13）   

④ 5th International Symposium in Science and Technology at Cheng Shiu University 2010 参加者：103名 

（H22.8.23～25) 

⑤ Celebration Meeting of Tainan Water supply of Civil Engineering Heritage （H22.12.11） 参加者：93名 

⑥ Members of Cheng Shiu University Study on Natural Calamity（H23.1.24）  参加者：17名 
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⑦ Joint Seminar of the Students at Kagawa National College of Technology Students 参加者：41名 

and the ones at Cheng Shiu University in Kaohsiung（H23.3.10-11） 

4) 交流活動 

① Mr. Yanagigawa Hiroyuki, JSCE Headquarters, visited JSCE Taiwan Section （H22.5.8） 

② Dr. LEE, Der-Her, President and other Taiwanese members attend to the JSCE Annual Meeting in Sapporo 

（H 22.8.31～9.4） 

③ JSCE Fellow Members will deliver a Speech at Kaohsiung about Earthquake Engineering （H22.9.21） 

④ Prof. Ouchi Masahiro, Kochi University of Technology, visited JSCE Taiwan Section （H22.11.26-30） 

⑤ Assist JSCE Members Join CICHE Annual Meeting （H22.12.9～12） 

⑥ Prof. Kamon Masashi (Kagawa National College of Technology) visited JSCE Taiwan Section （H22.2.10-13） 

⑦ Deputy Director Takashi Tazoh (Shimizu Corporation Center for Engineered Solutions Institute of Technology)  

visited JSCE Taiwan Section（H23.3.17） 

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

◎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 

② Professional Objectives and Conduct Committee 

③ Programs and Funds Committee 

④ Reports, Publication and society affairs Committee 

⑤ Public Relations Committee 

3) 分会行事 

① Joint Conference of JSCE Seibu Chapter – Busan. Ulsan. Kyungnam Chapter 参加者：26名 

(Pukyong National Univ., Busan, Korea)（H22.8.26） 

③ Workshhop and technical tour between JSCE Steel Structural Committee delegation members 参加者：26名 

and KSCE Steel Structural delegation members(Pukyong National Univ., Busan, Korea)（H22.8.26） 

③ Meeting Former Presidents and Fellow Members of JSCE Korea SEction（H23.1.11） 参加者：13名 

4) 交流活動 

① Particioation to JSCE Annual Meeting in Sapporo（H22.9.1～3） 

② Participation to KSCE Annual Meeting in Sapporo（H22.10.20～22） 

◎英国分会  

1) 分会総会 

① 総会（H23.3.4） 参加者：12名 

◎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) 交流活動 

① ACECC 5th CECAR in Sydney （H22.8） 

② JSCE Annual Meeting in Fukuoka （H22.9） 

③ KSCE Annual Meeting & Conference （H22.10） 

④ ASCE Annual Meeting & Conference （H22.10） 
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◎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 TCEE-JSCE/TR Joint Symposium on Concrete Engineering （H22.6.9） 参加者：145名 

② Technical Field Trip（H22.6.9） 参加者：13名 

3) 交流活動 

① TCEE-JSCE/TR Joint Symposium on Concrete Engineering（H22.6.8～11） 

◎インドネシア分会 

1) 分会行事 

① Information Exchange（H23.1.31）  

② PII-JSCE Special Lectures and the AOC Signing Ceremony（H23.2.9～12） 参加者：70名 

2) 交流活動 

① 2010 JSCE Annual Meeting in Sapporo （H22.9.1～3） 

◎タイ分会 

◎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 

◎ベトナム分会 

ベトナム分会総会 

1) 分会行事 

① Seminar on Transport Solutions for a Low Carbon City （H22.8.30） 

2) 交流活動 

① Meeting with Prof. Fukuda Atsushi, Vice-Secretary General of International Activities Committee, JSCE in Hanoi

（H23.2.25） 

 


