
Ⅲ．本 部 行 事 

 

１．平成24年度全国大会 

 

（1） H24.9.5～7 名古屋大学 東山キャンパス 

1）基調講演会（H 24.9.6） 名古屋大学 東山キャンパス 豊田講堂 参加者数：1,042名 

会長講演：「人・組織・技術の総合化で巨大災害に立ち向かう-調査・提言から具現化の場へ」  

   土木学会会長  小野武彦 

特別講演：「東日本大震災と復興」  

   復興庁復興推進委員会委員長  五百旗頭真 

 

2）パネルディスカッション（H 24.9.6）  名古屋大学 東山キャンパス 豊田講堂  

テーマ   「巨大災害とどう向き合うか-東海・東南海・南海地震への備え-」 

パネリスト      ：家田 仁（東京大学教授） 

 ：大村秀章（愛知県知事） 

 ：金子剛一（中日本高速道路㈱代表取締役社長CEO）  

 ：足立敏之（国土交通省中部地方整備局局長） 

  ：高嶋哲夫（小説家） 

 ：松田曜子（NPO法人レスキューストックヤード理事） 

コーディネーター ：辻本哲郎（名古屋大学教授） 

 

3）研究討論会（H 24.9.5、7）     名古屋大学 東山キャンパス 参加者数：1,901名 

討論会題：30題 

 

4）第67回年次学術講演会        名古屋大学 東山キャンパス 

  1 講 演 数 

 Ⅰ 部 門 636題 

 Ⅱ 部 門 253題 

 Ⅲ 部 門 436題 

 Ⅳ 部 門 142題 

 Ⅴ 部 門 621題 

 Ⅵ 部 門 560題 

 Ⅶ 部 門 164題 

 CS部門 326題 
 

  計  3,138題 

  2 延べ参加者数  参加者数：15,335名 

  3 優秀講演者の表彰  表彰者数：214名 

 

5）国際関連行事（H 24.9.5～6） 名古屋大学 東山キャンパス 

  1 海外からの参加者  4ヶ国政府関係者、7協定学協会、1団体、5海外分会より 36名 

2 延べ参加者数  参加者数：133名 

 

6）交流会（H 24.9.6） 名古屋東急ホテル 参加者数：423名 

 

7）百周年記念討論会（H 24.9.6） 名古屋大学 東山キャンパス 参加者数：395名 
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2．講演会、シンポジウム、研究発表会 

 

1) H24.4.3,5 No.81 土木の語り部と“東京土木39景”観光サロン 東京駅丸の内中央口他 

      講演題数：1題 参加者数：2名 

2) H24.4.10,12 No.82 土木の語り部と“東京土木39景”観光サロン 四谷駅麹町口他 

      講演題数：1題 参加者数：1名 

3)  H24.4.13          (仮称)建設系NPO連絡協議会設立記念講演会 土木会館 講堂 

      講演題数：2題 参加者数：31名 

4) H24.4.14～15 第58回構造工学シンポジウム 東京工業大学 

      講演題数：114題 参加者数：208名 

5) H24.4.17,19 No.83 土木の語り部と“東京土木39景”観光サロン 門前仲町駅他 

      講演題数：1題 参加者数：8名 

6) H24.4.23 平成24年度 地震工学委員会第1回研究会 土木会館講堂 

  講演題数：1題 参加者数：51名      

7) H24.4.24,26 No.84 土木の語り部と“東京土木39景”観光サロン 浅草橋駅東口他 

      講演題数：1題 参加者数：1名 

8) H24.5.12 No.2 土木の語り部と土曜トークサロン 神田古書センタービル 

      講演題数：1題 参加者数：5名 

9) H24.5.14 応用力学委員会 イノベーション推進小委員会講演会 フォーラム 8 東京支社 

     講演題数：2題 参加者数：11名 

10) H24.5.15 アルミニウム合金材の土木構造物への活用に関するシンポジウム 土木会館講堂 

                      講演題数：11題 参加者数：36名 

11) H24.5.15,17 No.86 土木の語り部と“東京土木39景”観光サロン 門前仲町駅他 

      講演題数：1題 参加者数：3名 

12) H24.5.17 トンネル工学委員会50周年記念行事 土木会館講堂他 

      講演題数：7題 参加者数：145名 

13) H24.5.18 強震継続時間が長い地震動に対する土木構造物の耐震性に関するシンポジウム 土木会館講堂 

                      講演題数：20題 参加者数：79名 

14) H24.5.21～23 環境水理部会研究集会2012 in 水俣 国立水俣病総合研究センター 

                      講演題数：23題 参加者数：62名 

15) H24.5.24 第1回ミニシンポ 地方自治体におけるコンサルティング・サービスのあり方 土木会館会議室 

                      講演題数：2題 参加者数：17名 

16) H24.5.25 超過洪水シンポジウム 

  ～豪雨災害等調査活動から得られたレベルに応じた洪水の概念を考える 土木会館AB会議室 

                      講演題数：5題 参加者数：78名 

17) H24.5.25 基礎水理部会：iRIC Version2.0発表・説明会 土木会館講堂 

                      講演題数：12題 参加者数：128名 

18) H24.6.2～3   第45回土木計画学研究発表会（春大会） 京都大学 

      講演題数：450題 参加者数：1,028名 

19) H24.6.9 No.3 土木の語り部と土曜トークサロン 神田古書センタービル 

      講演題数：1題 参加者数：2名 

20) H24.6.14,15    No.90 土木の語り部と“東京土木39景”観光サロン 三鷹駅南口他 

           講演題数：1題 参加者数：5名 

21) H24.6.16～17  第32回土木史研究発表会 日本大学 

      講演題数：55題 参加者数：151名 
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22) H24.6.21,22    No.91 土木の語り部と“東京土木42景”観光サロン 四谷駅麹町口他 

           講演題数：1題 参加者数：2名 

23) H24.6.21,22    2012年度河川技術に関するシンポジウム 東京大学弥生講堂 

           講演題数：104題 参加者数：390名 

24) H24.6.21～22  第7回道路橋床版シンポジウム 土木会館講堂、AB会議室 

      講演題数：53題 参加者数：180名 

25) H24.6.26      海洋開発シンポジウム前日シンポジウム 

     -各地域における今後の津波対応および防災計画の方策- 函館国際ホテル 

      講演題数：5題 参加者数：128名 

26) H24.6.27～6.28    第37回海洋開発シンポジウム 函館国際ホテル 

      講演題数：215題 参加者数：444名 

27) H24.6.28,29    No.92 土木の語り部と“東京土木42景”観光サロン 浅草橋駅東口他 

           講演題数：1題 参加者数：1名 

28) H24.7.7 No.4 土木の語り部と土曜トークサロン 神田古書センタービル 

      講演題数：1題 参加者数：4名 

29) H24.7.11～12  第16回鉄道工学シンポジウム 土木会館講堂 

      講演題数：30題 参加者数：91名 

30) H24.7.11,12    No.94 土木の語り部と“東京土木42景”観光サロン 浅草橋駅東口他 

           講演題数：1題 参加者数：4名 

31) H24.7.18,19    No.95 土木の語り部と“東京土木42景”観光サロン 東京駅丸の内中央口他 

           講演題数：1題 参加者数：4名 

32) H24.7.19   構造物表層のコンクリート品質と耐久性能検証システムに関するシンポジウム 

   東大生研コンベンションホール 

      講演題数：25題 参加者数：129名 

33) H24.7.25,26     No.96 土木の語り部と“東京土木42景”観光サロン 東京駅丸の内中央口他 

           講演題数：1題 参加者数：4名 

34) H24.7.25～26  第15回性能に基づく橋梁等の耐震設計に関するシンポジウム 土木会館講堂ほか 

      講演題数：66題 参加者数：138名 

35) H24.7.26 第2回応用力学ウィキペディアフォーラム    東京大学 地震研究所 

        講演題数：2題                          参加者数：21名 

36) H24.7.28     第6回夏休み親子見学会（東京，大阪）  

     (東京) 相鉄・JR直通線、羽沢駅他工事現場， 

(大阪) 一般国道 京都西立体交差事業 千代原口地区工事現場 

      講演題数：2題 参加者数：33名 

37)  H24.7.28         第4回土木と学校教育フォーラム 土木会館 講堂 

      講演題数：10題 参加者数：62名 

38）H24.8.1     第46回 夏期講習会「土木史探求」                 大阪城天守閣 

講演題数：4題                         参加者数：46名 

39）H24.8.3     アニメ映像になった土木技術者たち                 土木会館講堂 

参加者数：82名 

40) H24.8.3   第15回鋼構造と橋に関するシンポジウム 法政大学 

      講演題数：10題 参加者数：95名 

41) H24.8.8,9     No.98 土木の語り部と“東京土木42景”観光サロン 東京駅丸の内中央口他 

           講演題数：1題 参加者数：1名 

42) H24.8.9   2012年度 建設マネジメント委員会 研究成果発表会及び表彰式 土木会館講堂 

      講演題数：8題 参加者数：114名 

70



43) H24.8.11 No.5 土木の語り部と土曜トークサロン 神田古書センタービル 

      講演題数：1題 参加者数：1名 

44) H24.8.22,23     No.99 土木の語り部と“東京土木42景”観光サロン 四谷駅麹町口他 

           講演題数：1題 参加者数：2名 

45) H24.8.23   講演会「国際建設マネジメント論2012」(第1回) 土木会館講堂 

     「国際建設市場から日本の建設産業を考える」（講演題数：2題） 参加者数：75名 

46) H24.8.24 平成24年度 地震工学委員会第2回研究会 土木会館講堂 

      講演題数：2題 参加者数：32名 

47) H24.8.27～28    第48回水工学に関する夏期研修会 北海道大学 

      講演題数：17題 参加者数：223名 

48) H24.8.29,30     No.100 土木の語り部と“東京土木42景”観光サロン 浅草橋駅東口他 

           講演題数：1題 参加者数：1名 

49) H24.8.30～31  第11回木材利用研究発表会 土木会館講堂 

      講演題数：14題 参加者数：94名 

50) H24.9.4   第15回応用力学シンポジウム 名古屋大学 

      講演題数：84題 参加者数：161名 

51) H24.9.5～7 第14回 インターナショナルサマーシンポジウム 名古屋大学 

      講演題数：94題  

52) H24.9.6   トンネル技術講演会 名古屋大学 

      講演題数：2題 参加者数：86名 

53) H24.9.13～14  第20回地球環境シンポジウム 京都大学 

      講演題数：71題 参加者数：97名 

54) H24.9.13   地球環境 一般公開シンポジウム 京都大学 

      講演題数：2題 参加者数：107名 

55)  H24.9.18          第34回トークサロン 土木会館 AB会議室 

      講演題数：1題 参加者数：62名 

56) H24.9.25～26   第37回土木情報学シンポジウム 土木会館講堂他 

      講演題数：66題 参加者数：158名 

57) H24.9.27   講演会「国際建設マネジメント論2012」(第2回)  

      「欧州建設企業の事業拡大戦略と我が国の建設企業の方向性」 土木会館講堂  

      講演題数：2題 参加者数：49名 

58) H24.10.13 No.7 土木の語り部と土曜トークサロン 神田古書センタービル 

      講演題数：1題 参加者数：4名 

59) H24.10.16      2012年度 建設マネジメント委員会 公共調達シンポジウム 土木会館講堂 

      講演題数：7題 参加者数：94名 

60) H24.10.19       コンクリート中の鋼材の腐食性評価と防食技術に関するシンポジウム 土木会館講堂 

      講演題数：29題 参加者数：95名 

61) H24.10.20～21    第40回環境システム研究論文発表会 和歌山大学 

      講演題数：116題 参加者数：177名 

62) H24.10.21        第5回土木ふれあいフェスタin名古屋2012 イオンモール大高 

      講演題数：1題 参加者数：400名 

63) H24.10.25   講演会「国際建設マネジメント論2012」(第3回)  

      「国際建設プロジェクトのアドミニストレーション（事務管理技術）」 土木会館講堂 

      講演題数：1題 パネルディスカッション：1題 参加者数：53名 

64) H24.10.25～27 第32回地震工学研究発表会 東京大学生産技術研究所 

      講演題数：144題 参加者数：218名 
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65) H24.10.29     第2回ミニシンポ 地方自治体におけるコンサルティング・サービスのあり方 土木会館議室 

      講演題数：1題 参加者数：12名 

66) H24.10.29～30 ICE-JSCE共同国際シンポジウム 土木会館講堂 

      講演題数：15題 参加者数：60名 

67) H24.11.1～2  第4回FRP複合構造・橋梁に関するシンポジウム 土木会館講堂他 

      講演題数：29題 参加者数：65名 

68) H24.11.2～4     第46回土木計画学研究発表会（秋大会） 埼玉大学 

      講演題数：330題 参加者数：712名 

69) H24.11.8        石積擁壁の耐震診断及び補強法に関するシンポジウム 土木会館講堂 

講演題数：16題 参加者数：42名 

70) H24.11.9   土木建設技術発表会2012 土木会館講堂他 

      講演題数：43題 参加者数：163名 

71) H24.11.10 No.8 土木の語り部と土曜トークサロン 神田古書センタービル 

      講演題数：1題 参加者数：2名 

72) H24.11.14～16     第59回海岸工学講演会 広島国際会議場 

      講演題数：319題 参加者数：693名 

73) H24.11.15       コンクリートの非破壊評価技術の信頼性向上に関するシンポジウム 土木会館講堂 

講演題数：16題 参加者数：104名 

74)  H24.11.20          第35回トークサロン 土木会館 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：25名 

75)  H24.11.21          土木の日シンポジウム2012 土木会館 講堂 

      講演題数：2題 参加者数：103名 

76) H24.11.22     No.112 土木の語り部と“東京土木百名景”観光サロン 三鷹駅他 

           講演題数：1題 参加者数：1名 

77) H24.11.22     環境水理シンポジウム 神戸大学 

           講演題数：7題 参加者数：110名 

78) H24.11.22   講演会「国際建設マネジメント論2012」(第4回)  

      「日本企業の特性を考慮したプロジェクトマネジメントシステムの構築」 土木会館講堂 

      講演題数：1題 パネルディスカッション：1題 参加者数：38名 

79) H24.11.26       安全問題討論会‘12 土木会館講堂他 

      講演題数：28題 参加者数：63名 

80) H24.11.28～30 第49回環境工学研究フォーラム 京都大学 

      講演題数：194題 参加者数：315名 

81) H24.11.29   第33回環境システムシンポジウム 

「震災復興と環境システム論 ～求められる研究と実践～」 桜美林大学 

      講演題数：4題 参加者数：45名 

82) H24.11.29～30 第22回トンネル工学研究発表会 土木会館講堂他 

      講演題数：81題 参加者数：195名 

83) H24.11.30      第8回景観・デザイン研究発表会 シンポジウム「災害とともに 

 生きるということ －復興デザインのために、いま考える」 戦災復興記念館 

      講演題数：2題 参加者数：110名 

84) H24.11.30      東日本大震災から学ぶ中部地域の社会資本整備と緊急対応に関するシンポジウム 

 名古屋工業大学 

      講演題数：3題 参加者数：144名 

85) H24.12.1～2    第8回景観・デザイン研究発表会 東北大学 

      講演題数：62題 参加者数：197名 
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86) H24.12.3     基礎水理シンポジウム 土木会館講堂 

           講演題数：4題 参加者数：44名 

87) H24.12.7     第4回「相互連関を考慮したライフライン減災対策に関するシンポジウム」  

神戸市水道局たちばな職員研修センター 

      講演題数：20題 参加者数：61名 

88) H24.12.8 No.9 土木の語り部と土曜トークサロン 神田古書センタービル 

      講演題数：1題 参加者数：1名 

89) H24.12.10 地震工学委員会 平成24年度第3回研究会 土木会館講堂 

      講演題数：2題 参加者数：39名 

90) H24.12.12     第30回建設マネジメント問題に関する研究発表・討論会 土木会館講堂他 

      講演題数：42題 参加者数：77名 

91) H24.12.13      No.115 土木の語り部と“東京土木百名景”観光サロン 浅草駅他 

           講演題数：1題 参加者数：1名 

92) H24.12.13～14     第17回舗装工学講演会 土木会館講堂他 

      講演題数：20題 参加者数：93名 

93) H24.12.14   流域圏シンポジウム ラゾーナ川崎プラザソル 

      講演題数：7題 参加者数：95名 

94) H24.12.19      応用力学フォーラム（中四国地区） 岡山大学 

      講演題数：2題 参加者数：21名 

95) H24.12.20      第3回ミニシンポ 地方自治体におけるコンサルティング・サービスのあり方 土木会館会議室 

           講演題数：2題 参加者数：8名 

96) H24.12.20 第１回地震・津波に関するシンポジウム 静岡県地震防災センター 

      講演題数：16題 参加者数：82名 

97) H24.12.21   講演会「国際建設マネジメント論2012」(第5回)  

      「契約管理を基盤としたプロジェクトマネジメント技術」 土木会館講堂 

      講演題数：2題 参加者数：40名 

98) H25.1.12      No.10 土木の語り部と土曜トークサロン 神田古書センタービル 

           講演題数：1題 参加者数：1名 

99) H25.1.15～16  第18回地下空間シンポジウム、見学会 早稲田大学国際会議場、他 

      講演題数：32題 参加者数：255名 

100)H25.1.24     応用力学講演会 2012 土木会館講堂 

           講演題数：2題 参加者数：39名 

101) H25.1.29   第34回環境システムシンポジウム「持続可能なグリ－ン社会の実現に向けた社会資本LCA 技術」  

        弘済会館 

      講演題数：5題 参加者数：121名 

102) H25.1.30          第36回トークサロン 土木会館 AB会議室 

      講演題数：1題 参加者数：46名 

103) H25.2.2      第12回土木学会デザイン賞授賞式 土木会館講堂 

      講演題数：6題 参加者数：66名 

104) H25.2.4      第4回ミニシンポ 地方自治体におけるコンサルティング・サービスのあり方 土木会館会議室 

           講演題数：2題 参加者数：12名 

105) H25.2.9      No.11 土木の語り部と土曜トークサロン 神田古書センタービル 

           講演題数：1題 参加者数：1名 

106) H25.2.22          第37回トークサロン 土木会館 講堂 

      講演題数：1題 参加者数：21名 

107) H25.2.25      No.125 土木の語り部と“東京土木百名景”観光サロン 四谷駅麹町口他 

           講演題数：1題 参加者数：1名 
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108) H25.3.1 遠隔操作式建設ロボット操作性実験見学会 独立法人土木研究所 

      講演題数：2題 参加者数：55名 

109) H25.3.4      No.126 土木の語り部と“東京土木百名景”観光サロン 北品川駅他 

           講演題数：1題 参加者数：1名 

110) H25.3.5～7       第57回水工学講演会 名城大学 

      講演題数：304題 参加者数：516名 

111) H24.3.5   第25 回アゲールシンポジウム 名城大学 

      講演題数：1題 参加者数：167名 

112) H24.3.5   河川災害に関するシンポジウム 名城大学 

      講演題数：3題 参加者数：175名 

113) H24.3.6          第57回水工学講演会特別講演 名城大学 

      講演題数：2題 参加者数：114名 

114) H24.3.6～７       東日本大震災から2年 ～被災地の本格復興と日本再生への処方箋～ 

     総合テーマセッション 土木会館 

      特別講演：1題、総合テーマセッション数：5セッション 参加者数：194名 

115) H25.3.12       第4回木材利用シンポジウム 土木会館講堂 

      講演題数：3題 参加者数：94名 

116) H24.3.13～14     東日本大震災から2年 ～被災地の本格復興と日本再生への処方箋～ 

     個別テーマセッション 土木会館 

      個別テーマセッション数：6セッション 参加者数：172名 

117) H25.3.18       計算力学フォーラム in 岐阜 岐阜大学 

      講演題数：3題 参加者数：34名 

118) H25.3.19   平成24年度環境工学委員会・下水道関連震災調査小委員会シンポジウム「東日本大震災の

経験から次世代の下水道を考える」 土木会館講堂 

      講演題数：8題 参加者数：90名 

119)H25.3.21   建設用ロボット委員会 談話会 土木会館AB会議室 

    講演題数：2題 参加者数：37名 

120)H25.3.22   第1回 土木学会建設用ロボット委員会－ロボット学会 意見交換会 機械振興会館 

    講演題数：5題 参加者数：18名 

 

3．講習会、セミナー 

1) H24.4.23     労働災害防止のための安全教育シリーズ(1) 市原市勤労会館 

           講演題数：1題 参加者数：140名 

2) H24.5.29 「基礎からわかる複合構造－理論と設計－」講習会 土木会館講堂 

 講演題数：6題 参加者数：59名 

3) H24.5.31 鋼構造架設設計施工指針2012年版講習会（東京） 土木会館講堂 

 講演題数：5題 参加者数：89名 

4) H24.5.23 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 土木会館講堂 

 講演題数：3題 参加者数：53名 

5) H24.6.5 ポンプ&高流動コンクリート指針に関する講習会 土木会館講堂 

 講演題数：9題 参加者数：63名 

6) H24.6.12 ポンプ&高流動コンクリート指針に関する講習会 土木会館講堂 

 講演題数：9題 参加者数：63名 

7) H24.6.25 ポンプ&高流動コンクリート指針に関する講習会（大阪） 建設交流館グリーンホール 

 講演題数：9題 参加者数：118名 
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8) H24.6.25 「樹脂材料による複合技術最先端」 

および「FRP接着による鋼構造物の補修・補強技術の最先端」講習会 土木会館講堂 

 講演題数：11題 参加者数：106名 

9) H24.6.26 津波による橋梁構造物に及ぼす波力の評価に関する調査研究委員会「中間報告会」 土木会館講堂 

 講演題数：6題 参加者数：88名 

10) H24.6.26 鋼構造架設設計施工指針2012年版講習会（大阪） 大阪市立大学文化交流センター 

 講演題数：5題 参加者数：107名 

11) H24.6.29 「樹脂材料による複合技術最先端」講習会 札幌市アスティ45 

 講演題数：5題 参加者数：65名 

12) H24.7.4 「実務者のための山岳トンネルにおける 

地表面沈下の予測評価と合理的対策工の選定」講習会（東京） 土木会館講堂 

 講演題数：9題 参加者数：102名 

13) H24.7.13 けい酸塩系表面含浸工法設計施工指針（案）講習会 日本青年館ホテル・中ホール 

     講演題数：7題 参加者数：164名 

14) H24.7.13 「実務者のための山岳トンネルにおける地表面沈下の予測評価と 

合理的対策工の選定」講習会（大阪） 建設交流館グリーンホール 

 講演題数：9題 参加者数：89名 

15) H24.7.20 材料劣化が生じるコンクリート構造物の維持管理優先度に関する成果報告会 土木会館講堂 

     講演題数：18題 参加者数：79名 

16) H24.8.3 土木計画学ワンディセミナーNo66自転車通行空間の設計 東京工業大学くらまえホール 

     講演題数：9題 参加者数：129名 

17) H24.8.22 平成24年度環境工学委員会研究ワークショップ「低炭素・国際展開に対応する 

  水環境管理戦略：(2)水環境インフラ国際展開の方策、(3)地球温暖化と水環境問題を 

  総合評価する手法の研究」 山形大学農学部 

      講演題数：6題 参加者数：21名 

18) H24.8.23     労働災害防止のための安全教育シリーズ(2) 日本橋梁（アステップKOBE） 

           講演題数：2題 参加者数：50名 

19) H24.9.20～21   東日本大震災における宮城県地方被災地の現地視察会          宮城県内被災箇所 

講演題数：1題                          参加者数：38名 

20) H24.9.25   「いまさら聞けない計算力学の常識」講習会2012 in 福岡 ＪＲ博多シティ 

      講演題数：6題 参加者数：40名 

21) H24.10.5      第1回データモデルセミナー 土木会館EF会議室 

           講演題数：5題 参加者数：45名 

22) H24.10.5 道路橋床版の維持管理・防水システム講習会（札幌） 寒地土木研究所講堂 

 講演題数：10題 参加者数：70名 

23) H24.10.10      「CIM」に関する講演会 日比谷コンベンションホール 

           講演題数：5題 参加者数：166名 

24) H24.10.16     労働災害防止のための安全教育シリーズ(3) 新城市 豊川橋・境川橋工事事務所 

           講演題数：1題 参加者数：200名 

25) H24.10.23        「地震作用を受けた発電所の鉄筋コンクリ－ト製地中構造物の 

     構造健全性評価」に関する講習会 土木会館講堂 

      講演題数：6題 参加者数：93名 

26) H24.11.5 道路橋床版の維持管理・防水システム講習会（福岡） 九州大学西新プラザ 

 講演題数：10題 参加者数：79名 

27) H24.11.6 土木学会による実務者のための耐震設計入門（実践編） 土木会館講堂 

     講演題数：8題 参加者数：49名 
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28) H24.11.6 景観・デザイン委員会ワークショップ 「研究と実践」 早稲田大学51号館3F第5会議室 

 講演題数：2題 参加者数：41名 

29) H24.11.9     労働災害防止のための安全教育シリーズ(4) 埼玉県下大崎高架橋工事現場 

           講演題数：1題 参加者数：50名 

30) H24.11.9   舗装技術の教育に関する講習会（札幌会場） 寒地土木研究所 

      講演題数：7題 参加者数：42名 

31) H24.11.12～13    平成24年度 構造工学における有限要素法の基礎と応用講習会 土木会館講堂 

      講演題数：9題 参加者数：23名 

32) H24.11.14     津波避難調査小委員会報告会 土木会館講堂 

     講演題数：7題 参加者数：60名 

33) H24.11.16   舗装技術の教育に関する講習会（東京会場） 中央大学理工学部 

      講演題数：7題 参加者数：48名 

34) H24.11.19     第27回建設用ロボット委員会最新技術報告会 土木会館講堂 

     講演題数：12題 参加者数：95名 

35) H24.11.27     沿岸防災施設のアセットマネジメントに関する講習会 土木会館講堂 

           講演題数：6題 参加者数：56名 

36) H24.11.26 材料劣化が生じるコンクリート構造物の維持管理優先度に関する 

成果報告会（関西） 神戸大学工学研究科C4-301 

     講演題数：18題 参加者数：25名 

37) H24.11.28     第12回地震災害マネジメントセミナー 土木会館講堂 

     講演題数：8題 参加者数：117名 

38) H24.11.30   舗装技術の教育に関する講習会（大阪会場） エル・大阪 

      講演題数：7題 参加者数：24名 

39) H24.12.4   「いまさら聞けない計算力学の常識」講習会2012 in 東京 土木会館講堂 

      講演題数：6題 参加者数：41名 

40) H24.12.5     維持管理におけるセンサ技術の応用 土木会館講堂 

     講演題数：4題 参加者数：105名 

41) H24.12.7     コンクリート構造物のせん断力に対する設計法研究小委員会「成果報告会」 土木会館講堂 

     講演題数：3題 参加者数：63名 

42) H24.12.7 道路橋床版の維持管理・防水システム講習会（大阪） 建設交流館 

 講演題数：10題 参加者数：79名 

43) H24.12.11      第23回鋼構造基礎講座「鋼橋の維持管理－橋梁維持管理の現状と基礎技術－in大阪」 

大阪市立大学文化交流センター 

      講演題数：6題 参加者数：41名 

44) H24.12.19   第24回鋼構造基礎講座 

「鋼橋の維持管理－疲労亀裂の発見～調査・原因究明～補修補強の実務」 土木会館講堂 

      講演題数：5題 参加者数：44名 

45) H25.1.18         CIMと情報化施工に関する講習会 株式会社大塚商会 大塚梅田ビル 

                 講演題数：6題 参加者数：186名 

46) H25.1.22   平成24年度 安全で経済的な施工計画を行うための講習会 土木会館講堂 

      講演題数：7題 参加者数：48名 

47) H25.1.23         「土壌・地下水汚染対策」講習会 土木会館講堂 

                 講演題数：5題 参加者数：108名 

48) H25.1.28         第1回構造物を取り巻く津波解析勉強会 東京大学地震研究所 

                 講演題数：5題 参加者数：71名 

49) H25.2.5   アスファルト遮水壁工に関する講習会（札幌会場） 寒地土木研究所 

      講演題数：5題 参加者数：32名 
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50) H25.2.12   アスファルト遮水壁工に関する講習会（東京会場） 土木会館講堂 

      講演題数：5題 参加者数：43名 

51) H25.2.13 平成24年度 構造工学委員会セミナー 土木会館講堂 

     講演題数：3題 参加者数：119名 

52) H25.2.22   アスファルト遮水壁工に関する講習会（福岡会場） 福岡大学 

      講演題数：5題 参加者数：16名 

53) H25.3.6          ソーラーセル帆走筏構想と太平洋低緯度帯の気象・海象条件に関する講演会 土木会館EF会議室 

                 講演題数：1題 参加者数：33名 

54) H24.3.18         土木 ISO セミナー －土木分野の ISO および CEN における国際規格化の動向と 

 我が国への影響－ 土木会館講堂 

           講演題数：6題 参加者数：●名 

55) H25.3.21～22  2012年制定コンクリート標準示方書講習会（東京会場） 日本教育会館 

      講演題数：6題 参加者数：367名 

56) H25.3.27         地盤工学セミナー2012 土木会館講堂 

                 講演題数：3題 参加者数：40名 

57) H24.8.23   講演会「国際建設マネジメント論2012」(第1回) 土木会館講堂 

     「国際建設市場から日本の建設産業を考える」（講演題数：2題） 参加者数：75名 

58) H24.9.5～7 第14回 インターナショナルサマーシンポジウム 名古屋大学 

      講演題数：94題  

59) H24.9.27   講演会「国際建設マネジメント論2012」(第2回) 土木会館講堂 

      「欧州建設企業の事業拡大戦略と我が国の建設企業の方向性」 参加者数：49名 

      （講演題数：2題） 

60) H24.10.25   講演会「国際建設マネジメント論2012」(第3回) 土木会館講堂 

      「国際建設プロジェクトのアドミニストレーション（事務管理技術）」 

      講演題数：1題 パネルディスカッション：1題 参加者数：53名 

61) H24.11.22   講演会「国際建設マネジメント論2012」(第4回) 土木会館講堂 

      「日本企業の特性を考慮したプロジェクトマネジメントシステムの構築」 

      講演題数：1題 パネルディスカッション：1題 参加者数：38名 

62) H24.12.21   講演会「国際建設マネジメント論2012」(第5回) 土木会館講堂 

      「契約管理を基盤としたプロジェクトマネジメント技術」 

      講演題数：2題 参加者数：40名 

63) H24.5.12～13  JABEE 認定・審査における「土木および土木関連分野」、 

     「環境工学およびその関連分野」審査講習会 土木会館講堂 

     講演題数：12題 参加者数：52名 

64) H24.10.2     ビジョナリーリーダー強化プログラム 土木会館講堂 

 講演題数：8 題 参加者数：14 名 
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4．国際交流（受入） 

H24.5.25 JICA研修生プログラム JICA研修プログラムによる土木学会訪問 JICA研修生 一行 

H24.7.31 ベトナム建設省 Dr. Nguyen Thanh Nghi 副大臣 一行 

          学会表敬訪問 

H24.9.4-6 バングラデッシュ水資源開発局 Mr. Engr. Mollah Ruhul Alam 

 インドネシア公共事業省水資源総局        Mr. Ir. Hartanto, Dipl. HE 

   Mr. Sudarsono S. Kartodrono ATP. CES 

 タイ国家水・洪水政策委員会事務局  Mr. Supapap Patsinghasane 

 ベトナム農業農村開発省 堤防洪水暴風管理局  Mr. Vu Kien Trung 

 米国土木学会 Prof. Albert Yeung 

中国土木水利工程学会（台湾） Prof. Chen, Shi-Shuenn 一行 

大韓土木学会 Prof. Kyung Soo Chon 前会長 一行 

フィリピン土木学会 Mr. Romeo S. Momo 会長 一行 

モンゴル土木学会 Ms. Javzanpagma Purevsuren一行 

ヨーロッパ土木技術者評議会 Mr. Gozard Humar 

 ネパール技術者協会日本支部 Prof. Netra Prakash Bhandary 

 台湾分会 Prof. Jin-WEn Chen 分会長 一行 

韓国分会 Prof. Dong-Uk Lee分会長 

モンゴル分会 Ms. Javzanpagma Purevsuren 一行 

 インドネシア分会 鈴木 智治 副幹事長 

   平成24年度全国大会出席 

H24.9.3-12 土木学会韓国分会 Mr. Eui Sung Kim 

 土木学会インドネシア分会 Mr. Agung Rizky Fajri 

土木学会タイ分会 Ms. Siriporn Thongjaeng 

 土木学会ベトナム分会 Mr. Huong Trinh Thuy 

 Study Tour Grant 2012 

H24.10.5 JICA研修生プログラム JICA研修プログラムによる土木学会訪問 JICA研修生 一行 

H24.10.29-30 英国土木学会 Prof. Gordon Masterton 元会長 一行 

 ICE-JSCE共同国際シンポジウム（土木計画学研究委員会主催）出席 

H25.2.20   土木学会モンゴル分会 Mr. Zorig Dalibag会長 

  学会表敬訪問 

H25.2.18 土木学会英国分会  齊藤 大輔会員 

  学会表敬訪問 

H25.2.26 ミャンマー建設省 Mr. U. Kyaw Lwin大臣 一行 

学会表敬訪問 

 

 H24.6.11-13  CICHE-JSCE Joint Symposium 

5．国際交流（派遣） 

  台湾：台北 山本 卓朗 土木学会長、上田 多門 国際センター長、エレン・ワン 国際センター員、

澁谷 有希子 土木学会国際センター、尾崎 宏喜 土木学会国際センター 

H24.8.19-22  ACECC TC-15（河川環境）に関するスペシャルセッション 

  韓国：済州島 和田 一範 ACECC TC15 委員長 

H24.8.28-29  日本ベトナム共同セミナー 

ベトナム：ハノイ 小野 武彦 土木学会長、山本 卓朗 土木学会顧問、森地 茂 政策研究大学院大学、杉

原 克郎 清水建設(株)、日比野 直彦 政策研究大学院大学、ファン・ハウ・ユイ・ウ

ォック 清水建設(株)、尾崎 宏喜 土木学会国際センター、宮越 優 土木学会国際セン
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ター 

H24.8.23  橋梁の設計・維持管理・補強に関する日タイジョイントセミナー 

   タイ：バンコク  睦好 宏史 構造工学委員会副委員長、岩城 一郎 構造工学委員会委員、酒井 秀昭 

NEXCO 中日本(株)、荻原 直樹 NEXCO中日本(株)、和田 宏之 首都高速道路(株) 

H24.9.3-4  ACECC TC-16（ITS）Meeting 

   タイ：バンコク  牧野 浩志 ACECC TC16 委員長、上條 俊介 ACECC TC16 副委員長、大皿 陽介 

ACECC TC16 幹事 

H24.9.21-22  アジア土木学協会連合協議会（ACECC）23rd 理事会参加 

   フィリピン：マニラ 山本 卓朗 土木学会顧問、住吉 幸彦 ACECC 担当委員会 JSCE 代表、堀越 研一 

ACECC 担当委員会委員長、澁谷 有希子 土木学会国際センター 

H24.9.22-23  ACECC TC-15（河川環境）に関するオーガナイズドセッション 

   オーストリア：ウィーン 和田 一範 ACECC TC15 委員長 

H24.9.26-27  運輸分野におけるコンクリート技術セミナー 

ベトナム：ハノイ 河野 広隆 京都大学大学院、ファン・ハウ・ユイ・ウォック 清水建設(株)、丸山 久

一 長岡技術科学大学、小畠 明 太平洋セメント(株)、谷口 秀明 三井住友建設(株)、

山路  徹 (独)港湾空港技術研究所、渡辺 博志 (独)土木研究所 

H24.10.18-20  米国土木学会（ASCE）年次大会参加 

カナダ：モントリオール 大西 博文 土木学会専務理事、土橋 浩 首都高速道路(株)、望月俊彦 (株)大林組、

澁谷 有希子 土木学会国際センター 

H24.10.25-26  大韓土木学会（KSCE）年次大会参加 

韓国：光州 橋本 鋼太郎 土木学会次期会長、山川 朝生 国際センター次長、矢吹 信喜 土木情報

学委員会委員長、江上 和也 国際センター員（韓国担当）、柳川 博之 土木学会国際

センター 

H24.11.16  中国土木水利工程学会（CICHE）年次大会参加 

  台湾：台中 山本 卓朗 土木学会顧問、田中 宏昌 JR 東海、大内 雅博 国際センター員（台湾担当）、 

 エレン・ワン 国際センター員（台湾担当）、尾崎 宏喜 土木学会国際センター 

H24.11.22  第 1 回日本商工会社会経済インフラセミナーおよびベトナムインフラに関する土木 

ベトナム・ハノイ 学会フォーラム                     土木学会ベトナム分会 

H24.11.22-24  フィリピン土木学会（PICE）年次大会参加 

フィリピン：セブ 石井 弓夫 土木学会元会長、佐々木 邦明 国際センターフィリピン担当、澁谷 有希

子 土木学会国際センター 

H24.12.14  VIBRA-MOT International Conference 

ベトナム：ハノイ 森地 茂 政策研究大学院大学、上田 多門 国際センター長、ファン・ハウ・ユイ・ウ

ォック 清水建設(株)、高津 俊司 日本コンサルタンツ、服部 司 (独)日本高速道路

保有・債務返済機構、土橋 浩 首都高速道路(株)、尾崎 宏喜 土木学会国際センター、

宮越 優 土木学会国際センター 

  H25.2.22-23  アジア土木学協会連合協議会（ACECC）24th 理事会参加 

   台湾：台北 住吉 幸彦 ACECC 担当委員会 JSCE 代表、堀越 研一 ACECC 担当委員会委員長、山

口 栄輝 ACECC 担当委員会副委員長、奥村 文直 ACECC 担当委員会委員、芹野 恵

美子 ACECC 担当委員会、柳川 博之 土木学会国際センター 

  H25.2.27  建設マネジメントに関するジョイントセミナー 

  インドネシア：ジャカルタ 小澤 一雅 東京大学大学院教授、渡邊 法美 高知工科大学教授、鈴木泰之 建設技術研

究所、五艘 隆志 高知工科大学准教授 

H25.3.1  建設マネジメントに関するジョイントセミナー 
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ベトナム：ハノイ 小澤 一雅 建設マネジメント委員会委員長、渡邊 法美 建設マネジメント委員会委員、

小橋 浩俊 国土技術政策総合研究所 

 

1）H24.6.14 平成24年度定時総会（通算第98回）に伴う交流会： 

ホテル メトロポリタンエドモンド 参加者数：277名 

6．交 流 会 

2）H23.9.8 平成24年度土木学会全国大会に伴う交流会： 

名古屋東急ホテル 参加者数：423名 

3）その他、『講演会』、『講習会』、『シンポジウム』等の開催時に随時開催 

 

1）H24.11.21～24 土木コレクション2012 HANDS ＋ EYES 新宿西口イベント広場[新宿駅西口]  

7．｢土木の日｣および｢くらしと土木の週間｣に関する各種行事 

2）H24.11.21      土木の日記念行事シンポジウム                       土木学会 講堂 

 土木偉人映像展/討論会「50年後のどぼく」   参加者数：103名 

｢土木の日｣行事の詳細は｢Ⅳ．支部行事｣欄の各支部｢土木の日｣および｢くらしと土木の週間｣行事をご参照のこと。 

 

8．記者発表関連 

H24.4.2 技術評価証授与式 

H24.5.22 「平成23年度土木学会賞」に関する記者発表 

H24.6.18 平成24年度土木学会会長「記者共同インタビュー」 

H24.8.8 技術評価証授与式 

H24.8.8 東日本大震災委員会「復興まちづくり創意形成ガイドライン」 記者発表 

H24.9.14 第31回報道機関懇談会「土木学会の広報戦略」 

H24.9.28 アジア土木学協会連合協議会（ACECC）担当委員会 国際機関ACECC次期事務局長 堀越氏の当選 

について 記者発表 

H24.10.29 土木学会会長「土木の日」共同インタビュー 

H24.11.13 第32回報道機関懇談会（東京外環自動車道現場見学会） 

H24.12.6 東日本大震災特別委員会「地域防災計画の策定と運用に関するガイドライン（案）」 記者発表 

H25.2.4 土木学会創立100周年事業 記者発表 

H25.2.5   土木学会製作の貴重映像「勝鬨橋」 発見／東京都に複製を贈呈 記者発表 

H25.3.12   土木における木材の利用拡大に関する横断的研究会 提言「土木分野における木材利用の拡大へ向 

けて」 記者発表 

 

9．他学会との共催、協賛、後援 

1）共  催 

平成 24 年 

（1） H24.4.14 農業から見た環境思想シンポジウム 環境システム委員会 熊本県 

（2） H24.4.14～15 第 58 回構造工学シンポジウム 構造工学委員会 東京都 

（3） H24.5.18 実務者のための道路橋支承部の維持管理技術講習会 鋼構造委員会 沖縄県 

（4） H24.5.27   ｢地域の自然災害と環境共生」 環境システム委員会 北海道 

（5） H24.6～25.3 平成 24 年度チャレンジ・キャンペーン～女子高校生・学生の理工系分野への選択～ 

教育企画・人材育成委員会 

（6） H24.7.5～6 安全工学シンポジウム 2012 安全問題研究委員会 東京都 

（7） H24.7.9～11 第 49 回アイソトープ・放射線研究発表会 原子力土木委員会 東京都 

（8） H24.7.14 第 47 回地盤工学研究発表会：特別セッション～地盤工学会におけるダイバーシティの実現～ 

 教育企画・人材育成委員会 青森県 

（9）H24.8.4～5 第 6 回 日本モビリティ・マネジメント会議（JCOMM） 土木計画学委員会 富山県 
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（10）H24.9.11       第 13 回建設ロボットシンポジウム  建設用ロボット委員会 東京都 

（11）H24.10.11～12  自転車利用環境向上会議 2012 in 金沢 土木計画学委員会 石川県 

（12）H24.10.26 平成 24 年度工学教育連合講演会 教育企画・人材育成委員会 東京都 

（13）H24.10.29～30  第 56 回材料工学連合講演会 コンクリート委員会 京都府 

（14）H24.11.23～24 キャビテーションに関するシンポジウム（第 16 回） 水工学委員会 石川県 

（15）H24.12.5～7 第 22 回風工学シンポジウム 構造工学委員会 東京都 

（16）H24.12.5～8 第 19 回鉄道技術連合シンポジウム（J-RAIL2012） 土木計画学委員会 東京都 

（17）H24.12.11 地盤に関する解析技術（個別要素法）講習会 地盤工学委員会  東京都 

（18）H24.12.11～12 エコデザイン 2012 ジャパンシンポジウム 環境システム委員会 東京都 

（19）H24.12.22 木材利用シンポジウム in 北海道 木材工学特別委員会 北海道 

平成 25 年 

（20）H25.1.9～11 第 13 回岩の力学国内シンポジウム：JSRM2013 岩盤力学委員会 沖縄県 

（21）H25.3.6～8 理論応用力学講演会 第 62回 応用力学委員会 東京都 

 

 
2）他に協賛123件、後援107件、 

 

3）国際会議 

《共  催》 

H24.6.2～8 国際大ダム会議第 80 回年次例会及び第 24 回大会 水工学委員会 京都府 

H24.8.5～8 （ISRERM’2012）安全性とリスク管理に関する国際シンポジウム 安全問題研究委員会 神奈川 

H24.8.28-29 The 1st VASECT-JSCE Joint International Symposium on Infrastructure 

 国際センター ベトナム・ハノイ 

H24.9.13 第 6 回 AIJ-WFEO-JFES-JSCE 合同国際シンポジウム       国際センター 名古屋市 

H24.9.25-26        Joint Seminar on Concrete Technology for Transportation Infrastructure Works  

 コンクリート委員会 ベトナム・ハノイ 

H24.12.14 VIBRA-MOT International Conference          国際センター ベトナム・ハノイ 

H25.2.27 The Myth and Reality of Quality Assurance Systems in Construction Projects 

 土木学会インドネシア分会 インドネシア・ジャカルタ 

H25.3.1 The 1st Vietnam - Japan Workshop on Construction Management 

 建設マネジメント委員会 ベトナム・ハノイ 

 

2）他に協賛11件、後援12件 
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