
平成１２年度活動 

 

（１）講演会 

第１回  平成１１年 ５月２６日（水） 於：グランヴェール岐山  参加者１６８名 

  「コンクリートに関する最近の話題」 岐阜大学名誉教授    小柳洽 氏 

  「岐阜県の土木行政の概要」     岐阜県基盤整備部参与  小島秀俊 氏 

 

（２）見学会 

第１回  平成１１年 ５月２７日（木）              参加者 ４０名 

  見学先：ソフトピアジャパン、養老公園、ＪＲ岐阜駅鉄道高架事業及び駅周辺整備 

 

（３）技術講座 

第１回  平成１１年 ６月 ４日（金） 於：名古屋市工業研究所  参加者１０２名 

  「自然環境と調和する技術に関する講座」 

第２回  平成１１年 ８月３１日（火）～ ９月 １日（水）  

                    於：名古屋市工業研究所      ２３名 

  「土木構造物の耐震設計」（短期集中講座） 

第３回  平成１１年１０月 ８日（木） 於：名古屋通信ビル       １０４名 

  「交通ネットワークの分析と応用」 

 

（４）講習会 

第１回  平成１１年１２月 ３日（金） 於：千代田生命ホール   参加者１０９名 

  「水理公式集の改訂に伴う講習会」      （水理委員会と協賛） 

第２回  平成１２年 ２月２５日（金） 於：名古屋市工業研究所     １４７名 

  「これからの土木技術者に求められる姿～技術士取得のために～」 

第３回  平成１２年 ３月 ９日（木） 於：名古屋市工業研究所      ７０名 

  「環境負荷低減型土木技術とその応用のためのガイドライン素案」 

 

（５）留学生交歓会 

     平成１１年１０月２０日（水）              参加者 ２８名 

見学先：第二名神 橋梁架設現場（揖斐川・木曽川橋梁及び霞ヤード）  三重県長島町 

    第二名神 高架橋架設現場（上部工・セグメントヤード）    愛知県弥富町 

懇親会：ＫＫＲ名古屋三の丸 

 

（６）土木の日関連行事 

①市民見学会  

     平成１１年１１月１３日（土）            

 ＜コース１＞「環境をキーワードに身近な土木施設をたずねてみよう」参加者 ５８名 

   見学先：各務原浄化センター・浄化公園、自然共生研究センター、 

       世界淡水魚園、ＪＲ高架事業              （岐阜県） 

 ＜コース２＞「まずは安全に、もっと便利に、さらに快適な“とやま”を目指して」 

   見学先：久婦須川ダム建設現場、立山大橋建設現場、          ２４名 

       立山カルデラ砂防博物館、浜黒崎浄化センター      （富山県） 



 ＜コース３＞「身近にある土木プロジェクトめぐり」            ２３名 

   見学先：第二名神（飛島～鍋田）、南知多道路、名古屋高速１号名古屋東部線、 

       あいち健康の森                    （愛知県） 

②土木の日見学会 

     平成１１年１１月１８日（木） 

 ＜コース１＞岐阜市鏡岩配水池                  参加者 １８名 

 ＜コース２＞第二名神揖斐川・木曽川橋梁架設現場、霞セグメントヤード   １２名 

 

（７）支部活性化討論会 

第１回  平成１１年１１月 ４日（木） 於：中部支部事務所    参加者 １２名 

  討論内容：①土木学会の活動に対する評価・感想 

       ②学会員にならない理由、やめた理由、学会員を続ける理由 

       ③土木学会行事に対する要望、提案 

第２回  平成１２年 １月２５日（火） 於：中部支部事務所        １１名 

  討論内容：①活性化企画案（会員を増やす方策）について 

       ②活性化企画案（行事）について 

 

（８）研究発表会 

     平成１２年 ３月 ７日（火） 於：金沢工業大学    参加者約６００名 

  講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門全３３２件（うちポスターセッション１２件） 

 

 

共催・協賛・後援行事 

（１）共催行事 

①建設技術フェア'９９ｉｎ中部 

     平成１１年１０月２８日（木）２９日（金） 於：建設省中部技術事務所                                 

                     建設技術フェアｉｎ中部実行委員会 主催 

 

（２）協賛行事 

①テクノフェア'９９ 

     平成１１年１０月 ６日（水）７日（木） 於：中部電力（株）技術開発本部 

                        中部電力（株）技術開発本部 主催 

 

（３）後援行事 

①高速道路整備に関する講演会「地域の発展と海外の道路事情」 

     平成１２年 ２月 ４日（金） 於：中日パレス 

                           （財）高速道路調査会 主催 

②シンポジウム「２１世紀への技術～人と自然と高速道路～」 

     平成１２年 ３月１５日（水） 於：名古屋国際会議場 

                         日本道路公団名古屋建設局 主催 

 

 



会議 

（１）支部総会 

     平成１１年 ４月１３日（火） 於：名古屋ガーデンパレス 出席者 ９０名 

  特別講演：「ユーロ誕生と今後の展望」 東海銀行調査部次長  織田薫 氏 

 

（２）顧問会 

第１回  平成１１年１０月 ６日（水） 於：愛知厚生年金会館   出席者 １３名 

第２回  平成１１年１２月１４日（火）   愛知厚生年金会館       １９名 

 

（３）商議員会 

第１回  平成１１年 ５月２６日（水） 於：グランヴェール岐山  出席者 １４名 

第２回  平成１１年 ９月２１日（火）   中部支部事務所        １１名 

第３回  平成１１年１２月１４日（火）   愛知厚生年金会館       ２４名 

第４回  平成１２年 ２月１５日（火）   中部支部事務所        １３名 

第５回  平成１２年 ３月２１日（火）   中部支部事務所        １２名 

 

（４）幹事会 

第１回  平成１１年 ５月２６日（水） 於：グランヴェール岐山  出席者 ３４名 

第２回  平成１１年 ６月 ８日（火）   中部支部事務所        ３１名 

第３回  平成１１年 ７月１３日（火）   中部支部事務所        ２７名 

第４回  平成１１年 ９月１４日（火）   中部支部事務所        ３１名 

第５回  平成１１年１０月１２日（火）   中部支部事務所        ３０名 

第６回  平成１１年１１月 ９日（火）   中部支部事務所        ３２名 

第７回  平成１１年１２月１４日（火）   愛知厚生年金会館       ２７名 

第８回  平成１２年 ２月 ８日（火）   中部支部事務所        ３４名 

第９回  平成１２年 ３月１４日（火）   中部支部事務所        ３１名 

 

（５）支部運営改革委員会 

第１回  平成１１年 ８月 ５日（木） 於：名古屋市役所会議室  出席者  ６名 

第２回  平成１１年 ８月２６日（木）   名古屋市役所会議室       ６名 

第３回  平成１１年１２月 ７日（火）   名古屋市役所会議室       ６名 

 

（６）調査研究委員会選考委員会 

第１回  平成１１年 ７月１３日（火） 於：中部支部事務所    出席者  ８名 

第２回  平成１１年 ９月１４日（火）   中部支部事務所        １１名 

第３回  平成１２年 ２月１５日（火）   中部支部事務所         ５名 

第４回  平成１２年 ３月１４日（日）   中部支部事務所         ５名 

 

（７）優秀研究発表賞選考委員会 

第１回  平成１１年１１月２９日（月） 於：中部支部事務所    出席者 １０名 

第２回  平成１２年 ２月２３日（水）   中部支部事務所        １４名 

第３回  平成１２年 ３月 ７日（火）   金沢工業大学         １５名 

 



（８）技術賞選考委員会 

第１回  平成１１年１１月２９日（月） 於：中部支部事務所    出席者  ４名 

第２回  平成１２年 ２月２３日（水）   中部支部事務所         ４名 

第３回  平成１２年 ３月 ７日（火）   金沢工業大学          ６名 

 

（９）企画調整ＷＧ 

第１回  平成１１年 ６月 ８日（火） 於：中部支部事務所 

第２回  平成１１年 ７月１３日（火）   中部支部事務所 

第３回  平成１１年 ９月 ７日（火）   中部支部事務所 

第４回  平成１１年 ９月１４日（火）   中部支部事務所 

第５回  平成１１年１０月１２日（火）   中部支部事務所 

第６回  平成１１年１１月 ９日（火）   中部支部事務所 

第７回  平成１１年１２月１４日（火）   中部支部事務所 

第８回  平成１２年 ２月 ８日（火）   中部支部事務所 

 

（10）広報ＷＧ 

第１回  平成１１年 ６月 ８日（火） 於：中部支部事務所 

第２回  平成１１年 ７月 ８日（木）   名古屋市役所会議室 

第３回  平成１１年 ８月 ６日（金）   名古屋市役所会議室 

第４回  平成１１年 ９月 ７日（火）   中部支部事務所 

第５回  平成１１年１０月 ８日（金）   中部支部事務所 

第６回  平成１１年１１月 ９日（火）   中部支部事務所 

第７回  平成１１年１２月１４日（火）   中部支部事務所 

第８回  平成１２年 ２月 ８日（火）   中部支部事務所 

第９回  平成１２年 ３月１４日（火）   中部支部事務所 

 

（11）講習会ＷＧ－１ 

第１回  平成１１年 ６月 ８日（火） 於：中部支部事務所 

第２回  平成１１年 ７月１３日（火）   中部支部事務所 

第３回  平成１１年 ９月１４日（火）   中部支部事務所 

第４回  平成１１年１０月１２日（火）   中部支部事務所 

第５回  平成１１年１１月 ９日（火）   中部支部事務所 

第６回  平成１１年１２月１４日（火）   中部支部事務所 

第７回  平成１２年 ２月 ８日（火）   中部支部事務所 

第８回  平成１２年 ３月１４日（火）   中部支部事務所 

 

（12）講習会ＷＧ－２ 

第１回  平成１１年 ６月 ８日（火） 於：中部支部事務所 

第２回  平成１１年 ７月１３日（火）   中部支部事務所 

第３回  平成１１年 ９月１４日（火）   中部支部事務所 

第４回  平成１１年１０月１２日（火）   中部支部事務所 

第５回  平成１１年１１月 ９日（火）   中部支部事務所 

第６回  平成１１年１１月２９日（月）   中部支部事務所 

第７回  平成１１年１２月１４日（火）   中部支部事務所 



第８回  平成１２年 ２月 ８日（火）   中部支部事務所 

第９回  平成１２年 ３月１４日（火）   中部支部事務所 

 

（13）ホームページＷＧ 

第１回  平成１１年 ７月２２日（木） 於：名古屋市役所会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


