
平成１３年度活動 

 

（１）講習会 

第１回  平成１３年 ４月２６日（木） 於：名古屋市工業研究所        参加者 ２７８名 

  「環境負荷低減のための土木構造物設計ガイドライン講習会」       

第２回  平成１３年 ６月１９日（火） 於：名古屋市工業研究所        参加者 １７７名 

  「仮設構造物の計画と施工［平成１２年版］に関する講習会」 

平成１３年度継続教育制度創設記念講習会 

     平成１３年 ９月１８日（火） 於：名古屋市工業研究所        参加者 １５９名 

  「これからの技術者像と地域の安全・安心を考える」 

 

（２）技術講座 

第１回  平成１３年１１月３０日（金） 於：名古屋市工業研究所        参加者 １５１名 

  「豪雨災害 都市はどう対応すべきか」 

第２回  平成１４年 １月２２日（火） 於：名古屋市工業研究所        参加者 １３５名 

  「土木技術者に求められる姿－技術士取得のために－」 

 

（３）留学生交歓会 

平成１３年１０月１２日（金） 

見学先：ＨＳＳＴ大江実験センター、新日鉄工場、中部国際空港前島埋立地   参加者  ２６名 

懇親会：名鉄グランドホテル                        参加者  ２１名 

 

（４）土木の日関連行事 

 ① 市民見学会 

＜コース１＞「しずおか国際園芸博覧会パシフィックフローラ 2004と 

            メインアクセス（長大橋梁）」（静岡県） 

平成１３年１１月１８日（日）                  参加者  ２７名 

  見学先：しずおか国際園芸博覧会パシフィックフローラ 2004、アクセス道路の長大橋梁ほか 

＜コース２＞「城下町金沢から 21世紀の都市づくりの響きを聞こう」（石川県） 

平成１３年１１月１７日（土）                  参加者  ４２名 

  見学先：金沢外環状道路整備事業、新県庁舎建設工事ほか 

＜コース３＞「世界へ発信する中部のプロジェクトツアー」（愛知県） 

平成１３年１１月１７日（土）                  参加者  ３７名 

  見学先：名古屋瀬戸道路（日進 JCT）、愛知万博会場ほか 

 

 ② 講演会 

「木曽三川 未来へのかけ橋」記念講演会                   参加者 ５５０名 

平成１３年１１月 ９日（金） 於：四日市市文化会館 

             後援：日本道路公団中部支社、国土交通省中部地方整備局 

 

 ③ 土木の日見学会 

 平成１３年１１月１０日（土）                       参加者１４０８名 

見学先：第二名神高速道路 木曽川橋（木曽川橋ウォーキング） 



 ④ 土木学会選奨土木遺産銘板授与式 

平成１３年１１月１３日（火） 於：名古屋都市センター           参加者  ３７名 

 小牧ダム（富山県庄川町、管理者：関西電力：建造時、東洋一の高さを誇ったダム） 

 美濃橋 （岐阜県美濃市、管理者：美濃市：現存の最古の吊橋（鋼トラス補剛桁）） 

 

 ⑤ 自治体、学校イベントの協賛  

・自然共生型川づくりシンポジウム（岐阜県）                  参加者 ４１８名 

平成１３年１１月１日（木） 

岐阜県民文化ホール未来会館（長良川ホール） 

・中部大学祭（中部大学） 

平成１３年１１月３日（土）～４日（日） 

公開実験（振動台実験）とパネル展示 

・豊田高専祭（豊田工業高等専門学校） 

平成１３年１１月３日（土）～４日（日） 

模型展示，水撃ポンプの製作，廃品利用工作とリサイクルに関する展示 

 

（５）研究発表会 

平成１４年 ３月 ８日（金） 於：東海大学海洋学部（静岡県清水市）    参加者 ４６３名 

 講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 ３２０件 

特別講演：「東海地方・富士山の地下で何が起こっているのか？ －地震予知研究最前線－」 

     東海大学教授、東海大学地震予知研究センター長 長尾年恭 氏 

 

（６）市民ゼミナール 

第 1回 平成１３年１１月３０日（金） 於：名古屋都市センター１１階 大研修室  参加者  ５０名 

  講演内容：社会基盤整備と土木技術   

第２回 平成１３年１２月２１日（金） 於：名古屋都市センター１１階 大研修室  参加者  ５６名 

  講演内容：暮らしとインフラ 

第３回 平成１４年 １月１８日（金） 於：名古屋都市センター１１階 大研修室  参加者  ５９名 

  講演内容：音楽・環境大国ドイツに暮らして 

第４回 平成１４年 ２月 ８日（金） 於：名古屋都市センター１１階 大研修室  参加者  ６３名 

  講演内容：産業観光とものづくり 

第５回 平成１４年 ３月 １日（金） 於：名古屋都市センター１１階 大研修室  参加者  ８９名 

  講演内容：都市経営と土木技術者の役割 

 

 

３．３ 共催・協賛・後援行事 

 

（１）共催行事 

 ① 「河川堤防の新世紀」シンポジウム 

 平成１３年 ９月１４日（金） 於：名古屋国際会議場レセプションホール 

                  地盤工学会中部支部 主催     

 

 



 ② 建設技術フェア'２００１ｉｎ中部 

 平成１３年１１月１５日（木）１６日（金） 於：名古屋市国際展示場（ポートメッセなごや） 

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

 

（２）協賛行事 

 ① 平成１３年度ほくりく橋の日 

  平成１３年 ８月 ４日（土） 於：金沢勤労者プラザ 

                  「ほくりく橋の日」実行委員会 主催 

 

 ② テクノフェア'２００１ 

  平成１３年１０月 ３日（水）４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 第２４８回コンクリートセミナー 

  平成１３年 ９月１２日（水） 於：名古屋市ルブラ王山 

                   社団法人セメント協会 主催 

 

 

３．４ 会議 

 

（１）支部総会 

  平成１３年 ４月１７日（火）      於：愛知厚生年金会館           出席者１４３名 

  特別講演：「土木学会認定の技術者資格制度創設について」 高知工科大学学長 岡村 甫 氏 

 

（２）顧問会 

第１回  平成１３年１０月１０日（水） 於：名鉄グランドホテル         出席者 １８名 

 

（３）商議員会 

第１回  平成１３年 ９月２５日（火） 於：中部支部事務所    出席者（委任状を含む） ３１名 

第２回  平成１３年１２月１２日（水）   愛知厚生年金会館              ３６名 

第３回  平成１４年 ３月２６日（火）   中部支部事務所               ３３名 

 

（４）幹事会 

第１回  平成１３年 ５月 ８日（火） 於：中部支部事務所           出席者 ３８名 

第２回  平成１３年 ６月１２日（火）   中部支部事務所               ３０名 

第３回  平成１３年 ７月１０日（火）   中部支部事務所               ３１名 

第４回  平成１３年 ９月１１日（火）   中部支部事務所               ２４名 

第５回  平成１３年１０月 ９日（火）   中部支部事務所               ２４名 

第６回  平成１３年１１月１３日（火）   名古屋都市センター             ２６名 

第７回  平成１３年１２月１２日（水）   愛知厚生年金会館              ２７名 

第８回  平成１４年 ２月１２日（火）   中部支部事務所               ２４名 

第９回  平成１４年 ３月１９日（火）   中部支部事務所               ２２名 



（５）調査研究委員会選考委員会 

第１回  平成１４年 ２月１２日（火） 於：中部支部事務所           出席者  ７名 

 

（６）優秀研究発表賞選考委員会 

第１回  平成１３年１１月２７日（火） 於：中部支部事務所           出席者  ９名 

第２回  平成１４年 ３月 ８日（金）   東海大学海洋学部              １３名 

 

（７）技術賞選考委員会 

第１回  平成１３年１１月２７日（火） 於：中部支部事務所           出席者  ６名 

第２回  平成１４年 ３月 ８日（金）   東海大学海洋学部               ８名 

 

（８）企画調整ＷＧ 

第１回  平成１３年 ５月 ８日（火） 於：中部支部事務所           出席者  ６名 

第２回  平成１３年 ６月１２日（火）   中部支部事務所                ６名 

第３回  平成１３年 ７月１０日（火）   中部支部事務所                ７名 

第４回  平成１３年 ８月 ３日（金）   中部支部事務所                ４名 

第５回  平成１３年 ９月１１日（火）   中部支部事務所                ３名 

第６回  平成１３年１０月 ９日（火）   中部支部事務所                ４名 

第７回  平成１３年１１月１３日（火）   名古屋都市センター              ５名 

第８回  平成１３年１２月１２日（水）   愛知厚生年金会館               ５名 

第９回  平成１４年 １月１８日（金）   中部支部事務所                ４名 

第１０回 平成１４年 ２月１２日（火）   中部支部事務所                ４名 

第１１回 平成１４年 ３月１９日（火）   中部支部事務所                ４名 

 

（９）広報ＷＧ 

第１回  平成１３年 ５月 ８日（火） 於：中部支部事務所           出席者  ８名 

第２回  平成１３年 ６月１２日（火）   中部支部事務所                ８名 

第３回  平成１３年 ７月１０日（火）   中部支部事務所                ７名 

第４回  平成１３年 ８月 １日（水）   中部支部事務所                ８名 

第５回  平成１３年 ８月２１日（火）   中部支部事務所                ５名 

第６回  平成１３年 ９月１１日（火）   中部支部事務所                ５名 

第７回  平成１３年１０月 ９日（火）   中部支部事務所                ５名 

第８回  平成１３年１１月１３日（火）   名古屋都市センター              ５名 

第９回  平成１３年１２月１２日（水）   愛知厚生年金会館               ３名 

第１０回 平成１４年 ２月１２日（火）   中部支部事務所                ３名 

 

（10）講習会ＷＧ－１ 

第１回  平成１３年 ５月 ８日（火） 於：中部支部事務所           出席者  ９名 

第２回  平成１３年 ６月１２日（火）   中部支部事務所                ８名 

第３回  平成１３年 ７月１０日（火）   中部支部事務所                ６名 

第４回  平成１３年 ９月１１日（火）   中部支部事務所                ７名 

第５回  平成１３年１０月 ９日（火）   中部支部事務所                ６名 

第６回  平成１３年１１月１３日（火）   名古屋都市センター              ７名 

第７回  平成１３年１２月１２日（水）   愛知厚生年金会館               ６名 



第８回  平成１４年 ２月１２日（火）   中部支部事務所                ６名 

第９回  平成１４年 ３月１９日（火）   中部支部事務所                ７名 

 

（11）講習会ＷＧ－２ 

第１回  平成１３年 ５月 ８日（火） 於：中部支部事務所           出席者  ７名 

第２回  平成１３年 ６月１２日（火）   中部支部事務所                ６名 

第３回  平成１３年 ７月１０日（火）   中部支部事務所                ７名 

第４回  平成１３年 ９月１１日（火）   中部支部事務所                ５名 

第５回  平成１３年１０月 ９日（火）   中部支部事務所                ５名 

第６回  平成１３年１１月１３日（火）   名古屋都市センター              ５名 

第７回  平成１３年１２月１２日（水）   愛知厚生年金会館               ４名 

第８回  平成１４年 ２月１２日（火）   中部支部事務所                ７名 

第９回  平成１４年 ３月１９日（火）   中部支部事務所                ５名 

 

（12）ホームページＷＧ 

第１回  平成１３年 ６月１２日（火） 於：中部支部事務所           出席者  ７名 

 


