
平成１４年度活動 

 

（１）講習会 

第１回  平成１４年 ４月２５日（木） 於：名古屋市工業研究所         参加者２５６名 

  「2002 年制定コンクリート標準示方書発刊に伴う講習会」 

土木学会技術推進機構共催講習会  

平成１５年 ２月５日（水） 於：名古屋市工業研究所           参加者９８名 

  「中部地方の土木プロジェクトと新たな土木のパラダイム」 

第２回  平成１５年 ３月３日（月）  於：名古屋市工業研究所         参加者１５３名 

  「2002年制定コンクリート標準示方書［耐震性能照査編］の発刊ならびに 

コンクリート構造物の耐震設計法に関する講習会」 

 

（２）技術講座 

第１回  平成１４年 ７月３０日（火） 於：名古屋市工業研究所          参加者８０名 

  「土木をとりまく最新のシミュレーションとビジュアル評価」 

 

（３）留学生交歓会 

平成１４年１０月１１日（金） 

見学先：ＪＲ東海 研究開発施設（愛知県小牧市）                参加者１７名 

        車両運動総合シミュレータ、架線振動試験装置、移動式載荷試験車、 

        多軸式列車荷重模擬載荷試験装置、桁疲労試験機 他 

懇親会：名古屋マリオットアソシアホテル 

 

（４）土木の日関連行事 

 ① 市民見学会 

＜コース１＞「見て、聞いて、ふれて知る 西美濃水源地の旅」（岐阜県）        参加者３２名 

平成 14 年 11 月 10 日（日） 

  見学先：徳山ダム，横山ダムほか 

＜コース２＞「未来を拓くとやまの土木」（富山県）                  参加者３１名 

平成 14 年 11 月 16 日（土） 

  見学先：北陸新幹線建設現場，本宮砂防ダムほか 

＜コース３＞「水の流れをめぐる旅」（名古屋市）                   参加者３９名 

平成 14 年 11 月 16 日（土） 

  見学先：長良川河口堰，鍋屋上野浄水場，名城下水処理場ほか 

   

 ② 講演会 

「人々の暮らしにいきづく土木シンポジウム」                  参加者約５００名 

平成 14 年 11 月 27 日（金） 於：長野県民文化会館中ホール 

 

 ③ 土木の日見学会 

「環境にやさしい高速道路 見学会」                         参加者７４名 

平成１４年１１月９日（土） 

見学場所： 東名阪自動車道（上社～高針 JCT），名古屋高速東山トンネル 



 

 ④ 土木学会選奨土木遺産銘板授与式 

平成１４年１１月２７日（火） 於：長野県民文化会館            参加者約５００名 

 中島武設計 鉄筋コンクリートローゼ橋群（世界初の鉄筋ローゼ橋の一群） 

大手橋：木曽福島町、栄橋：佐久町、姫川橋：小谷村、親沢橋：小谷村、昭和橋：坂城町 

  

 ⑤ 自治体、学校イベントの協賛  

・愛知工業大学大学祭工科展（愛知工業大学） 

平成 14 年 10 月 19 日（土）～20 日（日） 

内容：ビオトープ浮島製作と発表・展示 

・中部大学大学祭 

平成 14 年 11 月 3 日（日）～4 日（月） 

内容：多自然型川づくりに関するパネル展示 

・豊田工業高等専門学校高専祭 

平成 14 年 11 月 2 日（土）～3 日（日） 

内容：紙を使った橋の製作と強度コンテスト、モルタルによるオブジェ作り体験 他 

・岐阜工業高等専門学校高専祭 

平成 14 年 10 月 26 日（土）～27 日（日） 

内容：パソコンによる土木クイズ、模型製作、パネル展示等中部大学祭（中部大学） 

 

（５）研究発表会 

平成１５年 ３月 ７日（金） 於：豊橋技術科学大学（愛知県豊橋市）     参加者５０２名 

 講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 ３４３件 

特別講演：「自動車港湾と地域戦略 ～国際自動車コンプレックス計画の歩みと展望～」 

      （社）東三河地域研究センタ－ 常務理事 戸田 敏行 氏 

 

（６）土木出前事業 

平成１５年２月３日（月） 於：岐阜県立岐阜総合学園高校 

参加者 環境テクノロジー系列２年生 約３０名 

  授業テーマ：地球環境と暮らしを支える科学技術 －土木工学の基礎と最先端－ 

 

 

４．３ 共催・協賛・後援行事 

 

（１）共催行事 

①建設技術フェア'２００２ｉｎ中部 

  平成１４年１１月２７日（水）２８日（木） 於：ナゴヤドーム 

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

 

（２）協賛行事 

①テクノフェア'２００２ 

  平成１４年１０月 ２日（水）３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建設コンサルタント業務技術発表会 

  平成１４年１０月２９日（火） 於：名古屋市工業研究所 

                   社団法人建設コンサルタンツ協会中部支部 主催 

 

②第２９回セメント系固化材セミナー 

  平成１４年１１月１４日（木） 於：名古屋市ルブラ王山 

                   社団法人セメント協会 主催 

 

 

４．４ 会議 

 

（１）支部総会 

     平成１４年 ４月１５日（月） 於：愛知厚生年金会館            出席者１５５名 

     特別講演：「走行支援道路システムの開発状況と将来展望」 

 (財)走行支援道路システム開発機構専務理事  山川 朝生 氏 

 

（２）顧問会 

第１回  平成１４年１０月２４日（木） 於：ホテルアソシア名古屋ターミナル    出席者１４名 

 

（３）商議員会 

第１回  平成１４年１０月 ２日（水） 於：中部支部事務所     出席者 ９名、委任状３０名 

第２回  平成１４年１２月１１日（水）   愛知厚生年金会館    出席者１０名、委任状２６名 

第３回  平成１５年 ３月２６日（水）   中部支部事務所     出席者 ３名、委任状３０名 

 

（４）幹事会 

第１回  平成１４年 ５月 ８日（水） 於：中部支部事務所           出席者 ３３名 

第２回  平成１４年 ６月１２日（水）   中部支部事務所               ３０名 

第３回  平成１４年 ７月１０日（水）   中部支部事務所          （台風により中止） 

第４回  平成１４年 ９月１１日（水）   中部支部事務所               ２９名 

第５回  平成１４年１０月 ９日（水）   中部支部事務所               ２４名 

第６回  平成１４年１１月１３日（水）   中部支部事務所               ２５名 

第７回  平成１４年１２月１１日（水）   愛知厚生年金会館              ２３名 

第８回  平成１５年 ２月１２日（水）   中部支部事務所               ２７名 

第９回  平成１５年 ３月１２日（水）   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 ６月１２日（水） 於：中部支部事務所           出席者 １４名 

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

第３回  平成１４年 ２月１２日（水）   中部支部事務所               １１名 

 

 



（６）優秀研究発表賞選考委員会 

第１回  平成１４年１１月２７日（水） 於：中部支部事務所           出席者  ５名 

第２回  平成１５年 ３月 ７日（金）   豊橋技術科学大学              １５名 

 

（７）技術賞選考委員会 

第１回  平成１４年１１月２７日（水） 於：中部支部事務所           出席者  ８名 

第２回  平成１５年 ３月 ７日（金）   豊橋技術科学大学               ６名 

 

（８）土木学会選奨土木遺産中部支部選考委員会 

第１回  平成１４年４月１２日（金）   於：中部支部事務所          出席者  ８名 

第２回  平成１４年５月 ９日（木）     中部支部事務所               ７名 

第３回  平成１５年３月 ５日（水）     中部支部事務所               ７名 

 

（９）企画調整ＷＧ 

第１回  平成１４年 ５月 ８日（水） 於：中部支部事務所           出席者  ５名 

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

第３回  平成１４年 ７月１０日（水）   中部支部事務所              資料送付 

第４回  平成１４年 ８月 ７日（水）   中部支部事務所                ７名 

第５回  平成１４年 ９月１１日（水）   中部支部事務所                ５名 

第６回  平成１４年１０月 ９日（水）   中部支部事務所                ６名 

第７回  平成１４年１１月１３日（水）   中部支部事務所                ７名 

第８回  平成１４年１２月１１日（水）   愛知厚生年金会館               ７名 

第９回  平成１５年 ２月１２日（水）   中部支部事務所                ７名 

第 10 回  平成１５年 ３月１２日（水）   中部支部事務所                ５名 

 

（１０）広報ＷＧ 

事前会合 平成１４年 ５月 ８日（水） 於：中部支部事務所           出席者  ８名 

第１回  平成１４年 ６月１２日（水）   中部支部事務所                ６名 

第２回  平成１４年 ７月２３日（火）   中部支部事務所                ６名 

第３回  平成１４年 ８月 ８日（水）   中部支部事務所                ６名 

第４回  平成１４年 ９月１１日（水）   中部支部事務所                ７名 

第５回  平成１４年１０月 ９日（水）   中部支部事務所                ６名 

第６回  平成１４年１１月１３日（水）   中部支部事務所                ７名 

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

第８回  平成１５年 ２月１２日（水）   中部支部事務所                ４名 

第９回  平成１５年 ３月１２日（水）   中部支部事務所                ７名 

 

（１１）講習会ＷＧ－１ 

第１回  平成１４年 ５月 ８日（水） 於：中部支部事務所           出席者  ８名 

第２回  平成１４年 ６月１２日（水）   中部支部事務所                ７名 

第３回  平成１４年 ７月１０日（水）   中部支部事務所              資料送付 

第４回  平成１４年 ９月１１日（水）   中部支部事務所                ６名 

第５回  平成１４年１０月 ９日（水）   中部支部事務所                ５名 

第６回  平成１４年１１月１３日（水）   中部支部事務所                ５名 



第７回  平成１４年１２月１１日（水）   愛知厚生年金会館               ３名 

第８回  平成１５年 ２月１２日（水）   中部支部事務所                ６名 

第９回  平成１５年 ３月１２日（水）   中部支部事務所                ５名 

 

（１２）講習会ＷＧ－２ 

第１回  平成１４年 ５月 ８日（水） 於：中部支部事務所           出席者  ６名 

第２回  平成１４年 ６月１２日（水）   中部支部事務所                ７名 

第３回  平成１４年 ９月１１日（水）   中部支部事務所                ８名 

第４回  平成１４年１０月 ９日（水）   中部支部事務所                ６名 

第５回  平成１４年１１月１３日（水）   中部支部事務所                ６名 

第６回  平成１４年１２月１１日（水）   愛知厚生年金会館               ４名 

第７回  平成１５年 ２月１２日（水）   中部支部事務所                ８名 

第８回  平成１５年 ３月１２日（水）   中部支部事務所                ５名 

 

（１３）ホームページＷＧ 

第１回  平成１４年 ６月１２日（水）   中部支部事務所           出席者  ４名 

第２回  平成１４年 ７月１０日（水）   中部支部事務所              資料送付 

第３回  平成１４年１０月 ９日（水）   中部支部事務所                ４名 

第４回  平成１４年１１月１３日（水）   中部支部事務所                ５名 

第５回  平成１４年１２月１１日（水）   愛知厚生年金会館               ５名 

 

（１４）土木学会全国大会準備委員会 

第１回  平成１５年 ２月１２日（水）   中部支部事務所         出席者 委員 ６名 

第２回  平成１５年 ２月２６日（水）   中部支部事務所                ６名 

第３回  平成１５年 ３月１２日（水）   中部支部事務所                ６名 


