
平成１５年度活動 

 

（１）講習会 

第１回  平成１５年 ６月２４日（火） 於：名古屋国際会議場   参加者１１４名 

  「複合構造物の性能照査指針(案)に関する講習会」 

第２回  平成１５年 ９月 ５日（金） 於：名古屋大学シンポジオン  参加者１２１名 

  「コンクリート製長大アーチ橋の設計手法に関する講習会（名古屋会場）」 

第 3 回  平成１６年 ２月２０日（金） 於：名古屋市工業研究所   参加者 ５７名 

技術士講習会 「土木技術者に求められる姿」― 技術士資格取得のために ― 

 

（２）技術講座 

第１回  平成１５年 ４月２２日（火） 於：名古屋市工業研究所   参加者 ９７名 

  「地震防災に関する技術講座シリーズ」－(1)地震動と被害予測・防災計画 

第２回  平成１５年 ５月２０日（火） 於：名古屋市工業研究所   参加者１２０名 

  「地震防災に関する技術講座シリーズ」－(2)耐震診断と補強 

 

（３）留学生交歓会 

平成１５年度は開催を見送り．平成１６年度以降学生交流会として開催予定． 

 

（４）土木の日関連行事 

① 市民見学会 

＜コース１＞「見てみよう自然と共生する土木事業」（長野県）  平成 15 年 10 月 26 日（日） 

  見学先：釜ヶ淵砂防堰堤、新釜トンネル（安曇村）    参加者 ３４名 

＜コース２＞「新しい中部の玄関口“セントレア”を見に行こう」（愛知県） 平成 15 年 11 月 15 日（土） 

  見学先：中部国際空港       参加者 ４３名 

＜コース３＞「未来へつながる道づくり、環境づくり」（三重県）  平成 15 年 11 月 16 日（日） 

  見学先：第二名神自動車道、亀山サンシャインパーク、関宿   参加者 ３０名 

   

② シンポジウム 

「土木のプロジェクトを支えた戦士たち」 

平成 15 年 10 月 11 日（土） 於：中電ホール（名古屋市東区）   参加者：３３１名 

 

③  自治体、学校イベントの協賛・後援 

・中部国際空港連絡鉄道新線高架橋ウォーク（主催：名古屋鉄道他）   参加者 11,608 名 

平成１５年１０月 ４日（土）～ ５日（日） 

内容：愛知県常滑市にて工事中の空港連絡鉄道の高架橋上を歩いて見学 

・見学会「金沢外環状道路 山側幹線はどこまでできた？」（主催：石川県他）  参加者５６０名 

平成１５年１１月１５日（土）～１６日（日） 

内容：石川県金沢市にて金沢外環状道路工事現場などの見学 

・工嶺祭（長野工業高等専門学校環境都市工学科）     参加者約 6,000 名 

平成１５年１０月２５日（土）～２６日（日） 

内容：水環境に関する模型の製作と発表・展示 

・岐阜大学学園祭（岐阜大学工学部社会基盤工学科）     参加者約２００名 



平成１５年１０月 3０日（木）～１１月２日（月） 

内容：伊勢湾をとりまく気象・海岸・海洋の調査・予測に関する発表・展示 

・こうよう祭（豊田工業高等専門学校環境都市工学科）    参加者約８５０名 

平成１５年１１月 １日（土）～２日（日） 

内容：阪神・淡路大震災における高速道路の崩壊模型などの展示、液状化体験コーナー設置 

・高専祭（岐阜工業高等専門学校環境都市工学科）     

平成１５年１１月 ２日（日）～３日（月） 

内容：専門展（4 年生）       参加者約 1,800 名 

「地震について知る」をテーマに展示・解説・体験・実演（高専祭で最優秀賞受賞） 

     環境都市外展（5 年生・教職員）     参加者約５００名 

  土木に関するパネル展示・ビデオ上映・クイズ出題 

 

④ 中部支部選奨土木遺産銘板授与式 

平成１５年１１月１３日（木） 於：ナゴヤドーム（建設技術フェア開催中）  参列約５０名 

 大井川橋（静岡県島田市）・鬼ヶ城歩道トンネル（三重県熊野市）を認定・表彰 

 

（５）研究発表会 

平成１６年 ３月 ６日（土） 於：長野工業高等専門学校（長野市）  講師の体調不良により中止 

 講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 ３１３件 

特別講演：「川の管理とすみ場の保全－“土木”と“生態”の共働をすすめるために－」 

      桜井 善雄 氏  

 

（６）土木出前講座 

平成１５年１１月１７日（月） 於：愛知県立岡崎西高等学校     参加者４７名 

テーマ：新幹線の線路保守  

講 師：東海旅客鉄道㈱新幹線鉄道事業本部施設部保線課係長 小野 敏氏 

 

３．３．共催・協賛・後援行事 

 

（１）共催行事 

①「近代日本を築いた土木技術者」 

平成 15年 6月 19日（木） 於：ホテルキャッスルプラザ 4F 

主催：国土交通省中部地方整備局 

 

②建設技術フェア'２００３ｉｎ中部 

  平成１５年１１月１２日（水）１３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'２００３ 

  平成１５年１０月 ８日（水）９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 4 回岐阜シンポジウム 

平成１５年 6 月 4 日～5 日 於：ぱ・る・る・プラザ岐阜  

主催：岐阜大学 

 

②「建設コンサルタント業務技術発表会」 

平成１５年１０月２９日（水） 於：メルパルク名古屋 

主催：社団法人建設コンサルタンツ協会中部支部 

 

③「名古屋工業大学大学院 VBL招へい外国人研究員セミナー」 

平成１６年２月２０日（金） 於：名古屋工業大学 

主催：名古屋工業大学大学院ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー 

 

④「公共事業における合意形成プロセスと第三者機関の役割」 

平成１６年５月１４日（金） 於：愛知芸術文化センター１２階、アートスペース A 

主催：ＪＣI中部支部技術評価・技術支援機構 

 

３．４．会議 

（１）支部総会 

     日  時：平成１５年４月１６日（水）１５：００～１７：１５ 

場  所：愛知厚生年金会館 Ｂ１「鳳凰の間ＡＢ」 （名古屋市千種区池下町２丁目６３） 

特別講演：「台湾高速鉄道の現状」 

       （社）海外鉄道技術協力協会 特別技術顧問  東海旅客鉄道（株）顧問   田中 宏昌 

参加人員：総会  １８６名   講演会  ２０５名 

 

（２）顧問会 

第１回  平成１５年１１月１９日（水） 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１５年 ９月３０日（火） 於：中部支部事務所     出席者 １２名（委任状３０名） 

第２回  平成１５年１２月 ９日（火）   愛知厚生年金会館        １０名（委任状１８名） 

第３回  平成１６年 ３月２３日（火）   名古屋ガーデンパレス      １２名（委任状２５名） 

 

（４）幹事会 

第１回  平成１５年 ５月１３日（火） 於：中部支部事務所            出席者 ３０名 

第２回  平成１５年 ６月１０日（火）   中部支部事務所                ３０名 

第３回  平成１５年 ７月 ８日（火）   中部支部事務所                ３２名 

第４回  平成１５年 ９月１６日（火）   中部支部事務所                ３０名 

第５回  平成１５年１０月１４日（火）   中部支部事務所                ２３名 

第６回  平成１５年１１月２５日（火）   花車ビル                   ２８名 

第７回  平成１５年１２月 ９日（火）   愛知厚生年金会館               ２２名 

第８回  平成１６年 ２月１０日（火）   中部支部事務所                ２５名 

第９回  平成１６年 ３月 ９日（火）   中部支部事務所                ２５名 



 

（５）調査研究委員会選考委員会 

第１回  平成１５年 ６月１０日（火） 於：中部支部事務所            出席者 １４名 

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

第３回  平成１６年 ２月１０日（火）   中部支部事務所                 ９名 

 

（６）優秀研究発表賞選考委員会 

第１回  平成１５年１１月２５日（火） 於：中部支部事務所     出席者 １５名（内委任状８名） 

第２回  平成１６年 ２月                             メイルで開催 

第３回  平成１６年 ３月 ６日（土）   長野工業高等専門学校             １４名 

 

（７）技術賞選考委員会 

第１回  平成１５年１１月２５日（火） 於：中部支部事務所     出席者 １１名（内委任状８名） 

第２回  平成１６年 ２月  日（火）                       メイルで開催 

第３回  平成１６年 ３月 ６日（土）   長野工業高等専門学校              ８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１５年５月 ７日（水）  於：中部支部事務所            出席者  ６名 

第２回  平成１５年７月２９日（火）    中部支部事務所                 ６名 

第３回  平成１６年２月２５日（水）    中部支部事務所                 ７名 

 

（９）企画調整ＷＧ 

第１回  平成１５年 ５月１３日（火） 於：中部支部事務所            出席者  ８名 

第２回  平成１５年 ６月１０日（火）   中部支部事務所                 ８名 

第３回  平成１５年 ７月 ８日（火）   中部支部事務所                 ７名 

第４回  平成１５年 ９月１６日（火）   中部支部事務所                 ８名 

第５回  平成１５年１０月１４日（火）   中部支部事務所                 ５名 

第６回  平成１５年１１月２５日（火）   花車ビル                    ９名 

第７回  平成１５年１２月 ９日（火）   愛知厚生年金会館                ５名 

第８回  平成１６年 ２月１０日（火）   中部支部事務所                 ６名 

第９回  平成１６年 ３月 ９日（火）   中部支部事務所                 ５名 

 

（10）広報ＷＧ－１ 

第１回  平成１５年 ５月１３日（火） 於：中部支部事務所            出席者  ９名 

第２回  平成１５年 ６月１０日（火）   中部支部事務所                 ６名 

第３回  平成１５年 ７月 ８日（火）   中部支部事務所                １１名 

第４回  メール会議 

第５回  平成１５年 ９月１６日（火）   中部支部事務所                 ５名 

第６回  平成１５年１０月１４日（火）   中部支部事務所                 ４名 

第７回  平成１５年１１月２５日（火）   花車ビル                    ６名 

第８回  平成１５年１２月 ９日（火）   愛知厚生年金会館                ６名 

第９回  平成１６年 ２月１０日（火）   中部支部事務所                 ７名 

第 10回  平成１６年 ３月 ９日（火）   中部支部事務所                 ７名 

 



（11）広報ＷＧ－２ 

第１回  平成１５年 ５月１３日（火） 於：中部支部事務所            出席者  ７名 

第２回  平成１５年 ６月１０日（火）   中部支部事務所                 ７名 

第３回  平成１５年 ７月 ８日（火）   中部支部事務所                 ６名 

第４回  平成１５年 ９月１６日（火）   中部支部事務所                 ５名 

第５回  平成１５年１０月１４日（火）   中部支部事務所                 ７名 

第６回  平成１５年１１月２５日（火）   花車ビル                    ６名 

第７回  平成１５年１２月 ９日（火）   愛知厚生年金会館                ７名 

第８回  平成１６年 ２月１０日（火）   中部支部事務所                 ９名 

第９回  平成１６年 ３月 ９日（火）   中部支部事務所                 ７名 

 

（12）講習会ＷＧ－１ 

第１回  平成１５年 ５月１３日（火） 於：中部支部事務所            出席者  ８名 

第２回  平成１５年 ６月１０日（火）   中部支部事務所                 ８名 

第３回  平成１５年 ７月 ８日（火）   中部支部事務所                 ７名 

第４回  平成１５年 ９月１６日（火）   中部支部事務所                 ９名 

第５回  平成１５年１０月１４日（火）   中部支部事務所                 ８名 

第６回  平成１５年１１月２５日（火）   花車ビル                    ８名 

第７回  平成１５年１２月 ９日（火）   愛知厚生年金会館                ９名 

第８回  平成１６年 ２月１０日（火）   中部支部事務所                 ９名 

第９回  平成１６年 ３月 ９日（火）   中部支部事務所                 ５名 

 

（13）講習会ＷＧ－２ 

第１回  平成１５年 ５月１３日（火） 於：中部支部事務所            出席者  ６名 

第２回  平成１５年 ６月１０日（火）   中部支部事務所                 ８名 

第３回  平成１５年 ７月 ８日（火）   中部支部事務所                 ７名 

第４回  平成１５年 ９月１６日（火）   中部支部事務所                 ８名 

第５回  平成１５年１０月１４日（火）   中部支部事務所                 ７名 

第６回  平成１５年１１月２５日（火）   花車ビル                    ９名 

第７回  平成１５年１２月 ９日（火）   愛知厚生年金会館                ７名 

第８回  平成１６年 ２月１０日（火）   中部支部事務所                 ７名 

第９回  平成１６年 ３月 ９日（火）   中部支部事務所                 ６名 

 

（14）全国大会準備委員会 

第１回  平成１５年 ２月１２日（水） 於：中部支部事務所 

第２回  平成１５年 ２月２６日（水）   中部支部事務所 

第３回  平成１５年 ３月１２日（水）   中部支部事務所 

第４回  平成１５年 ５月１３日（火）   中部支部事務所 

第５回  平成１５年 ８月２５日（月）   愛知県三の丸庁舎 

この間約 200 通のメール会議および約１回／月の会合 

第６回  平成１５年１２月１１日（月）   中部地方整備局 

以後実行委員会を組織し，約 2 回／月の会合とメーリングリストにより議論継続中 

第１回常任委員会を 12 月 15 日に開催 
 


