
平成１９年度活動 

 

◆会議 

 日   時：平成１９年４月１８日（水）１５：００～１７：１５ 

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

特別講演：「情報化の落とし穴」 

中日新聞社 常務取締役編集担当 小出宣昭氏 

参加人員：総会１０８名 講演会１２７名 

 

（２）顧問会 

第１回 平成１９年１０月１２日（金） 於：ホテルアソシア  出席者 １０名 

 

（３）商議員会 

第１回 平成１９年１０月２６日（金） 於：中部支部事務所  出席者  ６名（委任状２０名） 

第２回 平成１９年１２月１８日（火）   愛知厚生年金会館 出席者 １０名（委任状２７名） 

第３回 平成２０年 ３月１７日（月）   中部支部事務所  出席者 １２名（委任状２２名） 

 

（４）幹事会 

第１回 平成１９年 ５月 ９日（水） 於：中部支部事務所  出席者 ３１名 

第２回 平成１９年 ６月１３日（水）   中部支部事務所   ２５名 

第３回 平成１９年 ７月１１日（水）   中部支部事務所   ３２名 

第４回 平成１９年 ９月 ５日（水）   中部支部事務所   ２８名 

第５回 平成１９年１０月１０日（水）   中部支部事務所   ２５名 

第６回 平成１９年１１月１４日（水）   中部支部事務所   ２６名 

第７回 平成１９年１２月１８日（火）   愛知厚生年金会館  ２４名 

第８回 平成２０年 ２月１３日（水）   中部支部事務所   ２４名 

第９回 平成２０年 ３月１２日（水）   中部支部事務所     名 

 

 

◆主催行事 

 

（１） 講習会・技術講座 

第１回 平成１９年５月２１日（月）   於：名古屋市工業研究所  参加者 ９１名 

   「鋼橋の耐震・制震設計ガイドライン講習会」 

第２回 平成１９年７月１０日（火）   於：名古屋市工業研究所  参加者 ８４名 

   「地震防災に関する講習会」 

第３回 平成１９年１０月２３日（火）   於：徳川園   参加者 ３４名 

   「近代土木遺産の保存・活用に関する講習会」 

第４回 平成１９年１２月４日（火）    於：名古屋市工業研究所  参加者１１３名 



「『コンクリートライブラリー１２８号【鉄筋定着・継手指針（案）】発刊』及び『コンクリートライブラリー 

１２６号【施工性能にもとづくコンクリートの配合設計・施工指針（案）】発刊』に伴う講習会」 

第５回 平成２０年３月１８日（火）   於：名古屋高速道路公社  参加者８８名 

   「名古屋高速道路“高速６号清須線”等の建設技術について」 

 

（２） 土木の日関連行事 

① 土木の日エクスカーション 親子ふれあい見学会    平成１９年１１月１７日（土） 

「海洋都市名古屋の港と水の暮らしの今昔」  

 見学先：名古屋城、堀川、名古屋港    参加者 ２７名 

 

② 市民見学会 

＜石川県＞「歴史をまもり未来へはばたく石川の土木技術」     平成１９年１０月２８日（日） 

   見学先：金沢港岸壁工事現場、金沢城公園   参加者 ２９名 

＜静岡県＞「ダムと空港を見て学ぼう 太田川ダムと富士山静岡空港」 平成１９年１１月１８日（日） 

   見学先：太田川ダム、富士山静岡空港、金谷相良道路  参加者 ４２名 

＜愛知県＞「環 “環状・環境”」                  平成１９年１１月１０日（土） 

   見学先：名古屋高速道路、リニモ車両基地、愛・地球博記念公園 参加者 ３０名 

 

③自治体、学校イベントの協賛、後援 

・ 岐大祭（岐阜大学） 

 平成１９年１１月３日（土）～４日（日） 

 内 容：Ｗｅｂで利用できる研究成果体験コーナー、ラボツアー 

・ 高専祭（岐阜工業高等専門学校） 

平成１９年１０月２７日（土）～２８日（日） 

内 容：自然災害の脅威と災害を防ぐ土木技術 

・ こうよう祭（豊田工業高等専門学校） 

 平成１９年１１月３日（土）～４日（日） 

 内 容：レゴブロックを用いた都市計画 

 

（３） 中部支部選奨土木遺産認定授与式 

・ 明治用水旧頭首工（安城市明治用水土地改良区）、岩井橋（名古屋市） 

 平成１９年１１月８日（木）  於：建設技術フェア２００７in 中部（ナゴヤドーム） 

 

（４） 研究発表会 

平成２０年３月８日（土）     於：金沢大学   参加者：約５００名 

    講演部門：第Ⅰ～Ⅶ部門 ２８２件            

 

（５） 土木出前講座 

① 平成１９年 ４月２０日（金）  於：四日市市立海星中学校  参加者：１４３名 

 テーマ：阪神・淡路大震災からの教訓と大震災時の緊急対応について 

 講 師：名古屋工業大学教授  山本 幸司氏 



② 平成１９年 ４月２５日（水）  於：美濃加茂市立西中学校  参加者：２４７名 

 テーマ：東海大地震と被害の話                  

 講 師：岐阜大学教授 能島 暢呂氏 

③ 平成１９年 ５月 ７日（月）  於：南知多町立日間賀中学校 参加者： ６４名 

 テーマ：地震と津波                       

 講 師：名古屋大学教授 水谷 法美氏 

④ 平成１９年 ５月１５日（火）  於：名古屋市立山田東中学校 参加者：５８０名 

 テーマ：生態系と開発 環境に関する一般的知識等         

 講 師：名古屋工業大学准教授 増田 理子氏 

⑤ 平成１９年 ６月１３日（水）  於：大垣市立上石津中学校  参加者： ５７名 

 テーマ：都市における下水道の役割               

 講 師：名古屋市上下水道局課長 落合博和氏 

⑥ 平成１９年 ６月１６日（土）  於：岐南町中央公民館  参加者：  ７名 

 テーマ：近づく大震災、その予測と家庭内で出来る対策       

 講 師：中部大学教授 山田 公夫氏  

⑦ 平成１９年 ６月２２日（金）  於：揖斐川町立北和中学校  参加者： ４２名 

 テーマ：生態系と開発 環境に関する一般知識など         

 講 師：名古屋工業大学准教授 増田 理子氏 

⑧ 平成１９年 ６月２３日（土）  於：岐南町中央公民館  参加者：  ７名 

 テーマ：近づく大地震                   

 講 師：長野工業高等専門学校准教授 古本 吉倫氏 

⑨ 平成１９年 ７月２６日（木） 於：建設コンサルタント協会中部支部 参加者： ３０名 

 テーマ：都市河川の環境と防災                 

 講師：中部大学教授 松尾 直規氏 

⑩ 平成１９年 ８月２５日（土）  於：岐南町中央公民館  参加者：  ６名 

 テーマ：生態系と開発 環境に関する一般知識など         

 講 師：名古屋工業大学准教授 増田 理子氏 

⑪ 平成１９年１０月１９日（金） 於：岐阜県安八郡神戸町立神戸中学校 参加者：２１１名 

 テーマ：東海大地震と被害の話              

 講 師：岐阜大学教授 能島 暢呂氏 

⑫ 平成１９年１０月２６日（金）   於：豊橋市役所   参加者： ４０名 

 テーマ：阪神・淡路大震災からの教訓と大震災時の緊急対応について 

 講 師：名古屋工業大学教授 山本 幸司氏 

⑬ 平成１９年１１月２９日（木）  於：名古屋マリオットアソシア  参加者：１００名 

 テーマ：東海大地震と被害の話                  

 講 師：岐阜大学教授 能島 暢呂氏 

⑭ 平成２０年１月９日（水）    於：知多郡東浦町立東浦中学校 参加者：２８６名 

 テーマ：地震と津波                      

 講 師：名古屋大学准教授 川崎 浩司氏 

⑮ 平成２０年２月１４日（木）   於：愛知県庁   参加者：１０１名 

  テーマ：緊急地震速報で命をまもる     



 講 師：愛知工業大学教授 正木 和明氏 

⑯ 平成２０年２月２６日（火）   於：大垣市立東中学校  参加者：２３７名 

 テーマ：生態系と開発 環境に関する一般的知識等      

 講 師：名古屋工業大学准教授 増田 理子氏 

⑰ 平成２０年２月２８日（木）   於：豊川市立東部中学校  参加者： １０名 

 テーマ：新聞紙に乗ろう！橋の話と実験           

 講 師：愛知工業大学准教授 鈴木 森晶氏 

⑱ 平成２０年３月１４日（金）   於：可児市御嵩町 共和中学校 参加者：１４２名 

 テーマ：阪神・淡路大震災からの教訓と大震災時の緊急対応について 

 講 師：名古屋工業大学教授 山本 幸司氏 

⑲ 平成２０年３月２３日（日）   於：豊橋市生活家庭館  参加者： ２４名 

 テーマ：新聞紙に乗ろう！橋の話と実験           

 講 師：愛知工業大学准教授 鈴木 森晶氏 

⑳ 平成２０年３月２９日（土）   於：ＮＰＯなかまの家（日進市） 参加者：  ９名 

 テーマ：液状化しそうな地盤とは？作って調べてみよう    

 講 師：名古屋大学教授 中野 正樹氏 

 

（６） エクスカーション 

① 「中部の海と空の玄関を訪ねて」                平成１９年８月２２日（水） 

   見学先：四日市ポートビル、四日市旧港潮吹き堤防、中部国際空港 参加者：１３名 

② 「熊野尾鷲道路と世界遺産熊野古道を訪ねて」          平成１９年８月２７日（月） 

   見学先：熊野尾鷲道路、熊野古道「馬越峠」、熊野古道センター 参加者：３８名 

③ 「木曽三川水辺の暮らし」                   平成１９年８月３０日（木） 

   見学先：海津市歴史民族資料館、長良川河口堰、船頭平閘門  参加者：３９名 

 

 

◆共催・協賛・後援行事 

 

（１）共催行事 

①第１２回水シンポジウム２００７in あいち  

  平成１９年８月９日（木）～１０日（金）  於：名古屋国際会議場 

  主催：第１２回水シンポジウム２００７in あいち実行委員会 

②建設技術フェア２００７in 中部 

  平成１９年１１月７日（水）～８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催事「テクノフェア２００７」        

  平成１９年１０月１７日（水）～１８日（木） 於：中部電力株式会社技術開発本部 

  主催：中部電力株式会社 

②シンポジウム「第３回座談会『安全、診断と防災システム』」 



  平成１９年１１月９日（金）   於：名古屋大学ベンチャーホール 

  主催：日本機械学会東海支部 

③シンポジウム「エコトピア科学に関する国際シンポジウム２００７（ISETS07）」 

  平成１９年１１月２３日（金）～２５日（日） 於：名古屋大学ＩＢ電子情報館 

  主催：名古屋大学エコトピア科学研究所（ISETS07 組織委員会・同実行委員会） 

 

（３）後援行事 

①シンポジウム「環境にやさしい交通まちづくり国際シンポジウム」 

  平成１９年 ７月 ９日（月）       於：ＪＡあいち豊田 ふれあいホール 

  主催：財団法人豊田都市交通研究所 

②見学会・講演会「ＪＲ東海小牧研究施設の見学会及び講演会」 

  平成１９年 ９月 ７日（金）       於：ＪＲ東海小牧研究施設 

  主催：社団法人日本材料学会東海支部 

③報告会「環境対応型コンクリートの環境影響手法の構築研究委員会報告会」 

  平成１９年 ９月１１日（火）       於：愛知県生コン会館 

  主催：社団法人日本コンクリート工学協会中部支部 

④コンテスト「新聞紙で作る高速道路（橋）コンテスト」 

  平成１９年 ９月２２日（土）       於：ナディアパーク 

  主催：中日本高速道路株式会社名古屋支社 

⑤技術発表会「建設コンサルタント業務技術発表会」 

  平成１９年１０月１９日（金）       於：愛知厚生年金会館 

  主催：（社）建設コンサルタンツ協会中部支部 

⑥シンポジウム「国土形成計画シンポジウム」 

  平成１９年１１月２７日（火）       於：ミッドランドスクエア 

  主催：国土交通省中部地方整備局・中部運輸局 

⑦セミナー「第２９８回コンクリートセミナー」 

  平成２０年３月５日（水）         於：ルブラ王山 

  主催：（社）セメント協会 

 


