
平成 20 年度活動 

 

◆会議 

 日   時：平成２０年４月１７日（木）１５：００～１７：１５ 

場   所：愛知厚生年金会館 （名古屋市千種区池下町２丁目６３） 

特別講演：「地球温暖化に伴う地域気象への影響」 

    愛知教育大学教授 大和田道雄 氏 

参加人員：総会１２６名   講演会１４３名 

 

（２）顧問会 

第１回 平成２０年１０月１６日（木）  於：ホテルアソシア名古屋ターミナル 

 

（３）商議員会 

第１回 平成２０年 ８月 ５日（火）    文書開催  回答者 ３７名 

第２回 平成２０年 ９月１９日（金） 於：中部支部事務所  出席者 １０名（委任状２４名） 

第３回 平成２０年１２月１７日（水）  メルパルク名古屋  出席者  ８名（委任状２８名）               

第４回 平成２１年 ３月１８日（水）   中部支部事務所  出席者  ７名（委任状２８名） 

 

（４）幹事会 

第１回 平成２０年 ５月１４日（水） 於：中部支部事務所  出席者 ３８名 

第２回 平成２０年 ６月１１日（水）   中部支部事務所  出席者 ２８名 

第３回 平成２０年 ７月 ９日（水）   中部支部事務所  出席者 ３４名 

第４回 平成２０年 ９月 ３日（水）   中部支部事務所  出席者 ２２名 

第５回 平成２０年１０月 ８日（水）   中部支部事務所  出席者 ３７名 

第６回 平成２０年１１月１２日（水）   中部支部事務所  出席者 ２５名 

第７回 平成２０年１２月１７日（水）   メルパルク名古屋  出席者 ３３名 

第８回 平成２１年 ２月１０日（火）   中部支部事務所  出席者 ２５名 

第９回 平成２１年 ３月１１日（水）   中部支部事務所  出席者 ２５名 

 

 

◆主催行事 

 

（１） 講習会・技術講座 

第１回 平成２０年 ５月１５日（木） 於：名古屋市工業研究所  参加者１６８名 

  「２００７年制定コンクリート標準示方書発刊に伴う講習会」 

第２回 平成２０年 ６月２０日（金） 於：名古屋市工業研究所  参加者 ６３名 

  「２００８年制定鋼・合成構造標準示方書－耐震設計編－講習会」 

第３回 平成２０年１０月３１日（金） 於：名古屋大学シンポジオン  参加者１２０名 

  創立 70 周年記念事業 ミニシンポジウム「地球温暖化への適応策～水循環の視点から～」 



第４回 平成２１年 ２月１２日（木） 於：名古屋市工業研究所  参加者 ８８名 

  「土木技術者に求められる姿 －技術士資格取得のために－」 

第５回  平成２１年３月６日（金）   於：愛知工業大学（本山キャンパス） 参加者 ５１名 

   「地震防災に関する講習会」 

 

（２） 土木の日関連行事 

① 70 周年記念事業｢飛騨トンネルバックヤードツアー｣ 平成２０年 ８月 １日（金） 

     見学先：飛騨トンネル、白川郷     参加者 ３５名 

 

② 親子ふれあい見学会    

 ｢名古屋の空と海とわたしたちの暮らし｣   平成２０年１１月２３日（日） 

  見学先：中部国際空港・名古屋港他    参加者 ３４名 

 

③ 市民見学会 

 ＜コース 1＞市民見学会（名古屋市）   平成２０年１１月 １日（土）  

   テーマ：見て！触れて！体験して！公共交通について考えてみよう 

   見学先：名古屋市地下鉄・レトロ電車館他   参加者 ２６名 

 ＜コース 2＞工事現場見学会（岐阜県飛騨地区） 平成２０年１１月 １日（土） 

     テーマ：～地域の建設現場を見る～       

     見学先：丹生川ダム工事現場    参加者 １９名  

 ＜コース 3＞県民見学会（富山県）   平成２０年１１月１５日（土） 

   テーマ：「とやまの土木（過去・未来）」 

  ～とやまの土木遺産と未来を拓くとやまの土木を見にいこう～ 

     見学先：能越自動車道・富岩運河環水公園他  参加者 １８名 

 ＜コース 4＞工事現場見学会（岐阜県岐阜地区）       平成２０年１１月１５日（土） 

     テーマ：～地域の建設現場を見る～  

     見学先：新所平島線（橋梁工事現場）・岐阜シティータワー４３ 参加者 ３７名 

  

④ 学校イベントの協賛・後援 

   ・工大祭併催「スタンプラリー＆クイズ」（金沢工業大学） 平成２０年１０月１２日（日） 

   ・長野高専高専祭「工嶺祭」（長野工業高等専門学校） 平成２０年１０月２５日（土）～２６（日） 

   ・岐阜高専高専祭｢環境都市工学科専門展｣・｢環境都市外展｣ （岐阜工業高等専門学校） 

                              平成２０年１０月２５日（土）～２６（日） 

   

⑤ エクスカーション 

  第 1 回「徳山ダム・根尾谷断層の体験型見学会」       平成２０年８月２６日（火） 

    見学先：徳山ダム・根尾谷地震断層観察館   参加者 ３０名 

  第 2 回「人と利水～徳山・横山ダムの見学を通して～体験型見学会」平成２０年８月２７日（水） 

    見学先：徳山・横山ダム他     参加者  ９名 

  第 3 回「人と利水～徳山・横山ダムの見学を通して～体験型見学会」平成２０年８月２９日（金） 

    見学先：徳山・横山ダム他     参加者 ２５名 



 

（３） 研究発表会 

平成２１年３月３日（火）   於：名城大学   参加者 ４２１名 

    講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 ２８２件 

 

（４） 土木出前講座 

①平成２０年 ５月 ７日（水）   於：南知多町立日間賀中学校 参加者  ５５名 

   「東海・東南海地震による各種被害予測と防災への取り組み」  

   講師：名古屋工業大学教授 谷口 仁士氏 

②平成２０年 ５月１５日（木）   於：安城市文化センター  参加者  ４４名 

   「都市の健全な水環境」                   

   講師：大同工業大学教授 大東 憲二氏 

③平成２０年 ５月１６日（金）   於：各務原市立川島中学校  参加者 １２６名 

   「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 

④平成２０年 ５月２７日（火）   於：静岡県職員会館  参加者 １１６名 

   「中部の土木遺産をたずねて」               

   講師：愛知工業大学准教授 小池 則満氏 

⑤平成２０年 ７月１６日（水）   於：静岡労政会館   参加者  ６９名 

   「東海・東南海地震による各種被害予測と防災への取り組み」 

   講師：名古屋工業大学教授 谷口 仁士氏 

⑥平成２０年 ７月２９日（火）   於：愛知県自治センター  参加者  ３５名 

   「東海大地震と被害の話」                 

   講師：中部大学大学院教授 山田 公夫氏 

⑦平成２０年 ９月 ４日（木）  於：クラシー半田市民交流プラザホール 参加者  ７４名 

   「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 

⑧平成２０年１０月 ２日（木）  於：クラシー半田市民交流プラザホール 参加者  ６５名 

   「東海・東南海地震による各種被害予測と防災への取り組み」  

   講師：名古屋工業大学 谷口 仁士氏 

⑨平成２０年１０月 ６日（月）   於：豊橋市役所   参加者  ６０名 

   「生態系と開発」                      

   講師：名古屋工業大学 増田 理子氏 

⑩平成２０年１０月２２日（水）   於：中津川市民病院  参加者  ９２名 

   「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 山本 幸司氏 

⑪平成２０年１２月 ３日（水）   於：豊山町立豊山小学校  参加者  ３８名 

   「新聞紙に乗ろう！橋の話と実験」              

   講師：愛知工業大学 鈴木 森晶氏 

⑫平成２１年 ２月２０日（金）  於：愛日建設技術協会（清須市都市計画課） 参加者  ９２名 

   「進化しつづける建設材料」                 



   講師：名古屋大学 国枝 稔氏 

⑬平成２１年 ３月１９日（木）   於：愛知県東郷町立東郷中学校 参加者 １５０名 

   「東海大地震と被害の話」                  

   講師：中部大学 山田 公夫氏      

 

（５） ７０周年記念事業 

① ｢飛騨トンネルバックヤードツアー｣（土木の日関連行事として実施） 平成２０年 ８月 １日（金） 

    見学先：飛騨トンネル、白川郷、NEXCO 中日本名古屋支社道路管制ｾﾝﾀｰ   参加者  ３５名 

②ミニシンポジウム「地球温暖化への適応策～水循環の視点から～」（第３回技術講習会として実施） 

    於：名古屋大学シンポジオン 平成２０年１０月３１日（金）   参加者 １２０名 

③７０周年記念事業記念式典・記念シンポジウム「地球温暖化に挑む！～今、私たちがすべきこと～」 

    於：中電ホール  平成２０年１１月２２日（土）   参加者 ３０１名 

 

（６） 自治体ブランチ活動      講師：名古屋市職員等 

① 「土木技術者がデザインする視点」 

    於：愛知工業大学    平成２０年 ７月 ２日（水） 

② 「名古屋都心の交通政策」 

    於：名古屋工業大学    平成２０年１０月１４日（火） 

③ 「現場に必要な土木技術者の感性」                 

    於：名古屋工業大学    平成２０年１０月２１日（火） 

④ 「危機管理のノウハウ」                 

    於：名古屋工業大学    平成２０年１０月２８日（火） 

⑤ 「危機管理のノウハウ」                 

    於：中部大学    平成２０年１０月２９日（水） 

⑥ 「中川運河プロジェクト」                 

    於：名古屋工業大学    平成２０年１１月 ４日（火） 

⑦ 「現場に必要な土木技術者の感性」                 

    於：中部大学    平成２０年１１月 ５日（水） 

⑧ 「名古屋都心開発プロジェクト」                 

    於：名古屋工業大学    平成２０年１１月１１日（火） 

⑨ 「市民と行政のパートナーシップ」                 

    於：中部大学    平成２０年１１月１２日（水） 

⑩ 「施工現場の今日的課題」                 

    於：中部大学    平成２０年１１月１８日（火） 

⑪「名古屋市が求める社会人の姿勢」 

    於：愛知工業大学    平成２０年１１月１９日（水） 

⑫ 「市民と行政のパートナーシップ」                 

    於：名古屋工業大学    平成２０年１１月２５日（火） 

⑬ 「公園管理の事例－行政代執行の実際」                 

    於：名古屋工業大学    平成２０年１２月 ９日（火） 

⑭ 「地方公共団体の入札制度」                 



    於：名古屋工業大学    平成２１年 １月１３日（火） 

⑮ 「公共工事発注における積算の問題」                 

    於：名古屋工業大学    平成２１年 １月２０日（火） 

⑯ 「公共工事に関わる法律」                 

    於：名古屋工業大学    平成２１年 １月２７日（火） 

 

 

◆共催・協賛・後援行事 

 

（１）共催行事 

①建設技術フェア２００８in中部 

  平成２０年１０月２９日（水）～３０日（木）於：名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール 

  主催：建設技術フェア in 中部実行委員会 

 

（２）協賛行事 

①日本材料学会東海支部 第１回イブニングセミナー 

  平成２０年 ５月２２日（木）   於：(財)ファインセラミックスセンター 

  主催：日本材料学会東海支部 

②日本材料学会東海支部 第 45 期第１回講演会 

  平成２０年 ７月１５日（火）   於：中部大学名古屋キャンパス 

  主催：日本材料学会東海支部 

③テクノフェア２００８ 

  平成２０年１０月２９日（水）～３０日（木） 於：中部電力株式会社技術開発本部 

  主催：中部電力㈱ 

 

（３）後援行事 

①第７回「知多から世界へ」講演会 in セントレア 

  平成２０年 ８月２１日（木） 於：中部国際空港㈱ 第 2 ｾﾝﾄﾚｱﾋﾞﾙ 4 階会議ホール 

  主催：特定非営利活動法人「知多から世界へ」 

②第３回 新聞紙で作る高速道路（橋）コンテスト 

  平成２０年１０月１８日（土） 於：金山南ビル 

  主催：中日本高速道路株式会社名古屋支社 

③平成 20 年度（第 18 回 建設コンサルタント業務技術発表会） 

  平成２０年１０月２０日（月） 於：愛知県厚生年金会館 

  主催：（社）建設コンサルタンツ協会中部支部 

④科学技術振興調整費による人材育成シンポジウム 第１５回岐阜シンポジウム 

  『暮らしの安全と地域再生への挑戦－「みち」のメンテナンス技術－』 

  平成２０年１１月２８日（金） 於：じゅうろくプラザ 

  主催：岐阜大学 社会資本アセットマネージメント技術研究センター 

⑤「鉄筋継手の品質確保のための管理と検査」講習会 

  平成２０年１１月２８日（金） 於：石川県地場産業振興センター  



  主催：（社）日本鉄筋継手協会 

⑥ 第８回「知多から世界へ」講演会 in セントレア 

   平成２１年 ２月１２日（木） 於：中部国際空港㈱ 第 2 ｾﾝﾄﾚｱﾋﾞﾙセントレアホール 

   主催：特定非営利活動法人「知多から世界へ」 


