
平成 22 年度活動 

 

◆会議 

日   時： 平成２２年５月１０日（月）１５：００～１９：００ 

場   所： 愛知県産業労働センター（名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38） 

特別講演： 「リニア開発状況の現状と今後について」 

     東海旅客鉄道株式会社 東海道新幹線２１世紀対策本部 

           リニア開発本部 副本部長 甲坂 友昭 氏 

参加人員： 総会１４９名   講演会１７９名 

 

（２）顧問会 

第１回 平成２２年１２月 ９日（木） 於：メルパルク名古屋  出席者 ４名 

 

（３）商議員会 

第１回 平成２２年 ９月１５日（火） 於：JＲ東海本社ビル会議室 出席者 １５名 

第２回 平成２２年１２月 ９日（木）      ：メルパルク名古屋  出席者 １４名 

第３回 平成２３年 ２月２２日（火）      ：JＲ東海太閤ビル会議室 出席者 １６名 

 

（４）幹事会 

第１回 平成２２年 ５月１３日（木）  於：中部支部事務所  出席者 ３７名 

第２回 平成２２年 ６月１０日（木）   ：中部支部事務所  出席者 ３０名 

第３回 平成２２年 ７月１４日（水）   ：JＲ東海本社ビル会議室 出席者 ２９名 

第４回 平成２２年 ９月 ８日（水）   ：JＲ東海本社ビル会議室  出席者 ２７名 

第５回 平成２２年１０月１３日（水）   ：JＲ東海太閤ビル会議室  出席者 ２５名 

第６回 平成２２年１１月１７日（水）   ：名古屋逓信会館     出席者 ２７名 

第７回 平成２２年１２月１５日（水）   ：メルパルク名古屋        出席者 ２９名 

第８回 平成２３年 ２月 ９日（水）   ：JＲ東海太閤ビル会議室  出席者 ３１名 

第９回 平成２３年 ３月 ９日（水）   ：JＲ東海太閤ビル会議室  出席者 ２７名 

特 別 平成２３年 ３月 ７日（月）   ：リニア・鉄道博物館    出席者 ２０名 

 

 

◆主催行事 

 

（１） 技術講習会 

第１回 平成２２年 ４月２８日（水） 於：愛知県産業労働センター  参加者： ８４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２回 平成２２年 ６月３０日（水） 於：愛知県産業労働センター  参加者： ８７名 

「腐食した鋼構造物の耐久性照査に関する講習会」 

第３回 平成２２年 ９月 ９日（木） 於：栄ガスホール（名古屋）  参加者：１７５名 



「降雨・竜巻・地震・津波から人を守るために －新しい気象情報の活用－」 

第４回 平成２２年１０月１３日（水） 於：愛知県産業労働センター  参加者： ９８名 

「仮設構造物の計画と施工（２０１０年改訂版）に関する講習会」 

第５回 平成２２年１２月 ７日（火） 於：名古屋逓信会館     参加者：３９７名 

「切迫する巨大地震への地震発生予測と減災技術に関する講習会」 

 

（２） 土木の日関連行事 

① 親子ふれあい見学会             

｢中部の空と海の玄関を探ろう｣  平成２２年１１月２３日（火・祝） 

見学先：セントレア・名古屋港       参加者： ３６名 

② 市民見学会 

<石川県> 「道」と「河」と「まちんなか秋風情」、見て・めぐる会 

平成２２年１０月２４日（日）       参加者： ４０名 

見学先： 卯辰トンネル、野田地内（大桑連絡橋）、辰巳ダム、犀川御影大橋、兼六園 

<名古屋市>「名古屋高速の工事現場を見てみよう」      

平成２２年１１月２１日（土）       参加者： ２２名 

見学先：名古屋高速４号東海線工事現場、ささしまライブ 24 歩道橋仮設工事現場 他  

<静岡県>「二級河川太田川沿いの土木の現場や施設を見学しよう！！」 

平成２２年１１月２１日（土）       参加者：２１名 

見学先：福田漁港、浅羽海岸サンドバイパス、森川橋、太田川ダム 他    

③土木技術者と学生の交流会 

平成２２年１１月１７日（水）  於：名古屋逓信会館 

講演会：「土木技術者の夢」        参加者： ８９名 

講  師：東海旅客鉄道㈱ 関 雅樹  

意見交換会 土木技術者（官公庁・学校・民間企業）と学生の交流 参加者：１０１名 

④エクスカーション 

「人々の暮らしと治水の歴史を学ぶ」 平成２２年１１月２０日（土） 

見学先：輪中、長良川河口堰、名古屋市雨水対策整備工事  参加者： ２２名 

 

（３） 中部支部選奨土木遺産認定授与式 

平成２２年１１月１７日（水）   於：名古屋逓信会館   参加者： ８９名 

・六見橋（岐阜県下呂土木事務所） 

・松重閘門（名古屋市緑政土木局） 

・清水灯台（清水海上保安部） 

 

（４） 市民対象講座 

平成２２年１１月１７日（水）   於：名古屋逓信会館 

講演会: 「土木史」         参加者：１１０名 

講  師：岐阜大学 出村 嘉史准教授 

 

（５） 研究発表会 



平成２３年３月４日（金）   於：中部大学        参加者：５４５名 

講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 ３３４件         

 

（６） 土木出前講座 

① 平成２２年 ４月１６日（金）  於：豊明市商工会議所（豊明市産業振興課）   

           参加者： ３８名 

「生態系と開発，環境・外来種，生物多様性，COP10 環境と生物の関係に関する一般知識か

ら最先端の研究まで」   

講師：名古屋工業大学 増田理子氏         

② 平成２２年 ７月１６日（金）  於：豊山町立豊山小学校    参加者： ４３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 

③ 平成２２年 ７月２７日（火）  於：自治センター（愛知県企業庁） 参加者： ２３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 

④ 平成２２年 ８月２７日（金）  於：中部運輸局       参加者： ７９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 

⑤ 平成２２年 ８月２７日（金） 於：小諸市公民館（高齢者福祉センター糠塚園）  

           参加者： ８８名 

「近づく大地震 地震発生のしくみと地震予測 地震への対応」 

講師：長野工業高等専門学校 古本吉倫氏 

⑥ 平成２２年 ９月１６日（木） 於：小諸市公民館（女性学級）  参加者： ４７名 

「微生物でまちをきれいにする」 

講師：信州大学 松本明人氏 

⑦ 平成２２年１２月 １日（水）   於：豊橋市役所       参加者： ５６名 

「コンクリート構造物の維持管理」  

講師：名古屋大学 中村 光氏 

⑧ 平成２３年 ３月１６日（水）   於：中部土質試験協同組合     参加者： ２８名 

「都市における下水道の役割」    

講師：名古屋市上下水道局 山下研二氏 

 

（７） 自治体ブランチ活動   講師：名古屋市職員等 

① 平成２２年６月１０日～７月１５日  於：豊田高専   参加者：２０３名 

「バリアフリー、ユニバーサルデザイン等の土木における今日的課題について」ほか 

② 平成２２年６月３０日、７月７日    於：豊田高専    参加者：７５名 

「環境に配慮した道路整備の説明および現場見学」     

③ 平成２２年１１月１０日、１１月１７日 於：中部大学    参加者：７４名 

「橋梁設計から動物園の管理まで」ほか 

 

◆共催・協賛・後援行事 



 

（１）共催行事 

① 先生のための「社会資本」学習支援講座 

平成２２年 ８月２０日（金）  於：名古屋市都市センター 

主催：国土交通省中部地方整備局 

② 建設技術フェア２００９in 中部 

平成２２年１１月 ４日（木）  於：国土交通省中部地方整備局 中部技術事務所内 

主催：建設技術フェア in 中部実行委員会 

③ 「橋梁技術発表会及び講演会－安全・安心な鋼橋－」 

平成２２年１１月１１日（木）  於：東建ホール・丸の内 

主催：（社）日本橋梁建設協会 

 

 

（２）協賛行事 

① テクノフェア２０１０ 

平成２２年１０月２０日（水）～２１日（木） 於：中部電力㈱ 技術開発本部 

主催：中部電力㈱ 

② プロジェクトマネジメント学会「中部支部シンポジウム」 

平成２２年１１月１５日（月）       於：名古屋工業大学 

主催：プロジェクトマネジメント学会 

 

（３）後援行事 

① 文部科学省科学技術振興調整費地域再生人材創出拠点の形成プログラム 

「暮らしの安全と地域再生への挑戦『地域の道をみんなで守る』」 

平成２２年 ４月２３日（金）      於：岐阜県県民ふれあい会館 

主催：岐阜大学社会資本アセットマネジメント技術研究センター 

② 第５回ＰＩセミナー 「文化創造としての公共事業の評価と実践－最近の新しい動き」 

平成２２年 ５月１４日（金）      於：愛知芸術文化センター 

主催：（社）社会基盤技術評価支援機構・中部 

③ 第１１回「知多から世界へ」講演会 in セントレア 

平成２２年 ８月２６日（木）   於：中部国際空港㈱ 第２セントレアビル 

主催：特定非営利活動法人「知多から世界へ」 

④ ９・１１恵南豪雨災害から１０年シンポジウム 

平成２２年 ９月１２日（日）      於：恵那市上矢作町公民館   

主催：恵那市 

⑤ 第 37 回技術士全国大会 

平成２２年 ９月２４日（金）～２７日（月） 於：じばさん三重、四日市文化会館、他 

主催：（社）日本技術士会 

⑥ 名古屋のまちとみなとの未来を考える会 

名古屋港ガーデンふ頭を考える学生競技設計、公開講評会及び展覧会  

平成２２年１０月 ２日（土）   於：名城大学天白キャンパス、名古屋都市センター 



主催：名古屋都市センター 

⑦ 平成２２年度建設コンサルタント業務技術発表会 

平成２２年１０月 ６日（水）       於：愛知産業労働センター 

主催：（社）建設コンサルタンツ協会中部支部 

⑧ 文部科学省科学技術振興調整費地域再生人材創出拠点の形成プログラム 

「岐阜大学社会基盤メンテナンスエキスパート養成ユニット 

シンポジウム－暮らしの安全と地域再生への挑戦－ まじめなコンクリートが守る」 

平成２２年１０月 ７日（木）      於：岐阜市文化センター 

主催：岐阜大学社会資本アセットマネジメント技術研究センター 

⑨ 公益財団法人豊田都市交通研究所 設立 20 周年シンポジウム 

平成２２年１０月１５日（金）    於：豊田産業文化センター 

主催：公益財団法人豊田都市交通研究所 

⑩ 第５回 新聞紙で作る高速道路（橋）コンテスト 

平成２２年１０月２３日（土）     於：アスナルホール（金山） 

主催：中日本高速道路株式会社名古屋支社 

⑪ プロジェクトマネジメント学会 中部支部シンポジウム 

平成２２年１１月１５日（月）    於：名古屋工業大学 

主催：プロジェクトマネジメント学会中部支部 

⑫ 第１２回「知多から世界へ」講演会 in セントレア 

平成２３年 ２月１０日（木）   於：中部国際空港㈱ 第２セントレアビル 

主催：特定非営利活動法人「知多から世界へ」 


