
◆会議 

（１）支部総会 

   日  時： 平成２４年５月１６日（月）１５：００～１８：３０ 

場  所：レセプションハウス 名古屋逓信会館（名古屋市西区牛島町 5-6） 

特別講演１ 超伝導リニアによる中央新幹線計画について 

東海旅客鉄道株式会社 取締役中央新幹線推進本部長 宇野 護 氏 

特別講演２ 土木分野における若手人材育成に関する検討委員会報告 

名古屋大学大学院工学研究科 社会基盤工学専攻教授 中村 光 氏 

参加人員：総会１８１名   講演会１９５名 

 

（２）顧問会 

第１回  平成２４年１２月１２日（水）  於：ウインクあいち 出席者  ５名 

 

（３）商議員会 

第１回  平成２４年 ９月２６日（水）  於：中部支部事務所 出席者 １２名 

第２回  平成２４年１２月１２日（水）    ウインクあいち 出席者  ６名 

第３回  平成２５年 ２月２７日（水）    中部支部事務所 出席者  ９名 

 

（４）幹事会 

第１回  平成２４年 ５月２３日（水）  於：中部支部事務所 出席者 ３４名 

第２回  平成２４年 ６月２０日（水）    中部支部事務所 出席者 ３０名 

第３回  平成２４年 ７月１１日（水）    中部支部事務所       出席者 ３０名 

第４回  平成２４年 ９月１９日（水）    中部支部事務所 出席者 ３３名 

第５回  平成２４年１０月１７日（水）    中部支部事務所 出席者 ３３名 

第６回  平成２４年１１月１４日（水）    中部支部事務所 出席者 ２３名 

第７回  平成２４年１２月１２日（水）    ウインクあいち 出席者 ２６名 

第８回  平成２５年 ２月２７日（水）    中部支部事務所 出席者 ２９名 

第９回  平成２５年 ３月１８日（月）    中部支部事務所 出席者 ２９名 

 

 

（５）調査研究委員会選考委員会 

第１回  平成２４年 ６月２９日（金）  於：メール審議のみ     出席者  －名 

第２回  平成２５年 ２月１３日（月）    名駅サテライト支部   出席者  ６名 

 

（６）優秀研究発表賞選考委員会 

第１回  平成２４年 ９月 ７日（金）  於：中部支部事務所       出席者 １１名 

第２回  平成２５年 ３月 ８日（木）    愛知工業大学    出席者 １４名 

（７）技術賞選考委員会 

第１回  平成２４年 ９月２８日（水）   於：中部支部事務所 出席者  ８名 

第２回  平成２５年 ３月 ８日（木）     信州大学 出席者  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２４年 ６月 ６日（水）  於：中部支部事務所 出席者  ５名 



第２回  平成２４年１０月 １日（月）    中部支部事務所 出席者  ７名 

第３回  平成２４年１２月１２日（水）    中部支部事務所 出席者  ５名 

第４回  平成２５年 ３月２１日（木）    中部支部事務所 出席者   ６名 

 

（９）平成 25年度全国大会幹事会 

第１回  平成２４年 ７月１２日（木）  於：名古屋大学 出席者 ２０名 

 第２回  平成２４年１１月２０日（火）    名古屋大学           出席者 ２０名 

 

（10）平成 25年度全国大会常任委員会 

 第１回  平成２４年 ８月 ２日（木）  於：中部支部事務所                  出席者 ２２名 

 第２回  平成２４年１２月 ４日（火）    中部支部事務所                出席者 １９名 

 

 

◆ 主催行事 

（１）平成２５年度全国大会 

    平成２４年 ９月 ５日（水）～平成２４年 ９月 ７日（金）       出席者２２００名 

                    於：名古屋大学                       （３日間延べ人数） 

（２）技術講習会 

第１回 平成２４年 ４月１６日（月） 於：愛知県産業労働センター 参加者： ６２名 

  「技術士資格取得のために－建設部門の 2次試験に備える－」 

第２回 平成２４年 ６月２６日（火） 於：愛知県産業労働センター       参加者： ７０名 

「ポンプ＆高流動コンクリート指針」講習会 

第３回 平成２４年 ７月３１日（火） 於：愛知県産業労働センター      参加者： ４９名 

  「ＣＯ２削減を考慮したコンクリート構造物の解体、再利用、補修技術に関する調査研究小委員会」 

  成果報告会及び「けい酸塩系表面含浸工法の設計施行指針（案）」講習会 

第４回 平成２４年 １０月１０日（水）於：愛知県産業労働センター 参加者： ５９名 

「鋼構造架設設計施工指針2012版」講習会 

第５回 平成２５年 ２月１８日（月） 於：金沢大学サテライト・プラザ    参加者： ４８名 

  「けい酸塩系表面含浸工法の設計施行指針（案）」講習会 

 

（３）土木の日関連行事 

① 親子ふれあい見学会    

   「木曽三川水郷地区の水辺環境を学ぶ」          平成２４年１１月１８日（水・祝） 

見学先：七里の渡跡、長良川河口堰、船頭平河川公園          参加者： ３０名 

 

② 市民見学会 

 ・<三重県> 「地域の生活基盤を支え、災害に強い「命の道」を見学しよう！」平成２４年１１月１１日（日） 

 見学先： 紀勢自動車道、三重県立熊野古道センター 等 参加者： ３５名 

              

・<名古屋市>「100周年を迎える名古屋の上下水道施設を見に行こう！」平成２４年１１月１７日（土） 

  見学先：掘留水処理センター、下水道科学館 参加者： ２４名 

 

 



・<長野県>「長野県の安全と環境を考える」        平成２４年１１月１７日（土） 

  見学先：犀川 久米路河川トンネル、諏訪湖 等   参加者：３８名 

③エクスカーション 

  「飛騨高山の歴史散策」         平成２４年 ８月３０日（月） 

     見学先：飛騨・高山 参加者： ３４名 

  「四日市」                           平成２４年 ８月３１日（火） 

     見学先：四日市港                           参加者： ３１名 

  「名古屋港・木曽三川下流を巡るエクスカーション」      平成２４年１２月 ２日（日） 

     見学先：名古屋港・木曽三川下流 参加者： ２９名 

 

（４）中部支部選奨土木遺産認定授与式 

平成２４年 １０月２５日（木） 於：中部地方整備局中部技術事務所 

 ・長篠発電所の堰堤と取水路（愛知県新城市） 

 ・長良大橋（岐阜県岐阜市、大垣市） 

 ・手取川霞堤（石川県能美市、能美郡川北町） 

 

（５）中部支部選奨土木遺産パネル展示 

平成２４年 １０月２５日（木）～１０月２６日（金） 於：中部地方整備局中部技術事務所 

 

（６） 市民対象講座 

平成２５年 ３月１１日（月） 於：国土交通省 中部技術事務所       参加者：２００名 

講演１：世界一受けたい減災教室 ～もしもの時のために～ 

講 師：岐阜大学 髙木朗義 教授 

講演２：災害マネジメント力の強化 

講 師：北海道大学 高野伸栄 准教授    

 

（７）研究発表会 

   平成２５年 ３月８日（金）   於：愛知工業大学                 参加者：４５０名 

     講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 ２５１件 

 

（８）土木出前講座 

① 平成２４年 ６月２７日（水）  於：ウインクあいち 参加者： ６０名 

「阪神・淡路ならびに東日本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 

② 平成２４年 ８月 ８日（水）  於：岩倉市希望の家（岩倉市）        参加者： ２２名 

「新聞紙で橋を作ってみよう」  講師：愛知工業大学 鈴木森晶氏 

③ 平成２４年 ８月２９日（水）  於：中部運輸局      参加者： ８３名 

「近づく大地震－地震発生のしくみと予測－」     講師：長野工業高等専門学校 吉本吉倫氏 

④ 平成２４年 １０月２日（火）  於：豊橋市役所 参加者： ３３名 

「気候の歴史をさぐる」   講師：名古屋工業大学 庄 建治朗氏 

⑤ 平成２４年 １１月１日（木） 於：南知多町総合体育館 参加者： １７名 

「地震と津波」                         講師：名古屋大学 川崎浩司氏 

 

 



⑥ 平成２４年１１月１６日（金） 於：愛知県自治センター  参加者： ３０名 

「阪神・淡路ならびに東日本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 

⑦ 平成２４年１１月２２日（木）  於：ハートフルスクエアＧ大研究室   参加者： ８０名 

「来るべき東海地震に備えて－地震災害をさぐる－」 講師：中部大学 山田公夫氏 

⑧ 平成２４年１１月２９日（木）  於：名古屋市立八幡中学校    参加者： ３５２名 

「海溝型巨大地震と内陸型地震について知っておこう」        講師：岐阜大学 能島暢呂氏 

⑨ 平成２５年 １月 ８日（火）  於：愛知県立鶴城丘高校環境デザイン課     参加者： ３４名 

「地震と津波」  講師：名古屋大学 水谷法美氏 

 ⑩ 平成２５年 １月２５日（金）  於:津島市立蛭間小学校             参加者: ２７名                   

「阪神・淡路ならびに東日本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２５年  ２月１３日（水）  於:名古屋市立有松小学校         参加者： １１３名 

「阪神・淡路ならびに東日本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 

⑫ 平成２５年 ２月１８日（月）  於：知多市立中部中学校           参加者：  ９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 

⑬ 平成２５年 ２月１９日（火）  於：西尾市立佐久島小学校           参加者： １５名 

「地震と津波の基本特性」「南海トラフ巨大地震・津波の被害予想」 講師：名古屋大学 川崎浩司氏  

⑭ 平成２５年 ２月２５日（月）  於：岐阜県立岐阜工業高等学校         参加者： ４６名 

「緊急地震速報で命をまもる」                講師：愛知工業大学 小池則満氏 

⑮ 平成２５年 ２月２６日（火）  於：西尾市立西野町小学校           参加者： ５１名 

「新幹線の線路保守」                   講師：東海旅客鉄道㈱ 調整中  

⑯ 平成２５年 ３月 ５日（火）  於：愛知県立東浦高等学校           参加者：  ８名 

「橋のふしぎ」                      講師：名古屋工業大学 永田和寿氏  

⑰ 平成２５年 ３月 ７日（木）  於：豊橋市立幸小学校            参加者：１９９名 

「阪神・淡路ならびに東日本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 

 

 

◆共催・協賛・後援行事 

（１）共催行事 

① 次世代技術者育成 学生フォーラム「連動する巨大自然災害の減災対応への連携」 

   平成２４年６月８日（金）        於：名古屋大学東山キャンパスＥＳ総合ホール 

主催：中部地方巨大災害タスクフォース 

② 先生のための「社会資本」学習支援講座 

   平成２４年８月８日（水）        於：名古屋港湾会館 

主催：先生のための学習支援講座実行委員会 

③ 建設技術フェア２０１２ in 中部 

   平成２４年１０月２５日（木）～１０月２６日（金） 於：中部地方整備局中部技術事務所 

主催：建設技術フェア２０１２ in 中部実行委員会 

 

 



④ 「橋梁技術発表会及び講演会 －鋼橋技術の進化と継承－」 

平成２４年１１月１６日（金）      於：東建ホール・丸の内 

主催：（社）日本橋梁建設協会 

⑤ 「学生のための相談コーナー（建設技術フェア2012 in 中部）」 

平成２４年１０月２５日（木）～１０月２６日（金） 於：中部地方整備局中部技術事務所 

主催：公益社団法人地盤工学会中部支部 

⑥ 「巨大自然災害に備える～3．11東日本大震災を忘れない～」 

   平成２５年３月１１日（月）       於：中部地方整備局中部技術事務所 

  主催：国土交通省中部地方整備局 

 

（２）協賛行事 

① 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２４年１１月１３日（火）      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 

 

（３）後援行事 

①第１５回「知多から世界へ」講演会inセントレア 

平成２４年 ８月２８日（火）      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」 

② 第７回ＰＩセミナー  

平成２４年 ９月２１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２２回建設コンサルタント業務技術発表会 

平成２４年１０月 ３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 

④第７回新聞紙で作る高速道路（橋）コンテスト 

平成２４年１０月２７日（土）      於：テレピアホール 

主催：中日本高速道路株式会社 名古屋支社 

⑤シンポジウム「コンクリート構造物の信頼性向上への提言」 

 －品質向上に向けた生コンからの要望と提言－ 於：名城大学サテライト多目的室 

   平成２４年１２月１５日（土） 

⑥第１６回「知多から世界へ」講演会inセントレア 

平成２５年 ２月 ８日（金）       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」 

 


