
◆ 会議 

（１）支部総会 

   日  時：平成２５年５月１３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  浜岡原子力発電所の津波対策工事について 

中部電力株式会社 執行役員発電本部土木建築部長 服部 邦男 氏 

参加人員：総会１９０名   講演会１９８名 

 

（２）顧問会 

第１回  平成２５年１２月１８日（水）  於：ウインクあいち 出席者  ９名 

 

（３）商議員会 

第１回  平成２５年１０月 ２日（水）  於：中部支部事務所 出席者 １４名 

第２回  平成２５年１２月１８日（水）    ウインクあいち 出席者 １１名 

第３回  平成２６年 ２月２６日（水）    中部支部事務所 出席者  ９名 

 

（４）幹事会 

第１回  平成２５年 ５月２２日（水）  於：中部支部事務所 出席者 ３５名 

第２回  平成２５年 ６月１９日（水）    中部支部事務所 出席者 ３３名 

第３回  平成２５年 ７月１７日（水）    中部支部事務所       出席者 ３５名 

第４回  平成２５年 ９月１８日（水）    中部支部事務所 出席者 ３２名 

第５回  平成２５年１０月１６日（水）    中部支部事務所 出席者 ３４名 

第６回  平成２５年１１月１８日（水）    中部支部事務所 出席者 ３２名 

第７回  平成２５年１２月１８日（水）    ウインクあいち 出席者 ２８名 

第８回  平成２６年 ２月１９日（水）    中部支部事務所 出席者 ３２名 

第９回  平成２６年 ３月１９日（水）    中部支部事務所 出席者 ３２名 

 

 

◆ 主催行事 

（１）技術講習会 

第１回 平成２５年 ４月１６日（火） 於：愛知県産業労働センター 参加者： ５６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２５年 ５月２５日（土） 於：金沢大学サテライト・プラザ     参加者： ２３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－」講習会 

第３回 平成２５年 ６月 ５日（水） 於：今池ガスホール      参加者：１３３名 

  「2012制定 コンクリート標準示方書の発刊に伴う講習会」 

第４回 平成２５年 ６月 ７日（金） 於：金沢大学自然科学本館大講義棟レクチャーホール参加者： ３５名 

「衝撃作用を受ける土木構造物の性能設計」講習会 

第５回 平成２５年１２月１１日（水） 於：愛知県産業労働センター    参加者： ６０名 

  「2013制定 コンクリート標準示方書の発刊に伴う講習会」 

「これからの道路保全・維持管理 特別講演」 

 



（２）土木の日関連行事 

① 親子ふれあい見学会    

   ｢『道路・港湾・鉄道』暮らしに身近な土木について学ぼう！｣ 

      平成２５年１１月１７日（日） 

見学先：新名神高速道路、四日市港ポートビル 等          参加者： ２９名 

 

② 市民見学会 

 ・<石川県> 「親子見学会」 平成２５年 ９月 ７日（土） 

 見学先： 金沢城公園、金沢能登連絡道路、北陸新幹線 等 参加者： ４３名 

              

・<名古屋市>「鉄道の安全を守る技術や施設絵尾見学しよう！」 平成２５年１０月２７日（日） 

  見学先：名古屋市交通局レトロでんしゃ館 等 参加者： ２８名 

 

・<静岡県>「流通拠点となる港湾と新たな流通網となる中部横断自動車道を見学しよう！！」  

平成２５年１１月１７日（日） 

見学先：袖師埠頭・新興津埠頭、中部横断自動車道興津川橋 等   参加者：３７名 

③エクスカーション 

  「陶磁器産業と砂防」         平成２５年 ８月３０日（金） 

     見学先：愛知県陶磁資料館、市之倉砂防堰堤など 参加者： ２６名 

  「海から港をみてみよう」         平成２５年１１月 ２日（土） 

     見学先：名古屋海洋博物館、名古屋港内見学 参加者： １９名   

 

（３）中部支部選奨土木遺産認定授与式 

平成２５年１０月２４日（木） 於：吹上ホール               参加者： ８０名 

 ・信越本線トンネル群 大廻隧道(長野県上水内郡信濃町、飯網町)、戸草隧道(長野県上水内郡信

濃町)、坂口新田隧道（新潟県妙高市） 

 ・鹿島橋（静岡県浜松市天竜区二俣町鹿島） 

 ・千垣橋梁（富山県中新川郡立山町、富山市） 

 

 

（４）中部支部選奨土木遺産パネル展示 

平成２５年１０月２４日（木）～１０月２５日（金） 於：吹上ホール    参加者：７１５名 

 

（５）研究発表会 

   平成２６年 ３月 ７日（金） 於：岐阜大学                  参加者：５０１名 

     講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 ２６３件 

 

（６）土木出前講座 

① 平成２５年 ６月２６日（水）  於：西尾市立一色南部小学校 参加者： ２８名 

「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 中井健太郎氏 

② 平成２５年 ６月２７日（木）  於：岐阜県立関有知高校         参加者： ３７名 

「橋のふしぎ」  講師：名古屋工業大学 永田和寿氏 

 

 



③ 平成２５年 ７月 ２日（火）  於：北名古屋市総合体育館会議室     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」 (市民講座) 

  講師：名古屋工業大学名誉教授 山本幸司氏 

④ 平成２５年 ７月 ９日（火）  於：北名古屋市総合体育館会議室 参加者： ３２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」 (市民講座) 

   講師：名古屋大学 川崎浩司氏 

⑤ 平成２５年 ８月 ５日（月） 於：西尾市立東部中学校 参加者：３０２名 

「東海大地震と被害の話」                    講師：中部大学 山田公夫氏 

⑥ 平成２５年 ９月 ５日（木） 於：知立市立知立中学校  参加者：２０８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：名古屋工業大学名誉教授 山本幸司氏 

⑦ 平成２５年 ９月１９日（木）  於：株式会社東芝ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ＆ｽﾄﾚｰｼﾞ社四日市工場 参加者：４９名 

「地震災害・土砂災害の備えについて」 講師：三重大学 酒井俊典氏 

⑧ 平成２５年１０月 ３日（木）  於：鈴鹿市職業訓練センター    参加者： ９７名 

「進化しつづける建設材料」                    講師：岐阜大学 国枝稔氏 

⑨ 平成２５年１０月 ４日（金）  於：西尾市立萩原小学校           参加者： ５０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：名古屋工業大学名誉教授 山本幸司氏 

 ⑩ 平成２５年１０月１０日（木）  於: 富士宮市立東小学校            参加者: ８３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 

 ⑪ 平成２５年１０月２６日（土）  於: 西尾市立平坂小学校           参加者： ８０名 

「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 山田正太郎氏 

⑫ 平成２５年１１月２７日（水）  於：愛知県企業庁              参加者： ４１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 

⑬ 平成２６年 １月２３日（木）  於：美濃加茂市生涯学習センター        参加者：  ９名 

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

⑭ 平成２６年 １月２３日（木）  於：輪之内町立福束小学校           参加者： １７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：名古屋工業大学名誉教授 山本幸司氏 

⑮ 平成２６年 ２月 ７日（金）  於：静岡県道路利用者会議           参加者： ８３名 

「コンクリート構造物の維持管理」                講師：岐阜大学 小林孝一氏  

 

（７）中部地方巨大災害タスクフォース 

① 平成２５年 ６月２９日（土） 歴史・教訓に減災を学ぶ見学会(地震津波編)   参加者： ３１名 

見学先：静岡県湖西市、浜松市               

② 平成２５年 ９月１１日（木） 歴史・教訓に減災を学ぶ見学会(大規模土砂災害編)    

見学先：富山県立山町                          参加者： ３５名 

③ 平成２５年１２月 ６日（金） 歴史・教訓に減災を学ぶ見学会(台風・高潮編) 参加者： ２９名 

見学先：三重県長島町他 

④ 平成２５年１２月 ７日（土） 歴史・教訓に減災を学ぶ見学会(台風・高潮編) 参加者： ２８名 

見学先：岐阜県岐阜市、海津町 

⑤ 平成２６年 ３月１４日（金） 迫り来る巨大災害に備える～中部地方巨大災害ＴＦ報告会～  

於：愛知県産業労働センター（WINC愛知）                 参加者： ６４名 

 



◆ 共催・協賛・後援行事 

（１）共催行事 

① 2013年度（第49回）水工学に関する夏期研修会 

   平成２５年 ８月２６日（月）～ ８月２７日（火） 於：名古屋工業大学 

主催：土木学会 海岸工学委員会 

② 建設技術フェア2013 in 中部 

   平成２５年１０月２４日（木）～１０月２５日（金） 於：吹上ホール 

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－100年橋梁を目指した技術－ 

   平成２５年１２月 ６日（金）           於：東建ホール・丸の内 

主催：（一社）日本橋梁建設協会 

 

 

（２）協賛行事 

① 「機械製図講習会」 

平成２５年 ５月１４日（火）        於：名城大学名駅サテライト 

主催：日本設計工学会東海支部 

② 特別講演会「ここまで来ている風力発電」 

平成２５年 ６月 ７日（金）        於：名城大学名駅サテライト 

主催：日本設計工学会東海支部 

③ 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２５年１１月１２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 

④ 「第７７回見学会 大同特殊鋼 知多工場」 

平成２６年 ２月２１日（金）        於：大同特殊鋼 知多工場 

主催：日本設計工学会東海支部 

⑤ 「名鉄のハイキング 電車沿線コース『宿場彩る太田橋と春の妖精カタクリを求めて』コース（仮称）」 

平成２６年 ３月３０日（日）        於：太田橋（土木遺産）(美濃加茂市)他 

主催：名古屋鉄道 

 

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２６年 ３月２７日（木）        於：名古屋大学 減災連携研究センター 

主催：中部地方整備局、名古屋大学減災連携研究センター 

 

 

（３）後援行事 

①名城大学 自然災害リスク軽減研究センター 開所記念イベント 

平成２５年 ５月３１日（金）        於：中部国際空港㈱ 第２セントレアビル 

主催：名城大学 自然災害リスク軽減研究センター 

②イブニングサロン第１回  

平成２５年 ７月 １日（月）        於：名古屋大学 

主催：名古屋工業大学                      参加者：23名（内学生11名） 

イブニングサロン第２回  



平成２５年１０月１８日（金）        於：名古屋工業大学(中止) 

主催：名古屋工業大学                        

イブニングサロン第３回  

平成２５年１１月１３日（水）        於：豊田工業高等専門学校 

主催：豊田工業高等専門学校                   参加者：42名（内学生25名） 

③「道路橋床版の長寿命化修繕に関わる」技術講習会 

平成２５年 ７月２６日（金）        於：関市文化会館 

主催：（一社） 日本建設保全協会 

④第７６回見学会 三菱電機名古屋製作所 

平成２５年 ７月３０日（火）        於：三菱電機名古屋製作所 

主催：日本設計工学会中部 

⑤第１７回「知多から世界へ」講演会inセントレア 

平成２５年 ８月２８日（水）         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」 

⑥橋梁保全・長寿命化シンポジウム２０１３     於：名古屋国際センター 別棟ホール 

   平成２５年 ８月２８日（水） 

主催：国土交通省中部地方整備局 

⑦Japan Steel Bridge Competition 2013 

平成２５年 ８月３１日（土）～ ９月 １日（日）  於：名城大学 天白キャンパス 

主催：土木鋼構造研究ネットワーク 

⑧４３回セメント系固化材セミナー         於：ＫＫＲホテル金沢 

   平成２５年 ９月１１日（水） 

主催：（一社）セメント協会 

⑨第２３回建設コンサルタント業務技術発表会    於：愛知県産業労働センター 

   平成２５年１０月 ９日（水） 

主催：（一社）建設コンサルタンツ協会 中部支部 

⑩第8回新聞紙で作る高速道路（橋）コンテスト    於：電気文化会館 

   平成２５年１０月２７日（日） 

主催：中日本高速道路㈱名古屋支社 

⑪with Dam ☆ Night in Nagoya           於：名古屋大学ＥＳ総合館ＥＳホール 

   平成２５年１１月１８日（月） 

主催：ダム工学会 活性化推進小委員会 

⑫土木遺産保存活用シンポジウム「土木遺産を地域資産に」（仮） 於：長野県立歴史館 

   平成２６年 １月１７日（金） 

主催：土木・環境しなの技術支援センター 

⑬第１８回「知多から世界へ」講演会inセントレア 

平成２６年 １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」 

⑭文部科学省 成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業「地域ニーズに応えるインフラ 

再生技術者の育成」シンポジウム「インフラの町医者が守るみんなのくらし」 

平成２６年 ２月２６日（水）         於：岐阜市文化センター 

主催：岐阜大学研究推進・社会連携機構社会資本アセットマネジメント技術研究センター 

 

⑮道路橋床版の長寿命化対策に関わる技術講習会  



平成２６年 ５月 ９日（金）        於：名古屋国際センター 別棟ホール 

主催：（一社） 日本建設保全協会 

⑯平成２６年度第１回イブニングセミナー「東海道新幹線土木構造物の大規模改修工事」  

平成２６年 ６月２７日（金）        於：一般財団法人ファインセラミックスセンター 

主催：（公社）日本材料学会東海支部 

 

 


