
◆会議 

（１）支部総会 

   日  時：平成２６年５月１２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  「超電導リニアによる中央新幹線計画」 

東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線推進本部副本部長 岩田 眞 氏 

参加人員：総会２０４名   講演会２５５名 

 

（２）顧問会 

第１回  平成２６年１２月１７日（水）  於：ウインクあいち 出席者  ４名 

 

（３）商議員会 

第１回  平成２６年１０月 １日（水）  於：中部支部事務所 出席者 １１名 

第２回  平成２６年１２月１７日（水）    ウインクあいち 出席者  ９名 

第３回  平成２７年 ２月２５日（水）    中部支部事務所 出席者  ７名 

 

（４）幹事会 

第１回  平成２６年 ５月２１日（水）  於：中部支部事務所 出席者 ３９名 

第２回  平成２６年 ６月１８日（水）    中部支部事務所 出席者 ３２名 

第３回  平成２６年 ７月１６日（水）    中部支部事務所       出席者 ３２名 

第４回  平成２６年 ９月１７日（水）    中部支部事務所 出席者 ３６名 

第５回  平成２６年１０月１５日（水）    中部支部事務所 出席者 ３１名 

第６回  平成２６年１１月１９日（水）    中部支部事務所 出席者 ２７名 

第７回  平成２６年１２月１７日（水）    ウインクあいち 出席者 ３５名 

第８回  平成２７年 ２月１８日（水）    中部支部事務所 出席者 ３６名 

第９回  平成２７年 ３月１８日（水）    中部支部事務所 出席者 ３７名 

 

 

◆ 主催行事 

（１）技術講習会 

第１回 平成 26 年 4 月 19 日（金） 於：愛知県産業労働センター         参加者： ７０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（主催） 

第２回 平成 26 年 8 月 29 日（金） 於：金沢大学サテライトプラザ      参加者： ３９名 

「北陸の巨大災害を考える」講習会（主催） 

第３回 平成 26 年 10 月 29 日（水） 於：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール） 参加者： ３２名 

  「土木技術者の倫理・技術継承」講習会（主催） 

第４回 平成26年11月11日（火）  於：愛知県産業労働センター           参加者：  ２２名 

「鋼・合成構造標準示方書 維持管理編」講習会（主催） 

第５回 平成 27 年 3 月 28 日（土） 於：北陸地域にて開催予定          参加者： ３５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（主催） 

 

 



（２）土木の日関連行事 

① 親子ふれあい見学会    

   ｢みんなの暮らしを支える土木について学ぼう！｣        平成２６年１１月２日(日) 

見学先：浅川ダム、冠着橋、茶臼山地すべり跡地（動物園・恐竜公園）等 

 参加者：２４名 

② 市民見学会 

 ・<富山県> 「常願寺川に沿って、3,000mを降下する」 平成２６年 ９月 ６日（土） 

 見学先：立山カルデラ砂防博物館、常願寺川の巨大水制群 等 参加者：４３名 

・<愛知県>「未来を支える社会基盤」              平成２６年１１月１５日（土） 

見学先：新東名高速道路、安永川トンネル、リニモ車両基地 等        参加者：４２名 

・<岐阜県>「土木構造物と木曽川」 平成２６年１１月２２日（土） 

  見学先：大井ダム、新丸山ダム 等 参加者：３１名 

 

③エクスカーション 

   ・見学先：名古屋港（金城埠頭・ガーデンふ頭・港内）など     平成２６年 ８月２９日（金） 

       参加者：愛知社会科教育研究会海部支部 ２４名 

   ・見学先：輪中の郷・水資源機構長良川河口堰・中部電力西名古屋火力発電所   

平成２６年１１月 １日（土） 

       参加者：愛知教育大学２年生 ５６名 

 

（３）中部支部選奨土木遺産認定授与式 

平成２６年１０月２９日（水）於：吹上ホール（名古屋市中小企業会館）  参加者：１０３５名 

 ・嫌谷砂防堰堤群 (岐阜県中津川市)  

 ・旧稲葉地配水塔（愛知県名古屋市） 

  

（４）中部支部選奨土木遺産パネル展示 

平成２６年１０月２９日（水）～１０月３０日（木） 於：吹上ホール   参加者：１６５０名 

 

（５）研究発表会 

   平成２７年３月６日（金） 於：豊橋技術科学大学              参加者：５２８名 

      講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 ２７８件 

 

（６）土木出前講座 

① 平成２６年 ５月 ８日（木）  於：愛知県立起工業高校 参加者： ２０名 

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

② 平成２６年 ６月 ９日（月）  於：愛知県立春日井高校         参加者： ３８名 

「東海大地震と被害の話」  講師：中部大学 山田公夫氏 

③ 平成２６年 ６月２１日（土）  於：西尾市立一色南部小学校   参加者： ４２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 

④ 平成２６年 ７月 ９日（水）  於：ウインクあいち（環境税制研究会） 参加者： ２２名 

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

⑤ 平成２６年 ９月 ４日（木）  於：稲沢市立大里西小学校    参加者： ７８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 

 



⑥ 平成２６年１０月１５日（水）  於：愛知県立守山高校            参加者：４８１名 

「都市河川の環境と防災」                   講師：中部大学 松尾直規氏氏 

⑦ 平成２６年１０月１８日（土）  於：西尾市立平坂小学校     参加者： ９０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 

 ⑧ 平成２６年１１月 ６日（木）  於: 菰野町立菰野中学校            参加者:２４７名                   

「電子紙芝居を使い、水害について考えるワークショップ」  講師：名古屋工業大学 秀島栄三氏 

⑨ 平成２６年１２月 ５日（金）  於: 愛知県自治センター(愛知県企業庁)    参加者： ３０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 

⑩ 平成２６年１２月 ５日（金）  於：四日市市文化会館（北勢測量設計技術協議会）参加者：２５名 

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

⑪ 平成２６年１２月 ９日（火）  於：名古屋市立山王中学校 参加者：１２０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 

⑫ 平成２７年 １月１９日（月）  於：名古屋市立名城小学校 参加者： ４６名 

「生態系と開発、環境・外来種、生物多様性、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 

⑬ 平成２７年 ２月 ２日（月）  於：愛知県立加茂丘高等学校 参加者： ７７名 

「災害情報の見方（特に地盤災害に関する降雨情報について）」  

講師：玉野総合コンサルタント㈱  長谷川謙二氏 

⑭ 平成２７年 ２月 ９日（月）  於：名古屋市立鶴舞小学校 参加者： ２８名 

「生態系と開発、環境・外来種、生物多様性、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 

 ⑮ 平成２７年 ２月２０日（金）  於: 江南市古知野西公民館          参加者： ２０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 

 

（７）土木市民講座 

① 平成２６年 ７月２９日（火）・３０日（水）於：オアシス２１銀河の広場 参加者：１１００名 

「ワー！地震だぁ！君んちの地盤は大丈夫？」 （市民講座） 

             講師：地盤工学会中部支部 久保裕一氏・山田正太郎氏 

 

② 平成２６年 ８月２１日（木） 於：北名古屋市総合体育館会議室 参加者：３１名 

「名古屋の「道づくり」のあゆみ」 （市民講座）        講師：栄公園振興㈱ 兼岩孝氏 

 

③ 平成２６年 ８月２８日（木）  於：北名古屋市総合体育館会議室 参加者：２９名 

「名古屋の地下鉄建設の歩み及び地下鉄線路保守作業」 （市民講座） 

 講師：名古屋市交通局 伊藤正弘氏 

 

（８）自治体ブランチ(愛知県) :イブニングサロン 

①平成２６年 ５月２７日（火） 於：愛知工業大学   参加者：２１名（学生１３名、社会人８名） 

②平成２６年 ７月１７日（木） 於：名古屋市立工芸高等学校                   

参加者：１９名（学生１０名、社会人９名） 

③平成２６年 ９月 １日（月） 於：愛知県庁     参加者：１４名（学生 ９名、社会人５名） 

④平成２６年１１月１７日（月） 於：名古屋工業大学  参加者：１７名（学生 ９名、社会人８名） 

 

 



（９）学生と技術者の意見交換会 

①平成２６年 ７月２５日（金） 於：名古屋工業大学             対象学生：９０名 

テーマ：土木系で学んだことがどのように役に立つのか？  技術者：名古屋市交通局 伊藤禎浩氏 

②平成２６年１２月 ３日（水） 於：名古屋工業大学             対象学生：６０名 

テーマ：国交省でどのような仕事をするのか？         技術者：中部地方整備局 関信郎氏 

③平成２６年１２月１０日（水） 於：名古屋工業大学             対象学生：５７名

テーマ：コンサルタント業務の重要性，社会に果たす役割  技術者：コンサルタント会社 CE技術の会 

④平成２６年１２月１７日（水） 於：名古屋工業大学             対象学生：５８名 

テーマ：高速道路の建設，維持管理              技術者：中日本高速道路㈱  秋山氏 

テーマ：電力会社での勤務とは                   技術者：中部電力㈱  星野氏 

⑤平成２７年 １月 ７日（水） 於：名古屋工業大学             対象学生：５３名 

テーマ：ゼネコンの仕事のしくみ         技術者：鹿島建設㈱ 中田慎一氏・上谷泰高氏 

⑥平成２７年 １月１４日（水） 於：名古屋工業大学             対象学生：５４名 

テーマ：ゼネコンの仕事について  技術者：大成建設㈱ 脇田雅之氏・杉藤哲也氏・堀田新之助氏                                   

テーマ：海外での建設業務               技術者：㈱大林組 野村正順氏・大窪貴子氏 

テーマ：ゼネコンの様々な仕事形態       技術者：清水建設㈱ 伴野哲也氏・長谷川高士氏 

 

（１０）学習支援講座  

  平成２６年 ７月３０日（水） 於：中部地方整備局 中部技術事務所         参加者１２名 

第１２回 先生のための「社会資本」の役割について学ぶ学習支援講座 

 

（１１）その他 

平成２６年 ７月２８日（月）～３０日（水）於：オアシス２１銀河の広場 参加者：３０００名 

「土木学会 100周年記念フェスタ in中部」 

 

 

◆共催・協賛・後援行事 

（１）共催行事 

① 建設技術フェア2014 in 中部 

   平成２６年１０月２９日（水）～１０月３０日（木） 於：吹上ホール 

主催：建設技術フェアin中部実行委員会 

② 橋梁技術発表会及び講演会－100年橋梁を達成する技術－ 

   平成２６年１２月 ５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 第１６回次世代自動車公開シンポジウム「モビリティを支える金属材料」 

平成２６年 ９月２４日（水）        於：名古屋大学IB電子情報館東館2階大講義室  

主催：名古屋大学グリーンモビリティ連携研究センター 

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２６年１１月１１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 「名鉄のハイキング 電車沿線コース『産業遺産 百々貯木場跡と秋の勘八峡』コース」 

平成２６年１１月 ９日（日）        於：百々貯木場跡（土木遺産）豊田市民芸館他 

主催：名古屋鉄道株式会社 

④ 日本材料学会東海支部第５２期総会講演会「材料学を減災・防災のためにどう役立てるか」 

平成２７年 ４月１４日（火）        於：名古屋大学・環境総合館1F ﾚｸﾁｬｰﾎｰﾙ 

主催：公益社団法人 日本材料学会東海支部 

 

（３）後援行事 

①「名城大学と国土交通省中部地方整備局との連携・協力に関する協定」締結キックオフイベント 

平成２６年 ６月１３日（金）        於：名城大学 天白キャンパス  

主催：名城大学 自然災害リスク軽減研究センター 

②第１９回「知多から世界へ」講演会inセントレア 

平成２６年 ８月２８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」 

③第４６回セメント系固化材セミナー          

   平成２６年 ９月１７日（水）        於：ルブラ王山 

主催：（一社）セメント協会 

④第８回PIセミナー「2027年の名古屋を構想する－名古屋駅周辺と名古屋都市圏のグランドデザイン－」        

   平成２６年 ９月２６日（金）        於：愛知芸術文化センター12階アートスペースA 

主催：（一社）社会基盤技術評価支援機構・中部 

⑤第２４回建設コンサルタント業務技術発表会   

   平成２６年１０月１５日（水）      於：愛知県産業労働センター(ウインクあいち) 12Ｆ 

主催：（一社）建設コンサルタンツ協会中部支部  

⑥第９回新聞紙で作る高速道路（橋）コンテスト      

   平成２６年１１月 １日（土）        於：ナディアパークデザインホール 

主催：中日本高速道路㈱名古屋支社 

 

⑦土木見学バスツアー                於：神戸町下水道事業、西濃環境保全センター等 

   平成２６年１１月１５日（土） 

主催：公益財団法人 岐阜県建設研究センター  

⑧現場技術者のための土質力学：第1回講習会    

   平成２６年１２月 ４日（木）        於：石川四高記念館 

主催：公益社団法人 地盤工学会北陸支部 

⑨第２０回「知多から世界へ」講演会inセントレア 

平成２７年 ２月１０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」 

⑩中部地域づくり協会講演会「「河川学」が支える河川・流域の整備と管理」 

平成２７年 ３月 ２日（月）   於：レセプションハウス名古屋逓信会館４Ｆユニオンホール

 主催：(一社)中部地域づくり協会 

⑪道路橋床版の長寿命化対策に関わる技術講習会  

平成２７年 ５月 ８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 


