
◆ 会議 

（１）支部総会 

    平成２７年５月１１日（月）１５：００～１８：３０  於：レセプションハウス 名古屋逓信会館 

総会参加者：総会２０４名 

特別講演  「燃料電池自動車 MIRAIの開発と水素エネルギー社会の実現に向けて」 

トヨタ自動車株式会社 製品企画本部チーフエンジニア 田中 義和 氏 

   特別講演・交流会参加者：２３５名 

 

（２）顧問会 

第１回  平成２７年１２月１６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２７年 ９月３０日（水）  於：中部支部事務所 出席者 １２名 

第２回  平成２７年１２月１６日（水）    ウインクあいち 出席者  ７名 

第３回  平成２８年 ２月２４日（水）    中部支部事務所 出席者  ６名 

 

（４）幹事会 

第１回  平成２７年 ５月２０日（水）  於：中部支部事務所 出席者 ３６名 

第２回  平成２７年 ６月１７日（水）    中部支部事務所 出席者 ２９名 

第３回  平成２７年 ７月１５日（水）    中部支部事務所       出席者 ３１名 

第４回  平成２７年 ９月１５日（火）    中部支部事務所 出席者 ２８名 

第５回  平成２７年１０月１４日（水）    中部支部事務所 出席者 ２６名 

第６回  平成２７年１１月１８日（水）    中部支部事務所 出席者 ３１名 

第７回  平成２７年１２月１６日（水）    ウインクあいち 出席者 ３８名 

第８回  平成２８年 ２月１７日（水）    中部支部事務所 出席者 ３６名 

第９回  平成２８年 ３月１６日（水）    中部支部事務所 出席者 ３４名 

 

◆ 主催行事 

（１）技術講習会 

第１回 平成２７年４月４日（土） 於：愛知県産業労働センター          参加者：６６名 

  「技術士資格取得のために－建設部門の二次試験に備える－」講習会 

第２回 平成２７年１０月３０日（金） 於：名古屋大学講義室及びニュー・ブリッジ 参加者：２８名 

「モデル橋梁を使った橋梁保全技術」講習会 

第３回 平成２７年１２月１７日（木） 於：中部大学名古屋キャンパス        参加者：３４名 

  「電力設備における自然災害の動向と課題」講習会 

第４回 平成２８年３月２６日（土） 於：金沢工業大学 扇が丘キャンパス     参加者：１８名 

「技術士資格取得のために－建設部門の二次試験に備える－」講習会 

 

（２）土木の日関連行事 

① 親子ふれあい見学会    

橋をツクル×ミル×マナブ｢世紀の難工事？ペーパーブリッジを架けろ！｣ 

 平成２７年１０月４日(日) 



見学先：ペーパーブリッジ教室、松川橋、新湊大橋、国道8号線坂東立体交差事業現場 等 

 参加者：１０名 

② 市民見学会 

 ・<名古屋市> 「～生まれ変わる施設～」 平成２７年１１月 ７日（土） 

 見学先：中川橋、名古屋環状2号線、東山動植物園アジアゾウ舎 参加者：３１名 

・<三重県> 「～未来につなぐ高速道路を見学しよう！～」      平成２７年１１月１５日（日） 

見学先：新名神高速道路（小牧高架橋、野登トンネル、安楽川橋）      参加者：４０名 

・<長野県>「～過去から未来まで暮らしを支える施設を巡る～」 平成２７年１１月１５日（日） 

  見学先：国道403号トンネル工事、牛伏川フランス式階段工 等 参加者：４１名 

 

③エクスカーション 

   ・見学先：虹のハイウェイ館、安楽川橋、野登トンネル、長良川河口堰、船頭平閘門管理所 等 

      平成２７年１０月３０日（金） 

                                         参加者：５１名 

 

（３）中部支部選奨土木遺産パネル展示 

平成２７年１０月２１日（水）～１０月２２日（木） 於：吹上ホール   参加者：２０９０名 

南向発電所取水堰堤 (長野県駒ケ根市中沢) 

庄内用水元杁樋門 （愛知県名古屋市） 

蔵造川水路橋 (長野県塩尻市北小野) 

 

（４）研究発表会 

   平成２８年３月４日（金） 於：豊田工業高等専門学校              参加者：５６９名 

      講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 ３００件 

 

（５）土木出前講座 

① 平成２７年４月２５日（土）  於：ウインクあいち（環境税制研究会） 参加者：２１名 

「土砂災害はどうしておきる」                  講師：三重大学 酒井俊典氏 

② 平成２７年６月８日（月）  於：愛知県立春日井高校         参加者：３５名 

「地震と津波」  講師：名古屋大学 中村友昭氏 

③ 平成２７年７月１３日（月）  於：ウインクあいち（環境税制研究会）   参加者：２０名 

「阪神・淡路大震災ならびに東日本大震災からの教訓と大震災への対応について」  

講師：名古屋工業大学名誉教授 山本幸司氏 

④ 平成２７年９月２日（水）  於：もくせい会館富士ホール 参加者：５７名 

「水域防災を考える 千年確率は千分の１の確率ではありません」   講師：名古屋工業大学 北野利一氏 

⑤ 平成２７年１０月６日（火）  於：富山県立富山北部高等学校    参加者：４２名 

「北陸新幹線の構造物の維持管理」         講師：ＪＲ西日本㈱ 尾花祥隆氏・林高之氏 

⑥ 平成２７年１０月２０日（火）  於：愛知県立鶴城丘高等学校           参加者：３５名 

「緊急地震速報で命を守る －地震・津波のメカニズムを知る－」 講師：愛知工業大学 横田崇氏 

⑦ 平成２７年１１月１０日（火）  於：愛知県立鶴城丘高等学校     参加者：５５名 

「地震と津波、津波と高潮」                      講師：名古屋大学 水谷法美氏 

 ⑧ 平成２７年１１月２５日（水）  於: 名古屋港湾会館              参加者:１１０名 

   「東日本大震災を踏まえて、南海トラフ巨大地震の液状化被害を考える」 

講師：名古屋大学 野田利弘氏 



⑨ 平成２８年１月２２日（金）     於:三菱重工業株式会社名古屋誘導推進システム製作所              

参加者： ８２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 古本吉倫氏 

⑩ 平成２８年１月２９日（金）  於:じばさん三重                参加者：２７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（株）長谷川謙二氏 

⑪ 平成２８年１月３０日（土）  於：名古屋女子大学中学校・高等学校 参加者：１８７名 

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

 

（６）自治体ブランチ(愛知県) :イブニングサロン 

①平成２７年７月９日（木） 於：東海工業専門学校  参加者：２２名（学生１２名、社会人１０名） 

②平成２７年１２月３日（木）於：名城大学      参加者：３６名（学生２６名、社会人１０名） 

③平成２７年１２月８日（火）於：愛工大名電高等学校 参加者：２１名（学生１２名、社会人 ９名） 

④平成２７年１２月１５日（火）於：中部大学     参加者：３１名（学生２０名、社会人１１名） 

 

（７）学生と技術者の意見交換会 

①平成２７年１０月２６日（月） 於：愛知工業大学     参加者：愛知工業大学１年生１６４名 

テーマ：「土木技術者に求められるもの」－何を学び、何を専門とするのか－ 

講演者：㈱アイコ代表取締役社長 中村吉男氏 

②平成２７年１２月７日（月）  於：名城大学天白キャンパス 

参加者：土木工学を専攻する各大学大学生２３６名 

テーマ：「国土の基盤を支える土木技術者」－社会基盤の企画から維持管理まで－ 

講 演 者：国土交通省中部地方整備局 大口鉄雄氏、中日本高速道路㈱ 川島陽子氏 

㈱オリエンタルコンサルタンツ 大内隆志氏、㈱大林組 岩城孝之氏、ショーボンド建設㈱ 平塚慶達氏 

 

（８）学習支援講座  

   平成２７年８月１０日（月） 於：中部地方整備局 名古屋港湾空港技術調査事務所   参加者５名 

第１３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 

 

◆ 共催・協賛・後援行事 

（１）共催行事 

① 建設技術フェア2015 in 中部 

  平成２７年１０月２１日（水）～１０月２２日（木）於：吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館） 

主催：国土交通省中部地方整備局、名古屋国際見本市委員会 

② 橋梁技術発表会及び講演会 

  平成２７年１１月１３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 日本図学会中部支部３０周年記念講演会 

平成２７年７月１７日（金）         於：名古屋大学東山キャンパス 

主催：日本図学会中部支部 

② 平成２７年度 第８０回見学会 



平成２７年７月３１日（金）         於：高速精密プレス製造工場 

主催：公益社団法人 日本設計工学会東海支部 

③ 第５回特別講演会と見学会 

平成２７年１１月１６日（月）        於：富士ｾﾞﾛｯｸｽﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ㈱鈴鹿事業所 

主催：公益社団法人 日本設計工学会東海支部 

④ 平成２７年度中部支部シンポジウム 

平成２７年１１月１２日（木）        於：名古屋工業大学 51号館 5101講義室 

主催：一般社団法人 プロジェクトマネジメント学会中部支部 

⑤平成２７年度 第８１回見学会 

平成２８年 １月２９日（金）         於：シンフォニアテクノロジー㈱豊橋製作所 

主催：公益社団法人 日本設計工学会東海支部 

 

 

（３）後援行事 

① 「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７月３日（金）於：岐阜県科学技術振興センターテクノプラザ本館４プラザホール 

主催：（一社）日本建設保全協会 

② 第２１回「知多から世界へ」講演会inセントレア 

平成２７年８月２８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」 

③ 「道路橋の長寿命化対策に関わる技術講習会」 

   平成２７年９月１４日（月）    於：静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ 

主催：（一社）日本建設保全協会 

④ 第２５回建設コンサルタント業務技術発表会 

   平成２７年１０月１４日（水）        於：愛知県産業労働センター 

   主催：（一社）建設コンサルタンツ協会中部支部 

⑤ 第６回次世代地盤改良技術に関するワークショップ 

   平成２７年１０月２０日（火）        於：富山国際会議場 大手町フォーラム  

主催：国立研究開発法人土木研究所 北海道大学、富山県立大学  

⑥ 第２２回「知多から世界へ」講演会inセントレア 

平成２７年１０月２７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」 

⑦ 土木見学バスツアー 

平成２７年１０月３１日（土） 於：東海環状自動車道事業等 

主催：公益財団法人 岐阜県建設研究センター 

⑧ 第１０回新聞紙で作る高速道路“橋”コンテスト      

   平成２７年１１月７日（土）         於：日本ガイシフォーラムレセプションホール 

主催：中日本高速道路㈱名古屋支社 

⑨ 第７回ＰＩセミナー 

   平成２７年１１月２６日（木）        於：愛知芸術文化センター12階アートスペースＡ 

   主催：一般社団法人 社会基盤技術評価支援機構・中部 

⑩ 豊川放水路完成50周年記念事業 

   平成２７年１２月１２日（土）        於：豊川放水路及び周辺地域 

主催：豊川放水路完成50周年記念事業実行委員会  



⑪ 京都大学リスクマネジメント工学講座 第９回市民講座 

平成２７年１２月２１日（月）        於：金沢都ホテル セミナーホール 

主催：京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻 災害リスクマネジメント工学(JR西日本)講座 

 ⑫ 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のためのカリキュラム設計」コンソーシアム 

シンポジウム 『続：安全な“みち”のために』 

 平成２８年１月２９日（金）         於：中電ホール 

 主催：岐阜大学工学部附属インフラマネジメント技術研究センター 

⑬ 第２３回「知多から世界へ」講演会inセントレア 

平成２８年２月５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」 

⑭ 土木観光シンポジウム「信州の土木を訪ねよう」 

 平成２８年２月１５日（月）         於：長野市生涯学習センター４階大学習室 

    主催：土木・環境しなの技術支援センター 

 ⑮ 「現場技術者のための土質力学：第１回」講習会 

    平成２８年２月２４日（水）         於：金沢大学サテライトプラザ ３Ｆ・集会室 

    主催：公益社団法人 地盤工学会北陸支部 

 


