
◆会議 

（１）支部総会 

    平成２８年 ５月１６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１９６名 

特別講演  「土木の広報」～なぜ理解されないのか－「伝わらない」と悩むすべての技術者へ～ 

日経ＢＰ社 建設局編集委員 西村 隆司 氏 

   特別講演・交流会参加者：２２４名 

 

（２）顧問会 

第１回  平成２８年１２月２１日（水）  於：ウインクあいち 出席者  ７名 

 

（３）商議員会 

第１回  平成２８年 ９月３０日（金）  於：中部支部事務所 出席者 ２０名 

第２回  平成２８年１２月２１日（水）    ウインクあいち 出席者 １０名 

第３回  平成２９年 ２月２２日（水）    中部支部事務所 出席者 １５名 

 

（４）幹事会 

第１回  平成２８年 ５月２５日（水）  於：中部支部事務所 出席者 ４５名 

第２回  平成２８年 ６月１５日（水）    中部支部事務所 出席者 ３８名 

第３回  平成２８年 ７月２０日（水）    中部支部事務所       出席者 ４０名 

第４回  平成２８年 ９月２１日（火）    中部支部事務所 出席者 ３５名 

第５回  平成２８年１０月１９日（水）    中部支部事務所 出席者 ３７名 

第６回  平成２８年１１月１６日（水）    中部支部事務所 出席者 ４１名 

第７回  平成２８年１２月２１日（水）    ウインクあいち 出席者 ２５名 

第８回  平成２９年 ２月１５日（水）    中部支部事務所 出席者 ３４名 

第９回  平成２９年 ３月１５日（水）    中部支部事務所 出席者 ３３名 

 

◆主催行事 

（１）技術講習会 

第１回 平成２８年４月２１日（木） 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－建設部門の二次試験に備える－」講習会 

第２回 平成２８年７月１５日（金） 於：名古屋工業大学 参加者：３８名 

「土木技術者の倫理を考える －人と土木と－」講習会 

第３回 平成２８年１１月９日（水）  於：愛知県産業労働センター         参加者：６９名 

  「施工性能にもとづくコンクリートの配合設計・施工指針（2016年版）」講習会 

第４回 平成２９年２月１０日（金） 於：石川工業高等専門学校               参加者：４３名 

  「UAVの運用と土木分野における利活用」 

第５回 平成２９年３月２５日（土） 於：金沢市異業種研修会館                参加者：２０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２８年 ７月２４日（日） 

見学先：ペーパーブリッジ教室、松川橋、富山大橋等 

 参加者：１８名 

② 市民見学会 

 ・<石川県> 「親子でドボク探検！」          平成２８年１０月 １日（土） 

 見学先：神谷内トンネル、金沢外環状道路海側幹線、金沢港御供田国際コンテナターミナル、 

金沢城公園                           参加者：３８名 

・<愛知県>「ふらぁ～り、土木の旅 ～間近で見る巨大構造物～」    平成２８年１１月１２日（土） 

  見学先：名古屋環状2号線、刈谷ハイウェイオアシス、矢作ダム 参加者：３８名 

・<静岡県> 「伊豆へのゲートウェイ！土木の役割・大切さを学ぼう」 平成２８年１１月１９日（土） 

見学先：国道136号土肥拡幅工事、国道136号下船原バイパス工事、天城北道路 

    参加者：３３名 

③エクスカーション 

   「中川運河から見る今・昔 ～都市開発と防災～」          平成２８年 ８月２６日（金） 

・見学先：中川運河、松重閘門、露橋水処理センター、リンナイ倉庫、岡谷鋼機倉庫 等 

                        参加者：愛知社会科教育研究会海部支部 教師２０名 

 

（３）中部支部選奨土木遺産パネル展示 

平成２８年１０月２０日（木）～１０月２１日（金） 於：吹上ホール      参加者：２１７３名 

建設技術フェア2016in中部内 

 

 

（４）研究発表会 

 平成２９年 ３月 ３日（金）    於：金沢大学              参加者：５３６名 

      講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 ３０９件 

 

（５）土木出前講座 

① 平成２８年 ５月 ９日（月）  於：愛知県立春日井高等学校 参加者：２８名 

「地震と津波」                        講師：名古屋大学 中村友昭氏 

② 平成２８年 ６月１８日（土）  於：株式会社光建 大会議室         参加者：９０名 

「地盤の調べ方」  講師：松坂鑿泉㈱ 由井恒彦氏 

③ 平成２８年 ６月３０日（木）  於：愛知県立起工業高等学校   参加者：１８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 

④ 平成２８年 ７月１１日（月）  於：愛知県立小坂井高等学校 参加者：４１名 

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

⑤ 平成２８年 ８月２０日（土）  於：名古屋港湾会館    参加者：５１名 

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

⑥ 平成２８年１１月 １日（火）  於：愛知県立鶴城丘高等学校           参加者：２８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 

⑦ 平成２８年１１月 ８日（火）  於：愛知県立鶴城丘高等学校     参加者：２８名 



「自然災害に強い町造りの初歩」                  講師：名古屋工業大学 張 鋒氏 

 ⑧ 平成２８年１１月１７日（木）  於: 愛知県立海翔高等学校            参加者:２８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２９年 １月１２日（木）   於: 岡崎市立北中学校              参加者:１９０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 

 

（６）自治体ブランチ(愛知県) :イブニングサロン 

①平成２８年 ５月２７日（金） 於：豊川高等学校   参加者：１９名（学生 ７名、社会人１２名） 

②平成２８年 ６月１７日（金） 於：大同大学     参加者：２２名（学生１０名、社会人１２名） 

③平成２８年 ７月 ４日（月） 於：豊橋技術科学大学 参加者：２２名（学生１１名、社会人１１名） 

④平成２８年１０月１８日（火） 於：椙山学園大学   参加者：２８名（学生１６名、社会人１２名） 

 

（７）学生と技術者の意見交換会 

平成２８年１２月１２日（月）     於：名古屋市公会堂  

テーマ：「国土の基盤を支える土木技術者－我々はこれから何を学ぶべきか－」 

参加者：土木工学を専攻する中部圏大学の 1～2年生  参加者：１９９名 

講演者：パシフィックコンサルタンツ㈱ 市川貴也氏 

国土交通省中部地方整備局 金田達也氏 

                                矢作建設工業㈱ 相澤治氏 

パネルディスカッション＆質疑応答 

 

（８）学習支援講座  

   平成２８年 ８月２４日（水） 於：カモメリア（豊橋市）              参加者６名 

第１４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 

 

（９）調査研究委員会報告会 
平成２９年 ３月 ３日（金）  於：金沢大学                  参加者：３７名 

「地区防災計画の策定支援方法検討委員会」           委員長：中村 光（名古屋大学） 

「辰巳用水における土木技術の再考とそれがもたらす今日的意義  委員長：池本 敏和（金沢大学） 

「積雪寒冷地におけるコンクリート構造の劣化と健全度評価の適正化に関する調査委員会」   

委員長：久保 善司（金沢大学） 

 

◆共催・協賛・後援行事 

（１）共催行事 

① 建設技術フェア2016 in 中部 

  平成２８年１０月２０日（木）～１０月２１日（金）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２８年１０月２８日（金）          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 総会・特別講演 

   平成２８年 ６月 ３日（金）         於：日本設計工学会東海支部 

   主催：公益社団法人 日本設計工学会東海支部 

② 機械製図講習会 

平成２８年６月および８月           於：名城大学天白キャンパス 

主催：公益社団法人 日本設計工学会東海支部 

③ 第５０回化学工学の進歩講習会 

平成２８年１１月 ９日（水）～１０日（木）  於：名古屋市工業研究所 

主催：公益社団法人 化学工学会東海支部 

④ 設計フォーラム 

平成２８年１１月２５日（金）         於：日本設計工学会東海支部 

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２８年 ５月１０日（火）         於：名古屋国際センター 別棟ホール 

主催：一般社団法人 日本建設保全協会 

② 「NATMとシールドトンネルの設計と実際講習会」 

   平成２８年 ６月１７日（金）         於：中部大学名古屋キャンパス三浦記念会館  

主催：公益社団法人 地盤工学会中部支部 

③ 「中部地方の橋をどう守るのかを考えるシンポジウム」 

   平成２８年 ８月１９日（金）         於：名古屋大学 東山キャンパス 

   主催：東海構造研究グループ 

 

 

④ セメント系固化材の利活用セミナー 

   平成２８年 ８月２４日（水）         於：ルブラ王山 

   主催：一般社団法人 セメント協会 

⑤ 第２４回「知多から世界へ」講演会inセントレア 

平成２８年 ８月２６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」 

⑥ 平成２８年度 第１回見学会・第１回講演会 

「名古屋港港湾整備および航路浚渫土砂の有効利用に関する見学会および講演会」 

   平成２８年 ９月２８日（水）         於：名古屋ガーデン埠頭ポートビル 

主催：公益社団法人 日本材料学会東海支部  

⑦ 第２６回建設コンサルタント業務技術発表会 

   平成２８年１０月１２日（水）         於：愛知県産業労働センター(ウインクあいち) 

   主催：一般社団法人 建設コンサルタンツ協会中部支部 

⑧ SGST 平成２８年度第４回定期研究会（特別会）「ヨーロッパの橋梁の動向」 

   平成２８年１０月２４日（月）       於：名城大学天白キャンパス研究実験棟Ⅱ多目的室 

   主催：東海構造研究グループ（SGST） 

⑨ 平成２８年度土木見学バスツアー 

平成２８年１０月２９日（土） 於：丸山ダム・新丸山ダム工事現場、旧八百津発電所資料館 等 

主催：公益財団法人 岐阜県建設研究センター 



⑩ セメント系固化材の利活用セミナー 

平成２８年１１月 ２日（水）          於：金沢商工会議所会館1Fホール 

主催：一般社団法人セメント協会 

⑪ 第１１回新聞紙で作る高速道路“橋”コンテスト      

   平成２８年１１月 ５日（土）         於：電気文化会館会館イベントホール 

主催：中日本高速道路㈱名古屋支社 

⑫ 現場技術者のための土質力学：第３回講習会 

   平成２８年１２月 ７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 

⑬ 第１０回ＰＩセミナー「情報通信技術が変える建設産業の将来」 

   平成２８年１２月１６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：一般社団法人 社会基盤技術評価支援機構・中部 

⑭ 講習会「コンクリート構造物の長寿命化」 

   平成２９年 １月３１日（火）          於：名古屋大学ＥＳ総合館 ＥＳホール 

主催：公益社団法人 日本コンクリート工学会中部支部 

⑮ 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」事業コンソーシアムシンポジウ

ム『あたりまえな“みち”のために』 

平成２９年 ２月 ３日（金）           於：今池ガスホール 

主催：国立大学法人 岐阜大学工学部 

⑯ 第２５回「知多から世界へ」講演会inセントレア 

平成２９年 ２月 ６日（月）           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」 

 


