
◆委員会・ＷＧ 

（１）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 

 

（２）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 

（３）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 

 

（４）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 

 

（５）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 

 

（６）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 

 

（７）戦略ＷＧ 

第１回  平成２４年 ５月２３日（水）  於：中部支部事務所 出席者  ６名 

第２回  平成２４年 ６月２０日（水）    中部支部事務所 出席者  ５名 

第３回  平成２４年 ７月１１日（水）    中部支部事務所    出席者  ５名 

第４回  平成２４年 ９月１９日（水）    中部支部事務所 出席者  ６名 

第５回  平成２４年１０月１７日（水）    中部支部事務所 出席者  ８名 

第６回  平成２４年１１月１４日（水）    中部支部事務所 出席者  ８名 

第７回  平成２４年１２月１２日（水）    ウインクあいち 出席者  ５名 

第８回  平成２５年 ２月１３日（水）    中部支部事務所 出席者  ６名 

 

 

（８）地域ＷＧ 

第１回  平成２４年 ５月２３日（水）  於：中部支部事務所 出席者  ７名 

第２回  平成２４年 ６月２０日（水）    中部支部事務所 出席者  ５名 

第３回  平成２４年 ７月１１日（水）    中部支部事務所       出席者  ４名 

第４回  平成２４年 ９月１９日（水）    中部支部事務所 出席者  ６名 

第５回  平成２４年１０月１７日（水）    中部支部事務所 出席者  ７名 



第６回  平成２４年１１月１４日（水）    中部支部事務所 出席者  ４名 

第７回  平成２４年１２月１２日（水）    ウインクあいち 出席者  ６名 

第８回  平成２５年 ２月１３日（水）    中部支部事務所 出席者  ５名 

第９回  平成２５年 ３月１８日（月）    中部支部事務所 出席者  ５名 

 

（９）広報ＷＧ 

第１回  平成２４年 ５月２３日（水）  於：中部支部事務所 出席者  ７名 

第２回  平成２４年 ６月２０日（水）    中部支部事務所 出席者  ５名 

第３回  平成２４年 ７月１１日（水）    中部支部事務所       出席者  ６名 

第４回  平成２４年 ９月１９日（水）    中部支部事務所 出席者  ６名 

第５回  平成２４年１０月１７日（水）    中部支部事務所 出席者  ６名 

第６回  平成２４年１１月１４日（水）    中部支部事務所 出席者  ５名 

第７回  平成２４年１２月１２日（水）    ウインクあいち 出席者  ５名 

第８回  平成２５年 ２月２７日（水）    中部支部事務所 出席者  ７名 

第９回  平成２５年 ３月１８日（月）    中部支部事務所 出席者  ６名 

 

（10）講習会ＷＧ 

第１回  平成２４年 ５月２３日（水）  於：中部支部事務所 出席者  ８名 

第２回  平成２４年 ６月２０日（水）    中部支部事務所 出席者  ７名 

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

第４回  平成２４年 ９月１９日（水）    中部支部事務所 出席者  ６名 

第５回  平成２４年１０月１７日（水）    中部支部事務所 出席者  ７名 

第６回  平成２４年１２月１２日（水）    ウインクあいち 出席者  ５名 

第７回  平成２４年 ２月１３日（水）    中部支部事務所 出席者  ７名 

第８回  平成２５年 ３月１８日（月）    中部支部事務所 出席者  ６名 

 

 

（11）発表会ＷＧ 

第１回  平成２４年 ５月２３日（水）  於：中部支部事務所 出席者  ６名 

第２回  平成２４年 ６月２０日（水）    中部支部事務所 出席者  ８名 

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

第４回  平成２４年 ９月１９日（水）    中部支部事務所 出席者  ８名 

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

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

第７回  平成２５年 ２月２７日（水）    中部支部事務所 出席者  ５名 

第８回  平成２５年 ３月１８日（月）    中部支部事務所 出席者  ７名 

 

 


