◆主催行事
（１）技術講習会
第1回（H29.4.18）

於：愛知県産業労働センター

参加者：62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（H29.4.26）

於：名古屋大学ES総合館 ESホール

参加者：75名

「コンクリート構造物における品質を確保した生産性向上に関する提案」講習会
第3回（H29.11.8）

於：名古屋大学

参加者：25名

「モデル橋梁を使った橋梁保全技術」講習会
第4回（H30.2.16）

於：富山県立大学

参加者：8名

「河川シミュレーションソフトｉＲＩＣ」講習会
第5回（H30.2.22）

於：金沢大学サテライト・プラザ

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（H29.10.28）

参加者：21名

「橋で深まる親子の絆｜レゴブロックで橋を作ろう、学ぼう」
見学先：千曲川の橋を歩く（須坂市村上橋、飯山市中央橋等）
② 市民見学会
＜富山県＞（H29.10.28）

参加者：31名

「秘密の土木探検ツアー ～色々なゲートウェイを見に行こう～」
見学先：富山駅付近連続立体交差事業、伏木富山港コンテナターミナル、富山きときと空港
＜名古屋市＞（H29.11.18）

参加者：28名

「都市生活をささえる 名古屋の水道・下水道」
見学先：鍋屋上野浄水場、水の歴史資料館、広川ポンプ所工事現場
＜岐阜県＞（H28.11.19）

参加者：18名

「プロフェッショナルの現場を見に行こう！」
見学先：東海環状自動車道工事現場（大野神戸 IC 周辺）、世界淡水魚園、犀川遊水池

③ エクスカーション

・見学先：東海環状自動車道四車線化事業（鷲見橋、三尾河橋）、白川郷散策等（H29.9.2）
参加者： Japan Steel Bridge Competition2017（JSBC2017）に参加している学生 79 名

（３）中部支部選奨土木遺産・パネル展
建設技術フェア2017in中部内
名古屋都市センター

（４）研究発表会（H30.3.2）

10月18日（水）、 19日（木）

於：吹上ホール

7月14日（火）～17日（月）

於：名古屋大学

参加者：617名

講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門 322件

（５）土木出前講座
第1回（H29.5.15）

於：愛知県立春日井高等学校

「地震と津波、津波と高潮」
第2回（H29.7.6）

於：船越生涯学習交流館

参加者：41名
講師：名古屋大学 中村友昭氏
参加者：47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」
第3回（H29.7.6）

講師：名古屋工業大学 秀島栄三氏

於： 静岡市葵生涯学習センター

「人間の快適生活と生物の生活環境」生物のすみかのしくみ
第4回（H29.7.13）

講師：名古屋工業大学 増田理子氏

於：静岡市葵生涯学習センター

「人間の快適生活と生物の生活環境」生物のすみかのしくみ
第5回、6回（H29.8.3,4）

第7回（H29.8.26）

参加者：64名
講師：名古屋工業大学 増田理子氏

於： 岩倉市「希望の家」

「丈夫な橋つくりコンクール」

参加者：29名
講師：愛知工業大学 鈴木森晶氏

於： 名古屋港湾会館

「進化しつづける建設材料」
第8回（H29.9.29）

参加者：71名
講師：岐阜大学 国枝稔氏

於：瑞浪市消防防災センター

「災害情報の見方」
第9回（H29.10.2）

参加者：72名

参加者：22名
講師：玉野総合コンサルタント㈱

長谷川謙二氏

於：愛知県立半田東高等学校

「大規模地震発生時の緊急避難と緊急対応について」
第10回（H29.10.26）

講師：名古屋大学 中井健太郎氏

参加者：89名
講師：名古屋工業大学名誉教授 山本幸司氏
参加者：44名
講師：名古屋大学 戸田祐嗣氏
参加者：33名

於：岐阜県聴覚障害者情報センター
講師：愛知工業大学

小池則満氏
参加者：80名

講師：愛知工業大学

於：学校法人名工学園名古屋工業高等学校

「橋のふしぎ」

永田和寿氏
参加者：15名

於：静岡市東部生涯学習センター

「緊急地震速報で命を守る」
第19回（H30.3.7）

参加者：40名

講師：名古屋工業大学

「緊急地震速報で命を守る」
第18回（H30.2.27）

講師：名古屋工業大学 増田理子氏

於：愛知県立海翔高等学校

「橋のふしぎ」
第17回（H30.2.25）

参加者：74名

於：愛知県立鶴城丘高等学校

「これまでの川づくり・今後の川づくり―安全と環境―」
第16回（H30.2.8）

講師：日本機械保線㈱ 蟹谷慎也氏

於：岐阜県建設技術協会

「大規模地震発生時の緊急避難と緊急対応について」
第15回（H29.12.19）

参加者：51名

於：愛知県立鶴城丘高等学校

「液状化しそうな地盤とは？作って調べてみよう」

第14回（H29.12.18）

講師：名古屋大学 山田正太郎氏

於：静岡市葵生涯学習センター

「人間の快適生活と生物の生活環境」生物のすみかのしくみ」
第13回（H29.12.5）

参加者：30名

於：ＴＫＰガーデンシティ

「世界一の線路を守る ～東海道新幹線の線路保守～」
第12回（H29.11.7）

講師：名古屋工業大学名誉教授 山本幸司氏

於： 愛知県立海翔高等学校

「液状化しそうな地盤とは？作って調べてみよう」
第11回（H29.10.27）

参加者：990名

小池則満氏
参加者：25名

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
第１回(H29.7.4)

於：愛工大名電高等学校

参加者：20名（学生10名、社会人10名）

愛工大名電高等学校学生を対象
第2回(H29.7.10

於：名古屋大学

参加者：27名（学生19名、社会人8名）

名古屋大学学生を対象
第3回(H29.10.10)

於：豊田工業高等専門学校

参加者：22名（学生11名、社会人11名）

豊田工業高等専門学校学生を対象
第4回(H29.11.2)

於：豊橋技術科学大学

豊橋技術科学大学学生を対象

参加者：24名（学生13名、社会人11名）

（７）学生と技術者の意見交換会(H29.11.13)
テーマ： 学生グループによる土木遺産ポスター制作と、それを囲んでの土木技術者と学生および学生同士の
ディスカッション

於：名古屋工業大学
参加者：土木を専攻する中部圏の大学および高専の学生 137名
社会人技術者

（８）調査研究委員会報告会（H29.3.2）

39名

於：名古屋大学

参加者：27名

１．「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）
２．「木曽川流域圏における対流促進型国土の形成に向けた可能性調査委員会」
委員長：中村晋一郎（名古屋大学）

（９）中部地域における防災・減災シンポジウム（H30.4.25）

於：名古屋大学

参加者:120 名

・中部地方整備局、土木学会を始めとした各学会、名大減災研における防災・減災への取組紹介
・中部地域の防災・減災強化に向けたパネルディスカッション

◆共催・協賛・後援行事
（１）共催行事
①

建設技術フェア 2017 in 中部（H29.10.18-19）
於：吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館）

②

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

橋梁技術発表会及び講演会（H29.10.27）
於：東建ホール・丸の内

主催：（社）日本橋梁建設協会

③ 地域シンポジウム2017中部「わが国におけるPPP/PFI推進に向けた新たな取り組み」（H29.11.20）
於：名古屋工業大学 講堂 1 階ホール（NITech ホール）
主催：公益社団法人土木学会 建設マネジメント委員会

（２）協賛行事
① 機械製図講習会（H29.6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）後援行事
①

「コンクリート構造物の長寿命化に関わる技術講習会」（H29.6.30）
於：名古屋国際センター 別棟ホール

②

主催：（一社）日本建設保全協会

第２６回「知多から世界へ」講演会 in セントレア（H29.8.28）
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 ジャパンスティールブリッジコンペティション2017（JSBC2017）（H29.8.31-9.1）
於：岐阜大学

主催：JSBC実行委員会

④ 第２７回建設コンサルタント業務技術発表会（H29.10.4）
於：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）

主催：（一社）建設コンサルタンツ協会中部支部

⑤ 第１２回新聞紙で作る高速道路“橋”コンテスト（H29.11.11）
於：電気文化会館会館イベントホール
⑥ 「景観からの道づくり」講習会 in 名古屋（H29.11.14）

主催：中日本高速道路㈱名古屋支社

於：ウインクあいち5階「小ホール」

主催：（一社）日本みち研究所

⑦ 現場技術者のための土質力学：第4回講演会（H29.11.29）
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

⑧ 講習会「土木・建築分野の生産性向上技術の現状と将来」（H30.1.26）
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

⑨ 第２７回「知多から世界へ」講演会inセントレア（H30.2.6）
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文部科学省「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」連携コンソーシアムシンポジウム
「続：あたりまえな“みち”のために」（H30.2.27）
於：高山市民文化会館

主催：国立大学法人岐阜大学工学部

⑪ 第307回コンクリートセミナー（H30.3.8）
於：ルブラ王山

主催：（一社）セメント協会

◆会議
（１）支部総会
平成２9 年 ５月１5 日（月）１５：００～１８：３０ 於：レセプションハウス 名古屋逓信会館
特別講演

使いたくなる SIP 維持管理技術の地域実装にむけて

講

岐阜大学名誉教授

師

六郷

惠哲

総会参加者：総会 173 名

特別講演・交流会参加者：214 名

（２）顧問会
第1回

平成 29 年 12 月 20 日（水）

於：ウインクあいち

出席者 11 名

於：中部支部事務所

出席者 19 名

（３）商議員会
第1回

平成 29 年 9 月 27 日（水）

第2回

平成 29 年 12 月 20 日（水）

ウインクあいち

出席者 10 名

第3回

平成 30 年 2 月 21 日（水）

中部支部事務所

出席者 １7 名

（４）幹事会
第1回

平成 29 年 5 月 24 日（水）

於：中部支部事務所

出席者 ４6 名

第2回

平成 29 年 6 月 21 日（水）

中部支部事務所

出席者 45 名

第3回

平成 29 年 7 月 19 日（水）

中部支部事務所

出席者 43 名

第4回

平成 29 年 9 月 20 日（火）

中部支部事務所

出席者 44 名

第5回

平成 29 年 10 月 18 日（水）

中部支部事務所

出席者 42 名

第6回

平成 29 年 11 月 15 日（水）

中部支部事務所

出席者 ４１名

第7回

平成 29 年 12 月 20 日（水）

ウインクあいち

出席者 49 名

第8回

平成 30 年 2 月 14 日（水）

中部支部事務所

出席者 44 名

第9回

平成 30 年 3 月 14 日（水）

中部支部事務所

出席者 38 名

