
◆主催行事 

（１）技術講習会 （全５回 参加者計３８０名） 

第１回（H31.4.9）  於：愛知県産業労働センター                                  参加者：135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－」【名古屋会場】講習会 

 第2回（H31.4.10）  於：金沢大学サテライトプラザ  参加者：30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－」【金沢会場】講習会 

 第3回（R1.7.24）  於：愛知県産業労働センター 参加者：128名 

  土木学会中部支部 伊勢湾台風６０年事業「地球温暖化への対応策（愛知県における水防災対策）」講習会 

 第4回（R1.11.22）  於：岐阜大学サテライトキャンパス 参加者：48名 

     「高炉スラグ細骨材を用いたプレキャストコンクリート製品の 設計・製造・施工指針（案）」の発刊に伴う講習会 

第5回（R1.12.7）  於：金沢大学サテライトプラザ 参加者：39名 

     「自然災害に関する防災講習会」 

    

（２）土木の日関連行事 

① 親子ふれあい見学会（R1.11.16）                           ※見学地域台風19号の被災により中止  

「あつまれ未来のエンジニア」 

長野駅周辺整備事業地内（ICT建機・ドローン実演）、裾花ダムなどを見学 

② 市民見学会 

 ＜愛知県＞（R1.11.9） 参加者：38名 

「作る現場と守る現場」あいちの土木現場を見て回ろう！ 

   見学先：名古屋第二環状自動車道、名古屋港、日光川水閘門、埋蔵文化財調査センター 

  

      ＜石川県＞（R1.11.16） 参加者：10名 

「見て触れよう「魅力ある県土づくり」」 

   見学先：金沢外環状道路、金沢城公園、金沢港ほか 

  

＜静岡県＞（R1.11.16） 参加者：39名 

 「静岡の土木を知ろう」 

 見学先：太田川ダム、富士山静岡空港、国道 473 号バイパス工事現場 

 

③ エクスカーション 

見学施設①伊勢湾水理環境実験センター                                  参加者：16名 

見学施設②蒲郡港浚渫工事現場（R1.11.18） 

申込団体：名古屋工業高等学校教職員  

   

（３）中部支部選奨土木遺産パネル展・交通インフラパネル展 

     中部支部選奨土木遺産パネル展(R1.5.8～5.19） 於：名古屋都市センター11階 まちづくり広場 

      「名古屋の交通インフラの発展」写真パネル展(R1.5.21～6.2） 於：名古屋都市センター11階 まちづくり広場 

中部支部選奨土木遺産パネル展 建設技術フェア2019in中部内 (R1.10.16～17) 於：吹上ホール 

        

  

（４）研究発表会（R2.3.5～6）  於：長野工業高等専門学校  

※新型コロナウイルス感染拡大のため開催中止 



     講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門271件、 

技術賞、優秀講演者賞については発表したものと見做し審査し表彰者を決定 

 

（５）土木出前講座（全１８回 参加者計２，１３４名） 

第1回（R1.5.12）   於：刈谷市産業振興センター                  参加者：161名 

「地震時の地盤の液状化－液状化は私たちの暮らしにどんな影響を与えるか－」    講師：中部大学 山田 公夫氏 

第2回（R1.7.4）    於：愛知県立海翔高等学校                       参加者： 30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 

第3回（R1.7.18）   於：静岡市立賤機北小学校                参加者： 26名 

「災害情報の見方 」                                講師：玉野総合コンサルタント㈱ 長谷川 謙二氏 

第4回（R1.7.31）   於：名古屋工業高等学校              参加者：470名 

「津波と高潮」                                                   講師：名古屋大学 富田 孝史氏 

第5回（R1.8.4）    於：静岡市北部生涯学習センター美和分館（アカデ美和）                 参加者： 14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 

第6回（R1.8.20）   於：名古屋百楽       参加者： 50名 

「地盤の調べ方」       講師：松坂鑿泉株式会社 由井 恒彦氏 

第7回（R1.8.23）   於：名古屋港湾会館                     参加者： 44名 

「津波と高潮」                                                   講師：名古屋大学 富田 孝史氏 

第8回（R1.8.23）   於：愛知県豊明市二村児童館                参加者： 58名 

「身のまわりの環境問題を考えよう ～電車やバスの大切さ～」          講師：長野工業高等専門学校 轟 直希氏 

第9回（R1.9.7）    於：静岡市蒲原生涯学習交流館            参加者： 35名 

「津波と高潮」                                                   講師：名古屋大学 富田 孝史氏 

第10回（R1.9.28）  於：静岡県静岡市立袖師生涯学習交流館                 参加者： 83名 

「大規模地震発生時の緊急避難と緊急対応について」        講師：名古屋工業大学名誉教授 山本 幸司氏 

第11回（R1.10.18） 於：岐阜県立岐山高等学校                  参加者： 23名 

「コンクリート建造物の維持管理」      講師：名古屋大学 中村 光氏 

第12回（R1.11.7）  於：愛知県立美和高等学校                   参加者：780名 

「大規模地震発生時の緊急避難と緊急対応について」        講師：名古屋工業大学名誉教授 山本 幸司氏 

第13回（R1.12.10） 於：愛知県立鶴城丘高等学校                 参加者： 44名 

「緊急地震速報で命を守る」      講師：愛知工業大学 小池 則満氏 

第14回（R2.1.8）  於：愛知県立津島北高等学校                 参加者：113名 

「緊急地震速報で命を守る」      講師：愛知工業大学 小池 則満氏 

第15回（R2.1.21） 於：愛知県立鶴城丘高等学校                 参加者： 39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 

第16回（R2.1.23）  於：愛知県立海翔高等学校                参加者：13名 

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

第1７回（R2.2.15）  於：アイリス愛知(愛知県消防協会)                参加者：151名 

「災害情報の見方」                                 講師：玉野総合コンサルタント㈱ 長谷川 謙二氏 

第18回（R2.3.2）   於：ガーデンパレス (愛知県生コンクリート工業組合)       

※新型コロナウイルス感染拡大のため開催中止 

「風水害外力の激化の兆候とその不確実性」                      講師：名古屋工業大学 北野 利一氏 

 

（６）自治体ブランチ(愛知県):イブニングサロン（全４回 参加者１１４名） 

第１回(R1.7.24) 於：豊田工業高等専門学校                     参加者：26名（学生14名、社会人12名） 



豊田工業高等専門学校学生を対象 

第2回(R1.10.29) 於：愛知総合工科高等学校                        参加者：30名（学生20名、社会人10名） 

愛知総合工科高等学校学生を対象 

第3回(R1.10.31) 於：名古屋工業大学                              参加者：30名（学生18名、社会人12名） 

名古屋工業大学学生を対象 

第4回(R1.11.1)  於：椙山女学園大学                              参加者：28名（学生18名、社会人10名） 

椙山女学園大学学生を対象 

 

（７）学生と技術者の意見交換会(R1.10.16) 

 テーマ：土木施設・遺産・プロジェクト等の「土木魅力カルタ」（非公式）を通じ、土木の魅力を語り合おう！！      

          於：建設技術フェア2019in中部内 (R1.10.16) 於：吹上ホール 

参加者：土木を専攻する中部圏の大学および高専の学生    140 名 

                                                             社会人技術者     20名 

 

（８）調査研究委員会報告会（R2.3.5）  於：長野工業高等専門学校   

※新型コロナウイルス感染拡大のため開催中止 

1．「道路盛土と舗装の一体型診断システムと長寿命化修繕方法検討委員会」        委員長：八嶋 厚（岐阜大学） 

2．「土木系IoT教育プログラム開発委員会」                 委員長：松本 嘉孝（豊田工業高等専門学校） 

 

 （９）台風１９号豪雨災害に関する速報会（R2.1.27）  於：名古屋工業大学            参加者：160名 

 

（10）台風１９号豪雨災害に関する報告会【長野会場】（R2.3.5）  於：長野工業高等専門学校   

 ※新型コロナウイルス感染拡大のため開催延期 

 

５．２ 共催・協賛・後援行事 

（１） 共催行事 

① 橋梁技術発表会及び講演会（R1.10.11） 

        於：東建ホール・丸の内   主催：（一社）日本橋梁建設協会 

② 建設技術フェア 2019 in 中部（R1.10.16-17） 

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 

③ 「土木の日」イベント（R1.11.16） 

於：ＪＲ長野駅コンコース                                        主催：（一社）長野建設業協会 

 

（２）後援行事 

① 支部活動報告会および講演会「混和材料の現状と将来」（R1.5.24）  

於：名古屋大学                                        主催：（一社）日本建設保全協会 

② 「道路橋の長寿命化対策に関わる技術講習会」（R1.6.11）  

於：名古屋国際センター                                      主催：（一社）日本建設保全協会 

③ 第 30回「知多から世界へ」講演会 inセントレア（R1.8.28） 

於：中部国際空港                                主催：特定非営利活動法人「知多から世界へ」 

 

④ 社会貢献イベント「見る、聞く、考える」土木で実現する豊かで安全な社会（R1.1.9.21） 

 ※「土木学会中部支部の紹介(アーチ・重ねばりで橋の強度を体験,ミニブロックで作る建設機械)」でブース出展 



於：オアシス２１ 銀河の広場                        主催：（一社）建設コンサルタンツ協会中部支部 

⑤ 第29回建設コンサルタント業務技術発表会（R1.10.2） 

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 

⑥ 第28回リペア会定例会（R1.10.10） 

於：安保ホール                                                 主催：（一社）リペア会 

⑦ 建設コンサルタンツ協会中部支部記念式典（R1.10.10） 

於：ホテルメルパルク名古屋                         主催：（一社）建設コンサルタンツ協会中部支部 

⑧ 第１２回CRIIESセミナー「PPP/PFI－官民連携が切り拓く新時代の公共サービス提供の可能性－」（R1.10.25） 

   於：愛知芸術文化センター                              主催：社会基盤技術評価支援機構・中部 

⑨ 『土木の魅力・未来プロジェクト（仮称）』講演会・意見交換会（R1.11.11）  

於：名古屋合同庁舎第2号館             主催：国土交通省中部地方整備局、中部建設青年会議愛知県支部 

⑩ 令和元年台⾵19号調査報告会 〜河川，気象，地盤，史学，災害医療の各分野から〜（R2.1.8） 

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 

⑪ 第 31回「知多から世界へ」講演会 inセントレア（R2.2.6） 

於：中部国際空港                                主催：特定非営利活動法人「知多から世界へ」 

⑫ ライフサイクルコストに優しいコンクリート舗装の入門セミナー（R2.2.20）  

於：ホテル ルブラ王山                                            主催：（一社）セメント協会 

⑬ シンポジウム「日本の技術史をみる眼」（R2.3.7：新型肺炎感染拡大のため開催延期）  

於：碧南市大浜公民館                                           主催：中部産業遺産研究会 

 

５．３ 会議 

（１）支部総会 

    令和元年 5月 9日（木）14:45～18:30 於：TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ PREMIUM名駅西口          総会参加者：総会 190 名 

特別講演   「スーパー・メガリージョン構想と中部圏」 

講  師   公益財団法人名古屋まちづくり公社 名古屋都市センター長 奥野 信宏  氏 

  特別講演・交流会参加者：190名 

 

（２）顧問会 

第 1回  令和元年 12月 17日（火）     ウインクあいち 出席者  7名 

 

（３）商議員会 

第 1回  令和元年 9月 24日（火）  於：中部支部事務所 出席者 10名 

第 2回  令和元年 12月 17日（火）     ウインクあいち 出席者 11名 

第 3回  令和 2年 2月 18日（火）    中部支部事務所 出席者 13名 

 

（４）幹事会 

第 1回  令和元年 5月 21日（火）  於：中部支部事務所 出席者 51名 

第 2回  令和元年 6月 18日（火）    中部支部事務所 出席者 47名 

第 3回  令和元年 7月 23日（火）    中部支部事務所       出席者 44名 

第 4回  令和元年 9月 17日（火）    中部支部事務所 出席者 44名 

第 5回  令和元年 10月 15日（火）    中部支部事務所 出席者 32名 

第 6回  令和元年 11月 19日（火）    中部支部事務所 出席者 36名 



第 7回  令和元年 12月 17日（火）     ウインクあいち 出席者 47名 

第 8回  令和 2年 2月 10日（月）    中部支部事務所 出席者 36名 

第 9回  令和 2年 3月 24日（火）   型コロナウイルス感染拡大のためメール審議 出席者 64名 

 

（５）調査研究委員会選考委員会 

第 1回  令和元年 7月 23日（火）  於：中部支部事務所     出席者 13名 

第 2回  令和 2年 2月 10日（月）    中部支部事務所 出席者  8名 

 

（６）技術賞選考委員会 

第 1回  令和元年 10月 15日（火）    中部支部事務所 出席者  7名 

第 2回  令和 2年 3月 13日（金）    型コロナウイルス感染拡大のためメール審議     出席者  10名 

 

（７）優秀講演者賞選考委員会 

第 1回  令和 2年 3月 17日（火）    型コロナウイルス感染拡大のためメール審議     出席者  10名 

 

（８）土木学会選奨土木遺産中部支部選考委員会 

第 1回  令和元年 6月 26日（水）  於：中部支部事務所 出席者  9名 

第 2回  令和元年 9月 26日（木）  於：中部支部事務所 出席者  8名 

第 3回  令和元年 12月 11日（水）  於：中部支部事務所 出席者  6名 

 

（９）減災・防災支部委員会 

第 1回  令和元年 8月 2日（金）  於：中部支部事務所  出席者 11名 

第 2回  令和元年 9月 26日（木）    中部支部事務所   出席者  9名 

第 3回  令和元年 12月 5日（木）    中部支部事務所   出席者  9名 

 

（10）戦略会議 

第 1回  令和元年 12月 17日（火）  於：ウインクあいち             出席者  7名 

 

（11）企画ＷＧ 

随時 

 

（12）地域ＷＧ 

第 1回  令和元年 5月 21日（火）  於：中部支部事務所 出席者 11名 

第 2回  令和元年 6月 18日（火）    中部支部事務所 出席者 12名 

第 3回  令和元年 7月 23日（火）    中部支部事務所       出席者  8名 

第 4回  令和元年 9月 17日（火）    中部支部事務所 出席者  9名 

第 5回  令和元年 10月 15日（火）    中部支部事務所 出席者  7名 

第 6回  令和元年 11月 19日（火）    中部支部事務所 出席者  5名 

第 7回  令和元年 12月 17日（火）     ウインクあいち 出席者 12名 

第 8回  令和 2年 2月 10日（月）    中部支部事務所 出席者  9名 

第 9回  令和 2年 3月 17日（火）    型コロナウイルス感染拡大のためメール審議 出席者 15名 

 

（12）広報ＷＧ 

第 1回  令和元年 5月 21日（火）  於：中部支部事務所 出席者  8名 



第 2回  令和元年 6月 18日（火）    中部支部事務所 出席者  7名 

第 3回  令和元年 7月 23日（火）    中部支部事務所       出席者  6名 

第 4回  令和元年 9月 17日（火）    中部支部事務所 出席者  8名 

第 5回  令和元年 10月 15日（火）    メール審議 出席者  8名 

第 6回  令和元年 11月 19日（火）    メール審議 出席者  8名 

第 7回  令和元年 12月 17日（火）    メール審議 出席者  8名 

第 8回  令和 2年 2月 10日（月）    中部支部事務所 出席者  3名 

第 9回  令和 2年 3月 17日（火）    型コロナウイルス感染拡大のためメール審議 出席者  8名 

 

（13）講習会ＷＧ 

第 1回  令和元年 5月 21日（火）  於：中部支部事務所 出席者  8名 

第 2回  令和元年 6月 18日（火）    中部支部事務所 出席者  7名 

第 3回  令和元年 7月 23日（火）    中部支部事務所       出席者  7名 

第 4回  令和元年 9月 17日（火）    中部支部事務所 出席者  8名 

第 5回  令和元年 10月 15日（火）    中部支部事務所 出席者  7名 

第 6回  令和元年 11月 19日（火）    中部支部事務所 出席者  8名 

第 7回  令和元年 12月 17日（火）    ウインクあいち 出席者  6名 

第 8回  令和 2年 2月 10日（月）    中部支部事務所 出席者  6名 

第 9回  令和 2年 3月 17日（火）    型コロナウイルス感染拡大のためメール審議 出席者 11名 

 

（14）発表会ＷＧ 

第 1回  令和元年 5月 21日（火）  於：中部支部事務所 出席者  9名 

第 2回  令和元年 6月 18日（火）    中部支部事務所 出席者  9名 

第 3回  令和元年 7月 23日（火）    中部支部事務所       出席者 10名 

第 4回  令和元年 9月 17日（火）    中部支部事務所 出席者  9名 

第 5回  令和元年 10月 15日（火）    中部支部事務所 出席者  6名 

第 6回  令和元年 11月 19日（火）    中部支部事務所 出席者  8名 

第 7回  令和元年 12月 17日（火）     ウインクあいち 出席者  8名 

第 8回  令和 2年 2月 10日（火）    中部支部事務所 出席者 10名 

第 9回  令和 2年 3月 17日（火）    型コロナウイルス感染拡大のためメール審議 出席者 10名 

 

（15）令和２年度全国大会準備委員会 

第 2回  平成 31年 4月 18日（木）    中部支部事務所  出席者  11名 

 

（16）令和２年度全国大会実行委員会全体会議 

第 1回  令和元年 7月 26日（金）    名古屋工業大学  出席者  70名 

第 2回  令和 2年 3月 26日（木）    新型コロナウイルス感染拡大のためメール審議     出席者  70名 

 

（１７）令和２年度全国大会実行委員会 幹事会兼班長会 

第 1回  令和元年１１月 2１日（木）    名古屋工業大学  出席者  43名 

第 2回  令和 2 年 2月 21日（金）    名古屋工業大学  出席者  41名 

 


