
拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、当協会活動に多大なご協力とご

支援を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、建設コンサルタンツ協会近畿支部では下記のとおり研究発表会を開催いたします。 

この研究発表会では「建設コンサルタント技術者による研究発表」に加え、卒業後間もない「若手

技術者のプレゼンテーション発表」、「大学・工業高等専門学校の学生による研究成果発表」を企画し

ています。また、「官庁関係者、学識経験者による特別講演（2 講演）」、「本協会の研究委員会による

発表」も予定しています。 

敬具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．日 時   平成 27 年 9 月 10 日（木）9:10～18:00  

２．場 所   大阪科学技術センター（うつぼ公園の北側）  

 （〒550-0004 大阪市西区靭本町１－８－４） 

    四つ橋線「本町駅」下車 28 番出口から北へ徒歩 5 分。 

３．参加申込  事前に申込手続きの必要はありません 。当日、会場の受付に

おこし下さい。受付は、名刺を提出していただくか、または

署名により行います。 

資料（論文等）は 8 月中頃より近畿支部 HP に掲載します。

当日の論文（ＣＤ）配布はありませんので、必要分を印刷ま

たはタブレット等にダウンロードし、各自でご持参下さい。 
４．参加費   無料 

５．内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．ＣＰＤプログラム  201506160007 【CPD 単位：6.33】 

７．主 催  （一社）建設コンサルタンツ協会近畿支部 

８．後 援  （公社）土木学会 関西支部、 （公社）地盤工学会 関西支部 

○建設コンサルタント技術者による研究発表：33 編 

 

   

 

○若手技術者によるプレゼンテーション：52 編 

○大学、高専の学生による研究成果発表：11 編 

○特別講演 

・『発想の転換による技術開発 

 ～土のうによる道路整備と最近の興味ある技術開発例～』 

京都大学大学院工学研究科    木村 亮 教授 

（NPO 法人 道普請人 理事長） 

・『（仮題）建設コンサルタントをめぐる諸情勢』 

近畿地方整備局 技術調整管理官 村上 敏章 氏 

○本協会研究委員会の研究発表 

・インフラ維持管理研究委員会 

・道路研究委員会 

○学生向けイベント 「建設コンサルタントの仕事と魅力に関する講演」 他 

建設コンサルタンツ協会近畿支部 第 48 回研究発表会 

木村 亮 教授 

問い合せ先：（一社）建設コンサルタンツ協会近畿支部 

 FAX：06-6945-5892 メール：gyouken@kk.jcca.or.jp 

      詳細はホームページ：http://www.kk.jcca.or.jp をご覧ください。 

構造系：10 編、 河川系： 6 編、 土質系： 7 編、 環境系： 4 編 

計画・交通系： 6 編 



開会あいさつ：大ホール（８Ｆ） 事務局は６０１号室
9:10 ～ 9：20 近畿支部　支部長　兼塚 卓也

研究委員会発表：大ホール(８Ｆ)

9:30～ インフラ維持管理研究委員会中間報告 10:25～ 道路研究委員会中間報告

～9:35 　　委員会趣旨説明 委員長　久後 雅治（協和設計） ～10:35 　　委員会趣旨説明 委員長　寺尾 敏男（ニュージェック）

～10:25 　　各分科会報告（橋梁分科会、道路構造物・トンネル分科会、 ～10:55 　　各分科会報告（道路網研究分科会、道路の賢い使い方研究分科会）

　　　　　　　　　　　　道路のり面分科会、河川分科会、CIM分科会） 10:55～11：00 閉会挨拶　　　　　技術部会副部会長　新池 亨（エイト日本技術開発）

　　　　　　・PM一般発表【河川系/環境系】

201 9:30 205 9:30
～9:50 ～9:50

202 9:50 206 9:50
～10:10 ～10:10

203 10:15 207 10:15
～10：35 ～10：35

204 10:35 208 10:35
～10:55 ～10:55

101 13:00 209 13:00
～13:20 ～13:20

102 13:20 210 13:20
～13:40 ～13:40

103 13:40 211 13:40
～14:00 ～14:00

104 14:05 212 14:05
～14:25 ～14:25

105 14:25 213 14:25
～14:45 ～14:45

106 14:50 214 14:50
～15:10 ～15:10

215 15:10
～15:30

　　　　・PM一般発表【構造系】 　　　・PM一般発表【計画・交通系】

216 9:30 220 9:30
～9:50 ～9:50

217 9:50 221 9:50
～10:10 ～10:10

218 10:15 222 10:15
～10：35 ～10：35

219 10:35 223 10:35
～10:55 ～10:55

107 13:00 114 13:00
～13:20 ～13:20

108 13:20 115 13:20
～13:40 ～13:40

109 13:40 116 13:40
～14:00 ～14:00

110 14:05 117 14:05
～14:25 ～14:25

111 14:25 118 14:25
～14:45 ～14:45

112 14:50 119 14:50
～15:10 ～15:10

113 15:10
～15:30

特別講演：大ホール（8F）

～ 17：10　　『発想の転換による技術開発～土のうによる道路整備と 近の興味ある技術開発例～』

第48回 研究発表会　プログラム　1/2　【H27.9.10（木） 大阪科学技術センター】

401号室：AMプレゼンテーション発表【計画・交通系】 402号室：プレゼンテーション発表【構造系】

  大阪の近代化変遷～梅田と旧淀川に着目して～ 接着剤と高力ボルトを併用した軸方向力を受ける当て板補修に関する実験的研究

㈱ニュージェック　西本貴洋 ㈱建設技術研究所　行藤晋也（丹波寛夫、山口隆司）

内外エンジニアリング㈱　武谷亮介 協和設計㈱　田中真美

ソーシャルネットワーク再現手法を用いた人のつながりと地域特性の関連性分析 斜角を有する鋼橋の損傷と動特性変化についての実橋実験

セントラルコンサルタント㈱　井上航 全日本コンサルタント㈱　木村裕太（玉田和也）

時空間拡張ネットワークを用いた津波災害における 適避難計画モデルの構築 学生を対象とした鋼橋の模擬点検による点検結果の差異に関する考察

協和設計㈱　荒木麻里 国際航業㈱　桑原正樹

トルエン分解菌の体外分泌物がトルエンガス除去に及ぼす影響 鋼・コンクリート二重合成I桁橋のクリープに関する研究

㈱エイト日本技術開発　大関祐次郎（鈴木良徳、平野寿謙、北村聡） ㈱日建技術コンサルタント　林広大

停滞する市街地河川改修事業における治水安全度の早期発現に資する整備計画 バネ-質点系による構造物～地盤相互作用のモデル化と構造物の応答への影響の検討

 ㈱CTIウイング　南健実（白井挙次、塩見清志） ㈱エース　門夛弘起

新潟県産クロサンショウウオの骨組織を用いた年齢査定 表面仕上材料下のコンクリート中の含水率と鉄筋腐食

 ㈱建設環境研究所　見澤康充（松井正文） いであ㈱　杉本理恵

河川営力を活用した樹木管理抑制指標についての一考察 二次元移流拡散解析における解析時間の短縮～多元連立一次方程式の解法効率化～

 中央復建コンサルタンツ㈱　原井信明（重吉実和、松井敏彦、近藤明、北島育美） ㈱日建技術コンサルタント　坂本圭祐

観測雨量と流域平均雨量の関係についての一考察 位置方位情報を用いた画像検索・閲覧手法および画像位置配列のズレ修正法

 ㈱CTIウイング　立野勝己（池内覚） ㈱パスコ　遠藤弘隆（中川雅史）

干潟保全方策検討にむけた，流動・地形変化モデルの構築 新旧コンクリート界面のせん断伝達機構に関する解析的検討

㈱建設技術研究所　柳井信一（斎藤健、伊藤康） ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱　福田圭祐

沿道大気汚染推定のためのバイオモニタリング手法の研究 炭素材料を添加したモルタルの電気抵抗率の推定に関する実験的検討

鋼製取水塔の耐震性能照査について 地域コミュニティに基づく地域防災力の向上対策に関する研究

㈱エイト日本技術開発　臼倉和也 ㈱エース　達川剛

コンクリートの劣化状況と熱挙動に対するスケーリング評価 世帯マイクロデータに基づく都市政策手段の選択方法

構造性、耐震性、維持管理性の向上を図ったPRC連続ラーメン橋の設計

八千代エンジニヤリング㈱　池田優雄

403号室：AMプレゼンテーション発表【構造系】 404号室：AMプレゼンテーション発表【計画・交通系】

構造ひび割れを受けたRC床版の補修および補強対策の検討 少子高齢化時代における交通行動特性と「コンパクトネットワーク」政策の有効性に関する研究

㈱エイト日本技術開発　篠原聖治（小野和行、飯盛保孝） ㈱建設技術研究所　服部翔

橋梁詳細設計におけるCIMの活用 キトラ古墳周辺広場設計

㈱日建技術コンサルタント　瑞泉翔 ㈱片平エンジニアリング　福岡裕介

給水管の耐震性能の評価 中山間地域における集約型農村構造と着地型観光の適用性

㈱エース　岡森駿 ㈱オリエンタルコンサルタンツ　髙橋千佳

トンネル洪水吐きゲート室部の3次元FEMによる耐震性能照査 都市計画マスタープランと市街化調整区域の地区計画の連動による市街地縁辺部の土地利用コントロールについて

 ㈱建設技術研究所　谷脇佑一（水摩智嘉、　和田一斗）  ㈱エイト日本技術開発　髙木悠里（橋本秀昭、中井二郎、戸田公一）

「回転杭による斜杭」を適用した軟弱地盤上の橋脚基礎工の設計 MMSと建物所在データを活用した道路閉塞危険度判定の効率化

 中央復建コンサルタンツ㈱　白谷昌也（坪村健二、丹羽信弘、川副孝行） ㈱修成建設コンサルタント　河本一典（伊丹雅昭、高萩浩史）

既設橋梁への近接影響に配慮したⅡ期線橋梁の設計・施工計画 自律的なビジネスとしてのコミュニティサイクル事業への取り組み

 ㈱長大　板井達志（西村恒男、日高卓也）  中央復建コンサルタンツ㈱　中野陽子（南部浩之、稲田恭子）

管渠の老朽化に起因した道路陥没原因推定と対策検討 歴史公園における利用特性の把握と利用者満足度の要因分析

 日本工営㈱　中川貴博（吉田裕二、大久保有芳）  中央復建コンサルタンツ㈱　高橋宏史（岡田哲也）

山岳地における工事用道路設計

 協和設計㈱　川崎充（原田敏広、秋山芳幸） アジア航測㈱　野瀬和仁

換気所建物を支持する開削トンネルの耐震性の検討 数分で来襲する巨大津波の避難対策

 ㈱建設技術研究所　沼田紫央里（大野政雄、藤野秀隆、米元佑介） 近畿技術コンサルタンツ㈱　冨田穣

 ㈱オリエンタルコンサルタンツ　宮崎吉孝（西垣昌俊）

～ 12：05　　（仮題）『建設コンサルタントをめぐる諸情勢』11:05

15:40

　　　　　　近畿地方整備局 技術調整管理官　　村上　敏章　氏

　　　　　　京都大学大学院工学研究科　　　 　木村　亮　教授

4F 7F 8F



　　　　・PM一般発表【河川系/土質系】 　　　　・PMプレゼンテーション発表、学生発表【計画・交通系】

224 9:30 228 9:30
～9:50 ～9:50

225 9:50 229 9:50
～10:10 ～10:10

226 10:15 230 10:15
～10：35 ～10：35

227 10:35 231 10:35
～10:55 ～10:55

120 13:00 232 13:00
～13:20 ～13:20

121 13:20 301 13:20
～13:40 ～13:40

122 13:40 302 13:40
～14:00 ～14:00

123 14:05 233 14:05
～14:25 ～14:25

124 14:25 234 14:25
～14:45 ～14:45

125 14:50 235 14:50
～15:10 ～15:10

126 15:10
～15:30

　・PMプレゼンテーション発表、学生発表【環境系/河川系】 　・PM一般論文発表【土質系/構造系】

236 9:30 245 9:30
～9:50 ～9:50

237 9:50 305 9:50
～10:10 ～10:10

238 10:15 306 10:15
～10：35 ～10：35

303 10:35 307 10:35
～10:55 ～10:55

304 13:00 127 13:00
～13:20 ～13:20

239 13:20 128 13:20
～13:40 ～13:40

240 13:40 129 13:40
～14:00 ～14:00

241 14:05 130 14:05
～14:25 ～14:25

242 14:25 131 14:25
～14:45 ～14:45

243 14:50 132 14:50
～15:10 ～15:10

244 15:10 133 15:10
～15:30 ～15:30

　・PMプレゼンテーション発表、学生発表【土質系/環境系】

246 9:30 311 13:40
～9:50 ～14:00

247 9:50 249 14:05
～10:10 ～14:25

308 10:15 250 14:25
～10：35 ～14:45

309 10:35 251 14:50
～10:55 ～15:10

248 13:00 252 15:10
～13:20 ～15:30

310 13:20
～13:40

 学生向けイベント 表彰式および閉会あいさつ：大ホール（８Ｆ）

　大ホール（8F） 13:40～14：00 スライドショー「お手入れの大切さ」 17:20～17:30 講　  評

14:10～15：25 建設コンサルタントの仕事と魅力に関する講演 近畿支部　技術部会長　久後 雅治 　　

17:30～17:50 表 彰 式

近畿支部　支　部　長　 兼塚 卓也　　

17:50～18:00 閉会挨拶

　8Fロビー 9:30～17：00 先輩技術者との交流Café 近畿支部　副 支 部 長　宮内 和則　　

405号室：AMプレゼンテーション発表【河川系】 701号室：AMプレゼンテーション発表【計画・交通系】

地上雨量計によるXバンドマルチパラメータレーダの精度評価 近接交差点におけるミクロシミュレーションを活用した検討

東洋技研コンサルタント㈱　奥村純一 八千代エンジニヤリング㈱　藤間翔太

第48回 研究発表会　プログラム　2/2　【H27.9.10（木） 大阪科学技術センター】

㈱ニュージェック　谷慧亮 東洋技研コンサルタント㈱　塩見駿輔（杉本良、吉川眞、田中一成）

複合流ベッドフォームに関する実験的研究 広域避難シミュレーションを用いた地域防災計画の検討－不安心理を考慮した避難行動モデルの評価－

三井共同建設コンサルタント㈱　沼田慎吾 中央復建コンサルタンツ㈱　栗田陽介

河川護岸の維持管理計画 中山間地域コミュニティの移住定住意識に関する研究

いであ㈱　髙田彩乃 ㈱エース　加藤大貴

アンデス高地の貯水池における気候変動による水環境影響評価 街頭犯罪と空間分析　～駅勢圏に着目して～

㈱ウエスコ　石橋健 長岡技術科学大学　宇井智章（伊勢昇、櫻井祥之）

天然ダムの形状予測に関する提案 古都・奈良における景観の変遷と対比

 三井共同建設コンサルタント㈱　原田紹臣（里深好文、水山高久） 大阪工業大学大学院　中司涼介

鉄筋コンクリート構造物における健全度の評価指標に関する提案 特例市規模の都市を対象にした応用都市経済モデルの開発

 ㈱建設技術研究所　宗行正則（中上宗之、上山高史） 全日本コンサルタント㈱　松岡諒

3次元計測機器を用いた調査への活用事例 地方都市における運転免許自主返納特典ニーズに関する基礎的分析

㈱修成建設コンサルタント　山本昌伸 ㈱オリエンタルコンサルタンツ　渋田優美

  北六甲小渓流における砂防堰堤の実施設計 公立小学校統廃合の経済性と地理的利便性の評価に関する研究

  協和設計㈱　安田真悟（西岡孝尚、南部啓太） 国際航業㈱　香川仁

利水環境を確保した取水堰の移設・新設に関する検討 「笑働の森づくり」活動を先進事例とした参加型まちづくりにおける学生のもたらす波及効果に関する研究

 ㈱CTIウイング　八木敬太（白井挙次、澤田啓輔） ㈱日建技術コンサルタント　高橋憧

河川の戦略的維持管理における一考察 立地適正化計画における都市構造の評価・分析

702号室：AMプレゼンテーション発表、学生発表【環境系/河川系】 小ホール（8F）：AMプレゼンテーション発表、学生発表【土質系/構造系】

甲府盆地南東部、京戸川における過去3万年間の土砂移動の変遷 再生半水石膏による路床・路盤材の改良効果に関する実験的検討

明治コンサルタント㈱　新井悠介 基礎地盤コンサルタンツ㈱　新翔一郎

重力変形斜面における地質・水文特性

 国土防災技術㈱　澤徹（桜井亘、酒井良、奥山悠木、川島正照、磯貝尚弘、小川内良人）

近畿技術コンサルタンツ㈱　平井凌 大阪工業大学大学院　大岩司（大山理）

洪水時における由良川河口砂州の動態制御に関する研究 鋼鉄道斜橋のカバープレート取替がその力学的挙動に与える影響に関する基礎的研究

明石工業高等専門学校　越智尊晴（神田佳一、三輪浩） 大阪市立大学大学院　馬場幸志

植物の室内簡易栽培方法についての研究 ジオグリッドの接点構造が土中引抜き抵抗に及ぼす影響

近畿技術コンサルタンツ㈱　武仲勇門 神戸大学　田口未由希

新規オイル産生藻類の探索と評価 火災による各受熱温度が鉄筋コンクリート柱の爆裂性状に及ぼす影響

三井共同建設コンサルタント㈱　篠崎知美 ㈱オリエンタルコンサルタンツ　長谷川慶彦

同所的に生息するトウホクサンショウウオとクロサンショウウオ幼体の簡易識別方法 既設グラウンドアンカーの変状発生に伴う対策工法検討事例

㈱建設環境研究所　長尾新太（見澤康充、中村了） ㈱ウエスコ　松本純一（森田伸）

砂州及び高水敷上の河道内樹木の流水抵抗特性に関する研究 道路盛土におけるセメント改良の適用性に関する考察

明石工業高等専門学校　入江良幸（神田佳一）  三井共同建設コンサルタント㈱　木下悦男（原田紹臣、篠原正男）

干潟堆積物における脱窒・アナモックスによる栄養塩除去に影響を及ぼす要因 トンネル覆工・背面空洞調査と施工時空洞調査結果との乖離

㈱ウエスコ　坂矢愛美  国土防災技術㈱　佐藤美波（戎剛史、井上真悟、眞弓孝之）

一時貯留と植生浄化を組み合わせた河川浄化施設からの汚濁流出に関する事例研究 1703年元禄関東地震の震度分布と整合するSPGAモデルの作成事例

㈱建設技術研究所　澤田育則 ㈱ニュージェック　伊藤佳洋

樹木模型を用いた強風時の融雪実験 天体観測施設の建設における振動解析手法と対策に関する考察

㈱オリエンタルコンサルタンツ　中町聡 ㈱修成建設コンサルタント　岩野久香

伊勢湾南西部の干潟堆積物の環境評価 UAVの活用事例と斜面災害における展望

国際航業㈱　高橋勇太 神戸大学　原崇彰

チシマワカサギの形態学的特徴と進化的意義 滋賀県瀬田丘陵におけるPM2.5の高濃度解析

㈱オリエンタルコンサルタンツ　谷中俊則 中央復建コンサルタンツ㈱　三原幸恵

クズの登攀特性に関する研究 史跡内に位置する大断面・未固結・低土被り山岳道路トンネルの設計

国際航業㈱　藤野智生 中央復建コンサルタンツ㈱　宮城大助

中ホール（8F）：AMプレゼンテーション発表、学生発表【土質系/環境系】

MODISデータを用いたミクセル分解による土地被覆状況の把握 変状が生じたある既設道路盛土における原位置・室内試験結果について

全日本コンサルタント㈱　豊川敬梧

日本海溝沿いの陸側斜面に認められた高角分岐活断層の変位を想定した地殻変動と津波のシミュレーション 埋却された家畜の早期安定化技術に関する研究

国際航業㈱　室井翔太 ㈱ニュージェック　上田真梨子

地球統計学に基づく地盤調査結果の空間分布予測に関する研究 紙と厨芥を基質としたメタン発酵に関する研究

明石工業高等専門学校　浦上滉平 ㈱エース　川西美帆

炭酸カルシウム析出と地盤不飽和化の複合地盤改良技術の提案 地盤動的大規模シミュレーションに用いる弾塑性構成モデルの性能評価

固体系廃棄物の地盤工学的有効利用における遮水性コーティング技術の開発に関する研究

明石工業高等専門学校　高垣修太

　　　　　　　　　　主催：建設コンサルタントの魅力発信委員会
　　　開会挨拶　：　川崎委員長（オオバ）
　　　講 演 者　 ：　西山委員（エイト日本技術開発）、田賀委員
　　　　　　　　　　（協和設計）、伊藤委員（建設技術研究所）
　　　閉会挨拶　：　中村副委員長（東洋技研コンサルタント）

和歌山工業高等専門学校　上舍和寛
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4Ｆ 7Ｆ ８Ｆ

9:10 ～ 9:20

9:20 ～9:30 休　憩

西本 行藤 臼倉 達川 奥村 藤間 新井 新 高橋

201 ニュージェック 205 建設技研 216 エイト日技 220 エース 224 東洋技研C 228 八千代E 236 明治C 245 基礎地盤C 246 国際航業

荒木 桑原 瑞泉 福岡 高田 加藤 武仲 田口 谷中

202 協和設計 206 国際航業 217 日建技術C 221 片平エンジ 225 いであ 229 エース 237 近畿技術C 305 神戸大学 247 オリエンタルC

10:10 ～10:15 休　憩

武谷 田中 岡森 高橋 谷 塩見 平井 大岩 浦上

203 内外エンジ 207 協和設計 218 エース 222 オリエンタルC 226 ニュージェック 230 東洋技研C 238 近畿技術C 306 大阪工大 308 明石高専

井上 木村 篠原 服部 沼田 栗田 越智 馬場 上舍

204 セントラルC 208 全日本C 219 エイト日技 223 建設技研 227 三井共同 231 中央復建C 303 明石高専 307 大阪市大 309 和歌山高専

10:55 ～11:05 休　憩

昼　休　憩

見澤 杉本 白谷 河本 宗行 松岡 入江 木下 室井

101 建設環境 209 いであ 107 中央復建C 114 修成建設C 120 建設技研 232 全日本 304 明石高専 127 三井共同 248 国際航業

大関 林 板井 中野 石橋 宇井 篠崎 長谷川 高垣

102 エイト日技 210 日建技術C 108 長大 115 中央復建C 121 ウエスコ 301 長岡技術科学大学 239 三井共同 128 オリエンタルC 310 明石高専

13：40～

南 門多 谷脇 髙木 原田 中司 長尾 松本 原

103 CTIウイング 211 エース 109 建設技研 116 エイト日技 122 三井共同 302 大阪工大 240 建設環境 129 ウエスコ 311 神戸大学

14:00 ～14:05 休　憩

柳井 福田 川崎 野瀬 八木 高橋 中町 岩野 三原

104 建設技研 212 JR西日本C 110 協和設計 117 アジア航測 123 CTIウイング 233 日建技術C 241 オリエンタルC 130 修成建設C 249 中央復建C

原井 坂本 沼田 冨田 山本 渋田 坂矢 佐藤 川西

105 中央復建C 213 日建技術C 111 建設技研 118 近畿技術C 124 修成建設C 234 オリエンタルC 242 ウエスコ 131 国土防災 250 エース

14:45 ～14:50 休　憩

立野 遠藤 中川 高橋 安田 香川 澤田 伊藤 豊川

106 CTIウイング 214 パスコ 112 日本工営 119 中央復建C 125 協和設計 235 国際航業 243 建設技研 132 ニュージェック 251 全日本C

池田 宮崎 澤 藤野 宮城 上田

215 八千代E 113 オリエンタルC 126 国土防災 244 国際航業 133 中央復建 252 ニュージェック

15:30 ～ 15:40 休　憩

～17：00

17:10 ～ 17:20 休　憩

土質系 環境系

スライドショー上映
「お手入れの大切さ」

【一般論文】 【学生発表】

計画・交通系

【一般論文】 【プレゼン発表】 【一般論文】 【一般論文】

【学生発表】

土質系

401 402 403 404 405

AM:プレ（計画）

PM：プレ・学生（計画）

AM:プレ・学生（環境・河川）

PM：プレ・学生（環境・河川）

AM:プレ・学生（土質・構造）

PM：一般（土質・構造）

AM:プレ・学生（土質・環境）

PM:プレ・学生（土質・環境）

702 小ホール 中ホール

AM：プレ（計画）

PM：一般（河川・環境）

AM：プレ（構造）

PM：プレ（構造）

AM:プレ（構造）

PM：一般（構造）

AM:プレ（計画）

PM：一般（計画）

AM:プレ（河川）

PM：一般（河川・土質）

大ホール ロビー701

開会挨拶

9:30 ～ 9:50

【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】

研究委員会発表
①インフラ維持管理研

究委員会
②道路研究委員会

9：30～

計画・交通系 構造系 構造系 計画・交通系 河川系 計画・交通系 環境系

9:50 ～ 10:10

【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【学生発表】

計画・交通系 構造系 構造系 計画・交通系 河川系 計画・交通系 環境系 土質系

10:15 ～10:35

【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【学生発表】

計画・交通系 構造系 構造系 計画・交通系 河川系 計画・交通系 環境系 構造系

10:35 ～10:55

【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【学生発表】

土質系

【学生発表】 【学生発表】

計画・交通系 構造系 構造系 計画・交通系 河川系 計画・交通系 河川系 構造系

11:05 ～ 12:05

特別講演

①官庁関係者

村上
技術調整
管理官

12:05 ～ 13:00

構造系 土質系

【一般論文】 【プレゼン発表】 【一般論文】 【一般論文】 【一般論文】 【学生発表】

13:00 ～13:20

【プレゼン発表】

【プレゼン発表】 【学生発表】 【一般論文】 【プレゼン発表】

環境系 構造系 構造系 計画・交通系 河川系

13:40 ～ 14:00

【一般論文】 【プレゼン発表】 【一般論文】 【一般論文】 【一般論文】 【学生発表】 【プレゼン発表】 【一般論文】

河川系 構造系 構造系 計画・交通系 土質系 計画・交通系 環境系 土質系

～14：00

13:20 ～13:40
環境系

14:05 ～ 14:25

【一般論文】 【プレゼン発表】 【一般論文】 【一般論文】 【一般論文】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【一般論文】 【プレゼン発表】

環境系 構造系 構造系 計画・交通系 河川系 計画・交通系 河川系 構造系 環境系 14：10～

建設コンサルタントの
仕事と魅力に関する

講演

14:25 ～ 14:45

【一般論文】 【プレゼン発表】 【一般論文】 【一般論文】 【一般論文】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【一般論文】 【プレゼン発表】

環境系 構造系 構造系 計画・交通系 河川系 計画・交通系 環境系 土質系 環境系

14:50 ～ 15:10

【一般論文】 【プレゼン発表】 【一般論文】 【一般論文】 【一般論文】 【プレゼン発表】 【プレゼン発表】 【一般論文】 【プレゼン発表】

河川系 構造系 構造系 計画・交通系 河川系 計画・交通系 環境系 構造系 土質系

【プレゼン発表】 【一般論文】 【一般論文】 【プレゼン発表】 【一般論文】

交流カフェ

【プレゼン発表】

環境系

【学生発表】

土質系

環境系 構造系 構造系 計画・交通系 土質系 計画・交通系

【一般論文】

河川系 土質系 土質系

17:20 ～ 18:00

・講　  　評

・表  彰  式

・閉会挨拶

土質系 環境系

～15:25

15:40 ～ 17:10

特別講演

②学識経験者

木村教授

15:10 ～ 15:30

【プレゼン発表】

構造系 構造系 土質系 環境系


