
技術講演会　過去の開催
回 開催日 対象者 テーマ 発表者

98回 平成21年11月26日(木) 公共及び民間機関 「最近の耐震技術の動向について」 東京工業大学大学院教授　理工学研究科　土木工学専攻　川島一彦　氏
97回 平成20年6月13日(金)
 公共及び民間機関 「コンクリート構造物の非破壊・微破壊試験による品質管理について」 国土交通省　関東地方整備局　企画部
検査係長　小川　渉 氏
96回 平成20年
3月11日(火)
 公共及び民間機関 「コンクリート構造物の非破壊・微破壊試験による品質管理について」 国土交通省　関東地方整備局　企画部
工事検査官　荒井　猛 氏
95回 平成20年
1月23日(水)
 公共及び民間機関 「良質な社会資本整備と土木技術者に関する提言」 立命館大学大学院
テクノロジー・マネジメント研究科　客員教授
　（株）熊谷組　顧問　有岡 正樹 氏
94回 平成19年
11月9日(金)
 公共及び民間機関 「東京外かく環状道路におけるシールドトンネル技術」 （財）先端建設技術センター
研究第一部　部長　有田 幸司 氏
93回 平成19年
9月27日(木)
 公共及び民間機関 「工事成績評定について」 国土交通省 関東地方整備局
企画部　技術調査課
課長　　石井　武 氏
92回 平成19年
8月31日(金)
 公共及び民間機関 「地震災害のリスクマネジメント」 国土交通省 国土技術政策総合研究所
危機管理技術研究センター
地震防災研究室
室長　小路 泰広 氏

91回 平成19年
7月25日(水)
 公共及び民間機関 「橋を守る（道路橋の維持管理）」 国土交通省 国土技術政策総合研究所
道路研究部
道路構造物管理研究室
主任研究官　七澤 利明 氏

90回 平成19年
7月2日(月)
 公共及び民間機関
「自己充てん型高強度高耐久コンクリート構造物設計・施工指針（案）」
（土木学会指針（案））について

土木学会コンクリート委員会
委員・指針案作成委員
副幹事長　牛島 栄 氏
幹事長　　菊池 眞 氏

89回 平成19年
6月15日(金)
 公共及び民間機関 「積算の合理化と今後の方向」 国土交通省 国土技術政策総合研究所
総合技術政策研究センター
建設システム課
課長　佐近 裕之 氏

88回 平成19年
4月26日(木)
 公共及び民間機関 「公共工事コスト縮減の現状と今後について」 国土交通省 国土技術政策総合研究所
総合技術政策研究センター
建設システム課 主任研究官
武田 浩一 氏
87回 平成19年
3月23日(金)
 公共及び民間機関 「建設技術者・作業者の働きがいとパートナーシップについて」 国土交通省 国土技術政策総合研究所
総合技術政策研究センター
建設経済研究室 主任研究官
武藤 正樹 氏
86回 平成19年
2月27日(火)
 公共及び民間機関  「防災ＧＩＳ」 （財）日本建設情報総合センター　　
ＧＩＳ研究部　次長　平井　政二　氏

85回 平成19年
2月27日(火)
 公共及び民間機関 「防災危機管理計画の取り組みについて」 国土交通省　関東地方整備局　企画部
防災対策官　川村　俊一　氏
84回 平成19年
1月23日(火)
 公共及び民間機関 「建設コンサルタント業務等入札・契約制度について」 国土交通省関東地方整備局　
企画部　　技術管理課
建設専門官　乙守　和人　氏
83回 平成19年
1月23日(火)
 公共及び民間機関 「国土交通省直轄事業における発注者の責任と建設生産システムのあり方について」 国土交通省国土技術政策総合研究所
総合技術政策研究センター
建設マネジメント技術研究室
主任研究官 堤　達也　氏

82回 平成18年
10月31日(火)
 公共及び民間機関 「火災に強いまちづくり」 国土交通省国土技術政策総合研究所
都市研究部　都市開発研究室
主任研究官 鍵屋　浩司　氏
81回 平成18年
9月22日(金)
 公共及び民間機関 
民間機関 「使える生物環境データの現状と展望」 （財）リバーフロント整備センター
審議役　小川　鶴蔵　氏
80回 平成18年
8月30日(水)
 公共及び民間機関 民間機関 「公共工事等における新技術活用システムについて」 国土交通省　総合政策局
建設施工企画課 施工調査係長
矢野　公久　氏
79回 平成18年
8月9日(水)
 公共及び民間機関 「施行２年目の品確法と総合評価方式の取り組みについて」（２回目） 国土交通省　関東地方整備局
技術調査課
建設専門官　　窪田　達也　氏
78回 平成18年
7月21日(金)
 公共及び民間機関  「施行２年目の品確法と総合評価方式の取り組みについて」 国土交通省　関東地方整備局
技術調査課
建設専門官　　窪田　達也　氏
77回 平成18年
6月30日(金)
 公共及び民間機関 「災害時水上輸送システムについて」 独立行政法人　海上技術安全研究所
物流研究センター　
主任研究員　間島　隆博　氏
76回 平成18年
5月31日(水)
 公共及び民間機関 「住宅・建築物に係る地震防災対策について」 国土交通省 関東地方整備局 建政部
住宅調整官 澁谷 浩一　氏
75回 平成18年
4月28日(金)
 公共及び民間機関 「自然災害の危機管理」 国土交通省 国土技術政策総合研究所
危機管理技術センター
砂防研究室長 小山内 信智 氏
74回 平成18年
3月23日(木)
 公共及び民間機関 「コンクリート構造物のリスクマネジメント」 （株）ティーネットジャパン
ＣＳ事業本部
技師長　牛島　栄　氏
73回 平成18年
2月27日(月)
 公共及び民間機関 「道路アセットマネジメントについて」 （財）道路保全技術センター
道路保全技術研究所　
研究企画部長　広川誠一　氏
72回 平成18年
1月26日(木)
 公共及び民間機関 「国土交通省における総合評価方式の取り組み」 国土交通省 国土技術政策総合研究所
総合技術政策研究センター
建設マネジメント技術研究室
主任研究官　堤 達也 　氏
71回 平成17年
12月16日(金)
 公共及び民間機関 「自律移動支援 すべての人が持てる力を発揮できる社会システムを目指して」 国土交通省 国土技術政策総合研究所
道路研究部 道路空間高度化研究室
主任研究官　瀬戸下 伸介 氏
70回 平成17年
11月10日(木） 公共及び民間機関 「品確法（基本方針含む）と一般競争入札及び
結合評価方式の拡大について」 国土交通省関東地方整備局
技術調査課
建設専門官　窪田　達也　氏
69回 平成17年
10月25日(火)
 公共及び民間機関 「河川等における外来種対策について」 （財）リバーフロント整備センター
研究第2部　
次長　前村　良雄　氏
68回 平成17年
9月20日(火)
 公共及び民間機関  「景観法時代に向けての取り組み」 （社）ランドスケープコンサルタンツ協会
技術委員　　出来　正典 氏
67回 平成17年
8月26日(金)
 公共及び民間機関 「新しい入札契約制度について」 国土交通省　国土技術政策総合研究所
建設マネジメント技術研究室
主任研究官　堤　達也 氏
66回 平成17年
7月27日(水)
 公共及び民間機関 「CALS/ECの最新事情」 （財）日本建設情報総合センター　CALS/EC 部 電子納品室　次長　柿栖 康孝　氏
65回 平成17年
6月28日(火)
 公共及び民間機関 「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)について」 国土交通省　関東地方整備局
技術調査課
建設専門官　　窪田　達也　氏
64回 平成17年
5月27日(金)
 公共及び民間機関 「ユニットプライス型積算方式について」 国土交通省　大臣官房
技術調査課　 工事監視官　
宮武　晃司　氏
63回 平成17年
4月21日(木)
 公共及び民間機関 「生コンの信頼回復に向けて」
－ 単位水量測定の現状とその意義 － 独立行政法人 土木研究所
技術推進本部
構造物マネジメント技術チーム
主任研究員　片平 博 氏
62回 平成17年
3月17日(木)
 公共及び民間機関  「ICタグの建設分野での活用の可能性」 (財)日本建設情報総合センター
建設情報研究所
近畿支所長　　益倉克成 氏
61回 平成17年
3月2日(水)
 公共及び民間機関 「非破壊試験を用いた土木コンクリート構造物の健全度診断技術」 独立行政法人　土木研究所　技術推進本部　構造物マネジメント技術チーム　主任研究員　片平　博　氏
60回 平成17年
1月27日(木)
 公共及び民間機関 「地すべり災害とその対策」 (財)砂防・地すべり技術センター　砂防技術研究所所長・斜面保全部長　吉松 弘行 氏
59回 平成16年
12月16日(木)
 公共及び民間機関 「社会資本の維持管理とアセットマネジメント」 国土交通省 国土技術政策総合研究所　建設経済研究室　主任研究官　栗原　真行 氏
58回 平成16年
12月7日(火)
 公共及び民間機関 「橋梁の損傷事例と補修、補強技術について」 （財）道路保全技術センター
道路構造物保全研究会
運営幹事　　樋野　勝巳　氏
57回 平成16年
10月27日(水) 公共及び民間機関 「コンクリート構造物の長寿命化に向けての課題と今後のあり方」 （社）日本土木工業会
土木工事技術委員会
第一研究部会長　　小林 延房 氏

56回 平成16年
9月29日(水) 公共及び民間機関
「労働災害の現状」
「工事事故防止に向けて」

柏労働基準監督署　次長　　濱崎　喜明　氏
関東地方整備局　企画部　技術調査課長　和田　祐二　氏

55回 平成16年
8月31日(火)
 公共及び民間機関 「建設事業におけるＶＥ活用」 国土交通省　国土技術政策総合研究所
総合技術政策研究センター
建設マネジメント技術研究室
主任研究官 徳元 真一 氏
54回 平成16年
8月2日(月)
 公共及び民間機関 「ユニットプライス型積算方式について」 国土交通省 大臣官房
技術調査課
工事監視官　　宮武 晃司 氏
53回 平成16年
6月24日(木)
 公共及び民間機関 「川の自然再生について」 （財）リバーフロント整備センター
研究第四部
部長 前田 諭 氏
52回 平成16年
5月21日(金)
 公共及び民間機関 「建設汚泥・建設発生木材等の リサイクル技術」 独立行政法人 土木研究所　技術推進部（施工技術）　主席研究員　大下 武志　氏
51回 平成16年4月16日(金)
 公共及び民間機関 「鋼橋の基本から現状と課題」 (社)日本橋梁建設協会
政策研究委員会　無塗装橋梁部会
委員　金野　千代美 氏
50回 平成16年3月8日(月)
 公共及び民間機関 よいコンクリート構造物をつくる秘けつ (社) 日本コンクリート工学協会
コンクリート施工基本問題検討委員会
委員　田中　健治郎 氏
49回 平成16年2月27日(金)
 公共及び民間機関 流量観測技術の現状と今後について 独立行政法人　土木研究所
水工研究グループ
研究員　大手　方如 氏

48回 平成16年1月28日(水)
 公共及び民間機関
コンクリート構造物(道路橋)診断と補修技術について
(維持管理におけるアセットマネジメントの導入と背景)

(社)日本コンクリート工学協会
リスクマネジメント研究委員会
幹事長　牛島　栄 氏

47回 平成15年12月24日(水)
 公共及び民間機関 公共事業と会計検査について 財団法人　経済調査会　
参与　安藝　忠夫 氏
46回 平成15年11月27日(木)
 公共及び民間機関 建設事業と環境問題とのかかわりの変化について domi環境（株）
工学博士　山内　裕元 氏
45回 平成15年10月30日(木)
 公共及び民間機関 公共工事におけるグリーン調達について 国土交通省 大臣官房 技術調査課
課長補佐 三ツ木　浩剛 氏
44回 平成15年9月25日(木)
 公共及び民間機関 建設CALS／ECの現状と今後について （財）日本建設情報総合センター
CALS／EC部長　寺川　陽　氏
43回 平成15年8月27日(水)
 公共機関 PFIによる社会資本整備について 国土技術政策総合研究所
総合技術政策研究センター
建設経済研究所 
主任研究官　小路　泰広　氏
42回 平成15年7月25日(金)
 公共及び民間機関 光ファイバーを利用した防災情報システムについて （社）建設電気技術協会
専門委員　 広岡　浩一　氏
同　　　　坂井　教一　氏
41回 平成15年6月25日(水)
 公共機関 公共事業マネジメントの今後の方向（コスト構造改革、アカウンタビリティ向上など） 国土交通省　大臣官房　技術調査課
工事監視官　元永　秀　氏

40回 平成15年5月29日（木） 公共及び民間機関
コスト縮減を目指したPC橋の選定手順と設計施工上の留意点について
さまざまなPCの仮設工法について

PC建設業協会　関東支部　技術部会委員　三浦　貴洋　氏
PC建設業協会　関東支部工　務部会委員　清水　孝　氏

39回 平成15年4月24日（木） 民間 工事現場における適正な施工体制の確保について
関東地方整備局企画部工事監視官
関東地方整備局企画部技術調査課　課長補佐

38回 平成15年3月26日（木） 公共及び民間機関 新しい地盤改良工法について 浸透個化処理工法研究会
林　健太郎　氏 
日本埋立浚渫協会　新舎　博　氏 
37回 平成15年2月27日（木） 公共及び民間機関 道路橋の疲労と対策技術について 独立行政法人　土木研究所
構造物研究グループ　橋梁構造チーム
上席研究員　 村越　潤　氏

36回 平成15年1月31日（金） 公共及び民間機関 光ファイバセンサの技術動向について
技術研究組合走行支援道路システム開発機構　研究推進部長　大澤　晋　氏
（財）河川情報センター　河川研究所研究第二部　研究員　橋場　圭一　氏

35回 平成14年12月24日（火） 公共及び民間機関 塩害劣化のメカニズムと電気防食工法について （社）エルガード協会　技術委員
上條　達幸　氏
34回 平成14年11月20日（水） 公共及び民間機関 環境と舗装について （財）道路保全技術センター
研究第二部長　阿部　忠行　氏
33回 平成14年10月28日（月） 公共及び民間機関 鋼橋の破壊事例と修復技術について （財）道路保全技術センター
道路構造物保全研究会
計測診断部会
橋梁委員会　鋼橋小委員会
委員長　細井　義弘　氏



回 開催日 対象者 テーマ 発表者
32回 平成14年9月27日（金） 公共及び民間機関 プレストス・コンクリート橋の最近の動向
コスト縮減を目指した新しい構造形式 PC建設業協会　関東支部
技術部会委員　柳田　聖一　氏
PC建設業協会　関東支部
技術部会委員　中田　順憲　氏
31回 平成14年8月29日（木） 公共及び民間機関 最近の入札契約制度について 国土交通省　関東地方整備局
企画部技術管理課　望月課長補佐
30回 平成14年7月30日（火） 公共及び民間機関 環境負荷の少ない建設機械を目指して 日本建設機械化協会 地球温暖化専門部会 建設施工の地球温暖化対策ガイドライン ワーキンググループ委員 福田　達　氏

29回 平成14年6月25日（火） 公共及び民間機関
労働災害の現状
関東地方整備局内における事故と防止対策

柏労働基準監督署　次長　但馬　明雄　氏
国土交通省　関東地方整備局　企画部　技術調査課長　井上　隆司　氏

28回 平成14年5月30日（木） 公共及び民間機関 他産業再生資材の舗装への活用技術（主として焼却灰溶融スラグ） （社）日本産業機械工業会 エコスラグ利用普及センター 調査研究委員会　委員 小川　康夫 氏
27回 平成14年4月24日（水） 公共及び民間機関 歩行者支援情報提供システム（歩行者ＩＴＳ） （社）建設電気技術協会　新免　修　氏
26回 平成14年3月27日（水） 公共及び民間機関 「最近の橋梁技術の話題」 （社）日本橋梁建設協会　技術総括会議　副議長　下瀬　健雄　氏
25回 平成14年2月26日（火） 公共及び民間機関 「エコセメント」のご案内 太平洋セメント（株）　中央研究所　第1研究部　エコセメントグループリーダー　横山　滋　氏
24回 平成14年1月29日（火） 公共及び民間機関 舗装の評価問い性能について （社）日本道路建設業協会　技術管理部会委員　羽山　高義　氏
23回 平成13年12月21日（金） 公共及び民間機関 災害対策における電気通信技術（新技術）の活用について （社）建設技術電気技術協会　専門委員　長屋　勝博　氏
22回 平成13年11月28日（水） 公共及び民間機関 境保全型ブロック工法について 関東土木コンクリート製品協会
21回 平成13年10月25日（木） 公共及び民間機関 シールドトンネルおよび山岳トンネル工事用建設機械の現状と将来の展望 （社）日本建設機械化協会　トンネル機械技術委員会　委員長　菊池　雄一　氏
20回 平成13年10月3日（水） 公共及び民間機関 鋼橋のライフサイクルコスト （社）日本橋梁建設協会　企画委員会　委員　岡本　晃　氏
19回 平成13年9月28日（金） 公共及び民間機関 21世紀型バリアフリーとは
バリアフリーからユニバーサルデザインへ （株）ニッセイ基礎研究所　社会研究部門　主任研究員　白石　真澄　氏
18回 平成13年7月26日（木） 公共及び民間機関 プレストレスト・コンクリート橋について （社）プレストレスト・コンクリート建設業協会　技術部会　副部会長　内野　英宏　氏

17回 平成13年7月2日（月） 民間 公共事業の入札及び契約の最適化の促進に関する法律
国土交通省　関東地方整備局　企画部　技術調査課　課長補佐　斎藤　厚　氏
国土交通省　関東地方整備局　企画部　技術管理課　工事検査官　木村　美知秋　氏

16回 平成13年5月31日（水） 公共機関 建設事業における環境問題への取り組みについて （社）日本土木工業協会　大竹　公一　氏

15回 平成13年4月27日（金） 民間 建設事業とリサイクル
国土交通省　関東地方整備局　企画部　技術調査課　白取　三樹男　氏
国土交通省　関東地方整備局　荒川下流工事事務所　工務課長　川村　俊一　氏

14回 平成13年3月26日（日） 公共機関 水循環と下水道 国土交通省　都市・地域整備局　下水道企画課　課長補佐　内田　勉　氏
13回 平成13年2月26日（月） 民間 PFI事業の現状と今後 国土交通省　総合政策局政策課
課長補佐　中西　浩　氏
12回 平成13年1月30日（火） 公共機関 アカンタビリティー行動指針 国土交通省　大臣官房技術調査課
課長補佐　溝口　宏樹　氏
11回 平成12年12月20日（水） 民間 自然環境と共生した沿岸域管理に向けて （有）フォレストワークス
中沢　直樹　氏
10回 平成12年11月28日（火） 公共機関 公共事業における発注者の責務 建設省　大臣官房技術調査室　技術審議官付補佐　佐々木　政彦　氏
9回 平成12年10月31日（火） 民間 性能規定工事の動向
（契約方法を含む ） 関東地方建設局　企画部　事業評価管理官　関　登男　氏
8回 平成12年9月27日（水） 公共機関 コスト縮減に費する新技術
 土木研究所の取り組み 土木研究所　建設システム課　課長　松井　健一　氏
7回 平成12年8月 民間 VE提案と今後の活用方法
（中止）
6回 平成12年7月28日（金） 公共機関 リニューアル技術
（診断、維持管理、補修） 日本道路協会橋梁委員会　委員　秋元　泰輔　氏
5回 平成12年6月28日（水） 民間 建設業の現状と課題 （社）日本土木工業協会
経営企画委員　岸本　孝夫　氏

4回 平成12年5月30日（火） 公共機関 建設CALS／ECの
現状と展望

関東地建内のCALS／EC
の実行計画と課題
土木研究所　材料施工部　施工研究所　室長　大下　武志　氏
建設省　江戸川工事事務所　放水路課長　鴨下　由男　氏

3回 平成12年4月26日（水） 民間 ITSの現状と展開 建設省　道路局　高度道路交通システム推進室　室長　木村　昌司　氏
2回 平成12年3月23日（木） 公共機関 自然生態系の保全について （財）埼玉県生態系保護協会　事務局長　堂本　恭章　氏
1回 平成12年3月1日（水） 公共機関 歩道のバリアフリー化基準 関東地方建設局　道路部　交通対策課長　大宮　貴治　氏
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