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平成２２年度 第 1 回幹事会 議事録 
 
日時 ：平成22年4月14日 (水)  13：45～14：25 
場所 ：名城大学 名駅サテライト 
出席者：後藤，永田（名工大），北根（名大），吉嶺（日車），原田（創建），加藤（中日本C），織田，

加藤，松村（瀧上）9名(敬称略) 
 

＜幹事会議事内容＞ 

1.  平成２２年度 ＳＧＳＴ活動計画 

1) 平成22年度第1回～第6回のスケジュールおよび会場の決定： 

H22年度： 

H22. 4/14水 第1回（4月）名城大サテライト     藤野先生（東大） 

6/18金 第2回（6月）愛工大or名城大サテライト 講師候補1：新日鉄（羽田D）， 

講師候補2：施工業者（スカイツリー）（織田幹事長） 

8/20金 第3回（8月：暑気払）   〃      講師候補：三木先生（木下幹事） 

10/22金 第4回（10月）       〃 未定 

12/17金 第5回（12月：忘年会）   〃      未定 

H23. 2/18金 第6回（2月）       〃      未定（幹事引継） 

H23年度： 

H23. 4/22水 第1回（4月）       〃      次回幹事主催 

・会場は愛工大サテライトをメイン,名城大サテライトをサブにする．鈴木先生にスケジュール

を確認．担当幹事（学識者）の半期の予定を考慮し，10月以降の日程を確定する． 

・定期研究会により多く参加してもらうための講師，プロジェクトをリストアップし，決定する． 

2.CPD認定講習会について 

・平成22年度第1回定期研究会は土木学会CPD認定講習会（JSCE10-0037）として承認された． 
3.平成２１年度活動報告集について 

・H22.3/29印刷開始，4/13完成．総会会費徴収時に配布． 

・会計報告：収入438,000円，支出794,233円，繰越金4,599,752円が幹事会で了承された． 

・特別会員（3万円/1社）の収入が大きいが，12社まで減少している． 

・支出が30-40万円/年程度上回るため，10年後には繰越金がなくなると推測．今後10年間で

研究会のあり方，会費の見直し等が必要か． 

・活動報告集は，KABSE他の全国の研究会，関連団体およびH21SGST講師に配布する．SGSTの

活動内容をより多くの方々に知ってもらう． 

4.会員の入退会について 

・大同大学 酒造先生退会．岐阜大学 木下先生を担当幹事に推薦．本人の了承を頂く． 

・SGST案内メール連絡不通会員5名は連絡後、会員継続有無を確認する． 

・2年間の会費納入がない場合、登録削除の規定を来年度報告書の会則に追加する． 

5.本日の総会・定期研究会について 

1.H22年度総会（15：40～16：00）： 司会 織田幹事長 

（1） 代表挨拶（後藤代表） 

（2) 平成21年度の活動報告（後藤代表） 

     総会、定期研究会6回、現場見学会2回の活動が行われた旨の報告． 

   研究委員会（WG）の報告（織田幹事長） 

     研究会立ち上げの趣意から活動状況の報告． 
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（3) 平成21年度会計報告（会計幹事、会計監査報告後：拍手承認） 

2.定期研究会（16：00～17：30）： 司会 後藤代表（講師の簡単な紹介） 

講演者 藤野陽三 教授 （東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻） 

題目  「橋梁インフラストラクチャのマネジメント」 

      ※土木学会CPD認定プログラム（JSCE10-0037） 

次回 幹事会予定  2010年6月 18日 14:30～14:55（定期研究会16:00～17:30） 

     以上// 
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平成２２年度 第 2 回幹事会 議事録 
 
日時 ：平成22年6月18日 (金)  14：15～14：45 
場所 ：名城大学 名駅サテライト 
出席者：永田，奥村（名工大），北根（名大），木下（岐阜大），小塩（名城大），川西（豊田高専），

吉嶺（日車），原田（創建），佐藤（中日本C），織田，加藤，松村（瀧上）12名(敬称略) 
 

＜幹事会議事内容＞ 

1.  平成２２年度 ＳＧＳＴ活動計画 

1) 平成22年度第1回～第6回のスケジュールおよび会場の決定： 

H22年度： 

H22. 4/14水 第1回（4月）名城大サテライト   藤野先生（東大）；後藤代表 

6/18金 第2回（6月）愛工大本山キャンパス2F 日鉄・トピーブリッジ；織田幹事長 

8/20（or27 3F）金 第3回（8月：暑気払） 〃 講師候補 三木先生；木下幹事 

10/29金 第4回（10月）         〃 講師候補 阪神高速・西岡氏；永田幹事 

12/17金 第5回（12月：忘年会）〃講師候補 三井住友・春日氏or依田先生（早大）；小塩

幹事 

H23. 2/18金 第6回（2月）         〃 講師候補 （元）電源開発；鈴木幹事 

H23年度： 

H23. 4/22水 第1回（4月）       〃      次回幹事主催 

・会場は愛工大本山キャンパス 

・見学会は11月を目標に準備する．JR東海・小牧研究所 川西幹事に調整を依頼． 

2.CPD認定講習会について 

・平成22年度第1回定期研究会は土木学会CPD認定講習会（JSCE10-0037）として承認． 

・平成22年度第2回定期研究会は土木学会CPD認定講習会（JSCE10-0145）として承認． 
3.平成２１年度活動報告集について 

・5/18に欠席者への活動報告集とH22年会費請求書を送付．（特別会員代表含む）加えて，対

外配布：西日本建設業保証，橋建協，土木学会，土木研究所，寒冷土木研究所，高速道路総研，

関道研，KABSE，鋼技研，昨年講師各位に送付したことを報告． 

4.会員の入退会・その他について 

・研究会担当新幹事に木下先生（岐阜大）が就任．退会連絡：トピー工業・山田氏，フジ E・小

岩氏，杉本氏（退社），中部復建・大徳氏．入会連絡：岐阜工専・水野氏，中部復建・中本氏．・

篠田製作所（特別会員）より会員継続の連絡あり，昨年分も含め6万円振込済（5/20）を報告． 

・SGST代表宛てに橋建協より「伊藤學賞」の候補者推薦依頼があった．本年度の候補者は無しの

回答予定． 

5.本日の総会・定期研究会について 

講師：日鉄トピーブリッジ株式会社   司会：織田幹事長 

 技術本部 技術企画部長 高田 賢一（たかだ けんいち） 氏 

 営業本部 橋梁商品部長 藤川 敬人（ふじかわ のりひと） 氏 

講演題目：「羽田空港D滑走路－世界初の鋼製ジャケットによる桟橋式空港」 

※土木学会CPDプログラム認定番号 JSCE10-0145 

 

次回 幹事会予定  2010年8月 20日 14:15～14:45（定期研究会16:00～17:30） 

     以上// 
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平成２２年度 第 3 回幹事会 議事録 
 
日時 ：平成22年8月20日 (金)  14：15～14：45 
場所 ：愛知工業大学 本山キャンパス 
出席者：後藤，永田（名工大），北根（名大），木下（岐阜大），小塩（名城大），鈴木（愛工大），吉

嶺（日車），原田，杉本（創建），織田，松村（瀧上）11名(敬称略) 
 

＜幹事会議事内容＞ 

1.  平成２２年度 ＳＧＳＴ活動計画 

1) 平成22年度第1回～第6回のスケジュールおよび会場の決定： 

H22.8/20金 第3回（8月：暑気払） 講師：三木先生（木下幹事） 

10/29金 第4回（10月）    講師：杉浦先生（永田幹事） 

12/17金 第5回（12月：忘年会）講師：依田先生（小塩幹事） 

H23.2/18金 第6回（2月）     講師：岩田氏（元）電源開発（鈴木幹事） 

4/22水 第1回（4月）     講師・幹事未定（次回幹事主催） 

・第4回は杉浦先生に打診して頂くよう永田幹事よりお願いする． 

・第5回は依田先生に12/17，8，24で後藤代表よりお願いする． 

・第6回は岩田氏に2/18で鈴木幹事よりお願いする． 

・見学会は11/12，26のいずれかで行う．第1候補は日本車両豊川工場（吉峰幹事），第2候補は新日

本製鉄名古屋製鉄所（織田幹事長）で問合せる．第1候補から順に打診を行う． 

・次回幹事候補（日鉄トピーブリッジ）に幹事会社より打診後，次回代表候補に後藤代表よりお願

いをする．10月の幹事会を目途に行う． 

 

2.CPD認定講習会について 

・平成22年度第1回定期研究会は土木学会CPD認定講習会（JSCE10-0037）として承認． 

・平成22年度第2回定期研究会は土木学会CPD認定講習会（JSCE10-0145）として承認． 

・平成22年度第3回定期研究会は土木学会CPD認定講習会（JSCE10-0272）として承認． 
 
3.会員の入退会・その他について 

・入会連絡：パシフィックコンサルタンツ 岡本氏． 

・日中コンサルタント 川瀬氏入会予定． 

 

4.本日の総会・定期研究会について 

司会 木下幹事 ※土木学会CPDプログラム認定番号 JSCE10-0272 

講師：東京工業大学 教授 三木 千壽 先生 

講演題目：「鋼橋の疲労研究の課題と目指すべき方向」 

 

次回 幹事会予定  2010年10月 29日 14:15～14:35（定期研究会16:00～17:30） 

 

     以上// 
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平成２２年度 第 4 回幹事会 議事録 
 
日時 ：平成22年10月29日 (金)  14：15～14：45 
場所 ：愛知工業大学 本山キャンパス 
出席者：永田，奥村（名工大），北根（名大），木下（岐阜大），川西（豊田高専），小塩（名城大），

加藤（中日本C），吉嶺（日車），杉本（創建），織田，松村（瀧上）11名(敬称略) 
 

＜幹事会議事内容＞ 

1.  平成２２年度 ＳＧＳＴ活動計画 

1) 平成22年度第1回～第6回のスケジュールおよび会場の決定： 

H22.10/29金 第4回（10月）    講師：野阪先生（永田幹事） 

12/17金 第5回（12月：忘年会）講師：依田先生（小塩幹事） 

H23.2/18金 第6回（2月）     講師：岩田氏（元）電源開発（鈴木幹事） 

4/22水 第1回（4月：懇親会） 講師・幹事未定（次回幹事主催） 

・事務局より第4回の講師交代に対し，幹事会への連絡不足で迷惑をかけた件についてのお詫び．以

後，講師交代に関しては幹事会全員の確認を行う． 

・第5回講師は依田先生承認済み． 

・第6回岩田氏への鈴木幹事の依頼結果の報告は無し．鈴木幹事に確認する． 

・見学会は以下の通りとして実施する旨，幹事会にて承認された． 

日時： 平成22年11月26日（金）8:15～20:45 

見学場所： 

１）兵庫耐震工学研究所センター：E-ディフェンス（独立行政法人防災科学技術研究所） 

２）震災資料保管庫（財団法人阪神高速道路管理技術センター） 

・Eディフェンスに見学者名簿を送付する必要あり．吉嶺幹事よりいつまでに提出する必要があるか

確認後，事務局より会員に見学会のアナウンスをする．人数は40名として募集し，学生と会員のバ

ランスを考え制限を設けることがある． 

・次回事務局幹事は「日鉄トピーブリッジ」で承認頂いた旨，織田幹事長より報告あり．次回代表

候補（近藤先生）に後藤代表よりお願いをして頂くよう依頼する．幹事会の引継ぎはH23.2月度のSGST

幹事会にて行う．H23.4月度の講師選定から次回幹事で行う． 

・次回研究会幹事，会計，ＨＰ幹事を推薦する．辞められる研究会幹事は，次候補を推薦頂く．会

計，ＨＰ幹事は特別会員の会社の中で選定する．12月度の幹事会にて再討議する． 

 

2. 本日の総会・定期研究会について 

司会 後藤代表 ※土木学会CPDプログラム認定番号 JSCE10-0563 

講師：立命館大学 准教授 野阪 克義 先生 

講演題目：「関西道路研究会の最近の活動と鋼橋の維持管理技術の将来展望」 

 

次回 幹事会予定  2010 年 12 月 24 日 14:15～14:35（定期研究会16:00～17:30）および

忘年会（18：00～20：00） 

     以上// 
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平成２２年度 第 5 回幹事会 議事録 
 
日時 ：平成22年12月24日 (金)  14：15～14：45 
場所 ：愛知工業大学 本山キャンパス 
出席者：後藤，永田（名工大），北根（名大），木下（岐阜大），川西（豊田高専），小塩（名城大），

加藤（中日本C），吉嶺（日車），杉本（創建），織田，松村（瀧上）11名(敬称略) 
 

＜幹事会議事内容＞ 

1.  平成２２年度 ＳＧＳＴ活動計画 

1) 平成22年度のスケジュールおよび会場の決定： 

H22.12/17金 第5回（12月：忘年会）講師：依田先生（小塩幹事） 

H23.2/18金 第6回（2月：新旧幹事引継） 講師：岩田氏（元）電源開発（鈴木幹事） 

4/22金 第1回（4月：懇親会） 講師・会場・幹事未定（次回幹事主催） 

・第6回（2/18）岩田氏への講師依頼は了解された．発表タイトル（鉄塔の設計など．風力発電を絡

めて面白さをアピールしたらどうか．）を早急に詰めていただき，会員に連絡をすること． 

・見学会11月26日（金）の参加者の約半分が学生，残りは幹事会社の会員であった．一般会員の参

加が少なかった点を反省したい． 

・次回第6回幹事会は引継ぎを行うため，次期幹事も出席するよう担当幹事より連絡を行うこと． 

・4月からの定期研究会は交通の便に配慮すると名城大学名駅サテライトがよいのではないか． 

 

2. 次期幹事について 

代表ならびに各担当幹事の決定 

 代表  ： 後藤先生（名工大） → 近藤先生（名城大） 

 幹事長 ： 織田氏（瀧上） →  播金氏（日鉄トピーブリッジ） 

事務局 ： 松村（瀧上）  →  ？（日鉄トピーブリッジ） 

企画幹事： 吉嶺氏（日車） →  松村（瀧上）（前事務局） 

会計幹事： 加藤氏（中日本C）→ 杉本氏（創建）（前HP幹事） 

HP幹事 ： 杉本氏（創建） → 片山氏（JIPテクノサイエンス） 

会計監査： 葛先生（名城大） → 野田氏？（中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋） 

研究会幹事： 次期も継続とする． 

・研究会幹事は先生方の負担に配慮し，SGST規定において「研究会幹事の任期は2年とし，再

任を妨げない」旨の記載をすることを提案，了承された．次回総会にて報告のこと． 

・会計監査は織田幹事長より中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋の野田氏に依頼をする． 

・講演タイトルを早めに決め，講師は代表から依頼するようにした方がよい． 

 

3. 本日の総会・定期研究会について 

司会 後藤代表 ※土木学会CPDプログラム認定番号 JSCE10-0564 

講師：早稲田大学 教授 依田 照彦 先生 

講演題目：「ミネアポリスI-35W橋崩落に学ぶガセットプレートの設計法」 

 

次回 幹事会予定  2011年2月 18日 14:15～14:35（定期研究会16:00～17:30） 

     以上// 
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平成２２年度 第 6 回幹事会 議事録 
 
日時 ：平成23年3月3日 (木)  14：15～14：45 
場所 ：愛知工業大学 本山キャンパス 
出席者：後藤，永田（名工大），木下（岐阜大），近藤，小塩，渡辺（名城大），鈴木（愛工大），加

藤，佐藤（中日本C），岸本（創建），加藤，園部（JTS）室井，窪田（日鉄トピー），織田，松村（瀧

上）16名(敬称略) 
 

＜幹事会議事内容＞ 

1.  平成２３年度 ＳＧＳＴ活動計画 

1) 平成23年度のスケジュールおよび会場の決定：4/22金 第1回（4月：懇親会）講師未定． 

・平成23年度の第1回の講師候補1.川島先生（東工大）に新代表にお問合わせ頂き，日程（会場

含）を詰めて頂く．困難な場合，候補2.建築物件（JSSC）について現幹事長よりお問合わせ頂く． 

・H23.4月からの定期研究会の場所は交通の便に配慮し，名城大学名駅サテライトで検討． 

・4月は総会と定期研究会の両方行う．スケジュール案 14：00-15：00幹事会，15：30-16：00総会，

16：00-17：30定期研究会，18：00-20：00懇親会としたい．会場は名城大名駅キャンパス手配済． 

2. 次期幹事について 

代表ならびに各担当幹事の決定 

 代表  ： 後藤先生（名工大） → 近藤先生（名城大） 

 幹事長 ： 織田氏（瀧上） →  室井氏（日鉄トピーブリッジ） 

事務局 ： 松村（瀧上）  →  窪田氏（日鉄トピーブリッジ） 

企画幹事： 吉嶺氏（日車） →  松村（瀧上）（前事務局） 

会計幹事： 加藤氏（中日本C）→ 岸本氏，杉本氏（創建）（前HP幹事） 

HP幹事 ： 杉本氏（創建） → 園部氏，加藤氏（JIPテクノサイエンス） 

会計監査： 葛先生（名城大） → 野田氏（中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋） 

研究会幹事： 北根先生（名大），永田先生（名工大），木下先生（岐阜大），川西先生（豊田

高専），鈴木先生（愛工大），小塩先生→渡辺先生（名城大） 

3. 本日の総会・定期研究会について 

 司会 織田幹事長（講師紹介） 
※土木学会CPDプログラム認定番号 JSCE10-0956 

講師：大林組 名古屋支店 建築工事部建築工事生産管理課課長 藤本俊介 氏 

講演題目：「東京スカイツリーの建設」 

4. SGST特別講演会について 

 司会 後藤代表（講師の簡単な紹介） 
※土木学会CPDプログラム認定番号 JSCE10-0957 

講師：カリファルニア道路局（CALTRANS）の上級橋梁技術者（Senior bridge engineer)， 
中国 太原理工大学教授 Dr. Lian Duan 氏 

講演題目：「Seismic Design of Highway Bridges in California」 

日時：3月10日(木) 14:00～15:30 
場所：名古屋工業大学 24号館2階 2421教室 

次回 幹事会予定  2011年4月 22日 14:00～15:00（総会15：30-定期研究会16:00～17:30） 

     以上// 
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