
 
 
 
 
 
 
 

幹 事 会 議 事 録  



平成 25 年度 SGST 第１回幹事会 議事録 

 

日時 ：平成 25 年 4 月 23 日(火)   14: 30～15: 10 

場所 ：名城大学 名駅サテライト 

出席者：伊藤，北根(名大)，川西(豊田高専)， 

        山田(忠)，山田(尚)，三輪(日車)，松村(瀧上)，園部，紅林(JTS)   

                                        以上 9名(敬称略) 

 

＜幹事会議事内容＞ 

１．平成２５年度 ＳＧＳＴ担当幹事確認 

ＳＧＳＴ代表  ：伊藤 義人(名古屋大学） 

幹事長  ：山田 尚之(日本車輌製造) 

事務局担当：三輪 祐介(日本車輌製造） 

会計担当 ：園部 巌(ＪＩＰテクノサイエンス) 

紅林 徹(ＪＩＰテクノサイエンス) 

会計監査 ：野田 幹夫(中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋) 

企画担当 ：松村 寿男(瀧上工業) 

研究会担当：葛 漢彬(名城大学），川西 直樹(豊田高専），北根 安雄(名古屋大学) 

鈴木 森晶(愛知工業大学），奥村 徹(名古屋工業大学），木下 幸治(岐阜大学) 

     ＨＰ担当 ：加藤 幸男(中日本建設コンサルタント) 

   ・研究会担当が変わっているので、ＨＰを変える,ＨＰに間違いがあれば加藤委員に連絡する。 

・HPの「会員からの情報提供」について、必要のない投稿は削除して頂く。 

                        （厳格に管理する必要有?） 

 

２．平成２５年度 ＳＧＳＴ活動計画 

１）定期研究会 

・第２回定期研究会 

講演者：JR 東海 森川様  

講演内容：「新幹線の維持管理」(仮) 

場所：日本車輌研修センター 

     日時：6月 21 日 16：00～ 

 

・第３回定期研究会 

講演者：阪神高速道路 加賀山様  

講演内容：「阪神高速の維持管理」(仮) 

場所：未定  

     日時：8月 23 日 16：00～ 

 

・第４回定期研究会・・・伊藤代表に司会を依頼済 

講演者：東京都市大学総合研究所 三木様  

講演内容：「首都高の維持管理」(仮) 

場所：未定  

     日時：10 月 18 日 16：00～ 

 



・第５回定期研究会 

講演者：JR 東海 峰様  

講演内容：リニア関連(仮) 

場所：未定  

     日時：12 月 20 日 16：00～ 

 

・第６回定期研究会 

講演者：未定  

講演内容：未定 

場所：未定  

     日時：2月 21 日 16：00～ 

 

   ・第 6 回の定期研究会について、見学会にするか検討。 

   ・見学会について、瀧上と日車で良い現場が無いか検討してみる。 

   ・第 3 回、第 5 回定期研究会について、山田幹事長から各委員に司会を依頼する。 

 

２）ＷＧについて 

   ・昨年度の WG の成果については、活動報告書に記載済み。 

   ・今年度から何を行うのか、考える必要がある。 

・民間よりも、大学の先生方にお願いをした方が、研究の進みが早いのではないか。 

・テーマの募集を行い、それを見て決めたらどうか。 

 

  ３）ＳＧＳＴ３０周年のシンポジウムについて 

・来年度、ＳＧＳＴは発足３０周年を迎える。これに伴い、シンポジウムの開催、研究成果をま

とめた記念誌等の作成を検討する。 

   ・歴代代表、外部研究会の方々を誘致したらどうか。 

   ・何を行うか企画する。 

   ・鋼技研と日にちが合わない様、調整する。(候補：6 月 27 日：定期研究会と合同で行う) 

   ・場所の候補：名城大学 

 

３．その他 

定期研究会について 

講演者：土木研究センター 企画・審査部 コンクリート研究室 

室長 大田孝二 様 

講演項目：【鋼道路橋床版（コンクリート系）の損傷とその対策課題】 

 

次回 幹事会予定  2013 年 6 月 21 日（金） 15:00～15:45 

（定期研究会 16:00～17:30） 

以上． 



平成 25 年度 SGST 第 2 回幹事会 議事録 

 

日時 ：平成 25 年 6 月 21 日(金)   15: 00～15: 45 

場所 ：日本車輌製造株式会社 研修センター 

出席者：伊藤，北根(名大)，鈴木(愛工大)，山田，三輪(日車)，園部(JTS)，木下(岐大) 

                                        以上 7名(敬称略) 

 

 

＜幹事会議事内容＞ 

１．平成２５年度 ＳＧＳＴ活動計画 

１）定期研究会  

・第３回定期研究会 

講演者：阪神高速道路 加賀山様  

講演内容：「阪神高速の維持管理」(仮) 

場所：名城大学 名駅サテライト 

     日時：8月 23 日 16：00～ 

司会・進行：川西 委員 

  

・第４回定期研究会・・・伊藤代表に司会を依頼済 

講演者：東京都市大学総合研究所 三木様  

講演内容：「首都高の維持管理」(仮) 

場所：名城大学 名駅サテライト 

     日時：10 月 18 日 16：00～ 

司会・進行：伊藤 代表 

 

・第５回定期研究会 

講演者：JR 東海 峰様  

講演内容：リニア関連(仮) 

場所：未定  

     日時：12 月 20 日 16：00～ 

      司会・進行：北根 委員 

 

・第６回定期研究会 

講演者：未定  

講演内容：未定 

場所：未定  

     日時：2月 21 日 16：00～ 

・第６回の定期研究会について，見学会にするか引き続き検討する． 

    

２）ＷＧについて 

    ・引き続きテーマを募集し，その結果で方向性を決定する． 

 

 

 



  ３）ＳＧＳＴ３５周年のシンポジウムについて 

    ・プログラム案(会場：名城大学 開催日：6 月 27日) 

     13：30～13：40 開会あいさつ 

     13：40～14：30 基調講演１ 

     14：30～15：20 基調講演 2 

     15：20～15：30 休憩 

     15：30～16：20 基調講演 3 

     16：20～16：30 閉会の辞 

    ・基調講演について 

     ・宇佐美先生にご講演頂きたい．（伊藤代表から講演依頼をする．） 

     ・若手の先生・技術者に講演を依頼し、今後の動向踏まえてお話し頂けないだろうか． 

       ・名古屋大学の判治先生に幹事長から講演依頼をする． 

     ・残りの１題については，今後幹事団で検討する． 

 ・歴代代表及び名誉会員を招待したらどうか． 

・活動報告を渡している研究会の代表を誘致したらどうか． 

    ・鋼技研，橋建の記念行事と日にちが合わないように調整する． 

     ・鋼技研は秋に開催する可能性有。 

     ・橋健は 6 月頃になるかもしれない．そのため、ＳＧＳＴが 6月 27 日に開催する旨を 

      先に連絡しておく． 

    ・開会のあいさつ後，ＳＧＳＴ３５周年のあゆみを紹介する．(伊藤代表) 

 

    ４）伊藤學賞の候補者について 

    ・宇佐美教授を推薦する． 

    ・ＳＧＳＴとして，通るまで宇佐美教授を推薦していく方向で対応する． 

    ・推薦書の作成は葛幹事にお願する． 

 

  ５）会員募集について 

    ・会員募集のパンフレットを作成． 

    ・会員募集活動をどう進めるか？ 

     ・表紙がさびしいため，デザイン画等を取り込む． 

        ・アート紙に印刷したものを持参して営業活動を行う． 

 

２．その他 

定期研究会について 

講演者：東海旅客鉄道株式会社 新幹線鉄道事業本部 施設部 

     森川 昌司様 

講演項目：【新幹線の維持管理について】 

 

次回 幹事会予定  2013 年 8 月 23 日（金） 15:00～15:45 

（定期研究会 16:00～17:30） 

以上． 



平成 25 年度 SGST 第 3 回幹事会 議事録 

 

日時 ：平成 25 年 8 月 23 日(金)   15: 00～15: 45 

場所 ：名城大学 名駅サテライト 

出席者：伊藤(名大)，鈴木(愛工大)，松村(瀧上）， 山田，三輪(日車)，園部(JTS)， 

川西(豊田高専），奥村(名工大)                                    以上 8 名(敬称略) 

 

＜幹事会議事内容＞ 

１．平成２５年度 ＳＧＳＴ活動計画 

１）定期研究会   

・第４回定期研究会・・・伊藤代表に司会を依頼済 

講演者：東京都市大学総合研究所 三木様  

講演内容：「首都高の維持管理」(仮) 

場所：名城大学 名駅サテライト 

     日時：10 月 18 日 16：00～ 

司会・進行：伊藤 代表 

 

・第５回定期研究会 

講演者：JR 東海 峰様  

講演内容：リニア関連(仮) 

場所：未定  

     日時：12 月 20 日 16：00～ 

      司会・進行：北根 委員 

 

・第６回定期研究会 

講演者：未定  

講演内容：未定 

場所：未定  

     日時：2月 21 日 16：00～ 

・第６回の定期研究会について，見学会の検討結果を企画担当幹事より報告． 

    

２）ＷＧについて 

    ・現状，テーマ募集に関する返答なし．このため，引き続きテーマ募集を行う． 

 

  ３）ＳＧＳＴ３５周年のシンポジウムについて 

    ・プログラム案(会場：未決定  開催日：6 月 27日)(橋建の記念行事は 5月末．) 

     13：30～13：31 開会の辞(伊藤先生) 

     13：31～13：35 名誉代表挨拶(福本先生) 

     13：35～14：10 SGST のあゆみ(伊藤先生) 

     14：10～15：00 基調講演１（宇佐美先生） 

     15：00～15：10 休憩 

15：10～16：00 基調講演 2（判治先生） 

     16：00～16：50 基調講演 3（担当幹事確認） 

     16：50～17：00 閉会挨拶(山田幹事長) 



    ・基調講演について 

     ・講演テーマはどうするか？ 

      ・宇佐美先生にご講演依頼について，了解頂けたか確認． 

・名古屋大学の判治先生は幹事長から講演依頼を行い，了解を頂けた． 

      ・残りの１題の講演者選定について，研究会担当幹事より進捗状況を報告． 

   ・会場として，名城大学を使用することができなくなったため，改めて会場を選定し直す必

要がある. 

   講演会会場＋祝賀会会場で対応できる会場を選定してはどうか？ 

   (企画担当幹事と会計幹事で対応願います．) 

      ・記念冊子の作成はどうするか？ 

     ・記念品の準備はどうするか？ 

・暫定的な予算編成を別紙に示す． 

      

    ４）Japan Steel Bridge Competition 2013 について 

    ・Japan Steel Bridge Competition より，後援依頼を受けた． 

    ・当研究会の資金面が厳しい状況にあるため，後援金による援助は難しい． 

そのため，人的支援を行うことで対応していく． 

（松村幹事・川瀬委員に競技の進行役依頼がきているため，これを人的支援と解釈してもらう

ことで調整済み．） 

       ・当研究会のホームページに大会ホームページのリンク先を掲載する． 

 

  ５）伊藤學賞の候補者について 

    ・推薦書(宇佐美教授)を 7/22 付で発送済み． 

 

  ６）会員募集について 

    ・会員募集のパンフレットを作成． 

    ・本パンフレットを配布し，委員募集を行う． 

 

２．その他 

定期研究会について 

講演者：阪神高速道路株式会社 技術部 技術企画課 

     加賀山  泰一様 

講演項目：【阪神高速の維持管理の現状と課題】 

 

次回 幹事会予定  2013 年 10 月 18 日（金） 15:00～15:45 

（定期研究会 16:00～17:30） 

以上． 



平成 25 年度 SGST 第 4 回幹事会 議事録 

 

日時 ：平成 25 年 10 月 18 日(金)   15: 00～15: 45 

場所 ：名城大学 名駅サテライト 

出席者：伊藤，北根(名大)，松村(瀧上）， 山田，三輪(日車)，木下(岐大)， 

園部(JTS)，川西(豊田高専），奥村(名工大)  

                                        以上 9名(敬称略) 

 

＜幹事会議事内容＞ 

１．平成２５年度 ＳＧＳＴ活動計画 

１）定期研究会   

・第５回定期研究会 

講演者：JR 東海 峰様  

講演内容：リニア関連(仮) 

場所：未定  

     日時：12 月 20 日 16：00～ 

      司会・進行：北根 委員 

・第６回定期研究会 

     日時：2月 21 日 16：00～ 

       講演内容：見学会 

・メンテを行っている現場が良いのではないか． 

・コベルコの試験設備はどうだろうか．（谷川委員に打診） 

 

２）ＷＧについて 

    ・現状，テーマ募集に関する返答なし．このため，引き続きテーマ募集を行う． 

 

  ３）ＳＧＳＴ３５周年のシンポジウムについて 

    ・プログラム案(会場：未決定  開催日：6 月 27日)(橋建の記念行事は 5月末．) 

     13：30～13：31 開会の辞(伊藤先生) 

     13：31～13：35 名誉代表挨拶(福本先生) 

     13：35～14：10 SGST のあゆみ(伊藤先生) 

     14：10～15：00 基調講演１（宇佐美先生） 

     15：00～15：10 休憩 

15：10～16：00 基調講演 2（判治先生） 

     16：00～16：50 基調講演 3（担当幹事確認） 

     16：50～17：00 閉会挨拶(山田幹事長) 

    ・基調講演について 

     ・講演テーマ「土木構造物の長寿命化」（仮） 

      ・宇佐美先生にご講演依頼について，了解頂けたか確認． 

      ・残りの１題の講演者選定について，研究会担当幹事より進捗状況を報告． 

    （土木以外のセンサー等の機器関係者を招いてはどうか？） 

 ・会場選定について、企画より会場下見の結果を報告． 

      ・記念冊子の作成はどうするか？→10年間の研究成果を取りまとめる． 

     ・記念品の準備はどうするか？→報告書の無料配布． 



  ６）会員募集について 

    ・会員募集のパンフレットを作成． 

    ・本パンフレットを配布し，委員募集を行う． 

    ・委員募集の挨拶に行く日程を決める． 

 

２．その他 

定期研究会について 

講演者：東京都市大学総合研究所 

三木様 

講演項目：【道路インフラの維持管理の現状と課題】 

 

次回 幹事会予定  2013 年 12 月 20 日（金） 15:00～15:45 

（定期研究会 16:00～17:30） 

以上． 



平成 25 年度 SGST 第 5 回幹事会 議事録 

 

日時 ：平成 25 年 12 月 20 日(金)   15: 00～15: 45 

場所 ：名城大学 名駅サテライト 

出席者：伊藤，北根(名大)，松村(瀧上）， 山田，三輪(日車)，木下(岐大)， 

園部(JTS)，川西(豊田高専），奥村(名工大) 

                                        以上 9名(敬称略) 

 

＜幹事会議事内容＞ 

１．平成２５年度 ＳＧＳＴ活動計画 

１）定期研究会   

・第６回定期研究会 

 日時：2月 21 日 16：00～ 

       講演内容：見学会 

・「橋の科学館」はどうだろうか． 

ＪＢ本四高速に代表からアポを取れば、説明にこられるのではないか， 

・コベルコ試験設備は谷川委員に詳細を連絡する． 

 

２）ＷＧについて 

    ・現状，テーマ募集に関する返答なし．このため，引き続きテーマ募集を行う． 

 

 

  ３）ＳＧＳＴ３５周年のシンポジウムについて 

    ・プログラム案(会場：ルブラ王山  開催日：6 月 27日)(橋建の記念行事は 5 月末．) 

     13：30～13：31 開会の辞(伊藤先生) 

     13：31～13：35 名誉代表挨拶(福本先生) 

     13：35～14：10 SGST のあゆみ(伊藤先生) 

     14：10～15：00 基調講演１（宇佐美先生） 

     15：00～15：10 休憩 

15：10～16：00 基調講演 2（判治先生） 

     16：00～16：50 基調講演 3（オムロン） 

     16：50～17：00 閉会挨拶(山田幹事長) 

 

    ・基調講演について 

     ・講演テーマ「土木構造物の長寿命化」（仮） 

      ・残りの１題の講演者選定について，松村委員よりオムロンに依頼を行い， 

      発表して頂ける調整が付いた． 

      講演内容の打合せが必要なため，山田幹事長と松村委員で対応する． 

      ・記念冊子の作成はどうするか？→シンポジウムの講演内容をまとめる． 

     ・記念品の準備はどうするか？→報告書の無料配布． 

     ・演台に花が必要． 

     ・交流会費用を一律 5000 円徴収する。 

     ・事務局より，概算予算の提示． 

 



  ６）会員募集について 

    ・会員募集のパンフレットを作成． 

    ・本パンフレットを配布し，委員募集を行う． 

    ・委員募集の挨拶に行く日程を決める． 

 

２．その他 

定期研究会について 

講演者：東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線推進本部 企画推進部 
担当部長 後藤 康之 様  

講演項目：【超電導リニアによる中央新幹線計画について】 

 

次回 幹事会予定  2013 年 2 月 17 日（金） 名古屋大学 

以上． 



平成 25 年度 SGST 第６回幹事会 議事録 

 

日時 ：平成 26 年 2 月 17 日(月)   16: 00～17: 00 

場所 ：名古屋大学  

出席者：伊藤，北根(名大)，松村(瀧上）， 山田，三輪(日車)，木下(岐大)，園部(JTS)， 

川西(豊田高専），加藤，入山(中日本 C) 

                                      以上 10名(敬称略) 

＜幹事会議事内容＞ 

１．平成２５年度 ＳＧＳＴ活動計画 

１）定期研究会   

・第６回定期研究会 

     日時：2月 21 日 8：00～ 

       講演内容：見学会 

・詳細な内容、行程については別紙参照。 

・出席者人数、名簿について事務局から報告。 

・企画担当幹事よりバスの見積もりを報告。 

 

２）ＷＧについて 

    ・現状，テーマ募集に関する返答なし．このため，引き続きテーマ募集を行う． 

 

  ３）ＳＧＳＴ３５周年のシンポジウムについて 

    ・プログラム案(会場：ルブラ王山  開催日：6 月 27日)(橋建の記念行事は 5 月末．) 

     13：30～13：31 開会の辞(伊藤先生) 

     13：31～13：35 名誉代表挨拶(福本先生) 

     13：35～14：10 SGST のあゆみ(伊藤先生) 

     14：10～15：00 基調講演１（宇佐美先生） 

     15：00～15：10 休憩 

15：10～16：00 基調講演 2（判治先生） 

     16：00～16：50 基調講演 3（オムロン） 

     16：50～17：00 閉会挨拶(山田幹事長) 

    ・オムロンとの打合せ報告を幹事長、企画担当幹事より報告。 

    ・シンポジウムパンフレットについては別紙参照。 

    ・パンフレットの配布、会員募集の営業日程を決定する。 

  ・司会について、北根委員に対応頂くよう依頼し、承諾された。 

  ・記念冊子を作成する。基本フォーマットを各講演者に配布すること。 

  ・4 月末までに資料を作成して頂き、事務局に送付をお願いする。 

 

４）定期研究会について 

    ・別紙参照 

 

５）幹事団の変更、法人会員の追加 

  ・来年度より、奥村委員から海老澤先生に研究会担当幹事が変更。 

  ・コベルコ科研、浜松の「パルステック工業」が来年度より法人会員になってくれそう 

   とのこと。詳細は企画担当幹事より報告。 




