11．主な事業・行事、広報活動等

令和元年 10 月～11 月
22) 設計技術者のための地盤技術に関する講演
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会(東京・新潟)

主な行事・事業

23) RCCM 資格登録更新講習会(札幌・仙台・東京・

1) インフラ整備 70 年講演会(東京・大阪)

新潟・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・那覇)

平成 31 年 4 月～令和 2 年 1 月

令和元年 10 月～12 月

2) 独占禁止法等に関する講習会(東京)

24) 海外業務への展開促進に係るワークショッ

令和元年 5 月

プ(大阪)

3) 働き方改革セミナー(東京・新潟・名古屋・
広島・高松)

令和元年 10 月～11 月

令和元年 11 月

25) 第 28 回河川講習会(東京・大阪)

令和元年 6 月～7 月

令和元年 11 月

4) CIM ハンズオン講習会(全国 8 支部)
26) 砂防講習会(東京)

令和元年 6 月～11 月

令和元年 11 月

27) 交通・安全専門委員会講習会(東京)

5) GIS 講習会(全国 9 支部)

令和元年 11 月

令和元年 6 月～11 月

28) 海岸・海洋セミナー(東京) 令和元年 11 月

6) 鉄道専門委員会セミナー(東京)

29) 都市計画講習会(東京)

令和元年 7 月

令和元年 11 月

30) 政策・事業評価専門委員会セミナー(東京)

7) マネジメントセミナー(全国 9 支部)
令和元年 7 月

令和元年 11 月

8) 地質技術報告会

令和元年 8 月

31) PPP/PFI セミナー2019(東京) 令和元年 11 月

9) 災害時対応演習

令和元年 9 月

32) RCCM 資格試験(札幌・仙台・東京・名古屋・

10) 業務研究発表会

令和元年 9 月

大阪・広島・高松・福岡・那覇)
令和元年 11 月

11) 海外業務への展開促進に係る外務省・JICA
セミナー(東京)

33) 河川砂防技術基準(案)設計編の堤防の改訂

令和元年 9 月

に伴う講習会(東京)

12) ITS 専門委員会成果報告会・勉強会(東京)

34) 港湾専門委員会講演会(東京)

令和元年 9 月

令和元年 12 月

13) 契約のあり方講習会(北海道・関東・中部・

35) 道路専門委員会セミナー(東京)

近畿・中国・九州支部)令和元年 9 月～11 月

令和元年 12 月

14) 情報セキュリティ講習会(全国 8 支部)
36) PM セミナー2019(東京)

令和元年 9 月～11 月

37) 新年賀詞交換会

15) 加盟会社の経営分析説明会(東京・仙台・名
古屋・福岡)

令和元年 12 月
令和 2 年 1 月

38) 環境配慮専門委員会講演会(東京)

令和元年 10 月

令和 2 年 1 月

16) 道路橋メンテナンス技術講習

39) 品質向上専門委員会講習会(東京)

令和元年 10 月

令和 2 年 2 月

17) 参加型計画専門委員会講習会(東京)
40) RCCM 資格試験合格発表

令和元年 10 月

令和 2 年 2 月

41) 本部と各支部との意見交換会(TV 会議、意見

18) 若手ダム技術者のための講習会(東京)

書の提出等により実施) 令和 2 年 2 月～3 月

令和元年 10 月
19) 環境専門委員会講演会(東京・大阪)
令和元年 10 月
20) ICT セミナー(BIM/CIM の動向と関連情報講
習会)(全国 9 支部)

令和元年 12 月

令和元年 10 月～11 月

21) 品質セミナー「エラー防止」(全国 9 支部)
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11) 地盤品質判定士会「2019 年度地盤品質セミ

要望活動

ナー」協賛

1) 「要望と提案」について各地方整備局等並

12) (公社)日本下水道協会「下水道展’19 横浜」

びに管内地方公共団体との意見交換会

協賛

令和元年 7 月～9 月

13) (一社)日本鋼構造協会「鋼構造シンポジウ

2) (同)国土技術政策総合研究所及び国立研究

ム 2019」協賛

開発法人土木研究所との意見交換会

14) (一社)日本鋼構造協会「土木鋼構造診断士・

令和元年 12 月

診断士補講習会」協賛

3) (同)沖縄総合事務局との意見交換会

15) (一社)日本非破壊検査協会「2019 年度第 1

令和元年 11 月

回鉄筋コンクリート構造物の非破壊試験部

4) (同)関係高速道路会社との意見交換会

門ミニシンポジウム」協賛

令和元年 11 月

16) (公社)土木学会「2019 年度土木の日及びく

5) (同)国土交通省本省との意見交換会

らしと土木の週間」共催

令和元年 6 月～12 月

17) (一財)全国建設研修センター「2019 年度研

6) (同) (独)水資源機構との意見交換会

修」共催

令和元年 12 月

18) 建設系 CPD 協議会「建設系技術者の継続教

7) 「業務量の安定的な確保及び設計業務委託

育を考える講演会」共催

等技術者単価の引き上げ等について」の要望
活動

19) 国立研究開発法人土木研究所「令和元年度

令和 2 年 1 月

土木研究所講演会」後援
11－3

20) 国立研究開発法人土木研究所「土研新技術

広報活動

ショーケース 2019in 東京」後援

1) 会誌「Civil Engineering Consultant」

21) 建設技術審査証明協議会「2019 年度建設技

283 号～286 号の発行

術審査証明新技術展示会」後援

2) 「インフラ整備 70 年戦後の代表的なプロジ

22) (一財)全国建設研修センター「平成 31 年度

ェクト vol．1」の発行

秋期サテライト講習」後援

3) 会員名簿の発行

23) (一財)建設物価調査会「平成 31 年度国土交

4) 打ち水大作戦本部「打ち水大作戦 2019」協

通省土木工事積算基準の改定概要等説明会」

賛
5) 水の週間実行委員会「第 43 回水の週間行事」

後援
24) (一財)災害科学研究所「AI のインフラ分野

協賛

への応用 講習会」後援

6) 玉川上水・分水網を生かした水循環都市東

25) (一財)公正研究推進協会「技術倫理セミナ

京連絡会「多摩から江戸・東京をつなぐ水循

ー」後援

環の保全再生第 4 回シンポジウム」協賛

26) (公社)土木学会「地域創生に係るシンポジ

7) (一社)建設広報協会「国土交通行政推進事

ウム」後援

業」協賛

27) (公社)日本コンクリート工学会「報告会(コ

8) (一財)国土技術研究センター・(一財)沿岸
技術研究センター「第 21 回国土技術開発賞」

ンクリートの生産・供給・施工システムの革

協賛

新)」後援
28) (公社)日本コンクリート工学会「コンクリ

9) (公社)土木学会「土木学会デザイン賞」協

ート圧送技術調査委員会報告会」後援

賛

29) (公社)日本コンクリート工学会「鉄筋コン

10) (公社)土木学会「第 22 回鋼構造と橋に関す

クリート構造物の複合劣化機構の解明とそ

るシンポジウム」協賛

115

所ステップアップ運動」後援

の対策に関する研究委員会報告会」後援
30) (公社)プレストレストコンクリート工学会
「第 47 回プレストレストコンクリート技術
講習会」後援
31) (公社)プレストレストコンクリート工学会
「講習会(コンクリート構造技術規準-性能
構造による設計・施工・保全-)」後援
32) (公社)地盤工学会「宅地地盤の品質評価に
関する技術講習会」後援
33) (公社)地盤工学会「防災・環境・維持管理
と地形地質講習会」後援
34) (公社)地盤工学会「2019 年度第 1 回・第 2
回宅地地盤の評価に関する最新の知見講習
会」後援
35) (一社)buildingSMART Japan「BIM/CIM 講演
会 2019」後援
36) (一社)日本鋼構造協会「2019 年度鋼構造技
術者育成講習会」後援
37) (一社)コンクリートメンテナンス協会「コ
ンクリート構造物補修・補強に関するフォー
ラム 2019」後援
38) (一社)日本モビリティ・マネジメント会議
「第 14 回日本モビリティ・マネジメント会
議」後援
39) (一社)交通工学研究会「ミニシンポジウム
階層型道路ネットワークの実現に向けて」後
援
40) (一社)交通工学研究会「第 8 回ラウンドア
バウトマニュアル講習会(金沢)」後援
41) (一社)全国高等専門学校連合会「第 16 回全
国高等専門学校デザインコンペティション
2019in 東京」後援
42) ラウンドアバウト普及促進協議会「ラウン
ドアバウトサミット in いとまん」後援
43) 建設トップランナー倶楽部「平成 31 年第 14
回建設トップランナーフォーラム」後援
44) 砂防構造物研究会「鋼製砂防構造物および
柔構造物 合同講習会」後援
45) 国際圧入学会「第 11 回 IPA 圧入工学セミナ
ーIN TOKYO」後援
46) 日本建設産業職員労働組合協議会「4 週 8 閉
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