
 

      
                    令和４年１１月１日 
              国立研究開発法人土木研究所 

 
 

土木研究所創立１００周年記念講演会 
を開催します 

  

土木研究所は、大正 11 年（1922 年）９月に内務省土木試験所として発足し、今年、

創立 100 周年を迎えました。これを記念して令和４年（2022 年）11 月 30 日に創立 100

周年記念講演会を開催します。 

本記念講演会では、土木学会 前会長 谷口
たにぐち

博
ひろ

昭
あき

氏による招待講演「これからの土木研

究のビッグピクチャー」をはじめ、所内外の研究者による「目指すべき未来社会の土木

技術」をテーマとした分野ごとの座談会を開催します。 

土木研究所のこれまでの活動もふまえ、将来の土木技術の発展とあり方について考え

る場となれば幸いです。多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

 

～ 講 演 会 概 要 ～ 
 

１．日  時  令和４年１１月３０日（水）１０：００～１７：００ 

※会場での参加は事前申込みをされた方のみとさせていただきます。ま

た、感染症予防対策のため、入場者数を制限させていただきます。 
 

２．場  所  有楽町朝日ホール（東京都千代田区有楽町 2-5-1 有楽町マリオン 11Ｆ） 
 

３．参 加 費  無 料 
 

４．開催概要  ■プログラムの詳細は別紙パンフレットのとおり 

■招待講演 

公益社団法人土木学会 前会長 谷口
たにぐち

 博
ひろ

昭
あき

 

【演題】これからの土木研究のビッグピクチャー 

■座談会「目指すべき未来社会の土木技術」 
 

■土木学会ＣＰＤプログラム認定 

５．申込方法  参加ご希望の方は、下記のウェブページ（「土木研究所創立１００周年

記念講演会」で検索）により事前申込みをお願いいたします。 

https://www.pwri.go.jp/jpn/about/pr/event/2022/1130/index.html 

【プログラムの詳細も掲載しています。】 

             

 
 

【問合せ先】 

国立研究開発法人土木研究所 企画部研究企画課 課長 矢島
や じ ま

 良
よし

紀
のり

 

                                       主事 南戸
な ん と

 和也
か ず や

 

電話 ０２９－８７９－６７５１ 

資料配付の場所・日時 
１．筑波研究学園都市記者会 
２．国土交通省記者会 
３． 国土交通省建設専門紙記者会 
日時：令和４年 11月 1日(14:00) 



土木研究所
創立100周年
記念講演会

これからの土木研究の
ビッグピクチャー
前土木学会会長 谷口 博昭氏

招待講演

座談会「目指すべき未来社会の土木技術」

■お申込み
参加ご希望の方は、下記のURLから事前申込みをお願いいたします。
https://www.pwri.go.jp/jpn/about/pr/event/2022/1130/index.html

主催：国立研究開発法人土木研究所
後援：国土交通省／公益社団法人土木学会／一般社団法人建設コンサルタンツ協会／
 一般社団法人全国建設業協会／一般社団法人日本建設業連合会／
 一般財団法人土木研究センター

The Public Works Research Institute 
100th Anniversary Lecture

有楽町朝日ホール
東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11F

令和4年11月30日●
10:00‒17:00

10:30‒11:30

水

参加費
無料

●本講演会への参加は、原則、事前申込みをされた方のみとさせていただきます。また、感染症予防対策の一環として、受付を設置しないため、座席指
定とさせていただきます。

●感染症予防対策としての身体的距離の確保のため、入場者数を制限させていただきます。
●Zoomウェビナーにより、ライブ配信を実施いたします。詳細は土木研究所のウェブサイトをご確認ください。政府の方針等によっては、急遽中止ま
たはライブ配信のみとなる場合がございます。予めご了承ください。

CPDプログラム：本講演会は、土木学会のCPDプログラム認定を受けています。
CPDにかかる受講証明書は、1日参加の方にのみ後日郵送いたします（引換券は当日、各座席にあらかじめ配付します）。
但し、ZOOMウェビナーによるライブ配信の視聴にて参加された方におかれましては、受講後のアンケート（講演後、視聴者と
してログが確認できた方のみに送付します）において、受講して得られた所見（学びや気付き）を、100字以上で記載してご提出
いただくことが、CPDにかかる受講証明書のための条件となります。

土木研究所創立100周年記念講演会

■お問い合わせ
国立研究開発法人土木研究所
企画部研究企画課
〒305-8516 茨城県つくば市南原1番地6
Tel. 029-879-6751   E-mail: kikaku@pwri.go.jp

https://www.pwri.go.jp/
※ご提供頂いた個人情報は、適正に管理いたしますとともに、国立研究開発法人
土木研究所が主催する講演会等のご案内以外の目的には使用いたしません。

12:30‒16:50
［地震・地盤・土砂災害分野］

アドバイザー 公益財団法人河川財団河川総合研究所 所長　天野  邦彦
 名古屋工業大学大学院工学研究科 教授　萱場  祐一
パネリスト 流域水環境研究グループ グループ長　服部  敦
 河道保全研究グループ グループ長　諏訪  義雄
座　長 河川総括研究監　伊藤  弘之

［水 分 野］
アドバイザー 東北大学大学院工学研究科 教授　運上  茂樹
 政策研究大学院大学 教授　小山内  信智
パネリスト 地質・地盤研究グループ グループ長　宮武  裕昭
 土砂管理研究グループ グループ長　石井  靖雄
 橋梁構造研究グループ グループ長　星隈  順一
座　長 理事　佐々木 靖人

［構 造 物 分 野］
アドバイザー 北海道科学大学工学部 教授　亀山  修一
 東北大学大学院工学研究科 
 　インフラ・マネジメント研究センター
 　センター長・教授　久田  真
パネリスト 道路技術研究グループ グループ長　久保  和幸
 橋梁構造研究グループ 上席研究員　石田  雅博
 材料資源研究グループ グループ長　西﨑  到
座　長 道路構造物総括研究監　金澤 文彦

検 索



前土木学会会長 谷口 博昭氏

土木研究所
創立100周年
記念講演会
The Public Works Research Institute 
100th Anniversary Lecture

講演会概要

これからの土木研究のビッグピクチャー
招待講演 10:30‒11:30

「土木」とは住生活環境の改善・向上のための総合技術であり、「土木研究」のビッグピクチャー（全体俯瞰図）を策定、共有することが肝要だ。
「継往開来」の精神で伝統文化・成果を活かすと共に未来志向でイノベーションを促進し、産学官の連携の下変化に適応し社会に貢献すること
が求められる。また、技術と経営の協調による新しい価値の創造並びに時々刻々変化する現場を尊重することが求められる。そのため、直観力、
創造力、想像力、慈恵力、精神回復力などのフューチャーリテラシーとコミュニケーション力の向上が欠かせない。

【感染症予防対策について】
有楽町朝日ホールが示すセルフチェック項目（下記）に抵触する方の入場はご遠慮願います。
【セルフチェック項目】
●発熱37.5℃以上がある方　●のどに痛み、咳、だるさ（倦怠感）、息苦しさ、風邪の症状がある方
●ご自身の体調に不安のある方　●新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある方
●過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴および当該在住者との濃厚接触がある方

●ご来場の際は、マスクの着用、手洗いや手指の消毒、咳エチケットにご協力をお願いします。
●当日はご来場時に検温を行い、37.5℃以上の方の入場はお断りいたします。
●こまめな手洗いにご協力をお願いします。
●ホワイエやエスカレーター等では、ほかの方との間隔を十分あけていただくようお願いします。
●運営スタッフは全員マスクを着用いたします。
●館内での会話はなるべくお控えいただくようお願いします。
●当日は時間差による退場を実施する場合があります。
●政府の方針等により、本講演会が中止となる場合はウェブサイトで告知し、お申込みの方全員にメールにてご連絡差し上げます。
●その他、新型コロナウイルス感染症対策にご理解とご協力をお願いします。

10:00‒10:10
10:10‒10:20

12:30‒16:50
12:30‒13:00

13:00‒14:10

14:20‒15:30

15:40‒16:50

プログラムの詳細は土木研究所ウェブサイトでご確認ください。

16:50‒17:00

開会挨拶 理事長　藤田 光一

来賓挨拶 国土交通省 技監　吉岡 幹夫
国土交通省 国土技術政策総合研究所 所長　奥村 康博

座談会「目指すべき未来社会の土木技術」
座談会の趣旨説明　理事長　藤田 光一

［地震・地盤・土砂災害分野］
アドバイザー 東北大学大学院工学研究科 教授　運上  茂樹
 政策研究大学院大学 教授　小山内  信智
パネリスト 地質・地盤研究グループ グループ長　宮武  裕昭
 土砂管理研究グループ グループ長　石井  靖雄
 橋梁構造研究グループ グループ長　星隈  順一
座　長 理事　佐々木 靖人

運上 茂樹 小山内 信智 宮武 裕昭 石井 靖雄 星隈 順一 佐々木 靖人

亀山 修一 久田 真 久保 和幸 石田 雅博 西﨑 到 金澤 文彦

天野 邦彦 萱場 祐一 服部 敦 諏訪 義雄 伊藤 弘之

［構 造 物 分 野］
アドバイザー 北海道科学大学工学部 教授　亀山  修一
 東北大学大学院工学研究科 
 　インフラ・マネジメント研究センター
 　センター長・教授　久田  真
パネリスト 道路技術研究グループ グループ長　久保  和幸
 橋梁構造研究グループ 上席研究員　石田  雅博
 材料資源研究グループ グループ長　西﨑  到
座　長 道路構造物総括研究監　金澤 文彦

［水 分 野］
アドバイザー 公益財団法人河川財団河川総合研究所 所長　天野  邦彦
 名古屋工業大学大学院工学研究科 教授　萱場  祐一
パネリスト 流域水環境研究グループ グループ長　服部  敦
 河道保全研究グループ グループ長　諏訪  義雄
座　長 河川総括研究監　伊藤  弘之

閉会挨拶 理事　佐々木 靖人

Advisor Panelist Chairperson

Advisor Panelist Chairperson

Advisor

Access

Panelist Chairperson

■電車でのアクセス
JR（山手線・京浜東北線）有楽町駅 中央口または銀座口
東京メトロ（丸ノ内線・銀座線・日比谷線）銀座駅 C4出口
東京メトロ（有楽町線）有楽町駅 D7出口
いずれも徒歩1～2分

東京交通会館 マロニエ
ゲート

ユニ
クロ

東芝
ビル ソニー

ビル

東京メトロ銀座駅
C4出口

ビック
カメラ

有楽町
電気ビル

有楽町ビル

晴海通り

外
堀
通
り

Ｊ
Ｒ
有
楽
町
駅

東京メトロ有楽町駅
D7出口

高速
道路

有楽町
マリオン

有楽町
朝日ホール
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