
2020年オープンキャンパス
都市基盤学科 学生発表資料

学生企画・都市基盤学科とはどんな学科か？

2020年8月1日 13時30分-14時00分

学部3年 田村大樹 平野貴大

学部2年 三橋諒子 増田夏海



○本日の流れ

オープンキャンパス 都市基盤2020
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１. 自己紹介
２. 見学会について
２.１ 概要 （平野）
２.２ 過去に参加した見学会について

・１年生見学会 （増田・三橋）
・橋梁メンテナンス （増田）
・外環道シールド （田村）

２.３ 学生企画見学会について
・企画意図 （平野）
・九州熊本見学会 （田村）
・北海道見学会 （三橋）

３. 質問など



2.1 見学会について（概要）

• 土木工学教室の見学会とは…

土木工学教室に所属の学生（もちろん学部1年生も）を対象に
建設現場や補修工事を見学するイベント

30年以上続く伝統的なもの

【参加する意義】

・第一線で活躍されるOBやOGをはじめ土木技術者の先輩方の
お話を聞ける

・学んだことがどのように現場で使われるか体感できる。

知識は不問。あとで学習したときに効いてくる

・なかなか見ることができない場所のためとにかく貴重
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これまでに参加した見学会（平野）

2018年

9月 新潟見学会、学部1年見学会（大成建設研究所・新東名川西工区東側）

10月 横浜駅（JR横浜タワー・鶴屋町ビル）≪2020.6供用開始≫

11月 八ッ場ダム ≪2019.11供用開始≫

12月 外環道大泉JCT、新東名（伊勢原大山ICなど）≪2020.3供用開始≫

2019年

2月 新東名（河内川橋）、支承取り換え工事（北千住・国道4号）、

横浜南環状（桂台トンネル）

3月 九州熊本見学会

6月 大和トンネル拡幅工事

9月 北海道見学会

10月 学部1年見学会（日立駅・小名浜港）、新東名（川西工区西側など）

2020年

2月 大師橋架け替え、橋梁補修工事（小山・新国道4号）
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2.1 見学会について（概要）

➀ 先生方が募集する見学会

・学年に関わらず参加できるものは年に10回ほど

・専用ページにて申し込み自由参加。各回20名程度

・毎年10月はじめ頃、1年生全員参加の現場見学会も

→これより、過去の具体的な見学会について、ご紹介致します

➁ 学生企画見学会（おそらく日本で唯一）

詳しくはのちほど
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1年生見学会

日時：2019年10月4日
見学場所：JR日立駅、小名浜港

参加者：1年生全員と2年生以上の希望者
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日立駅でバスを降りたときの様子



1年生見学会

JR日立駅
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海側のロータリーから見た駅



1年生見学会

JR日立駅
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通路の先には一面の海



1年生見学会

小名浜港

・国際バルク戦略港湾（石炭）に選定

→東港地区国際物流ターミナルを建設
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建設中の東港地区国際物流ターミナル



1年生見学会

小名浜港
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船に乗って海の上から見学



1年生見学会

小名浜港
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港の風景



1年生見学会

小名浜マリンブリッジ

橋の概要

• 橋長：927m
• 形式：PC箱桁/

エクストラドースド橋

• 完成：2017年3月
• 目的：人工島と3号ふ頭を結ぶ

（当面は工事車両専用）
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出典 http://www.pa.thr.mlit.go.jp/onahama/port/onahama/harborroad.html

http://%E5%87%BA%E5%85%B8http:/www.pa.thr.mlit.go.jp/onahama/port/onahama/harborroad.html


橋梁メンテナンス

工事場所：茨城県結城市小田林

受注者：ショーボンド建設株式会社

＜見学内容＞

• はく落防止工

→コンクリート片の落下防止

• ひび割れ補修工

• ＲＣ巻立て工

→橋脚の補強
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橋梁メンテナンス

• はく落防止工（実物供試体）
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①下地処理
②プライマー塗装
③パテ処理
④含浸接着剤塗布
⑤クリアクロス貼付
⑥含浸接着剤塗布
⑦仕上げ塗装

・コンクリート片の落下防止
・メンテナンスがしやすい



橋梁メンテナンス

• ひび割れ補修工（現場）
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橋梁メンテナンス 15

エポキシ樹脂が注入されていく様子



橋梁メンテナンス

• ひび割れ補修工（実物供試体）
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外環道シールド

〈見学場所〉

東京都練馬区大泉町

外環道・関越道大泉JCT
本線トンネル(南行)大泉南工区

〈特徴〉

掘進前のシールドを見れる貴重な機会

日本最大、世界最大級の大きさ

外環の役割、工事の工夫も学ぶ
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外環道シールド 18
• シールドの全景



外環道シールド 19
• シールドの全景模型



外環道シールド 20
• シールドの刃部分



外環道シールド 21
• 土を運ぶベルトコンベア



2.3 学生企画見学会（概要）

（学生企画見学会とは）

・半年に1度ほど学生が中心に見学先の選定・交渉をする企画

・参加費は一部補助が出るが単位認定はない、有志参加の行事

（意義）

・幹事は現場の方との交渉を通し社会勉強になる

・長期休暇を利用するため遠方に行け、建設現場のみならず

土木遺産を見学し土木の活用・偉大さを学ぶ

・学年を越えて、また先生も同行されるため交流が図れる
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2.3 学生企画見学会（概要）

見学会名（テーマ） 日にち 参加人数 主な見学先

1 台湾見学会
（八田與一）

2016年3月7日
-3月9日

16名 通宵発電所・石岡ダム・921地震教育園・
台南水道・烏山頭ダム

2 岡山見学会
（津田永忠）

2016年9月12日
-9月13日

8名 百間川河口・閑谷学校・岡山後楽園・旧
岡山藩藩校跡

3 神戸和歌山見学会
（阪神淡路大震災）

2017年3月16日
-3月17日

12名 布引五本松ダム・阪神高速震災資料保
管庫・稲むらの火の館・狭山池

4 糸魚川見学会 2017年9月14日 12名 デンカ工場・新青海川発電所

5 立山砂防見学会
（立山砂防）

2017年9月15日
-9月16日

9名 立山カルデラ砂防博物館・本宮堰堤・横
江頭首工・新庄の赤門

6 東北見学会
（東日本大震災）

2018年3月6日
-3月8日

26名 陸前高田復興商店街・気仙沼横断橋・南
三陸さんさん商店街・閖上地区・相馬
LNG火力発電所・大熊町除染現場

7 新潟見学会
（中越地震・信濃川）

2018年9月12日
-9月13日

20名 アオーレ長岡・やまこし復興館・大河津分
水路・親松排水機場・昭和大橋

8 九州熊本見学会
（熊本地震・筑後川）

2019年3月7日
-3月9日

28名 熊本城・通潤橋・小笹円筒分水・長陽大
橋・二重峠トンネル・小石原川ダム・寺内
ダム・筑後大堰・筑後川昇開橋

9 北海道見学会
（防災・エネルギー）

2020年9月9日
-9月11日

38名
（33）

+留学生8名

望月寒川放水路・銭函発電所・小樽港・
二ッ森トンネル・洞爺湖火山科学館・覚生
川堰堤群・苫東厚真発電所
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過去の開催実績



2.3 学生企画見学会（概要）集合写真～新潟見学会～ 24

2018.9.13 親松排水機場
2018.9.13 信濃大堰
（いずれも新潟市内）

新潟見学会（第7回）参加者での
集合写真



2.3 学生企画見学会（概要）集合写真～北海道見学会～ 25

2019.9.9 銭函風力発電所（小樽市）
2019.9.11 樽前砂防堰堤（苫小牧市）
北海道見学会（第9回）参加者での
集合写真



2.3 学生企画見学会（概要）

見学会の報告書は都市基盤学科のHPにて公開しております
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学生企画見学会-九州熊本見学会 27
日時：2019年3月7日～3月9日

目的：熊本地震からの復興や筑後川の治水について学ぶ

見学場所：

(1日目)

熊本城・通潤橋・小笹円筒分水・滝室坂トンネル

(2日目)

阿蘇草千里・立野ダム・大切畑大橋・長陽大橋・新阿蘇大橋

二重峠トンネル

(3日目)

朝倉三連水車・小石原川ダム・寺内ダム・筑後大堰

筑後川昇開橋



学生企画見学会-九州熊本見学会 28
• 通潤橋 熊本県山都(やまと)町
資料館で治水について学びました



学生企画見学会-九州熊本見学会 29
• 立野ダム（建設中） 大津町・南阿蘇村

手前の鉄橋は南阿蘇鉄道立野橋梁
地震で被災し今でも列車は走りません



学生企画見学会-九州熊本見学会 30
• 長陽(ちょうよう)大橋 南阿蘇村



学生企画見学会-九州熊本見学会 31
• 新阿蘇大橋 南阿蘇村



学生企画見学会-九州熊本見学会 32
• 滝室坂トンネル 阿蘇市波野

掘削の様子はなかなか見れません



学生企画見学会-九州熊本見学会 33
• 小石原川ダム 福岡県朝倉市



学生企画見学会・北海道見学会

日時：2019年 9月9日～11日（2泊3日）

行程：（移動は貸し切りバス）

（1日目）

望月寒川放水路、銭函風力発電所、小樽港

（2日目）

小樽市の都市計画、二ツ森トンネル、

洞爺湖火山科学館

（3日目）

西山火口散策路、樽前火山砂防事業、

苫東厚真火力発電所
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学生企画見学会・北海道見学会

• 望月寒川放水路
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奥に見えるのが取水口
ここで土砂を沈殿させ、豊平川まで水を流す



学生企画見学会・北海道見学会

• 望月寒川放水路
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放水路の壁となる板



学生企画見学会・北海道見学会

• 小樽港
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コンテナの積み卸しをするガントリークレーン



学生企画見学会・北海道見学会

• 西山火口散策路
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飛んできた噴石によって被害を受けた建物



学生企画見学会・北海道見学会

• 樽前砂防事業（砂防ダム建設現場）
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火砕流の市街地への流入を防ぐ



学生企画見学会・北海道見学会 40



3. 質疑応答 41

これより質問をお受けいたします
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