
留学生のための特別サマーセミナー「メガシティを支える地下空間」2019 
参加者募集のご案内

１． セミナー開催日

2019 年 8 月 20 日（火）～8 月 21 日（水）の 1 泊 2 日、詳細はこちらをご覧ください。 

２． 参加者の負担

・資料代として 3,000 円を申し受けます。

・8 月 20 日の宿泊費及びセミナー開始から終了までの食事代は主催者側が負担します。

（原則、20 日は全員宿泊となります）

・遠方からの参加者で 8 月 19 日の前泊が必要な学生には、主催者側で宿泊場所を準備しま

す（希望者のみ）。

・会場及び宿泊場所までの交通費は自己負担とします。

３． 募集定員

日本の大学の大学院で学んでいる留学生 30 名、日本人大学院生 10 名を定員とします。 

４． 応募資格

応募資格のある学生は、土木工学・都市工学・建設工学・環境工学等インフラ整備を専門分

野とする学生のほか、法学・経済学・社会学等の様々な分野で国土政策やインフラ整備に興

味のある学生のうち、以下の条件を満たしている方とします。

・日本の大学の大学院に所属していること。

・下記「８」の注意事項の全てについて同意できること。

５． 募集期間と応募方法

・募集期間は 2019 年 6 月 28 日（金）23:59 JST までとします。

・応募者は下記の応募フォームに全て入力し submit ボタンを押して下さい。日本人応募者

は日本語を使用しても構いません。

Summer Seminar for International Student in 2019 

６． 参加者の選考

・応募者多数が予想されるため、各主催組織メンバーからなる選考委員会を設け、応募書類

による審査を行い、参加者を選考します。

・審査の視点は、原則として地下空間に関する基礎知識、セミナー参加の動機、 将来従事

したい仕事等とします。

７． 参加者の決定と連絡

2019 年 7 月 12 日（金）までに、全応募者に参加の可否をメールにて連絡します。 

https://evenium-site.com/?EJFDCICELNLO=-h9xGPeXTvKtPrblv40qeC4qf98_g2fJhZMQiATjNTuN&but=SURVEY:Default:pg*inscription:locale*1


８． 注意事項

・8 月 20 日の夜の宿泊場所は主催者側で用意するため、手配は必要ありません。

・暑い時期ですのでクールビズで結構ですが、節度ある服装をお願いします。

・各自の責任で適切な傷害保険に加入していることを前提とします。

・参加が不可能になった場合は 8 月 2 日（金）までに必ず連絡してください。

・その他、主催者の指示には従ってください。

９． 使用言語

英語・日本語（同時通訳付き）

１０． 主催、協力等

主催：政策研究大学院大学

共催：株式会社安藤・間、株式会社大林組、株式会社奥村組、鹿島建設株式会社

五洋建設株式会社、清水建設株式会社、大成建設株式会社、西松建設株式会社

協力：東京大学、国土交通省

後援：公益社団法人 土木学会、公益社団法人 地盤工学会

１１． 連絡先

留学生のための特別サマーセミナー

「地下空間」実行委員会事務局

e-mail: SSIS2019_US@pco-prime.com
以上

留学生のための特別サマーセミナー「地下空間」実行委員会

委員長   小澤 一雅 （東京大学大学院工学系研究科 教授）

副委員長  杉原 克郎 （エスシー・マシーナリ 代表取締役社長）

副委員長  國行 薫  （奥村組 参与・土木本部本部長補佐）

委 員   井上 賢一 （安藤・間 先端技術開発部 担当部長）

委 員   上西 泰輔 （大林組 東京本店 土木事業部 営業第一部長）

委 員   川崎 紘誉 （大林組 土木本部 本部長室管理課 担当課長）

委 員   高瀨 健三 （鹿島建設 土木管理本部 プロジェクト推進部長）

委 員   田口 智  （五洋建設 土木部門 土木企画部長）

委 員   王尾 英明 （清水建設 土木営業本部 営業部長）

委 員   安田 利文 （大成建設 土木営業本部 営業部長）

委 員   岩井 俊英 （大成建設 土木本部 土木企画部戦略計画室 課長）

委 員   森  千春 （西松建設 関東土木支社 営業１部 営業１課 課長）

事務局   ㈱プライムインターナショナル

mailto:SSIS2019_US@pco-prime.com


留学生サマーセミナー2019 プログラム 

【テーマ】 メガシティを支える「地下空間」 

【実行組織】 
主催：政策研究大学院大学 
共催：安藤・間、大林組、奥村組、鹿島、五洋建設、清水建設、大成建設、西松建設 
協力：東京大学、国土交通省 
後援：土木学会、地盤工学会 

【スケジュール】 

月日 時刻 行 程 

8/20 9:00 集合（政策研究大学院大学） 

（火） 9:10 全体オリエンテーション 

9:20 主催者挨拶/政策研究大学院大学 家田教授 

9:25 委員長挨拶・趣旨説明/東京大学 小澤教授 

基調講演 

9:35 「地下空間利用の法整備の歴史と今後の展望」/ 国土交通省 森前事務次官 

10:05 「地下構造物の様々な用途と安全の確保」/ 東京大学 廣井准教授 

10:50 休憩（10分） 

ようこそ メガシティの地下空間建設の世界へ！ 

11:00 「地下空間はどのように造られるのか」/ 奥村組 木下 茂樹 

11:30 「住宅密集地での半地下開削トンネル建設」/ 鹿島建設 奥本 現 

12:00 昼食（60分） 

13:00 「電車･乗客が行き交う中、東京駅の下を安全に掘る」/ 大林組 黒崎 信夫 

13:30 「質の高い技術の輸出で厳しい作業環境に挑む」 / 五洋建設 藤田 恭三 

14:00 
「6階建てマンションは動くか？～鉄道直下では R&C工法で世界最大 
断面の函体けん引」 / 清水建設 藤田 淳 

14:30 休憩（5分） 

14:35 「人知れず地下に建設する」 / 大成建設 今石 尚 

15:05 「高密度都市直下に最適な大空間を作るには」/ 安藤・間 名倉 浩 

15:35 休憩（10分） 

特別講演 

15:45 「地盤と安全」/東京大学 桑野玲子 教授 

16:30 「日本ゼネコンの生い立ちと今後」/西松建設 一色副社長 

17:15 会場移動（15分） 

レセプション

17:30 レセプションパーティー（政策研究大学院大学内）

19:00 解散 

20:30 ホテル着（浦和美園）

8/21 8:10 集合（ホテルフロント） 

（水） 8:15 ホテル出発 （バス）

外かく放水路見学（地下河川） 

9:15 見学開始 10:45 終了 

11:00 東京外かく環状道路（大泉）へ移動（途中昼食） 

東京外かく環状道路 大泉立坑（シールド・道路） 

13:00 見学開始 14:30 終了 

14:30 東京外かく環状道路（中央 JCT）へ移動 

東京外かく環状道路 中央 JCT（開削・道路） 

15:30 見学開始 17:00 終了 

17:00 東京駅へ移動 

18:00 東京駅到着 解散 




