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第100回 2019.01.25(金) 安藤  正雄 氏 千葉大学名誉教授
「日本の建築ものづくりの強みと弱み－インテグラル型
アーキテクチャ・構工法計画・BIM－」

第99回 2018.11.16(金) 三井  康壽 氏
政策研究大学院大学客員教授
（元建設経済研究所理事長）

「地震災害の教訓を生かしてこれたか」

第98回 2018.09.14(金) 二宮　照興 氏 弁護士（建設産業史研究会会員）
「民法（債権法）の改正について
－請負契約とその周辺を中心に―」

https://www.ejcs.co.jp/library/history/98_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/98_shiryou.pdf

第97回 2018.07.20(金) 町田  裕彦 氏 株式会社 日本経済研究所 理事 「ＰＰＰ／ＰＦＩの最先端」

第96回 2018.05.19(金) 古阪　秀三 氏 建築社会システム研究所　所長
日本の建設活動の参入障壁と進出障壁、
そしてその間にある建設コスト関連の諸問題 https://www.ejcs.co.jp/library/history/96_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/96_shiryou_1.pdf

第95回 2018.03.16(金) 松浦　茂樹 氏 建設産業史研究会 代表 都市の中の水辺の魅力とその整備 https://www.ejcs.co.jp/library/history/95_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/95_shiryou.pdf

第94回 2018.01.19(金) 恵羅 さとみ氏
成蹊大学アジア太平洋研究センター
主任研究員

建設産業構造と外国人労働者
－外国人技能実習制度の拡充をめぐって－

第93回 2017.11.24(金) 三根 直人 氏 元マレーシアUTARの教授 マレーシアにおける建設の現状と大学教育 https://www.ejcs.co.jp/library/history/93_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/93_shiryou.pdf

第92回 2017.09.22(金) 木下 誠也 氏 日本大学 危機管理学部 教授 海外と比較したわが国の公共調達 https://www.ejcs.co.jp/library/history/92_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/92_shiryou.pptx

第91回 2017.07.28(金) 金岩 哲夫 氏
（一社）建設データベース協議会
 代表理事

建築施工管理へのコンピュータ技術適用の変遷と作業
所提出書類等の電子利用

https://www.ejcs.co.jp/library/history/91_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/91_shiryou.pdf

第90回 2017.05.19(金) 六波羅 昭 氏
(一財)建設経済研究所客員研究員
現代建設けいざいラボ主宰

建設市場の行動規律－制度的規制と市場行動－ https://www.ejcs.co.jp/library/history/90_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/90_shiryou.pptx

第89回 2017.03.24(金) 山岸　優 氏
山岸技術士・労働安全コンサルタ
ント事務所　代表

安全、今求められるリスクへの対応
～安全衛生推進活動への取組み～

第88回 2017.01.20(金) 小野 辰雄 氏 全国仮設安全事業協同組合理事長
建設労働者の安全・健康確保と処遇の
向上を目指して

第87回 2016.11.18(金) 尾島 俊雄 氏 早稲田大学名誉教授 新都市のエネルギーインフラストラクチャー https://www.ejcs.co.jp/library/history/87_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/87_shiryou1.pptx

第86回 2016.09.16(金) 藤澤 好一 氏
芝浦工業大学名誉教授
工学博士（京都大学）

日本の小規模建築工事業－大工・工務店の存在

第85回 2016.07.15(金) 松浦 茂樹 氏 建設産業史研究会代表　工学博士 足尾鉱毒事件と渡良瀬川 https://www.ejcs.co.jp/library/history/85_kouen.pdf ー

第84回 2016.05.20(金) 小野田 滋 氏
公益財団法人 鉄道総合技術研究所
情報管理部　工学博士

鉄筋コンクリート技術の先駆者：阿部美樹志

第83回 2016.03.18(金) 森地　茂　氏
政策研究大学院大学
政策研究センター所長

維持管理から今後の社会基盤整備を考える https://www.ejcs.co.jp/library/history/83_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/83_shiryou.pptx

第82回 2016.01.22(金) 秋元 久雄 氏 （株）平成建設  代表取締役社長 建築の内製化システムと高学歴職人の育成 https://www.ejcs.co.jp/library/history/82_kouen.pdf ー

第81回 2015.11.20(金) 大石 久和 氏
(一財)国土技術研究センター
国土政策研究所　所長

「公共事業」と「インフラストラクチャー」
－戦後道路史を展望して－

第80回 2015.09.11(金) 井上 聰史 氏 政策研究大学院大学　客員教授
「グローバル化時代の港湾」
－変貌する世界の港湾と日本の戦略－

https://www.ejcs.co.jp/library/history/80_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/80_shiryou.pdf

第79回 2015.07.17(金) 表 伸一郎 氏
元JICAタイ事務所長、
経済協力調整アドバイザー

建設関係を中心にODAの話 https://www.ejcs.co.jp/library/history/79_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/79_shiryou.pdf

第78回 2015.05.29(金) 内田 祥哉 氏 建築家、工学博士、東京大学名誉教授 陸
ロク

　墨
ズミ

（土木と建築の違い～維持管理の時代） ー https://www.ejcs.co.jp/library/history/78_shiryou.pdf

第77回 2015.03.20(金) 奥田 修一 氏
（株）竹中工務店 参与
（元国土交通省大臣官房官庁営繕部長）

ＰＦＩ方式による官庁施設の整備 https://www.ejcs.co.jp/library/history/77_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/77_shiryou.pptx

第76回 2015.01.23(金) 前田 純一郎 氏
ＮＰＯ国際建設技術情報研究所 理事
（前 高麗大学 工学部  教授）

韓国における建設施工の機械化・自動化に関する研究
開発の現状と課題

https://www.ejcs.co.jp/library/history/76_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/76_shiryou.pdf

第75回 2014.11.21(金) 櫻井 康好 氏
(独)勤労者退職金共済機構
理事長代理

建退共制度50年～現状と課題～ https://www.ejcs.co.jp/library/history/75_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/75_shiryou.pdf

建設産業史研究会開催経過
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第74回 2014.09.19(金) 向井 敏雄 氏
向井建設（株）
代表取締役会長

若者が夢を描けるライフステージプラン https://www.ejcs.co.jp/library/history/74_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/74_shiryou.pdf

第73回 2014.07.18(金) 吉田 倬郎 氏
工学院大学
名誉教授

工手学校造家学科から工学院大学建築学部まで https://www.ejcs.co.jp/library/history/73_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/73_shiryou.pdf

第72回 2014.05.23(金) 宮田 章 氏
ＮＰＯ法人「建築から社会に貢献する会」
理事長

角倉了以と通船事業―保津川・富士川・高瀬川 https://www.ejcs.co.jp/library/history/72_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/72_shiryou.pdf

第71回 2014.03.14(金) 小野 邦久 氏
東日本建設業保証（株）
相談役

建設産業に係る政策課題あれこれ ー https://www.ejcs.co.jp/library/history/71_shiryou.pdf

第70回 2014.01.24(金) 小野田 滋 氏
（公財）鉄道総合技術研究所
工学博士

陸蒸気から新幹線まで－鉄道建設のあゆみ－ ー ー

第69回 2013.11.21(木) 進士 五十八 氏
東京農業大学
名誉教授

日本の近代公園史、緑の東京史 https://www.ejcs.co.jp/library/history/69_kouen.pdf ー

第68回 2013.09.13(金) 鈴木 一 氏
（一社）海外建設協会
顧問

我が国建設業の海外展開 https://www.ejcs.co.jp/library/history/68_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/68_shiryou.pdf

第67回 2013.07.19(金) 堀 俊夫 氏
堀技術士事務所
代表

フィリピンでの国際空港工事建設体験 https://www.ejcs.co.jp/library/history/67_kouen.pdf ー

第66回 2013.05.24(金) 北河 大次郎 氏
文化庁
文化財調査官

遺産的価値を活かした建造物の管理、活用―近代化遺産を中
心として―

https://www.ejcs.co.jp/library/history/66_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/66_shiryou.pdf

第65回 2013.03.22(金) 中村 良夫 氏
東京工業大学
名誉教授

景観工学の発展と風景学の現在―デザインプロジェクトを中
心に―

https://www.ejcs.co.jp/library/history/65_kouen.pdf ー

第64回 2013.01.18(金) 五十嵐 健 氏
早稲田大学理工学研究所
客員教授

建設産業の新たな発展に向けて―失われた15年における建設
市場の変化と企業の対応から考える―

https://www.ejcs.co.jp/library/history/64_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/64_shiryou.pdf

第63回 2012.11.16(金) 森下 憲樹 氏 建設経済研究所 総括研究理事 入札契約制度の変遷 https://www.ejcs.co.jp/library/history/63_kouen.pdf https://www.ejcs.co.jp/library/history/63_shiryou.pdf

第62回 2012.09.21(金) 田中 辰明 氏
お茶の水女子大学 名誉教授
工学博士

ブルーノ・タウト、生涯と作品－日本美を再発見した建築家 ー ー

第61回 2012.07.20(金) 川島　智生 氏
京都華頂大学
現代家政学部　教授

近代日本における請負会社の盛衰について ー ー

第60回 2012.05.25(金) 松浦　茂樹 氏
東洋大学国際地域学部
国際地域学科　教授

旧満州国の国土づくり ー ー

第59回 2012.03.15(木) 六波羅　昭 氏 (財)建設経済研究所 客員研究員 行政介入と建設市場の変化 ー ー

第58回 2012.01.27(金) 谷川　正己 氏
元日本大学工学部　教授
工学博士

フランク・ロイド・ライトと日本　～帝国ホテルと関東大震災～ ー ー

第57回 2011.11.25(金) 原　太平 氏
埼玉県幸手市役所　教育委員会
生涯学習課　文化歴史担当

江戸期・関東諸河川における「御普請請負人」の役割と性格 ー ー

第56回 2011.09.09(金)
住田　博夫　氏
花尻　千秋　氏

（株）金剛組　大阪本店　部長
（株）金剛組　大阪本店

伝統的建造物を造る匠達 ー ー

第55回 2011.07.29(金) 野口　和俊 氏 弁護士 建築基準法と『建築審査会』の役割 『建設産業史研究』Vol.4に収録（ＣＤ） 『建設産業史研究』Vol.4に収録（ＣＤ）

第54回 2011.05.13(金) 滝口　兼悟 氏 東日本建設業保証（株） 地域建設企業の新分野進出 ～成功事例に学ぶ着眼点～ 『建設産業史研究』Vol.4に収録（ＣＤ） 『建設産業史研究』Vol.4に収録（ＣＤ）

第53回 2011.03.11(金) 赤尾　建蔵 氏 （財）竹中大工道具館　館長 大工道具とものづくりの心 ー ー

第52回 2011.01.28(金) 二宮  照興 氏 丸市綜合法律事務所　弁護士
建設業と裁判との係わり合いの史的観察
～公共工事における違法事案を素材として～

『建設産業史研究』Vol.4に収録（ＣＤ） 『建設産業史研究』Vol.4に収録（ＣＤ）

第51回 2010.11.12(金) 大川　時夫 氏 ＬＬＰ技術史出版会
四次元的発想に基づくエネルギー問題へのアプローチ～複素
社会経済学と新熱力学機関の提唱～

『建設産業史研究』Vol.4に収録（ＣＤ） 『建設産業史研究』Vol.4に収録（ＣＤ）

第50回 2010.09.10(金) 大淀　昇一 氏 元 東洋大学文学部教授
宮本武之輔から鳩山由紀夫・菅　直人へ―脱官僚主導をめ
ぐって―

ー ー

第49回 2010.07.09(金) 中川　良隆 氏
東洋大学　理工学部
都市環境デザイン学科 教授

水道が語る古代ローマの繁栄史 ―ローマの技術者は何をし
たのか？ そして日本の土木技術者は何をすべきか？―

『建設産業史研究』Vol.4に収録（ＣＤ） ー

第48回 2010.05.21(金) 神山　直規 氏 全国建設関係行政書士協議会 工事進行基準と税制における変遷 ー ー
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第47回 2010.03.12(金) 増渕  文男 氏
ものつくり大学　技能工芸学部
建築技能工芸学科　教授

ものつくり大学の現状と課題 ー ー

第46回 2010.01.29(金) 矢島　英夫 氏 全国建設関係行政書士協議会
法隆寺(五重塔)を中心とした
                  工人(棟梁)たちの動き

『建設産業史研究』Vol.4に収録（ＣＤ） 『建設産業史研究』Vol.4に収録（ＣＤ）

第45回 2009.11.13(金) 大 川 　聰 氏
元 コマツ開発本部　材料技術センタ
シニアテクニカルアドバイザー

日本における建設機械の歴史と現状 『建設産業史研究』Vol.4に収録（ＣＤ） ー

第44回 2009.09.25(金) 長谷川徳之輔氏 明海大学　不動産学部　元教授
バブル経済の発生と崩壊－20年の建設経済の軌跡の検証、土
地不動産と建設市場をめぐって－

ー ー

第43回 2009.07.24(金) 竹村 公太郎氏
(財）リバーフロント整備センター
　理事長

「江戸誕生と日本人のアイデンティティー」
―広重が記録したもの―

『建設産業史研究』Vol.4に収録（ＣＤ） 『建設産業史研究』Vol.4に収録（ＣＤ）

第42回 2009.05.15(金) 山東　和朗 氏
(社)日本建築士会連合会
元専務理事

集合住宅の歴史的な流れ（後編） ー ー

第41回 2009.03.17(火) 山東　和朗 氏
(社)日本建築士会連合会
元専務理事

集合住宅の歴史的な流れ ー ー

第40回 2009.01.16(金） 相澤　成憲 氏 日刊建設通信新聞社　元取締役社長
建設業戦後史の側面
―登録制から許可制への移行―

『建設産業史研究』Vol.4に収録（ＣＤ） 『建設産業史研究』Vol.4に収録（ＣＤ）

第39回 2008.11.14(金) 速水　清孝 氏
東京大学  生産技術研究所
博士研究員

今、改めて建築士法について考える
―その成立に込められたこと―

『建設産業史研究』Vol.3に掲載 『建設産業史研究』Vol.3に掲載

第38回 2008.09.19(金) 六波羅　昭 氏 (財)建設業情報管理センター理事長 工事請負契約約款をめぐる長い戦い 『建設産業史研究』Vol.3に掲載 『建設産業史研究』Vol.3に掲載

第37回 2008.07.25(金) 安
ｱﾝ

相
ｻﾝ

景
ｷﾞｮﾝ

 氏 東洋大学　国際地域学部教授 韓国建設産業の特性と動向 『建設産業史研究』Vol.3に掲載 『建設産業史研究』Vol.3に掲載

第36回 2008.05.16(金) 小野　一成 氏 元　戸板女子短期大学　学長 請負業者とその後援者　―鹿島組の場合― 『建設産業史研究』Vol.3に掲載 『建設産業史研究』Vol.3に掲載

第35回 2008.03.14(金) 五十畑　弘 氏
日本大学
生産工学部土木工学科　教授

建設遺産の保全 『建設産業史研究』Vol.3に掲載 『建設産業史研究』Vol.3に掲載

第34回 2008.01.25(金) 原田　静男 氏 中央工学校歴史館　館長 教育制度の変遷と工業高校教育 『建設産業史研究』Vol.3に掲載 『建設産業史研究』Vol.3に掲載

第33回 2007.11.16(金) 佐崎　昭二 氏 建設労務安全研究会  顧問 戦後の占領政策研究と建設労働 『建設産業史研究』Vol.3に掲載 『建設産業史研究』Vol.3に掲載

第32回 2007.09.21(金) 田代　民治 氏
鹿島建設（株）常務執行役員
（土木管理本部長）

建設現場および現場技術者の変化
―ダム工事を中心として―

『建設産業史研究』Vol.3に掲載 『建設産業史研究』Vol.3に掲載

第31回 2007.07.26(木) 山田　利行 氏 山田利行研究室主宰
世界遺産を訪ねて
ちょっと一言　アフガニスタン活動を中心に

『建設産業史研究』Vol.3に掲載 『建設産業史研究』Vol.3に掲載

第30回 2007.05.11(金) 江 口 　禎 氏 武蔵工業大学  名誉教授
請負契約における「指図」の問題
―その変遷と今日的課題―

ー ー

第29回 2007.03.16(金) 五十嵐　健 氏
九州国際大学次世代システム研究所
主任研究員

未来の建設産業史を考える
―ストック型社会の形成と建設産業―

『建設産業史研究』Vol.3に掲載 『建設産業史研究』Vol.3に掲載

第28回 2007.01.26(金) 竹川　忠芳 氏 弁護士
良質の建築物の生産と法の役割
―戦前・戦後の法制度の変遷を踏まえて―

『建設産業史研究』Vol.3に掲載 『建設産業史研究』Vol.3に掲載

第27回 2006.11.17(金) 小野田 清一氏
（株）小野田経営事務所
代表取締役所長

発注者の変化と建設業 『建設産業史研究』Vol.3に掲載 『建設産業史研究』Vol.3に掲載

第26回 2006.09.29(金) 寺田　公彦 氏 (株)きてら   代表取締役社長 戦後、特にｓ40-50年代の土木技術の展開について 『建設産業史研究』Vol.3に掲載 『建設産業史研究』Vol.3に掲載

第25回 2006.08.03(木) 岩 松   準 氏
（財）建築コスト管理システム研究所
主席研究員

産業組織論的な視点からみた建設業 『建設産業史研究』Vol.3に掲載 『建設産業史研究』Vol.3に掲載

第24回 2006.05.26(金) 佐崎　昭二 氏 佐藤工業（株）  社友 戦後の建設安全の構築と建設労働者 ー ー

第23回 2006.03.10(金) 宮 田 　章 氏
（社）日本建設業経営協会
 中央技術研究所  顧問

霞ヶ関官庁街の形成 『建設産業史研究』Vol.2に掲載 『建設産業史研究』Vol.2に掲載

第22回 2006.01.27(金) 山岸　俊之 氏 井上工業（株）社長 地元企業としての井上工業の歩み 『建設産業史研究』Vol.2に掲載 『建設産業史研究』Vol.2に掲載

第21回 2005.11.18(金) 山田　利行 氏 山田利行研究室主宰
戦後建築生産史の一側面
―ゼネコン構造技術者の視点から―

『建設産業史研究』Vol.2に掲載 『建設産業史研究』Vol.2に掲載
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建設産業史研究会開催経過

第20回 2005.09.09(金) 山東　和朗 氏
元(社)日本建築士会連合会
専務理事

「住宅の工業化」の推移と法律上の取り扱い 『建設産業史研究』Vol.2に掲載 『建設産業史研究』Vol.2に掲載

第19回 2005.07.15(金) 小林　康昭 氏 足利工業大学教授 建設業界から見た建設産業の国際化の歴史 『建設産業史研究』Vol.2に掲載 『建設産業史研究』Vol.2に掲載

第18回 2005.05.20(金) 宮 越 　堯 氏
パシフィックコンサルタンツグループ
（株）専務取締役

コンサルティングエンジニア業の先駆者たち 『建設産業史研究』Vol.2に掲載 『建設産業史研究』Vol.2に掲載

第17回 2005.03.11(金) 高橋　伸子 氏
札幌女子短期大学部  経営学科
助教授

建設業会計制度の成立の経緯とその体制 『建設産業史研究』Vol.2に掲載 『建設産業史研究』Vol.2に掲載

第16回 2005.01.28(金) 秋山　哲一 氏 東洋大学 工学部建築学科  教授 フランスの巡歴型技能者育成システムの歴史的発展過程 『建設産業史研究』Vol.2に掲載 『建設産業史研究』Vol.2に掲載

第15回 2004.11.26(金) 室　 英 治 氏 工学院大学大学院非常勤講師等 戦後を中心とした建設技術の変遷 『建設産業史研究』Vol.2に掲載 『建設産業史研究』Vol.2に掲載

第14回 2004.09.17(金) 小関　典明 氏
全国建設関係行政書士協議会
特別代表

建設業と行政書士の関係に関する歴史的考察 『建設産業史研究』Vol.2に掲載 『建設産業史研究』Vol.2に掲載

第13回 2004.06.18(金) 小野　一成 氏 戸板学園理事長 木挽町時代の鹿島組 『建設産業史研究』Vol.2に掲載 『建設産業史研究』Vol.2に掲載

第12回 2004.04.27(火) 藤上　輝之 氏 芝浦工業大学建築工学科教授 利根川治水をめぐる話題 『建設産業史研究』Vol.2に掲載 『建設産業史研究』Vol.2に掲載

第11回 2004.03.12(金) 前田　哲治 氏 日刊建設通信新聞社編集総局長 座談会・「建設業の戦後を振り返る」を分析する ー ー

第10回 2004.02.17(火) 藤尾　直史 氏 東京大学総合研究博物館助手 公的工事をめぐる歴史的諸課題 『建設産業史研究』Vol.1に掲載 『建設産業史研究』Vol.1に掲載

第09回 2004.01.20(火) 藤井　肇男 氏 土木資料探索舎主宰
戦前期土木系雑誌記事にみる建設産業史研究
―文献データベース―

『建設産業史研究』Vol.1に掲載 『建設産業史研究』Vol.1に掲載

第08回 2003.12.12(金) 田中　良寿 氏
（社）日本建設業経営協会 中央技術研究
所　研究企画部　主席研究員

戦後建設業の技術開発 『建設産業史研究』Vol.1に掲載 『建設産業史研究』Vol.1に掲載

第07回 2003.11.21(金) 遠藤　和義 氏 工学院大学 建築学科教授 建設業の諸課題と産業史 『建設産業史研究』Vol.1に掲載 『建設産業史研究』Vol.1に掲載

第06回 2003.10.11(土) 山口　康夫 氏
流通経済大学法学部教授
建設調査会理事長

建設請負契約に関する法解釈の変遷 『建設産業史研究』Vol.1に掲載 『建設産業史研究』Vol.1に掲載

第05回 2003.09.12(金) 五十畑　弘 氏 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ鋼構造事業部主席
建設生産システムの変遷について
―橋梁技術史の視点を含めて－

『建設産業史研究』Vol.1に掲載 『建設産業史研究』Vol.1に掲載

第04回 2003.07.15(火) 六波羅　昭 氏 勤労者退職金共済機構副理事長 建設産業政策の系譜 『建設産業史研究』Vol.1に掲載 『建設産業史研究』Vol.1に掲載

第03回 2003.06.10(火) 菊岡　倶也 氏
建設文化研究所主宰
建設産業図書館館長

建設産業史研究のフレームワーク試論 『建設産業史研究』Vol.1に掲載 『建設産業史研究』Vol.1に掲載

第02回 2003.05.20(火) 松浦　茂樹 氏
東洋大学国際地域学部
国際地域学科教授

昭和前期の施行方法についての議論 『建設産業史研究』Vol.1に掲載 『建設産業史研究』Vol.1に掲載

第01回 2003.04.15(火) (学会準備会立ち上げについて) ー ー

－ 4 －


