
土木の日関連行事（支部）
◆北海道支部

支部 他団体

親子で行く！２０１９土木の現場めぐりバス
ツアー

主催 8月1日
定山渓ダム・小樽内発電所、西部スラッジセン

ター、仮称北２４条大橋工事
70

「土木」のことをより知っていただくため、「豊かな生
活を支える土木」をテーマに、「親子で土木の現場め
ぐりバスツアー」を毎年実施している。どれも普段は
見ることができない工事現場を体感できる貴重な機
会である。

令和元年度おもしろ科学実験
《主催》

北見工業大学
8月3日 北見工業大学 608

小・中学生を対象とする土木工学を含む科学実験や
もの作りを体験できるイベント。身近なものや現象を
テーマに科学の基礎と応用の両面を体験し、子供た
ちに理科を好きになってもらい、工学への興味を喚
起することを目的にしている。参加者は１９テーマの
うち希望するテーマの実験を最大２つまで選択する
ことができ、教員や技術職員、学部および大学院生
の指導の下で実験を体験できる。「環境」に配慮した
テーマも複数用意されている。

令和元年度「土木の日」映画会

《主催》
「土木の日」北見地区実行委員会

《共催》
網走開発建設部、網走建設管理部、北見市、北見

土木技術協会、北見工業大学、北見工業高校

10月11～15日 北海道北見工業高等学校建設科

私たちの生活はインフラ整備により成り立っている。
本映画会では、土木と日常生活との密接な関わりに
ついて若手技術者に認識してもらい、建設業への関
心を高めることを目的としている。

令和元年度「土木の日」書道展

《主催》
「土木の日」地区実行委員会

《共催》
網走開発建設部、網走建設管理部、北見市、北見

土木技術協会、北見工業大学、北見工業高校

10月13～18日
まちきた大通ビル（パラボ）５階催事場、北見

工業大学

土木に関連する書道コンクール。
題字は、
小学１，２年生：「つち」「みず」
小学３，４年生：「林道」「治水」
小学５，６年生：「土木の日」、「土木工学」、
中学生：「水質保全」「都市計画」
提出期限は10月31日まで。
優秀作品は小学生各学年及び中学生の7部門、金
賞、銀賞、銅賞、奨励賞として表彰し、まちきた大通
ビル（パラボ）5階催事場（北見市内）で一般市民に
展示する。

土木技術体験講座　土木技術紹介 ＋「ドボ
ククイズ」

共催
《主催》

函館工業高等専門学校 10月19～20日 函館工業高等専門学校 400
本校の学校祭期間中に実施する小中学生および一
般市民を対象とした土木技術の紹介並びにＰＲを兼
ねたｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ形式によるクイズの出題を行う。

行　事　名
主催・共催・協賛・後援 等

実　施　日 実　施　場　所 定員(名) 記　　　事
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令和元年度「土木の日」現場見学会
見晴橋関連工事，オホーツク地域創生研究

パーク
35

各分野の専門家が解説しながら、北見近隣の建設
現場を見学する。今年度は、「見晴橋」の接続道路
の擁壁工事を中心とした関連工事、北見工業大学
の「オホーツク地域創生研究パーク」の現物大の土
木研究施設を見学する予定。

令和元年度「土木の日」ＰＲイベント 北見芸文ホール前

土木に関するＰＲのため、北見市で開催される「第
67回菊まつり」の会場にて、災害復旧などのパネル
展示や建設現場のジオラマの展示、子供向けの縁
日や記念品を配布を行う。

公開講座「橋を作ってみよう」 共催
《主催》

函館工業高等専門学校
11月9日 函館工業高等専門学校 20

身近な社会基盤構造物である｢橋｣に興味を持た
せ、その仕組みや役割を学ぶ。簡単な材料で模型を
作る楽しさと達成感、模型の強度を自ら実験して確
かめる面白さを体験してもらう。これら一連の実習は
土木工学の一端を小学生や保護者に理解させ、将
来の人材確保につなげることをねらいとしている。

選奨土木遺産認定書授賞式・「土木の日」
記念講演会

主催 11月15日
札幌サンプラザ（札幌市北区北24条西5丁目）

2F金枝の間
150

今年度認定された選奨土木遺産の認定書授賞式及
び土木の日記念講演会を開催。
テーマ：「北海道の災害と強靭化：行政と市民の取り
組み」講演1：「2016年夏期豪雨の経験と教訓」
　　　　　南富良野町長　池部 彰様
講演2：「地盤品質判定士と北海道での活動状況」
　　　　　地盤品質判定士 北海道部会 菊地 朋貴様
講演3：「宅地地盤のリスクとは－北海道の場合」
　　　　　地盤品質判定士 北海道部会 工藤 康雅様
詳細についてはプログラムを参照。

《主催》
「土木の日」北見地区実行委員会

《共催》
網走開発建設部、網走建設管理部、北見市、北見

土木技術協会、北見工業大学、北見工業高校

10月20日
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◆東北支部

支部 他団体

土木の日特別行事　土木の日パネル展 主催 200
シンポジム会場内において、東北地方の土木遺産
等のパネル展を行う。

土木の日特別行事 防災に関するシンポジ
ウム
「防災とデータサイエンス　～不確実な災害
への対応～」（案）

主催

《共催》
国土交通省東北地方整備局、宮城県、仙台市

東日本高速道路(株)東北支社、東日本旅客鉄道
(株)仙台支社、東北電力(株)

《後援》
（公社）日本技術士会東北本部、（公社）地盤工学

会東北支部、（一社）東北地域づくり協会
（一社）日本建設業連合会東北支部、（一社）建設コ

ンサルタンツ協会東北支部
（一社）東北測量設計協会、東北地理学会

250

土木学会東北支部では、「土木の日」関連特別行事
の一環として、2004年度より、大地震災害や津波災
害、更には気候温暖化による河川海岸等への影響
をテーマとして、防災に関するシンポジウムを開催し
ている。今年度は、災害現場における「データの活
用」として、「防災とデータサイエンス」をテーマに議
論をおこなう。これら今後の防災を支える技術とし
て、各種データの利活用の技術動向や今後の可能
性について知識の共有化をはかりたいと思う。

◆関東支部

支部 他団体

どぼくカフェ in TOKYO
主催

《共催》
土木学会

8月30日
SHIBAURA HOUSE 1F

（東京都港区芝浦3-15-4）
60

どぼくカフェは、街中の通りすがりの人にもみえる
オープンな場所で、土木と関連するテーマについて
楽しく語る会。今回は『 気象災害から身を守るため
の天気予報活用法 』がのテーマ。

定員(名) 記　　　事

行　事　名
主催・共催・協賛・後援 等

実　施　日 実　施　場　所 定員(名) 記　　　事

行　事　名
主催・共催・協賛・後援 等

実　施　日 実　施　場　所

12月4日 トラストシティカンファレンス・仙台
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◆中部支部

支部 他団体

令和元年度エスカーション 主催 8月30日
伊勢湾水理環境実験センター、及び蒲郡港浚

渫工事現場
20

中部地方の工業高等学校教職員を対象に、伊勢湾
環境水槽での疑似津波実験や、蒲郡港での浚渫工
事現場を見学し、災害に対する取組や、土木の役割
について学び考える。

令和元年度土木学会中部支部土木の日ポ
スター発表

主催 9月2日 名古屋市 -
令和元年度中部支部管内の土木の日に関する行事
の案内ポスターの発表、行事概要。

土木技術者と学生の交流会 主催 10月16日
名古屋市、建設技術フェア２０１９in中部 吹上

ホール（名古屋市中小企業振興会館）

複数の大学から学生を一同に集め、将来的に土木
技術者を目指す学生を少しでも増やす事を目的にし
た交流会。 土木施設・遺産・プロジェクト等の 「土木
魅力カルタ」を通じ、土木の魅力を語り合おう！！
参加者自身がお気に入りの土木施設等の魅力をカ
ルタにし、 学生同士また土木技術者と大いに交流を
はかる 「大」カルタ大会を開催。

選奨土木遺産パネル展示 主催
《主催》

 国土交通省中部地方整備局、名古屋国際見本市
委員会

10月16～17日
名古屋市、建設技術フェア２０１９in中部 吹上

ホール（名古屋市中小企業振興会館）
-

今年度及び過去に中部支部関連で認定された選奨
土木遺産を紹介する。

土木の日　市民見学会（愛知県） 主催

《主催》
愛知県
《協賛》

（一社）日本建設業連合会

11月9日
名古屋第二環状自動車道、名古屋港、日光川

水閘門、埋蔵文化財調査センター
40

テーマ：
「作る現場と守る現場」 あいちの土木現場を見て回
ろう！

土木の日　市民見学会（静岡県） 主催

《主催》
静岡県
《協賛》

（一社）日本建設業連合会

11月16日
太田川ダム、富士山静岡空港、国道473号バ

イパス工事現場
40

テーマ：
「静岡の土木を知ろう」

土木の日　市民見学会（石川県） 主催

《主催》
石川県
《協賛》

（一社）日本建設業連合会

11月16日 金沢外環状道路、金沢城公園、金沢港ほか 40
テーマ：
見て触れよう 「魅力ある県土づくり」

《中止》土木の日　親子ふれあい見学会 主催

《主催》
長野県
《協賛》

（一社）日本建設業連合会

11月16日 長野市 40
見学地：
長野駅周辺整備事業地内（ICT建機・ドローン実
演）、裾花ダムなど

行　事　名
主催・共催・協賛・後援 等

実　施　日 実　施　場　所

《協賛》
（一社）日本建設業連合会

記　　　事定員(名)
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◆関西支部

支部 他団体

FCCどぼくカフェ「あたりまえを創る！守
る！」

主催 5月25日 大阪大学工学部食堂「ファミール」第2食堂 40

土木学会関西支部年次学術講演会のお昼休み中
に実施するどぼくカフェでは、「ツタワルドボク」の片
山氏に再演を要請！土木の魅力の感じ方、知らせ
方について考える機会となる。講演会への申し込み
は不要。

“土木の日”ポスター募集 主催 6月1日～9月9日
お住まいの地域に関係なく、どなたでも応募可

能
-

「みんなのくらしをささえる土木　～まち・道・鉄道・
港・エネルギー～」をテーマに、“土木の日”ポスター
を募集。詳しくは土木学会関西支部ホームページ
(http://www.jsce-kansai.net/)[2018年6月1日～9月
9日(正午)]
[子供の部：小学生以下、一般の部：中学生以上]
[最優秀賞は土木の日ポスター図案に採用。関西圏
内に配布予定。]

FCCどぼくカフェ「G4大阪サミット」 (FCC
FORUM 2019)

主催 7月13日 阪急中津スクエア

本年度のフォーラムは、FCCが発祥の「どぼくカフェ」
が土木学会土木広報大賞最優秀賞を受賞したこと
を記念した、どぼくカフェ拡大版「どぼくカフェG4大阪
サミット」として開催。会場は少し暑いかもしれません
が、阪急電車の高架下（阪急電車の歴史が垣間見
られる高架！）「阪急中津スクエア」で開催する。出
演はFCCどぼくカフェに登場回数の多い「G4」をお呼
びし、大賑わいの受賞記念おまつりを開催。 話題提
供者：大村 拓也 さん（写真家（建設部門））／大山
顕 さん（フォトグラファー／ライター）／垣下 嘉徳 さ
ん（マンホール蓋の美伝道師）／松波 成行 さん（国
道愛好家）

FCCどぼくカフェ「世界の国までコンニチ
ワ！」

主催 9月24日 Loop A (阪神高速ミナミ交流プラザ) 20

「人類の調和と進歩」をテーマに開催された大阪万
博から55年、2025年には再び大阪に万博がやってく
る。今回は世界各地の博覧会を渡り歩くごくフツーの
会社員に博覧会の魅力や土木との関わりについて
語って頂く。 話題提供者：二神敦さん（博覧会おた
く）

FCCどぼくカフェ「ホンモノの「幻の鉄道」を
追って」

主催 11月15日 Loop-A(阪神高速ミナミ交流プラザ） 20

開通を目指して建設がすすめられたにもかかわら
ず、完成を待たずに途中で夢絶たれた「未成線」。
誰も乗ったことがない、誰も走っている姿を見たこと
がない、そんな幻の鉄道の痕跡を追ってみません
か。 これで「未成線」を訪れたくなることまちがいな
し！(話題提供者：なな爺さん(交通遺産ライター))
[2019年11月15日18:30～19:30]
[定員：20名(先着順)]
[入場無料]

《主催》
「土木の日」関連行事関西地区連絡会

記　　　事行　事　名
主催・共催・協賛・後援 等

実　施　場　所 定員(名)実　施　日
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FCCフォーラム2019 PART2「大阪でこぼこ
～大阪地理学 事始め～」

主催
《主催》

「土木の日」関連行事関西地区連絡会
11月23日

エル・おおさか（大阪府立労働センター）5階
研修室2

70

住吉さんの権禰宜小出英詞さんが大阪の水､海とま
ちの関わりを住吉大社の成立と発展の視点から､ブ
ラタモリにも出演､産経新聞連載中の新之介さんが
大阪の「でこぼこ」地形の魅力の視点から､このまち
の地理の魅力を存分に語る。
《講演者》小出英詞 氏（住吉大社 権禰宜）、新之介
氏（大阪高低差学会 代表）
[2019年11月23日 14:00～17：00]
[定員：70名(先着順)]
[事前申込不要・入場無料]

◆中国支部

支部 他団体

第12回「身近な土木を描いてみよう！」図
画コンクール　作品募集

主催

《後援》
国土交通省中国地方整備局・広島県・広島市・広
島県教育委員会・広島市教育委員会・福山市教育
委員会・呉市教育委員会・東広島市教育委員会・
山口県教育委員会・鳥取県教育委員会・鳥取市教
育委員会・岡山県教育委員会・岡山市教育委員
会・倉敷市教育委員会・島根県教育委員会・松江

市教育委員会

7月19日～9月11日 募集範囲：限定しない -

公益社団法人土木学会では、土木の日（11月18日）
を中心に、身近な土木を理解し親しんでいただくた
めの一環として、図画コンクールを実施し、次世代を
担う子どもたちに「土木(社会資本整備)」を図画に描
いてもらうことで、普段生活している場所、何気なく
見ている物が土木技術に支えられていることの認識
を少しでも感じて、土木(環境含む)に親しんでもらう
きっかけづくりを目的としている。

土木学会夏休み親子見学会 主催

《主催》
（一社）日本建設連合会中国支部

《後援》
広島県・海田町教育委員会・呉市教育委員会・海

田町

7月20日
海田運動公園内：広島水道用水供給事業二

期トンネル整備工事
50

わたしたちがいつも飲んでいる水。じゃぐちをひねる
といつでも飲める水が出てきる。 この水、どこを通っ
てくるのか考えたことはありますか。海田町や呉市
などは、広島県が太田川の水を届けている。今回、
二期トンネル整備工事現場を見学する。大きなドリ
ルがトンネルを掘るところなど、ふだんは入れない場
所へ行く。見学会のあとは、昼食（そうめん流し）をい
ただき、工作をして楽しむ。

どぼくカフェ 主催

《主催》
鳥取県
《後援》

鳥取県教育委員会・米子市教育委員会・日吉津村
教育委員会

7月27日 イオンモール日吉津店（鳥取県日吉津村） 150

「どぼくカフェ」とは！！ 街中のオープンな場所で、
土木に関連づけた テーマで、土木を語るイベント。
今回の話題は、「ただいま工事中！」身の回りでたく
さんの工事を見かけるが、何のため？また何が行わ
れているのでしょう？工事現場には多くの知恵が詰
め込まれている。普段立ち入ることができない工事
現場の内側を紹介する。13：30から「とっとり建設☆
女星ネットワーク」による、けんせつ絵本のおはなし
会もあるよ！ 併催展示：道路標識を触ってみよ
う！・中国地方の選奨土木遺産写真展・第11回「身
近な土木を描いてみよう！」図画コンクール優秀作
品 ※一部展示は、16：30まで開催

記　　　事行　事　名
主催・共催・協賛・後援 等

実　施　日 実　施　場　所 定員(名)
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土木ツアー 主催

《主催》
鳥取県
《後援》

国土交通省中国地方整備局・鳥取県教育委員会・
米子市教育委員会・日吉津村教育委員会

7月27日
外港竹内南地区貨客船ターミナル整備事業工

事現場
50

境港に大きな旅客船が接岸できる港を整備中。 普
段は見ることのできない工事現場を夏休みに親子で
見学する。

夏休み土木実験教室 主催
《後援》

東広島市教育委員会
7月31日 東広島市　くらら　工作室 40

簡単な実験から『土木』を身近に感じてもらう土木実
験教室｢夏休み土木実験教室｣を、小中学生を対象
として実施する。作ったコンクリートは持ち帰り可能。
夏休みの自由研究にも最適！ ①コンクリートに関す
る実験 　普通コンクリートと水中コンクリートの比較
実験 ②2種類のコンクリートを作ってみよう！ ・ホワ
イトセメントにチョーク粉を入れてカラーコンクリート
の作成 ・早強コンクリートの作成

第12回「身近な土木を描いてみよう！」図
画コンクール表彰式・入賞玖作品展示

主催 10月5日 広島マリーナホップ　マーメードスペース 200

第12回「身近な土木を描いてみよう！」図画コンクー
ル優秀作品の表彰式を、ひろしま建設フェアー内で
開催する。優秀作品13点は、2020年のカレンダーに
印刷して進呈し、展示も行う。佳作作品50点は、会
場内に展示する。(入場無料）
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◆四国支部

支部 他団体

第23回科学体験フェスティバルin徳島さ
わって、つくって、楽しい科学

後援

《主催》
徳島大学理工学部

《共催》
(株)阿波銀行、四国電力(株)徳島支店

《協賛》
日亜化学工業(株)、大塚製薬(株)、(学)四国大学、
(株)タダノ、富田製薬(株)、日新器械(株)、港産業

(株)、(一社)電気学会四国支部、(一財)徳島県市町
村職員互助会、(公社)応用物理学会中国四国支部

《後援》
徳島県教育委員会、徳島市教育委員会、徳島県小
学校教育研究会理科部会、徳島県中学校理科教

育研究会、徳島県高等学校教育研究会理科学会、
徳島県ＰＴＡ連合会、徳島県高等学校ＰＴＡ連合会、
四国経済連合会、(一社)電気学会四国支部、(一

社)徳島新聞社、ＮＨＫ徳島放送局、四国放送(株)、
ケーブルテレビ徳島(株)、(公社)日本技術士会四国

本部、(公社)土木学会四国支部

8月3～4日 徳島市南常三島町、徳島大学理工学部

徳島大学理工学部において「第２３回科学体験フェ
スティバルin徳島」開催する。このフェスティバルは、
目の前で不思議な現象を観察し、その裏に潜むサイ
エンスを肌に感じ、その楽しみを通してサイエンスに
興味を持っていただこうというイベントとなっている。
そのなかで土木学会四国支部では、「ツナミ脱出
ゲームⅡ」をテーマにブースを出展する。

選奨土木遺産and土木コレクション展 主催 10月31日 高松市、高松シンボルタワーデックスガレリア -
四国内に存在する「選奨土木遺産」の写真や「土木
コレクション」のパネルを展示する。

令和元年度土木の日記念行事「選奨土木
遺産認定書授賞式」＆「特別講演会」

主催 10月31日 高松市、サンポートホール高松61会議室 120
「土木学会選奨土木遺産認定書授賞式」をおこな
う。 また、「特別講演会」では土木学会塚田幸広専
務理事にご講演いただく。

小・中学校向け第１０回土木施設見学バス
ツアー

共催 香川高等専門学校 11月10日
四国横断自動車道（吉野川大橋・阿南～徳島
東工事現場

80

普段は見ることのできない、土木構造物の裏側を見
て、土木を知ってもらうイベント。今回は、四国横断
自動車道の工事現場を見学する。見学の途中には
クイズ大会もある。

愛媛県の土木事業現場見学会 共催
《主催》

愛媛県土木部
11月15～30日 愛媛県内

愛媛県内の小中学生に対して、建設業の魅力を
知ってもらうために、土木事業の現場見学会を実施
する。

高知県内の土木工事現場見学会 共催
《主催》

（一社）高知県建設業協会
11月15日～12月15日 高知県内

令和元年11月中旬から12月中旬に、高知県内の高
校生・高専生を対象に、高知県内土木工事現場の
見学会を実施する。

土木学会四国支部 近代土木遺産巡りバス
ツアー2019

主催 11月30日 観音寺市、丸亀市、新居浜市（愛媛県） 40
東洋のマチュピチュ「マイントピア別子（東平地区）」
や、まるでヨーロッパの古城のような「豊稔池堰堤」
と「丸亀城」を見学する。

行　事　名
主催・共催・協賛・後援 等

実　施　日 実　施　場　所 定員(名) 記　　　事
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◆西部支部

支部 他団体

北九州ゆめみらいワーク2019～夢を描く！
～

　　

《主催》
北九州市
《共催》

北九州商工会議所、北九州雇用対策協会、北九
州・下関まなびとぴあ

《後援》
福岡県、福岡県教育委員会、北九州市教育委員会

8月23～24日 西日本総合展示場 新館
北九州市産業経済局が主催する高校生等を対象と
した仕事体験イベントで、建設業の仕事内容（測量・
設計・工事）について体験してもらう。

土木の日ファミリーフェスタ2019 主催
《主催》

福岡地区土木の日実行委員会
10月20日 海の中道海浜公園（福岡市東区）

11月18日の土木の日を記念して、広く一般の方々に
土木の世界を理解していただく。建設機械乗車体
験、パネル展示、クイズラリー、土木実験ブース 他
（予定）

沖縄の土木技術を世界に発信する会
第24回シンポジウム

主催
（沖縄会）

11月6日 パレット市民劇場（那覇市）
「建設業界での多様な人材の活用に向けて」
～女性の技術力活用が組織の生産性を向上させる
～

さが土木フェア2019
《主催》

土木のイメージアップ連絡協議会
11月9～10日 佐賀県立森林公園

パネル展示、建設機械展示・乗車体験、ドローン操
作体験 等

DOVOCフェア2019 浜町パネル・模型展 11月16日 長崎市浜町ベルナード観光通り
土木事業やその効果などをわかりやすく紹介したパ
ネル・模型の展示やクイズラリーなど、大人からお子
さんまでどなたでも楽しめるイベント。

DOVOCフェア2019 土木おもしろ体験隊 11月16日 長崎大学文教キャンパス
小学生から中学生を対象に土木に関する実験やも
のづくりを体験・学習し、科学への興味や関心を育
むイベントです。

令和元年度 「親子で行く土木に親しむバス
ツアー｣

《主催》
熊本県地質調査業協会、熊本市

11月16日 熊本城、万田抗 他 70

11月18日は土木の日！ということで今年も開催が決
定した、親子で行く土木に親しむバスツアー！ 次の
世代を担う子どもたちが、暮らしを支える「土木」に
親しむことを目的としたバスツアーである。

DOVOCフェア2019
島原半島うみやま街道土木遺産ツアー

《主催》
長崎県土木の日実行委員会

11月17日 島原半島 30

長崎県には歴史的・技術的に価値の高い土木施設
（土木遺産）が数多く存在する。その時代の優れた
土木技術者が残してくれた遺構等に触れ、時代を感
じることのできるバスツアーである。

記　　　事行　事　名
主催・共催・協賛・後援 等

実　施　日 実　施　場　所 定員(名)

《主催》
長崎県土木の日実行委員会
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令和元年度
「熊本の土木工事現場見学バスツアー｣

《主催》
「土木の日」熊本実行委員会

11月17日 立野ダム建設工事、阿蘇大橋 他 60

毎年恒例、貸し切りバスで巡る熊本の土木工事現
場見学バスツアーが今年も開催決定！ 毎回大変好
評のこのバスツアー企画、今回は復旧が進む国道
57号や阿蘇大橋の架け替え工事といった貴重な見
学内容となっている。

土木学会西部支部 現場見学会 主催
《共催》

（一社）日本建設業連合会九州支部
11月19日 北九州市、福岡市 30

折尾駅周辺連続立体交差事業（北九州市）、福岡高
速6号線工事（福岡市東区）を見学する。
募集定員は30名（一般）

宮崎県「土木の日」パネル展
《主催》

宮崎県「土木の日」実行委員会
11月23～24日 イオンモール宮崎 土木に関するパネル、土石流模型の展示等
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