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紹介者 土木広報センター　センター長　　依田 照彦

土木広報センター　ニュースレター　（No.8）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　知りたくなる土木と現場見学

　土木学会のホームページに土木ⓘ（どぼくアイ）の画面があることをご存知の方も多いと思いま
す。土木ⓘをクリックすると、カレンダーとともに様々な情報が目に飛び込んできます。この土木
ⓘ（どぼくアイ）は、身の回りにあるさまざまな「土木」に関する情報源として、見たいところを見た
いときに、知りたいことを知りたいときに、すばやく情報が取り出せることに特徴があります。2017年
4月14日開設以来、土木学会の土木広報センターのスタッフが運営しており、「どこかによい見
学先があるか」、「土木のことが学べる講習会はあるか」などが容易に探し出せるようになっていま
す。土木に関係する機関や団体、学協会の行事情報をできるだけ多く集めて、容易に検索でき
るようになっていますので、「知りたくなる土木」がすぐそこにあることが実感できます。

　実は、現場見学こそ、知りたくなる土木にふさわしいイベントであると考えています。現場見学
は、インフラを知る一番よい方法だからです。現場、現物、現状、この三つを見ることが大切で
す。現場見学は、インフラとの言葉を交わさない対話であると考えてもよいかも知れません。人間
同士の対話でさえ難しいのに、インフラと対話することができるのかと疑問視する人がいるかもし
れません。しかしながら、現在、インフラで課題となっている維持管理の問題は、インフラとの対
話そのものです。通常のインフラの点検では、まず現場に行って、インフラを見るところから始ま
ります。次に、機能不全になっているところはないか点検します。そして、現物の現状を診断しま
す。これらの一連の行為は、インフラの状況や状態を言葉なしで知ろうとしていることに他なりま
せん。土木の知識があれば、コミュニケーションがスムーズにとれることも容易に分かります。

　すなわち、現場見学は、インフラと対話する技術を磨く大変良い機会なのです。土木学会の
土木広報センターでは、現場見学を積極的にサポートしたいと考えております。

　なお、土木ⓘ（どぼくアイ）の詳細は　https://doboku-i.jp/node　で確認いただけます。

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 下山、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ

『土木ⓘ現場見学マッチング』による現場見学会

見学日時： 2018年10月23日（火）

現場名：北海道新幹線野田追（南）トンネル工事

学校名：明石工業高等専門学校 都市システム工学科
※『土木ⓘ現場見学マッチング』は学校関係者（大学、高専、高校）を条件に見学受入れ先を提供いただいてます



名　　　称 土木学会Facebookページ　いいね！ランキング

広報対象 （B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2019年 7月 ～ 8月

場　　　所 土木学会Facebookページ

担　　　当 土木広報センター/情報集約・発信グループ長 小松 淳

【2019年 7月　いいね！ランキング】

【2019年 8月　いいね！ランキング】

状　　　況

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 下山、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
1237 67 61

【ウズベキスタン】2018年まで写真撮影は違法だった、世界で最も

美しい地下鉄

2
548 51 22

【乗りものニュース】バスをグッと幅寄せできる「縁石」開発 「タイヤ

当ててOK」乗降口の隙間ミリ単位に

3
543 51 31

【ニュース解説：土木】清水建設が500億円投じて作業船建造、洋

上風力市場に参入（一部有料の記事）

4
516 47 25

【ニュース解説：土木】「寿命は理論上2000年」、超高耐久のPC桁

（一部有料の記事）

5
493 39 55

【ドボクイズ】Q．高さ80mもある橋脚、なぜこんなに細い？

2019年7月1日～31日集計結果　　　　　　　　　                            ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2019/08/05/集計

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
1438 89 95

【行事案内】「東京 橋と土木展」

2
915 52 37

【ニュース動画】高校生が130人 重さで橋がどれだけたわむか 強

度を調査 錦帯橋［27秒］

3
597 29 26

【ニュース解説：土木】震災から10年で復興道路全通へ、三陸沿岸

道など（一部有料の記事）

4
585 45 32

【ニュース動画】「二・二六事件」海軍極秘文書発見 収束までの4

日間詳細に記録［2分43秒］

5
576 31 23

【かわいい土木第23回】木製トラスの大吊橋は電力王の夢の跡

2019/09/03集計

2019年8月1日～31日集計結果　　　　　                                  　 ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



名　　　称 オープンキャンパス土木学会2019

広報対象 （B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2018年7月6日（土）

場　　　所 土木学会　（四ツ谷）

担　　　当 土木広報センター/市民交流グループ/土木の魅力グループ

内容

　土木の魅力グループでは、土木学会本部（四ツ谷）にて「オープンキャンパス土木
学会2019」を開催しました。2017年より始まったこのイベントは、今年で3回目を迎
え、過去最高の283名の方々にお越しいただき、盛況のうちに終えました。
　今年は、オリンピックイヤーを前に学会所有の貴重資料で振り返る特別企画展「東
京オリンピック1964」や、初の屋外プログラムとして「コンクリート実験」、VR体験、水
環境をテーマとした実験、どぼくカルタなど、新たなプログラムも複数登場し、地域の
方々をはじめ、大人から子供まで、多くの方々で賑わいました。
　その他、「どぼくシアター」では、過去の映画コンクール受賞作品の数々をお楽しみ
いただき、「どぼくテラス」では合成写真の記念撮影コーナーを設けるなど、滞在時
間を延長し、楽しんでいただけるようなメニューを揃えました。

■イベント名：　オープンキャンパス土木学会2019
■開催日時 ：　2019年7月6日（土）　10：30～16：00
■開催場所 ：  土木学会
■主　　　催 ：  土木広報センター
■後　　　援 ：  東京都建設局，新宿区教育委員会　※TOKYO2020の応援プログラム

状　　　況

　

　

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 下山、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ

初の屋外企画（会場入口）

コンクリートでアクセサリー

合成写真撮影コーナー特別企画展『東京オリンピック1964』

イベントチラシ



名　　　称 第54回報道機関懇談会

広報対象 （C-Ⅰ）報道関係者

活動期間 2019年9月12日（木）10：00～

場　　　所 土木学会A会議室

担　　　当 土木広報センター/情報集約・発信グループ

内　　　容

　2019年9月12日（木）10：00から土木学会A会議室にて「令和元年度土木学会会長の活動
報告」および「オンライン土木博物館（通称：ドボ博）」をテーマとして第54回報道機関懇談会
が開催されました。
　今回の報道機関懇談会では、「令和元年度土木学会会長の活動報告」として、これまでの
３か月間を振り返るとともに、インフラメンテナンス（鉄道）特別委員会について説明いたしま
した。
　また、ドボ博新企画として8月8日にオープンした「川展 日本河川風景二十区分」ならびに、
9月8日にオープンした「中部インフラ解剖　牛車と飛行機―風土に編み込まれたインダスト
リ」の内容について話題提供いたしました。

話題提供者：
　土木学会　会 長　林 康雄（鉄建建設（株））
　土木学会　土木図書館委員会　ドボ博小委員会
　　　　　　　　委員長　北河 大次郎（文化庁）
　　　　　　　　委員　大村 拓也（写真家）
　　　　　　　　委員　安藤 達也（（株）建設技術研究所）

　「オンライン土木博物館（通称：ドボ博）」　http://dobohaku.com/ja/

状　　　況

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 下山、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ



名　　　称 ドボクのラジオ（ドボラジ）

広報対象 （C-Ⅲ）世論・輿論

活動期間 2019年5月1日（水）からスタート（継続中）

場　　　所 中央区のコミュニティFM「中央エフエム」

担　　　当 土木広報センター/情報集約・発信グループ

状　　　況

内　　　容

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 下山、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ



名　　　称 土木広報大賞2019　選考会及び結果公表

広報対象 （A-Ⅰ）土木関係者/（A-Ⅲ）土木マニア・ファン・シニア/（B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2019年9月9日（月）15:00～17:00　《公表10月7日(月)》

場　　　所 土木学会　会議室（東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内）

担　　　当 土木広報センター　土木広報大賞事務局

内　　　容

土木学会はこの度、優れた土木に関する広報活動や作品を顕彰する「土木広報大
賞2019」の各賞を決定いたしました。第2 回となる今回は、日本全国から122 件の
応募が寄せられ、選考委員会（委員長：田中里沙事業構想大学院大学 学長）によ
る厳正な選考を経て、最優秀賞１件、優秀部門賞6 件、準優秀部門賞10 件の合計
17 件を選出しました。最優秀賞は、東京都下水道局（東京都）の“東京地下ラボ(若
者向け東京下水道発信事業)”の受賞と決まりました。各賞の表彰式は11 月18 日、
土木学会（新宿区四谷）にて実施いたします。

各賞を決定いたしました。

状　　　況

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 下山、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ

《受賞一覧》最優秀賞 1件、優秀部門賞 各1件、準優秀部門賞 10件
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