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土木の日関連行事（支部）
◆北海道支部

支部 他団体

体験学習 共催
《主催》

苫小牧工業高等専門学校
8月23日 苫小牧工業高等専門学校 90

水の流れの不思議な現象をお風呂の水抜きから川
の流れまで多岐にわたり小実験を含めながら体験し
てもらう。

土木技術体験講座 共催
《主催》

函館工業高等専門学校
9、10月中旬

（２回実施予定）
函館工業高等専門学校 100

中学生やその保護者、教諭などに対し、校内の施設
や設備を自由に見学してもらう。
（中学生を対象にした土木技術の紹介：地震津波や
液状化などのメカニズムとその防災対策など）

令和２年度選奨土木遺産認定書授賞式 主催 11月18日 ホテル札幌ガーデンパレス（動画配信） 30
今年度認定された選奨土木遺産の認定書授賞式及
び受賞報告を関係者のみで開催し、その模様を動
画配信する。

トラス・モルタルコンテストin室蘭 共催
《主催》

室蘭工業大学
11月中旬 室蘭工業大学 100

5、6名のグループで木材を用いてトラス橋を製作し、
その耐力およびデザイン性を競う。また、モルタルを
用いてテストピースを製作し、その耐力を競う。

土木技術者講演会（高校生対象） 共催
《主催》

北見工業大学
11月中旬 北見工業高校 90

土木技術と日常生活との密接な関わりについて認
識させ、土木への関心や大学への進学意識を高め
るための講演会を行う。

書道展（小中学生対象） 共催
《主催》

北見工業大学
11月中旬

展示：まちきた大通りビル5階催事場
表彰会場：北見工業大学

応募200点
書道コンクールを実施、優秀作品を表彰し、一般市
民に展示する。

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月中旬 函館工業高等専門学校 20

小学生を対象にした模型橋の強度・デザインコンペ
ティション、力学離れの小中学生に興味を持たせる
ことを目的とした講座。

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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◆東北支部

支部 他団体

土木の日特別行事 防災に関するシンポジ
ウム
サブタイトル：検討中

主催

《共催》（予定）
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》（予定）
（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

2021年1月（予定） メトロポリタン仙台(収録会場） WEB開催

「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10年目
の節目を迎える「東日本大震災」をテーマに議論を
行う。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っている。

◆関東支部

支部 他団体

土木のある風景写真コンテスト 主催
11月18日～
募集開始

- 受賞者は関東支部担当幹事で審査

主催 検討中 オンライン 20～30

土木系の絵本（児童書）をHPで紹介し、一般の親子
に選んでもらい、感想文をかいてもらう。
絵本自体を参加賞とし、別途感想文に対する賞を設
ける。（検討中）

主催 検討中 東京臨海広域防災公園 25 検討中

どぼくカフェ in TOKYO
主催 検討中 オンライン -

テーマが一般の方に近い、マニアックな内容とし、
コーヒーを手元に置いて参加してもらう。（検討中）
・ウェビナースタイル
・質疑応答あり
・司会者と講演者のキャッチボールスタイル

技術研究所見学会
各技術研究

所
≪共催≫
関東支部

検討中 各技術研究所 未定 開催を検討している技術研究所あり。

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

親子見学会
（代替えイベント検討中）
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【新潟会】土木の日記念講演会
新潟会
主催

《共催》
(一社)日本建設業連合会北陸支部

11月18日
アートホテル新潟駅前
新潟市中央区笹口1-1

80
毎日の暮らしを支えている大切な土木構造物の機
能や役割を知ってもらい、もっと身近に感じてもらう
ため一般公衆向けに講演会を開催する。

【群馬会】土木の日イベント「検討中」
群馬会
主催

検討中 検討中 未定 検討中

【栃木会】「土木の日」の集い
栃木会
主催

《共催》
(一社)栃木建設技術協会

11月6日
栃木県総合文化センター

（栃木県宇都宮市本町1-8）
220

参加者に、土木との触れ合いを通じて、土木技術お
よび土木事業に対する認識と理解を深めてもらうと
ともに、社会資本整備の意義と重要性について幅広
いコンセンサスを形成し、豊かで質の高い県土づくり
の推進に寄与することを目的として実施する。

【栃木会】令和2(2020)年度　第38回建設技
術研究発表会

栃木会
主催

《共催》
栃木県建設技術協会

11月6日
栃木県総合文化センター

（栃木県宇都宮市本町1-8）
300

栃木県内の産官学の技術者、研究者、学生に土木
技術の開発や適用、土木工学に関する啓発、異分
野との協働などに関係したテーマについて発表の場
を提供し、日ごろの成果を報告するなど、さらなる発
展を目指すことを目的として開催する。

【茨城会】2020年度土木学会選奨土木遺産
認定授与式

茨城会
主催

未定

【茨城会】イブニングセミナー①
茨城会
主催

未定

【茨城会】イブニングセミナー②
茨城会
主催

未定

【茨城会】土木の日見学会
茨城会
主催

未定
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◆中部支部

支部 他団体

令和2年度土木学会中部支部土木の日ポ
スター発表

主催
《協賛》

（一社）日本建設業連合会
9月7日 名古屋市 -

令和2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。

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14～15日
名古屋市、建設技術フェア2020 in 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、展示する。

土木の日 市民見学会（富山県） 主催

《主催》
富山県
《協賛》

（一社）日本建設業連合会

10月24日
境川ダム、川崎橋架け替え現場、 伏木富山港

国際物流ターミナル
20

テーマ：「とやまの土木」インフラツーリズム～水と生
きる富山～
日時：10月24日（土）9:00～16:00
見学地：境川ダム、川崎橋架け替え現場、伏木富山
港国際物流ターミナル
参加費：無料(昼食は各自持参)

土木技術者と学生の交流会 主催
《協賛》

（一社）日本建設業連合会
11月10日～ 12月9

日
オンライン開催(予定)

毎年開催している土木技術者と学生の交流会を今
年度はオンライン開催を企画中、実施期間について
は11月中旬から12月上旬を予定し今後調整する。

土木の日 親子ふれあい見学会（長野県） 主催

《主催》
長野県
《協賛》

（一社）日本建設業連合会

11月14日 裾花ダム、浅川排水機場ほか 20

テーマ：あつまれ未来のエンジニア～普段は見られ
ない土木の世界を見てみよう～
日時：11月14日（土）9:00～16:00（雨天決行）
見学地：裾花ダム、浅川排水機場ほか
参加費：無料（昼食は小布施ハイウェイオアシスで
各自とることとする）

土木の日 市民見学会（名古屋高速） 主催

《主催》
名古屋高速道路公社

《協賛》
（一社）日本建設業連合会

11月21日
ネックスプラザ、交通管制室、 東山トンネル緑

橋換気所ほか

テーマ：名古屋高速の道路施設を見て回ろう！
日時：11月21日（土）9:30～17:15
見学地：ネックスプラザ、交通管制室、東山トンネル
緑橋換気所ほか
参加費：無料(昼食は黒川ダム周辺で各自とることと
する)

土木の日 市民見学会（名古屋市） 主催

《主催》
名古屋市緑政土木局

《共催》
（一社）日本建設業連合会

11月22日 松重閘門、向野橋、東山給水塔ほか 20

テーマ：名古屋市内の土木遺産を巡ろう！
日時：11月22日（日）9:00～14:00
見学地：松重閘門、向野橋、東山給水塔ほか
参加費：無料(昼食はご持参いただくか東山動植物
園内売店で各自とることとする)

記　　　事行　事　名
主催・共催・協賛・後援 等

実　施　日 実　施　場　所 定員(名)
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◆関西支部

支部 他団体

“土木の日”ポスター募集 主催 6月1日～9月7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。
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 フォーラム
「古墳：もっと誇りたい！大阪の世界遺産」

主催 12月12日

オンライン(zoom)での開催
・福永先生・・大阪大学考古学研究室から

・福田様、新之介様・・大阪大学工学研究科イ
ノベーションオフィス（梅田）もしくは土木学会

関西支部

そこにあるのに近くに行くと「見えなくなる」大山古
墳、小山だと思っていた近くの古墳．．大阪にとって
近くて遠い存在の、なのに世界遺産にもなった古
墳。理解して、大切にして、もっと誇りにしたい古墳
について、3名の方からご講演をいただく。
福永伸一氏（大阪大学教授，考古学者）
福田英人氏（藤井寺市文化財保護課，元・大阪府教
育庁文化財保護課，行政）
新之介氏 （大阪高低差学会，民間，楽しむひと）

FCCどぼくカフェ
数回計画中 主催 未定 未定 未定

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》
「土木の日」関連行事関西地区連絡会

国土交通省近畿地方整備局，西日本高速道路(株)
関西支社，

(独)水資源機構関西・吉野川支社，(独)都市再生機
構西日本支社，

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構大阪支社，
本州四国連絡高速道路(株），

阪神高速道路(株），福井県，滋賀県，京都府，大阪
府，兵庫県，奈良県，和歌山県，

京都市，大阪市，神戸市，堺市，関西エアポート
(株)，新関西国際空港(株),

(一社)日本建設業連合会関西支部，(一社)日本橋
梁建設協会近畿事務所，

(一社)建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会近畿支部，(一社)ﾌﾟﾚｽﾄﾚ
ｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ建設業協会関西支部，

(一社)日本道路建設業協会関西支部，(一社)日本
埋立浚渫協会近畿支部

(公社)土木学会関西支部
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◆中国支部

支部 他団体

第13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 7月1日～9月16日 中国地方5県 -

土木の日を中心に、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する。

第13回「身近な土木を描いてみよう！」図
画コンクール　入賞作品展示(鳥取）

主催 10月18日 公益財団法人鳥取県建設技術センター 1000

第13回「身近な土木を描いてみよう！」図画コンクー
ルの優秀作品・佳作作品の展示を、 公益財団法人
鳥取県建設技術センターの「センター祭り」にて（鳥
取県倉吉市福庭町2-23）で開催。優秀賞13点と佳
作の鳥取県内の入選作品を展示。

第13回「身近な土木を描いてみよう！」図
画コンクール 入賞作品展示（広島）

主催 11月2～15日
広島市まちづくり市民交流プラザ

(広島市中区袋町6-36）
-

第13回「身近な土木を描いてみよう！」図画コンクー
ルの優秀作品・佳作作品の展示を、広島市まちづく
り市民交流プラザ(広島市中区袋町6-36）の1階エン
トランスホールで開催。優秀賞13点と佳作約50点の
入選作品すべてを展示。

第13回「身近な土木を描いてみよう！」図
画コンクール 優秀賞表彰式

主催 11月15日
広島市まちづくり市民交流プラザ

(広島市中区袋町6-36）
-

第13回「身近な土木を描いてみよう！」図画コンクー
ルの優秀賞１３点の表彰を、広島市まちづくり市民
交流プラザ(広島市中区袋町6-36）の6階マルチメ
ディアスタジオで開催。

令和2年度選奨土木遺産認定式
(土木学会中国支部推薦物件)

主催 11月下旬 広島県内
令和2年度土木学会中国支部選奨土木遺産推薦物
件の認定式を開催。

記　　　事行　事　名

《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、島根県教育委員会、松江市教育委員

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

主催・共催・協賛・後援 等
実　施　日 実　施　場　所 定員(名)
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◆四国支部

支部 他団体

令和2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 11月5日 高松市、建設クリエイトビル
「土木学会選奨土木遺産認定書授賞式」を行う。 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。

選奨土木遺産and土木コレクション展 主催 11月16日～20日 高松市、香川県庁本館１階県庁ギャラリー -
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。

愛媛県内の土木事業現場見学会 共催
《主催》

愛媛県土木部
11月16～30日 愛媛県内

令和2年11月中旬から11月末に、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16日～12月15日 高知県内

令和2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。

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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◆西部支部

支部 他団体

沖縄の土木技術を世界に発信する会
第25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）
「新しい日常に対応するインフラの在り方」
～ Withコロナ、Afterコロナ ～

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14～15日 イオンモール宮崎 - 土木に関するパネル等の展示等

DOVOCフェア2020 主催
《主催》

長崎県土木の日実行委員会
11月（予定） オンライン 計画中

北九州ゆめみらいワーク2020 　

《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

2021年1月～3月 オンライン
製造業、建設業、医療・福祉、情報通信業など、
様々な業種を紹介する動画等を作成し、オンライン
で配信

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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