2021（令和3）年度「土木の日」および「くらしと土木の週間」

2021/09/17

２．支部行事
◆北海道支部
行 事 名

主催・共催・協賛・後援 等

実 施 日

実 施 場 所

定員(名)

《主催》
北見工業大学

7月23日～8月18日

北見工業大学 オンデマンド

約500

小中学生に土木を含む科学実験やもの作りに親し
んでもらい、工学への興味を喚起する。

共催

《主催》
苫小牧工業高等専門学校

8月28～29日

苫小牧工業高等専門学校

90

身近なアイテムを使用して液状化現象を再現しなが
ら防災意識を高める。

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）

室蘭市防災フェスタ2021

共催

《主催》
室蘭工業大学

10月9日

室蘭市民会館

150

水害や土砂災害の仕組みについて模型実験などで
説明し、一般市民や子供たちに防災に関心をもって
もらう。

PRイベント・現場見学会
（一般市民対象）

《主催》
北見工業大学

北見芸文ホール（未定）

約400

共催

10月下旬
近隣工事現場（未定）

約30

支部

他団体

おもしろ科学実験オンデマンド

後援

体験学習

書道展（小中学生対象）

共催

《主催》
北見工業大学

11月15～19日

【展示】市庁舎2階多目的スペース または
まちきた大通ビル5階催事場
or Web

記

事

土木に関するPRのため、パネル展示等を行う。土木
への理解を深めるために、北見近隣の現場見学会
を開催する。

応募200点

土木に関連する書道コンクールを実施し、優秀作品
を表彰し、一般市民に展示する。

【表彰式】北見工業大学 or 実施しない

「土木の日」講演会および令和3年度選奨
土木遺産認定書授賞式

主催

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18日

ホテル札幌ガーデンパレスまたはオンライン

150

「土木の日」に関連した講演及び今年度認定された
選奨土木遺産の認定書授賞式

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。
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映画上映会（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、土木への関心を高めるため映画上映会を行う。

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。

実 施 日

実 施 場 所

定員(名)

◆東北支部
行 事 名

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：東日本大震災と復興 ～得ら
れた経験を未来に繋ぐ～

主催・共催・協賛・後援 等

主催

《共催》
国土交通省東北地方整備局 ・青森県・岩手県・宮
城県 ・秋田県・山形県・福島県・ 仙台市
東北電力（株）・東日本高速道路（株）東北支社 ・
東日本旅客鉄道（株）仙台支社
《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、東北建設協
会連合会、（一社）日本埋立浚渫協会東北支部、東
北港湾空港建設協会連合会、（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

2022年1月下旬

メトロポリタン仙台(収録会場）

WEB開催
200名

実 施 日

実 施 場 所

定員(名)

記

事

「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。昨今の増加して
いる豪雨災害「大規模土砂災害」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。
・基調講演 2題 調整中（講師等内諾済み）
・パネルディスカッション
【コーディネーター】
東北大学災害科学国際研究所 准教授 森口周二
氏
【コメンテーター】
2名 基調講演者
【パネリスト】
4名 調整中

◆関東支部
行 事 名

主催・共催・協賛・後援 等
支部

他団体

記

事

毎年、現場見学会を開催していたが、昨年（令和2
年）は、新型コロナウィルス感染拡大を受け、「現場
見学会」の開催を見送り。
本年は、関係者（中日本高速道路㈱様、清水建設・
岩田地崎建設JV様、前田建設工業㈱様）のご協力
を賜り、新たな開催方法の現場見学会として「オンラ
イン現場見学会」を開催。
土木の日オンライン現場見学会

主催

11月18日

Zoomミーティング

100
【見学場所】
1）新東名高速道路 川西工事（中日本高速道路㈱、
清水建設・岩田地崎建設JV）
2）前田建設工業㈱ ICI総合センタ－
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◆中部支部
行 事 名

主催・共催・協賛・後援 等
支部

他団体

令和3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

選奨土木遺産パネル

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、 公益財団法人名古屋産業振興公社、一
般社団法人中部地域づくり協会

実 施 日

実 施 場 所

定員(名)

9月1日
［配布中止］

名古屋市他

-

令和3年度中部支部管内の土木の日に関する行事
の案内ポスター発表、行事概要。

名古屋市、建設技術フェア２０２１in中部
吹上ホール

-

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。

10月14～15日
［会場の「建設技術フェア」
が開催中止のため中止］

記

事

10月23日
［中止］

金沢外環状道路海側幹線、金沢港、国道304
号清水谷ﾊﾞｲﾊﾟｽ

20

【テーマ】いしかわの「土木」を探検してみよう
【見学場所】金沢外環状道路海側幹線、金沢港ク
ルーズターミナル（兼昼食）、国道304号清水谷ﾊﾞｲ
ﾊﾟｽ
【参加費】無料
【募集対象】石川県民（中学生以上）
【募集方法】募集チラシ、石川県公式SNS、石川県土
木部技術管理室HP
【随行】石川県土木部技術管理職員

土木の日 市民見学会（石川県）

主催

《主催》
石川県土木部管理課技術管理室
《協賛》
（一社）日本建設業連合会

土木の日 市民見学会（三重県）

主催

《主催》
三重県県土整備部技術管理課
《協賛》
（一社）日本建設業連合会

11月6日
［中止］

国道23号中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽ、国道1号桑名東拡幅

20

【テーマ】現場を見て、どぼくについて学ぼう！
【見学地】国道23号中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽ、国道1号桑名東拡
幅

土木の日 親子ふれあい体験見学会

主催

《主催》
信州大学工学部水環境・土木工学科

11月7日
［中止］

信州大学工学部キャンパス・E8棟学生実験室

20

【テーマ】建設材料を壊してみよう！土ってこんなに
強いの？大音量！鉄筋の破断！
【応募条件】長野市内在中者

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

12月開催予定

未定

-

毎年開催している土木技術者と学生の交流会を企
画中、実施期間については12月を予定し今後調整
する。
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◆関西支部
行 事 名

「土木の日」ポスター募集
『わたしの身近にある土木
～まち・道路・鉄道・港・エネルギー～』

主催・共催・協賛・後援 等
支部

主催
（「土木の日」関
連行事関西地
区連絡会）

FCCどぼくカフェ「ドローン空撮で見えてくる
日本の地理と地形と土木技術

主催
（土木学会関西
支部FCC（フォー
ラム・シビル・コ
スモス）/「土木
の日」関連行事
関西地区連絡
会）

FCCどぼくカフェ「未来につなぐ産業・土木
遺産」

他団体
【「土木の日」関連行事関西地区連絡会 構成団
体】
国土交通省近畿地方整備局／西日本高速道路㈱
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㈱ ／阪神高速道路㈱ ／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㈱ ／新関西国際空港㈱／ (公社)土木学会
関西支部／(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)プレストレス
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 (順不同)

【「土木の日」関連行事関西地区連絡会 構成団
体】
国土交通省近畿地方整備局／西日本高速道路㈱
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㈱ ／阪神高速道路㈱ ／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㈱ ／新関西国際空港㈱／ (公社)土木学会
関西支部／(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)プレストレス
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 (順不同)

実 施 日

実 施 場 所

定員(名)

記

事

土木の日（11月18日）の前後に、関西一円で開催さ
れる土木関連行事の広報を目的として、毎年テーマ
311作品
に沿った絵画を募集。
（子供部門
【募集テーマ】 わたしの身近にある土木 ～まち・道
186作品/一
路・鉄道・港・エネルギー～
般部門 125
【応募について】 どなたでもご応募可能。
作品)
子供部門（小学生以下）
一般部門（中学生以上）

【募集期間】
6月1日～9月6日

7月17日

131

本年度の最初のどぼくカフェは、『ドローン』！ 「ド
ローン空撮で見えてくる日本の地理と地形」の著者、
藤田さんが日本全国津々浦々7年間にわたってド
ローンで撮影してきた地形の面白さ、その地形を利
用して作られた土木構造物の見どころについて 必
要以上に熱く語る。
【話題提供者】藤田哲史氏(土木ライター)
【コーディネーター】徳永隆行氏（FCC幹事、大阪府）

オンライン開催
【Zoomミーティング＋Youtubeストリーミング】

9月18日
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本年度の2回目のどぼくカフェは、『産業遺産』。 ご
夫婦で産業遺産の保存・活用に尽力されている前
畑温子さんをお迎えし、近代土木技術を用いた日本
最初の河川トンネル・神戸の近代化産業遺産「湊川
隧道」の魅力を全国にお伝えする。
【話題提供者】前畑温子氏（産業遺産写真家）
【コーディネーター】宇野宏司氏（神戸市立工業高等
専門学校）
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◆中国支部
行 事 名

第14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・共催・協賛・後援 等
支部

他団体

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、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

《後援》
東広島市教育委員会

土木学会夏休み親子見学会

主催

《共催》
日本建設業連合会中国支部・呉工業高等専門学校
《後援》
国土交通省中国地方整備局・広島県・呉市教育委
員会

令和3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

夏休み土木実験教室

第14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
第14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

実 施 日

7月1日～
9月13日

8月4日

8月28日
［緊急事態宣言のため中
止］

11月9日

《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

実 施 場 所

中国地方5県

東広島市芸術文化会館くらら 工作室

東広島・呉道路阿賀ＩＣランプ橋鋼上部工事・
第２鋼上部工事
（呉市広横路1丁目）

定員(名)

-

20

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

合計
40名

普段は見ることのできない工事過程や先端技術を
見学して土木技術の関心を高め、建設業の社会的
使命やその活動の実態、さらには社会資本整備の
必要性について考える。また、夏休みに親子で仕事
現場を見学することにより、キャリア教育を推進し、
建設業の魅力を知る。今回の見学では、交通網の
整備など生活に係る必要性についても学ぶ。

令和3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。

-

第14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
り市民交流プラザの1階エントランスホールで開催。
【展示】優秀賞13点と佳作約50点の入選作品すべ
て。

-

第14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
流プラザの6階マルチメディアスタジオで開催。

広島市まちづくり市民交流プラザ
(広島市中区袋町6-36）
11月23日

5/7

事

土木の日を中心に、身近な土木を理解し親しむため
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。

広島国際会議場
(広島市中区中島町1-2）

11月16～24日

記

2021（令和3）年度「土木の日」および「くらしと土木の週間」

2021/09/17

◆四国支部
行 事 名

主催・共催・協賛・後援 等

実 施 日

実 施 場 所

《主催》
香川高等専門学校

9月29日

坂出市、与島PAから瀬戸大橋の橋脚や資料
館等を見学

共催

《主催》
愛媛県土木部

11月15～30日

愛媛県内

令和3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15日～
12月15日

高知県内

令和3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。

選奨土木遺産and土木コレクション展

主催

11月25～26日

徳島市、アスティとくしま

令和3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26日

徳島市、アスティとくしま

支部

他団体

土木施設の見学バスツアー

共催

愛媛県内の土木事業現場見学会
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定員(名)

記

事

午前：42名 香川高専1・2年生を対象に土木構造物の見学会を
午後：43名 実施する。

-

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。

「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、東京大学 野口貴文氏にご
講演いただく。

2021（令和3）年度「土木の日」および「くらしと土木の週間」

2021/09/17

◆西部支部
行 事 名

主催・共催・協賛・後援 等
支部

他団体

実 施 日

実 施 場 所

定員(名)

令和3年度 「絵画・写真コンクール｣

《主催》
「土木の日」熊本実行委員会

【応募締切】
9月30日

入賞作品展示
県庁新館 １階ロビー
（11月8～26日）

-

土木フェスタ in ぴらも～る2021

《主催》
一般社団法人鹿児島県建設業協会

11月13日

天神 おつきや ぴらも～る
(鹿児島市東千石町)

-

11月26日

パレット市民劇場（那覇市）（予定）

沖縄の土木技術を世界に発信する会
第26回シンポジウム

主催
（沖縄会）

記

事

【テーマ】
わたしたちのくらしを支える身近な土木施設
http://www.dobokunohi-kumamoto.com/wp/wpcontent/uploads/20210727.pdf

計画中

詳細未定

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月開催予定

イオンモール宮崎（予定）

-

詳細未定

DOVOCフェア2021

《主催》
長崎県土木の日実行委員会

11月開催予定

オンライン

-

計画中

北九州ゆめみらいワーク2021

《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

12月2～3日

西日本総合展示場 新館
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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。

