
 2022(令和4）年度「土木の日」および「くらしと土木の週間」  2022年9月9日

２．支部行事

（１）北海道支部

支部 他団体

おもしろ科学実験 後援
《主催》

北見工業大学

対面：8月6日

オンデマンド：

7月22日～8月17日

北見工業大学／オンデマンド 120
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。

体験学習 共催
《主催》

苫小牧工業高等専門学校
8月27～28日 苫小牧工業高等専門学校 90

中学生を対象に、最新の測量機器を使用して測量についての興味を

高める。

オープンラボ in 室蘭 共催
《主催》

室蘭工業大学
9月18日 室蘭工業大学 100

「工大祭」において、室蘭市内の一般市民を対象に、海岸構造物に

係わる波浪・津波の模擬実験に関する体験学習およびセメントを用

いた手形作りを実施する。

※新型コロナウィルス感染症の状況によっては中止の場合もある。

ＰＲイベント 共催
《主催》

北見工業大学
10月8～16日

芸文ホール前

（菊まつり出店会場）
400 土木に関するＰＲのため、パネル展示等を行う。

見学会 共催
《主催》

苫小牧工業高等専門学校
10月上旬 苫小牧工業高等専門学校，他（計画中） 50 建設工事の現場を見学し、土木についての興味を高める。

土木に関する展示，体験 共催
《主催》

苫小牧工業高等専門学校
10月22～23日 苫小牧工業高等専門学校 1000 展示等を通じて小中学生及び市民へのＰＲをする。

土木技術体験講座 共催
《主催》

函館工業高等専門学校
10月頃開催予定 函館工業高等専門学校 約400

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）

書道展（小中学生対象） 共催
《主催》

北見工業大学

展示：11月14～18

日

表彰式：11月20日

展示：市庁舎２階スカイウォーク

表彰式：北見工業大学多目的講義室
応募170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。

映画上映会（高校生対象） 共催
《主催》

北見工業大学

1,2年生：11月14日

3年生：11月17日
北見工業高校　視聴覚教室 各学年33

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開催する。

鑑賞映画：「私たちの暮らしと土木」

所要時間：60分

「土木の日」講演会および令和4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 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。

主催・共催・協賛・後援 等
内　　容行　事　名 実　施　日 実　施　場　所 定員(名)
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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月頃開催予定 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。

ガールズオープンキャンパス 共催
《主催》

函館工業高等専門学校
11月頃開催予定 函館工業高等専門学校 100

女子中学生を対象に函館高専の紹介、社会基盤工学科紹介をし、土

木実験の体験学習を実施する。

トラスコンテスト in 室蘭 共催
《主催》

室蘭工業大学

2023年1月下旬頃

開催予定
室蘭工業大学 65

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。

現場見学会 共催
《主催》

北見工業大学
 未定

未定

（北見近隣の現場）
30 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。

室蘭市防災フェスタ2022 共催
《主催》

室蘭工業大学
未定 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。

※環境フェスタ2022に変更の可能性もある。

（２）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：未定

主催

《共催予定》

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、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

2023年1月下旬

開催予定
(収録会場未定）

WEB開催

200

「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)

・パネルディスカッション

【コーディネーター】

【コメンテーター】 2名 基調講演者

【パネリスト】4名 調整中

（３）関東支部

支部 他団体

土木の日現場見学会

-「芳賀・宇都宮LRT」現場見学会-
主催

《協力》

宇都宮市
11月15日 栃木県宇都宮市芳賀町 20

「土木の日」関連行事として、毎年現場見学会を開催している。昨

年（2021年）は「オンライン現場見学会」であったが、本年は現地

での「現場見学会」として「芳賀・宇都宮LRT」を選定。

主催・共催・協賛・後援 等

主催・共催・協賛・後援 等
行　事　名 実　施　日 実　施　場　所 定員(名) 内　　容

行　事　名 実　施　日 内　　容実　施　場　所 定員(名)
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（４）中部支部

支部 他団体

令和4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月中旬 名古屋市、岐阜県、長野県他 -

令和4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。

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

10月4～5日 
名古屋市、建設技術フェア２０２２in中部

ポートメッセなごや
-

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（長野県） 主催

《共同主催》

長野県

《協賛》

（一社）日本建設業連合会

10月29日
裾花ダム、久米路橋（兼昼食）、笠倉・壁

田橋梁建設現場
20 【テーマ】新発見！「映える」土木

土木の日 親子ふれあい体験見学会 主催

《共同主催》

岐阜県

《協賛》

（一社）日本建設業連合会

11月5日
岐阜関ケ原線４車線化工事、奥田洞谷堰堤

工事、内ヶ谷ダムほか
20 【テーマ】岐阜の「土木」を知ろう

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月下旬～2023年

１月開催予定
未定 -

ハイブリッド開催（鉄道事業者等と調整）を検討中、実施期間につ

いては12月下旬～１月を予定し今後調整する。

主催・共催・協賛・後援 等
行　事　名 内　　容定員(名)実　施　日 実　施　場　所
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（５）関西支部

支部 他団体

「土木の日」ポスター募集

『土木が支えるみんなのくらし　～ま

ち・道・鉄道・港・エネルギー～』

主催
《主催》

「土木の日」関連行事関西地区連絡会
6月1日～9月5日 お住まいに関係なくご参加可能

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、毎年テーマに沿った絵画を募集。

 【募集テーマ】 土木が支えるみんなのくらし　～まち・道・鉄道・

港・エネルギー～

【募集期間】 2022年6月１日(水）～9月5日（月）正午

【応募について】 どなたでもご応募可能

［子供部門（小学生以下）・一般部門（中学生以上）のいずれか］

FCCどぼくカフェ

 in 大鉄工業技術研修センター

[施設見学付]

《主催》

「土木の日」関連行事関西地区連絡会

《共催》

大鉄工業(株)

8月27日 大鉄工業(株)技術研修センター 30

テレビ番組やニュースなどで、大きな軌道付け替え工事などはご覧

になったこともあるでしょう。 しかし、日夜繰り広げられる保線作

業については知らないことも多いはず。どのような作業があるの

か、どのような苦労があるのか、「保線の秘密・保線作業の魅力」

を実体験を交えながらお話しする。

【話題提供者】目黒 裕 さん（大鉄工業株式会社 線路本部 線路企画

部）

【施設見学】初の一般公開！技術研修センターをご覧頂く貴重な機

会。 普段は、鉄道を中心とした建設工事やインフラ維持等各分野の

研修が行われるセンターで、保線と土木を中心に、実際に行ってい

る維持管理作業の紹介と研修内容の紹介を実施。実際の保線作業体

験があるかも？！

★全国大会イベント★

どぼくカフェ再放映 in 土木学会全国大

会

《主催》

「土木の日」関連行事関西地区連絡会
9月14日

国立京都国際会館

(令和4年度 土木学会全国大会会場）

関西支部FCC（フォーラム・シビル・コスモス）が始めた「どぼく

カフェ」はいまや全国に広がる。どぼくカフェでは、土木の魅力を

知ってもらい、どぼくや街を楽しむ人を増やすために、どぼくマニ

アや関連分野の達人をお呼びして、平日夜をゆったり過ごす時間を

提供している。そんなぼくカフェの魅力を知っていただくために、

会場入り口近くのディスプレイにて、過去のどぼくカフェを放映す

る。

 【上映内容】

どぼくカフェ42『ダムの深みにハマって20年』（萩原雅紀さん，ダ

ムライター）

主催・共催・協賛・後援 等
行　事　名

主催（FCC）

内　　容実　施　日 実　施　場　所 定員(名)
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★全国大会エクスカーション★

鴨川ドボク巡り ～どぼくカフェと土木

広報のあり方実践編～

9月15日 鴨川周辺 30

土木技術者がこのようにドボクを楽しめば土木をより良く広報でき

るのでは？との思いから、明日から土木広報マンとなるためのツ

アー。私たちの身の回りは、普段気づかない「どぼく」に囲まれて

いる。その「どぼく」を再発見し、愉しむことができるのは、大人

ならではの嗜み。鴨川・橋梁・マンホール・道路標識・電柱など身

近な 土木を楽しむ。どぼくカフェを企画・開催するFCCのメンバー

ならではの見方・愛で方・歩き方をご紹介。全国大会 参加中の朝、

地元鴨川の散策はいかが。

 【案内役】 FCC前代表幹事 髙橋良和（京都大学）、 FCC代表幹事

入江政安（大阪大学)

 【参加費】 無料

FCCどぼくカフェ

「京阪本線地下化 ～鴨川左岸の景観と

鉄道～」

9月15日
QUESTION（クエスチョン） 4階

Community Steps

京阪電車 三条駅の4番線ホームが、かつては鴨川に張り出して設置

されていた。今では京都市内の地下を走る京阪電車だが、1987年に

地下化されるまでは鴨川と琵琶湖疎水の間を走っていた。今から35

年ほど前までは京阪電車の窓から鴨川畔のお花見も楽しめた。かつ

ては鴨川左岸を彩り、そして現在は京都東山への眺望を保全するこ

とになった京阪本線の地下化工事について、京都ならではの工事の

苦労を交えながら紹介する。

【話題提供者】長瀧元紀 さん（京阪ホールディングス）

【コーディネーター】澤村康生（FCC副代表幹事，京都大学）

FCCフォーラム

「野球とどぼく」(仮）

11～12月の土日

（日程調整中）
甲子園等，野球に関連した会場を検討中

卓越したグラウンド整備が光る甲子園。今年も熱戦を繰り広げた高

校野球。空き地や河川敷での野球遊びからプロの試合まで、様々な

場面で野球と土木の関わりが見えてくる。土木と野球双方に長く関

わってきた寶先生をはじめとして、グラウンド整備から緑化事業ま

で幅広い展開をしている阪神園芸、球場建設・改修やその整備に関

わる大林組からご講演者をお招きし、野球や球場と土木の関わりに

ついて語っていただく。

【講演予定者】寶 馨氏（京都大学名誉教授，日本高等学校野球連盟

会長）、久保田 晃司氏（阪神園芸株式会社 代表取締役社長）、大林

組技術者（株式会社 大林組）

【参加費】 無料（予定）

《主催》

「土木の日」関連行事関西地区連絡会
主催（FCC）
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（６）中国支部

支部 他団体

第15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、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

7月1日～ 9月12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。優秀賞は、次年のカレンダーに印刷して贈呈。

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・海田町教

育委員会

7月16日
東広島・安芸バイパス整備事業

（安芸郡海田町幸町地内）
合計40

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。

土木ツアー 主催
鳥取県立美術館整備事業

（鳥取県倉吉市）
約90

とっとりの未来を作る今を見に行こうをテーマに、鳥取県立美術館

整備事業を見学。４０組の親子が参加して、建設車の試乗体験やAR

体験など５つのアクティビティを楽しむ。

どぼくカフェ 主催 倉吉未来中心

（鳥取県倉吉市）

約50

どぼくカフェ主宰者：京都大学の高橋良和先生を講師に、「大きな

機械が活躍するドボクの世界！」と題して講演。世界の建設機械の

紹介し、新技術なども説明して土木の面白さを語る。

「身近な土木を描いてみよう！」図画コ

ンクール　呉市小中学生過年度（H28年

度～Ｒ3年度）入賞作品展示

主催 9月1～13日
呉市役所ロビー

（広島県呉市）
-

「身近な土木を描いてみよう！」図画コンクール 呉市小中学生過年

度（H28年度～Ｒ3年度）入賞作品35点を展示。

第1５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 10月19～30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15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

トランスホールにて、優秀賞13点と佳作約50点の入選作品すべてを

展示。

第15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

（広島・山口）

主催 10月30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15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。

第15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

（東京）

主催 11月18日～ 12月9日 土木学会本部（四谷） -

第15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、土木学会本部ロビー（四谷）にて、優秀賞

13点と佳作24点の入選作品を展示。

令和4年度選奨土木遺産認定式 主催 11月予定 未定 -
令和４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。

7月23日

主催・共催・協賛・後援 等

≪主催≫

鳥取県

実　施　日 実　施　場　所 定員(名) 内　　容行　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
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第15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

（岡山）

主催 12月17日
ＪＲ岡山エキチカ広場

（岡山市）
-

第15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

13点と岡山県内の佳作作品の展示。過年度の岡山県の入賞作品も展

示予定。

第15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

（島根）

主催 2023年 2月23～24日
中国電力ふれあいホール松江

（島根県松江市）
-

第15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

13点と島根県内の佳作作品の展示。過年度の島根県の入賞作品も展

示予定。

第15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 未定 未定 -

第15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

13点と鳥取県内の佳作作品の展示。過年度の鳥取県の入賞作品も展

示予定。

第1５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

（山口）

主催 未定
中国電力ふれあいホール柳井

（山口県柳井市）
-

第15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

13点と山口県内の佳作作品の展示。

夏休み土木実験教室 主催 今年度は中止

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

《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
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（７）四国支部

支部 他団体

土木施設の見学バスツアー 共催
《主催》

香川高等専門学校
9月15～30日

与島PAから瀬戸大橋の橋脚や資料館等を

見学
香川高専1・2年生を対象に土木構造物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 10～11月 高松市（予定）
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。

選奨土木遺産and土木コレクション巡り

バスツアー
主催 10～11月 四国の4県内

四国内に存在する「選奨土木遺産」および「近代土木遺産」を巡る

見学会を行う。

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15～30日 愛媛県内

令和4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4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。

令和4年度土木の日記念行事

「特別講演会」
主催 11月開催予定 高松市（予定） 講師の方にご講演いただく。

内　　容行　事　名 実　施　日 実　施　場　所 定員(名)
主催・共催・協賛・後援 等
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 2022(令和4）年度「土木の日」および「くらしと土木の週間」  2022年9月9日

（８）西部支部

支部 他団体

令和4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】

ゆめタウン光の森

（10月20日～11月6日）

県庁新館  １階ロビー

 （11月14～25日）

-
【テーマ】

わたしたちのくらしを支える身近な土木施設

土木の日ファミリーフェスタ2022

（仮称）

《主催》

福岡地区土木の日実行委員会
10月2日

海の中道海浜公園

（福岡市東区）
- 計画中

北九州ゆめみらいワーク2022 　　
《主催》

北九州市産業経済局
11月9～10日 西日本総合展示場　新館・本館

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。

土木フェスタ in ぴらも～る2022
《主催》

一般社団法人鹿児島県建設業協会
11月19日

天神 おつきや ぴらも～る

(鹿児島市東千石町)
- 計画中

沖縄の土木技術を世界に発信する会

第27回シンポジウム

《主催》

沖縄の土木技術を世界に発信する会
11月25日 パレット市民劇場（那覇市）（予定）

【テーマ】

本土復帰50周年と沖縄のインフラ整備について

～今後の沖縄振興50年を考える～

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2022
《主催》

長崎県土木の日実行委員会
11月開催予定 佐世保市 他 - 計画中

内　　容行　事　名 実　施　日 実　施　場　所 定員(名)
主催・共催・協賛・後援 等
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