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紹介者 土木広報センター　センター長　　小松 淳

土木広報センター　ニュースレター　（No.10）　　

          土木広報センター長就任ご挨拶

　2015年6月の土木広報センター設立以来、依田照彦センター長（早稲田大学名誉教授）の下で次長
役を務めてきました。今回、2020年7月15日付で2代目土木広報センター長に就任しました小松淳（日本
工営株式会社）です。どうぞ、よろしくお願いします。
　依田センター長在任時には、土木学会設立100周年事業の「市民交流」事業の「市民普請大賞」「土
木の日」「土木コレクション」「土木ツアー」「土木ふれあいフェスタ」「どぼくカフェ」ほか「未来のT&Iコンテ
スト」などを継承して発展させ、「土木学会Facebookページ」「土木iサイト」の運営によってコミュニケー
ションを充実、「土木広報大賞」「インフラ解説動画」「ドボクのラジオ」を新たに開始して、土木広報セン
ターの活動の骨格がこの5年間でできあがったと言えるでしょう。
　また、土木界のさまざまな人々、組織の努力によって、「土木」が対象とする「インフラ」についての世間
の関心の高まりや国語辞典の「土木」ということばの説明が変更されるなど、「土木」に対する理解は少し
ずつ進んでいます。ただ、1989年に土木学会広報委員会の初代委員長高橋裕先生らの尽力によって制
定された「土木の日」と「くらしと土木の週間」提唱時の状況と現在を比較して劇的に変化したかというとま
だ十分ではありません。
　2011年の東日本大震災を契機として「土木広報アクションプラン」が策定され、土木学会100周年を経
て、「土木広報戦略会議」と「土木広報センター」が組織されて活動してきました。
　今年度、土木学会の新たな5か年計画である「JSCE2020-2024～地域・世代・価値をつなぎ、未来社会
を創造する～（略称：JSCE2020）」が策定され、その中の中期重点目標の一つ「コミュニケーション」は
「専門的知見に基づく公正な立場での対話と情報蓄積・公開を促すしくみの整備と利活用」を掲げていま
す。これを具体化するプロジェクト「土木映像の蓄積と活用」を3か年にわたって実施することになり、この
プロジェクトのリーダーも務めます。

　これまでのくらしがすべて変わってしまうかもしれない新たな契機が、新型コロナウイルスへの対応で
す。より広い範囲の人々にこれまでと違った方法でコミュニケーションするチャンスでもあり、積極的に新し
い方法を試していきたいと考えています。

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

JSCE2020プロジェクト「土木映像の蓄積と活用～映像クリエーターになって世界に伝えよう～」

リーダー：小松 淳

実施期間：2020～2023年度

概要：個々人が映像を簡単に扱えるようになった現在、土木学会のあらゆる活動を映像として記録・

蓄積した上で、再利用するための方策を整え、永続的な利用環境を構築します。また、学会独自の

映像配信によって広く適時・適切に情報発信します。

○「土木映像マニュアル」作成

○「土木映像アーカイブ／ライブラリ」整備

○映像製作支援・短編映像製作



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 2020年　1月 ～ 2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

【2020年 1月　いいね！ランキング】

【2020年 2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
1913 190 50

【ニュース解説：土木】世界初の大発見、微生物が複数の地下水
汚染物質を同時分解（一部有料の記事）

2
1305 82 43

【東京大改造】年末年始に延べ5000人が稼働、銀座線渋谷駅工

事（一部有料の記事）

3
1053 60 67

【実物大ガンダムが機動】「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」

10/1山下ふ頭にオープン

4
1004 46 26

【ニュース動画】「チバニアン」 国際学会が命名決定 日本の地層

で初登録［42秒］

5
936 90 63

【映画公開まで1週間】映画『前田建設ファンタジー営業部』公式サ
イト

2020年1月1日～31日集計結果　　　　　　　　　                            ※投稿日時は米国時間　　　　　　

2020/02/04/集計

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
1457 62 117

【ニュース動画】ペアで泳ぐ「リュウグウノツカイ」越前漁港で撮影
福井［27秒］

2
1121 103 29

【ニュース解説：土木】建設現場で相次ぐ新型コロナ感染、国交省
は工事中断も視野（一部有料の記事）

3
787 61 87

【ニュース動画】としまえん 閉園検討 跡地に“ハリポタ”テーマパー

クの交渉も［1分］

4
782 71 49

【国土交通省】国直轄工事を一時中止や工期延長　国交省、感染
防止で初

5
751 49 33

【ニュース動画】南極で18.3度 観測史上最高 世界気象機関［1分
26秒］

2020/03/03集計

2020年2月1日～29日集計結果　　　　　                                  ※投稿日時は米国時間　　　　　　　

新型コロナウイルス感染症関連



名　　　称 インフラ解説動画（「土砂災害分野」と「地震分野」）　

広報対象 （C-Ⅰ）報道関係者、（C-Ⅱ）地方報道関係者、（B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2020年3月公開

場　　　所 土木学会YouTubeサイト

担　　　当 土木広報センター/インフラ解説グループ

状　　　況
「土砂災害分野」解説委員：藤井 俊逸（株式会社藤井基礎設計事務所代表取締役社長）

「地震分野」解説委員：高橋 良和（京都大学大学院工学研究科教授）

内　　　容

　土木学会では、近年話題となっているインフラに関する用語について、土木学会の解説委
員が分かりやすく説明する「インフラ解説動画」を2018年12月より公開しております。これまで
公開した「橋梁分野」と「河川分野」に続き、この度、「土砂災害分野」と「地震分野」のトピック
を取り上げ、それぞれ2～3分程度の短い内容で解説しております。今後も分野を広げて、い
ま知りたいインフラの話題を中心に、解説委員による解説動画を充実させていきます。

【土砂災害分野のインフラ解説動画】
動画数：18本
公開Webサイト：
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRALmeewpTqrsjRuvuQtRJH_hwqRBnUGk
土木広報センター内のリンク先：http://committees.jsce.or.jp/cprcenter/node/220

【地震分野のインフラ解説動画】
動画数：10本
公開Webサイト：
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRALmeewpTqqAU31H9FOFP9yTW1f606oo
土木広報センター内のリンク先：http://committees.jsce.or.jp/cprcenter/node/221

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 2020年　3月 ～ 4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

【2020年 3月　いいね！ランキング】

【2020年 4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

新型コロナウイルス感染症関連

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
1371 116 91

【ニュース動画】大本営陸軍部の地下ごう公開へ 東京・市ヶ谷 防
衛省［1分］

2
1161 101 22

【ガンダムGLOBAL CHALLENGE】実物大18mの動くガンダムを

前田建設のICI総合センターで公開

3
899 144 15

【マンホールGO】熊本県水俣市に漫画家・#江口寿史 さんのデザ

インした蓋が設置されましとよ

4
838 57 30

【東京大改造】開通が2年も前倒し！ 五輪に間に合った横浜北西

線（一部有料の記事）

htt // t h ikk i / t l/ t/ l /18/00110/0
5

779 46 67

【乗りものニュース】国内唯一だった大分のホーバークラフト航路
復活へ 2009年に廃止 空港アクセス強化で

2020年3月1日～31日集計結果　　　　　　　　　                            ※投稿日時は米国時間　　　　　　

2020/04/06/集計

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
910 14 83

【ニュース解説：土木】ワッシャーが赤くなったら要注意、トンネルの
緩みが目視で分かる（一部有料の記事）

2
685 36 46

【ニュース解説：土木】国交省でクラスター発生か、本省9人感染で

透ける危機管理の甘さ（一部有料の記事）

3
651 32 76

【視聴希望者を１０００人募集！！】映画「前田建設ファンタジー営
業部」、ネットで無料上映

4
614 9 46

【ニュース解説：土木】止められない工事が止まった、玄海原発で
大林組社員が新型コロナに感染（一部有料の記事）

5
610 56 57

【TV番組案内】本日 深夜0時20分 タモリ倶楽部「ダムファン・海岸
ファン・下水道ファン必見!TV初公開!国交省セクション別バンザイ」

2020/05/04集計

2020年4月1日～31日集計結果　　　　　                                  ※投稿日時は米国時間　　　　　　　



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 2020年　5月 ～ 6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

【2020年 5月　いいね！ランキング】

【2020年 6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
1120 85 93

【ＴＢＭとＮＡＴＭ、１台２役】鹿島とコマツが開発の「ハイブリッド型
掘削機」稼働

2
469 25 15

【京都新聞】秀吉最後の城、幻の「京都新城」初めて出土　逸話に
沿う石垣破却、桐や菊文様の金箔瓦

3
467 27 50

【乗りものニュース】首都高で移動式オービス増！ 新型コロナで閑

散 ルーレット族対策 都心中心に目撃例

4
449 11 10

【国土交通省関東地方整備局】本日5月12日（火）8:30に八ッ場

ダムが満水になりました

5
397 41 31

【ニュース動画】中国 つり橋が大きく波打つ現象 防護壁が原因か
［15秒］

2020年5月1日～31日集計結果　　　　　　　　　                            ※投稿日時は米国時間　　　　　　

2020/06/04/集計新型コロナウイルス感染症関連

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
867 41 79

【ニュース動画】道路が10ｍほど陥没 JR新横浜駅近くの環状2号
線 横浜［21秒］

2
691 27 3

【かわいい土木】奥多摩に架かる「国道一小さい橋」

3
576 29 5

【東京人】2020年7月号　特集「浮世絵で歩く　橋と土木」6月3日

発売。 東京の名橋の変遷を、浮世絵と古絵葉書で読む。 橋好き

必見 読み応えがあります！！ 東京人W bサイト

4
561 21 18

【理化学研究所・富士通】日本のスパコン「富岳」、8年半ぶり世界

一奪還

5
526 24 78

【乗りものニュース】「としまえん」8月31日に閉園へ およそ1世紀の
歴史に幕

2020/07/02集計

2020年6月1日～30日集計結果　　　　　                                  ※投稿日時は米国時間　　　　　　　



名　　　称 第55回報道機関懇談会

広報対象 （C-Ⅰ）報道関係者

活動期間 2020年6月4日（木）10：00～

場　　　所 土木学会講堂

担　　　当 土木広報センター/情報集約・発信グループ

内　　　容

　2020年6月4日（木）10：00から土木学会講堂にて「令和元年度土木学会会長の活動総括」
および「会長特別委員会「インフラメンテナンス（鉄道）特別委員会」の活動成果」をテーマとし
て第55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、2019年6月からの土木学会会長としての１年間の活動につ
いて総括を行うとともに、活動の柱である2019（令和元）年度会長特別委員会「インフラメンテ
ナンス（鉄道）特別委員会」の成果について報告いたしました。
　同委員会では、我が国の重要な交通インフラであり、長年に渡りメンテナンスを体系的に実
施してきた「鉄道」を対象として、鉄道のメンテナンスについて現状分析を実施するとともに、
働き方改革等の社会情勢の変化を踏まえて、今後の鉄道のメンテナンスはどうあるべきかを
議論してまいりました。
　１年間の議論を経て、この度、インフラ健康診断書（鉄道部門）および成果報告書「鉄道イ
ンフラの健康診断と将来のメンテナンスに向けた提言」をとりまとめました。

話題提供者：
　土木学会　会 長　林 康雄（鉄建建設（株））
　土木学会　会長特別委員会「インフラメンテナンス（鉄道）特別委員会」
　　　　　　　　幹事長　野澤　伸一郎（東日本旅客鉄道（株））
司会：
　土木学会　専務理事　塚田 幸広

参考Webサイト：
　令和元年度会長特別委員会 インフラメンテナンス（鉄道）特別委員会
　http://committees.jsce.or.jp/chair/node/23

　インフラ健康診断書（鉄道部門）及び成果報告書「鉄道インフラの健康診断と将来のメンテ
ナンスに向けた提言」を公表しました！
　http://committees.jsce.or.jp/chair/node/34

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

2020年3月より過去の放送音源を公開しております。
ドボクのラジオWebサイト内のアーカイブページ：
http://doboradi.jsce.or.jp/category/番組アーカイブ/
番組YouTubeサイト：https://www.youtube.com/channel/UCN9bkgeK9jQintTUORSpjpA

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

O.A⽇ テーマ ゲスト（敬称略）

2020年7⽉1⽇ 新型コロナウイルスに挑む 佐野⼤輔さん

2020年7⽉8⽇ ドボクを描こう 広野りおさん

2020年7⽉15⽇ 昔より　きれいになったよ　隅⽥川 湯浅岳史さん

2020年7⽉22⽇ 国際貢献への道 湯浅岳史さん

2020年7⽉29⽇ 中央区観光検定（パート3） ドボラジメンバー

2020年8⽉5⽇ ずばり勝鬨橋︕︕ 紅林章央さん

2020年8⽉12⽇ みんな⼤好き。永代橋と清洲橋。 紅林章央さん

2020年8⽉19⽇ 私の好きなドボク ドボラジメンバー

2020年8⽉26⽇ 鉄道クレーン⾞でできること 守安 健太さん
森下 征範さん

7⽉の放送

８⽉の放送




