
発行日 2020年　10月　30日

紹介者 土木学会　コミュニケーション部門　主査理事　大西 精治

土木広報センター　ニュースレター　（No.11）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　市民協働の支援策の取り組み
　　　　　　　　　　～市民団体とのパートナーシップ構築に向けて～

　家田仁土木学会第108代会長は、2020年6月の会長就任挨拶の中で、五つの重点ポイントとして、「①
大災害への的確な対応と社会への発信」、「②東日本大震災復興10年の総括と次なる大災害への備
え」、「③海外インフラ展開の戦略的推進」、「④インフラメンテナンスへの戦略的取り組み」、「⑤JSCEの
新たなパートナー展開」を掲げられました。

　コミュニケーション部門では、このうち、「⑤JSCEの新たなパートナー展開」について、部門の活動の一
つとして取り込み、今年の3月より、具体的な検討を開始しました。会長は、「JSCEの新たなパートナー展
開」の内容に関して、ひとことでいうと「土木学会の活動を市民や地方の実務技術者へもっと広げよう」と
いう趣旨であり、われわれ土木学会は、一般市民やインフラに関心を持っていろいろな活動をしている
市民グループを大事なパートナーとして位置づけ、より緊密な協力体制が取れるように活動を広げていく
べきであると述べられています。当部門では、土木学会として、市民団体との協働活動を促進していくた
めに、どのようなアプローチができるかという視点で、検討を進めてきています。

　特に、部門として力を入れていきたいのは、国土やインフラの保全を目指して活動している市民団体を
学会として支援する取り組みです。市民団体の活動をサポートする制度を考え、学会のパートナー団体と
して協定を結ぶことを検討しています（図1参照）。現在、コミュニケーション部門内の検討チームでは、
学会支部と連携しながら、各地域で橋や道路、河川等の維持管理を行っている市民団体を対象に、活
動を続けていく上での課題や土木学会へ期待することなどについて意見交換を行い、具体的な制度設
計を進めています。学会とパートナー団体との連携イメージは、「市民団体のイベントの後援・周知」、「学
会メディアを活用した、市民団体活動の広報」、「他団体との交流・情報交換の場の提供」、「技術者紹
介などの技術支援」などをサポートすることで、各市民団体のイベントの活性化や認知度の向上、活動の
更なる充実が図られることを期待しています。

　今後、本取り組みが進むことで、学会支部とパートナー団体が連携することにより、地域の大切なインフ
ラを維持管理していく活動の輪が広がっていくことを願っています。

図1　国土・インフラに係る市民団体等サポート制度

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 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

【2020年 7月　いいね！ランキング】

【2020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
570 25 33

【鉄道最前線】豪雨で｢人気鉄橋｣も流出､九州の鉄道再び受難

2
567 40 46

【ニュース解説：土木】わずか5年で橋桁が急速に腐食、2巡目点

検で発覚（一部有料の記事）

3
499 10 12

【みんなのどぼく】１８５４年の今日、熊本県の通潤橋(つうじゅん

きょう)が完成しました

4
429 25 10

【乗りものニュース】高山本線と飯田線 全線再開には「相当な日

数」 豪雨で土砂流入や冠水 JR東海

5
364 15 12

【ニュース動画】岐阜 瑞浪 “樹齢1000年超” 神社のご神木倒壊
復旧作業行う［34秒］

令和2年7月豪雨関連 2020/08/03/集計

2020年7月1日～31日集計結果　　　　　　　　　                            ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
464 15 13

【みんなのどぼく】１９２９年の今日、新潟県の萬代橋(ばんだいば
し)が完成しました

2
424 10 5

【みんなのどぼく】建設省(現在の国土交通省)が１９２０年に、日本

初の近代的な道路整備計画が実施されたことにちなんで制定しま
した

3
400 18 19

【ニュース動画】渋谷駅前の車両「青ガエル」が秋田「ハチ公」のふ
るさとに到着［36秒］

4
349 30 9

【考え得るあらゆる対策実践】JR東日本の飯田橋駅改良　前例の

ない工事への挑戦

5
345 6 1

【全文】天皇陛下 平和を願うおことば 感染拡大に触れた一文も

新型コロナウイルス感染症関連 2020/09/03集計

2020年8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　9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

状　　　況

【2020年 9月　いいね！ランキング】

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
2057 143 272

【建設業界のイメージアップ図る】金子機械　ハローキティラッピン
グショベルを完成披露

2
381 23 5

【ニュース動画】40度観測の新潟 三条 消雪パイプで「打ち水」

［25秒］

3
352 5 2

【みんなのどぼく】１９６２年の今日、福岡県の若戸(わかと)大橋が

完成しました

4
346 14 27

【ニュース】“ゴールド免許” 更新の講習をオンラインで受講可能に

5
328 19 66

【ゴムの伸縮で負担軽減】清水建設ら、掘削作業向けアシストスー
ツ開発

2020年9月1日～30日集計結果　　　　　　　　　                            ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2020/10/05/集計



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9月2日 土壌の調べかた 加州教雄さん

2020年9月9日 巨大重機の世界 高石賢一さん

2020年9月16日 もっと知りたい！　地下埋設物 杉浦伸哉さん

2020年9月23日 甚大化する災害を知る 三橋さゆりさん

2020年9月30日 人の行動が分かると、交通が分かる 柳沼秀樹さん

2020年10月7日 東京都市圏の交通はどうなるの？ 柳沼秀樹さん

2020年10月14日 橋を設計するということ 太田泰弘さん

2020年10月21日 人と生物に優しい環境調査 澤樹征司さん

2020年10月28日 高輪ゲートウェイ駅に迫る！ 田中大さん

9月の放送

10月の放送



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

「デミーとマツの土木広報大賞2020」において、「ドボクのラジオ」が優秀賞（写真・映
像部門）の3位を受賞しました！！

Webサイト：https://doboku.wixsite.com/index/prize2020result

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11月4日 東京のシンボル・東京タワー 小椋信也さん

2020年11月11日 私の好きなドボク（パート2） 元気丸（水戸竜司さん、
北岡一成さん）

2020年11月18日 元気丸のドボクのラジオ 元気丸（水戸竜司さん、
北岡一成さん）

2020年11月25日 水理模型実験てなぁに？ 村越重紀さん

11月の放送
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