
発行日 2021年　3月　1日

紹介者 土木学会理事、京都大学大学院　工学研究科　教授　　木村　亮

土木広報センター　ニュースレター　（No.12）　　

　　　　　映画の中の選奨土木遺産を見つけ、新たな広報活動に繋げよう

　本年度から理事を拝命し、コミュニケーション部門と国際部門担当として微力ながら活動しています。
土木広報センターの活動として近年、「土木広報大賞」、「インフラ解説動画」、「ドボクのラジオ」と積極
的な学会の広報が実施され、頼もしく思っています。
　私は2000年に選定が始まった400件強の土木学会選奨土木遺産の見学を趣味としています。一季節
ではなく四季を通して見学しています。また、2012年から毎日1本の邦画を鑑賞しています。基本はビデ
オ店でレンタルし、本日は3540本目です。日本の風景と日本人が好きなので邦画です。この2つの趣味
が合わさると、映画の画面に選奨土木遺産が出てくると、すぐ見つけ嬉しくなります。
　2000年度に第１回目の選奨土木遺産が全国から10件選ばれました。全国で橋梁は数多く選ばれていま
すが、私は岡山市の旭川に架かる京橋が大好きです。この橋は大正6年竣工され、鋼管柱橋脚を有する
唯一かつ最古級の大型鋼桁橋です。橋脚は鋼管柱ですが、当時はスパイラル状に溶接し大口径の鋼
管を作る技術がなく、半割れの鋼管の端を重ね、横断方向と縦断方向にそれぞれリベットで接合してい
ます。円筒形の鋼管の端に、縦に並ぶリベットが大変美しく、とても精巧な構造です。この構造は市電が
通る橋面からは想像がつきませんが、100年以上利用された今でも市民に大切にされています。
　最近岡山県は映画のロケ地として積極的に手を挙げたのでしょうか、京橋だけでも以下の４つの恋愛映
画に使われています。
　①「先生！」　2017年公開、主演：広瀬すず・生田斗真
　京橋の橋の上での主人公２人の感動的なシーンが印象的。自転車で橋の上を走る広瀬すずの親友
は、奥村組のCMに起用されている新米ケンジョ、「奥村くみ」（森川葵）です。
　②「8年越しの花嫁」　2017公開、主演：土屋太鳳・佐藤健
　意識不明となった花嫁を新郎は8年間待ち続けた。 信じる力が生み出した奇跡の実話。京橋を背景
に、車いすに乗る娘（土屋太鳳）と母（薬師丸ひろ子）が語り合いながら夕日の染まるシーンは見事です。
　③「君と100回目の恋」　2017公開、主演：miwa・坂口健太郎
　④「ういらぶ。」　2018公開、主演：桜井日奈子・平野紫耀
　すべて恋愛映画ですが、③と④は主演が好みではなく、私の中で映画も低評価でコメントはありませ
ん。
　選んだ遺産がどのように作られ、末永くどのように利用されているかを追求していくと、新たな広報戦略も
見えてきます。『あらゆる境界をひらき』、日々邦画を研究して、広報活動の新しい動きを作っていきたい
と思います。

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

写真左：岡山市の旭川に架かる京橋全景

写真右上：鋼管柱橋脚が並ぶ

写真右下：リベットで接合されている橋脚

（撮影：木村 亮）



名　　　称 第56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11月10日（火）10：00～

場　　　所 土木学会AB会議室

担　　　当 土木広報センター/情報集約・発信グループ

内　　　容

　2020年11月10日（火）10：00から土木学会AB会議室にて「2020年度土木学会会長の活動
報告」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、11月18日の土木の日を迎えるにあたり、土木学会会長から
のご挨拶、ならびに「2020年度土木学会会長の活動報告」を行うとともに、記者との活発な意
見交換がなされました。

話題提供者：
　土木学会　会 長　家田 仁（政策研究大学院大学 教授）

司会：
　土木学会　専務理事　塚田 幸広

参考Webサイト：
　■令和２年度土木学会全国大会 in 中部　家田会長 基調講演
「何を育み何を変えるか～土木の原点と組織文化の視点から～」
　https://committees.jsce.or.jp/jsceoffice/node/168

■インフラメンテナンス総合委員会
「第１回地方インフラを対象としたメンテナンス講座」
　日時：2020年11月16日（月）13：00～16：00
　詳細：https://inframaintenance.jsce.or.jp/

■土木の日シンポジウム2020
　日時：2020年11月21日（土）13：45～16：30
　詳細：https://committees.jsce.or.jp/cprcenter/node/240

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 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 10月 ～ 11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 10月　いいね！ランキング】

【2020年 11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
656 31 16

【太田記念美術館展覧会】江戸の土木  ■趣旨： 土木とは、道路

や河川、橋梁、港湾などを造る建設工事のこと。近年、東京では各
所で再開発が進み 大規模な土木工事や建設が盛んに行われて

2
466 7 8

【みんなのどぼく】１6７3年の今日、山口県の錦帯橋(きんたいきょ

う)が開通しました

3
444 11 3

【TV番組案内】10月10日(土) 午後7:30～8:15 NHK総合 ブラ

タモリ「伊豆大島の火山」（ロケ再開）

4
433 15 3

【みんなのどぼく】１９５０年の今日、岩手県の釜石線が全線開通し
ました

5
418 15 33

【スゴ技続々】新潟県が「除雪の達人選手権」開催　選抜オペレー
ターたちが操作技術を披露

2020/11/02/集計

2020年10月1日～30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
482 24 14

【土木の日】11月18日は土木の日、日刊スポーツ（関東甲信越）に
広告掲載しています

2
351 10 2

令和２年土木テーマ展 「南河内の土木遺産－土木学会選奨土木

遺産パネル展－」 ■日時：2020年 11月7日（土）～11月29日

（日）　10 00 17 00 ■場所 大阪府立狭山池博物館 常設展

3
344 5 4

【みんなのどぼく】２０００年の今日、山口県の角島大橋(つのしま

おおはし)が開通しました

4
314 12 4

【みんなのどぼく】１９５７年の今日、東京都の奥多摩湖(おくたま

こ)が完成しました

5
306 3 1

【みんなのどぼく】１９６２年の今日、蔵王(ざおう)エコーラインが全
線開通しました

2020/12/03集計

2020年11月1日～30日集計結果　　　　　                                    ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



名　　　称 「土木広報大使」委嘱式

広報対象 （A-Ⅰ）土木関係者/（A-Ⅲ）土木マニア・ファン・シニア/（B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2020年11月18日（水）16:15～16:45

場　　　所 土木学会　講堂（東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内）

担　　　当 土木広報センター/情報集約・発信グループ

内　　　容

　2020年11月18日（水）の土木の日に合わせて、土木広報センター（センター長　小
松 淳）では、オール土木ネタの個性派芸人 元気丸さんに「土木広報大使」を委嘱し
ました。
参加者：
　　　元気丸（水戸 竜司さん、北岡 一成さん）
　　　土木広報センター長　小松 淳（日本工営 技術本部 技師長）
　　　土木学会専務理事　塚田 幸広
司会：土木広報センター次長　松田 光弘（建設技術研究所 管理本部 広報室長）

元気丸Webサイト：https://www.mamekana.co.jp/profile/genkimaru.html

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

記念撮影（左から塚田専務理事、

水戸氏、北岡氏、小松センター長）

塚田専務理事の挨拶元気丸のお二人

記念撮影

（左から小松センター長、水戸氏）

記念撮影

（左から小松センター長、北岡氏）

委嘱式の様子



名　　　称 土木の日シンポジウム　2020

広報対象 （A-Ⅰ）土木関係者 （B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2020年11月21日（土）13:45～16:30

オンライン（YouTubeライブ）

https://youtu.be/1r6rw9Nq6oc

担　　　当 土木広報センター/市民交流グループ/市民普請グループ/土木の日実行グループ

内　　　容

　毎年、「土木の日」および「くらしと土木の週間」に開催をしている「土木の日シンポジ
ウム」ですが、今年度は新型コロナウイルスの感染拡大の状況に鑑み、オンライン開催
（YouTubeライブ配信）をいたしました。
　今年度のテーマは、「“市民普請”で地方をよみがえらせる -市民主導の新しい公共事
業の仕組みを考える-」。市民普請の実践に不可欠な「中間支援組織」と「資金調達」の
具体事例を紹介し、持続可能な地域づくりに向けた市民普請の役割や今後の可能性を
議論しました。
　遠方の発表者はZoomによるリモート出演をし、参加者からもリアルタイムの質問を受
け付けるなど、学会の配信システムを最大限活用し、活気あるシンポジウムとなりまし
た。
　当日は、500名以上の方にご視聴をいただき、オンライン開催によって、結果として、
現地開催よりも多くの方にご参加いただくことが出来ました。

■行事URL：https://committees.jsce.or.jp/cprcenter/node/240
■視聴用URL：https://youtu.be/1r6rw9Nq6oc

場　　　所

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

会長挨拶（家田会長）※リモート出演

オンライン視聴画面オンライン発表の様子 ※Zoom画面共有

リモート参加による発表（宮島氏）会場の様子

開会挨拶（東川技術審議官）

https://youtu.be/1r6rw9Nq6oc


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　12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 12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
396 10 2

【みんなのどぼく】１８９２年の今日、群馬県の碓氷第三橋梁(うす

いだいさんきょうりょう)が完成しました

2
318 20 2

【記者座談会】防災・減災、国土強靱化5か年新対策決定/JAPIC
が津軽海峡トンネルの詳細検討

3
318 23 1

【ニュース解説：土木】「スーパームーン」で砂浜浸食50％増し、海

岸管理者への警告（一部有料の記事）

4
308 11 7

【ニュース動画】世界遺産 金閣寺 金色に輝く舎利殿 屋根のふき

替え工事が終了［52秒］

5
305 5 5

【みんなのどぼく】１９１４年の今日、東京駅が開業しました

2020年12月1日～31日集計結果　　　　　　　　　                            ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2021/01/05/集計



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 ～ 12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 年間 いいね！ランキングTOP30】

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  

2 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

3 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
4 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

5 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

6 1161 101 22 【ガンダムGLOBAL CHALLENGE】実物大18mの動くガンダムを前

7 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

8 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  

9 1053 60 67 【実物大ガンダムが機動】「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」　

10 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

11 936 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  

12 910 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

13 899 144 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

14 867 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 

15 838 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  
16 800 49 30 【乗りものニュース】銀座線渋谷駅が移転開業 JR東側ヒカリエ前に  
17 787 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

18 783 100 47 【ニュース動画】地震切迫度 31の活断層で“震災直前と同じか そ
19 782 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

20 779 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    

21 768 49 19 【ニュース動画】リニア中央新幹線 都市部の地下トンネル掘る掘削

22 751 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2  

23 744 61 18 【ニュース動画】弥生時代の“すずり”に国内最古の文字か 松江の

24 714 45 12 【ニュース動画】奈良 箸墓古墳を調査 宇宙からの素粒子で透視 卑
25 691 27 3 【かわいい土木】奥多摩に架かる「国道一小さい橋」

26 687 73 37 【ニュース解説：土木】大手建設コンサル3社が出社禁止、新型コロ

27 685 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

28 677 66 42 【ニュース動画】最大で2億円 科学論文公開で研究者が料金支払う   

29 656 31 16 【太田記念美術館展覧会】江戸の土木  ■趣旨： 土木とは、道路や     　　　　　    　 　 　 　    

30 651 32 76 【視聴希望者を１０００人募集！！】映画「前田建設ファンタジー
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